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詳細はお問い合わせください。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用ください！

●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０
【シェイプボディ教室】
　直接会場へおいでください対市内
在住、在勤、在学の１８歳以上の方日
毎週月曜日（休館日・大会等開催日を
除く）、午前１０時～１１時内有酸素運
動と筋力トレーニングを行いシェイ
プアップを目指す費大人３１０円、６５
歳以上・障がい者１００円／別途公開
指導料として１００円が必要です
【脳を鍛えるリフレッシュ体操教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日２月２０日～３月１２日の木曜
日、午前１０時～１１時３０分、全４回内
運動が苦手な方でも楽しめる脳トレ
定２０人（抽選）費１０００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、１月２２日ま
で（消印有効）に同館へ（同館ホーム
ページで申し込みも可）
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【キッズヨガスクール】
対４歳～小学生日２月５日～３月１８日
の水曜日（２月２６日を除く）、午後３
時３０分～４時３０分、全６回定３０人
（抽選）費４８００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、１月２６日まで（必
着）に同プールへ
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【筋膜リリース＆ストレッチ】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週火曜日、午後７時３０分～
８時１５分費大人３１０円、６５歳以上・
障がい者１００円／別途自由参加教室
料として１００円が必要です
●野津田公園☎☎７３６・３１３１
【アクティブヨガ教室～月
替わりのテーマで体づくり】
対２０歳以上の方日２月４日～３月２４
日（２月１１日、３月３日を除く）の火曜
日、午前１０時１５分～１１時４５分／応
募多数の場合は２部制となります講
アシュタンガヨガ指導者・内田広美
氏定１２人（申し込み順）費月２０００円
（保険料込み）、ヨガマット貸し出し
＝１００円（初回無料）、持参も可申１
月１５日午前９時から電話で同公園へ
（受付時間＝午前９時～午後５時、土
・日曜日、祝休日も可）
●子ども創造キャンパスひ
なた村☎☎７２２・５７３６
【①手づくりのじかん　　
ガラスの宝石～七宝焼き体験】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日２月９日㈰午前１０時～正午内
七宝焼きでペンダントトップまたは
ピンバッジを１つ作る定２０人（申し
込み順）費５００円
【②アウトドアクッキング～最強ひな
たメシ　たきびほったらかしランチ】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生とその保護者日２月１６日㈰午前
９時３０分～午後０時３０分内器具を使
わずにパンや卵を調理する費子ども
２００円、大人３００円
【③糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日２月１６日
㈰午後１時～３時内電動糸のこ盤を

イベントカレンダー
詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧ください。

使って木のおもちゃ作り講町田糸鋸
の会定１０人（申し込み順）費３００円
【④たきびのじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいでください日１月２５
日、２月８日、いずれも土曜日午前１０
時～１１時３０分（正午に消火、雨天・
強風中止）内たき木を拾い、たき火体
験（焼く物や軍手等の持参も可）
【⑤ひなた村デイキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日２月１１日㈷午前１０時～午後３時
内野外炊事や森の中で冬の外遊びを
楽しむ定４０人（申し込み順）費１人
３００円

◇
申①②③⑤１月１５日午前１０時から
電話でひなた村へ④直接会場へ／そ
の他の講座やワークショップについ
ては、ひなた村ホームページ等をご
覧ください
●町田市フォトサロン☎☎７３６・
８２８１
【うめ写真展】
　薬師池公園を始め、各地で撮影し
た梅の写真の公募展です日程１月２９
日㈬～２月１１日㈷
〈臨時休館のお知らせ〉� �
　２月１２日㈬～１８日㈫は館内清掃
のため、臨時休館します
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・４８３５
【小野路冬の里山　野鳥観察会】
　森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、冬の里山で野鳥
を観察します／双眼鏡の貸し出しも
有り日２月７日㈮午前９時３０分～午
後１時（小雨実施）／荒天時は同館で
講座を実施定２０人（申し込み順）費
１５００円（保険料、資料代、昼食代）申
１月２４日正午からイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２００１２４Ａへ
【うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日２月１２日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）申１月２４日
正午からイベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスコード
２００１２４Ｂへ
【しいたけ植菌体験教室】
　原木にドリルで穴をあけて、しい
たけの植菌をします日①２月２３日㈷
②２月２４日（振休）、午前１０時～午後
３時（作業時間は１時間程度）定各１５
組（申し込み順、原則２人１組）／申込
時に希望時間を伝えてください（１
時間ごと、各最大３組まで）費１組
２５００円（材料代）申２月７日正午から
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード①２００２０７Ａ
②２００２０７Ｂへ
●ふるさと農具館☎☎７３６・８３８０
【なたね油しぼりの実演と販売】
　野津田町の七国山地区で栽培して
いるなたねから、油をしぼります。油
は、２５５ｇビン１本７００円で販売しま
す日１月１８日、２月１５日、３月２１日、
いずれも土曜日、販売時間＝午前９
時３０分から（数に限り有り、売り切
れ次第終了）、実演時間＝午前１１時
～午後２時

　作家・町田康氏が萩原朔太郎について講演します。
日２月２３日㈷午後２時～３時３０分
場町田市民フォーラム
定１８０人（申し込み順）
申１月１６日正午～２月２０日にイベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２００１１６Ｄへ。

※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をしてください。
※救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

本紙に掲載して
いる夜間・休日
診療情報等を配
信しています。
登録はこちらから▶ スマホ版 携帯電話版

町田市メール配信サービス急病急病ののときはときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１５日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１６日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８）☎☎７９８・１１２１

１７日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

１８日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

１９日㈰

午前９時～午後５時 内科

熊谷医院（金森東４-３３-４） ☎☎７９５・５３２５

平野クリニック（西成瀬３-１８-１） ☎☎７３２・１３２１

はやし内科クリニック（真光寺２-３７-１１）☎☎７３６・５５０１

午前９時～翌朝９時

内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

外科系
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

２０日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

２１日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

２２日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

２３日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

２４日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

２５日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

２６日㈰

午前９時～午後５時
内科

町田エールクリニック（中町１-９-２２）☎☎７３９・５５３３

グリーンヒルクリニック（小野路町１６５１-１） ☎☎７３６・７８７７

内科、
小児科 たかはしクリニック（常盤町３２００-１）☎☎７９８・７７５５

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

外科系
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

２７日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

２８日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

２９日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

３０日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８）☎☎７９８・１１２１

３１日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所
休日応急
歯科診療

日曜日、祝休日の午前９時～午後５時（予約制、受け付けは
午後４時３０分まで） 健康福祉会館内

☎☎７２５・２２２５
（下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前９時～午後５時（予約制、
受け付けは午後４時３０分まで）

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
毎日 午後７時～９時３０分（電話受付は午後６時から） 健康福祉会館内

☎☎７１０・０９２７
（下地図参照）

日曜日
祝休日 午前９時～午後４時３０分（電話受付は午前８時４５分から）

または☎042・521・2323

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）
月～金曜日　午後６時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃＃ ８８ ００ ００ ００

または☎03・5285・8898

残響を聴く２～町田康が語る朔太郎のことば
問町田市民文学館☎☎７３９・３４２０


