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●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０
【エンジョイ☆スポーツまち
だ２０２０～健康測定会を実施します】
対１５歳以上の方日２月１１日㈷午前
１０時～午後４時内健康測定会（骨密
度・血管年齢・脳年齢等）、体力測定会

（握力・上体起こし等）、専門スタッフ
によるアドバイス
【健康太極拳教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週木曜日、午前９時１５分～
１０時１５分内ゆったりとした動きで
全身を動かし、呼吸や筋肉を意識し
て姿勢改善や筋力アップを目指す費
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
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
〈トレーニング室が営業再開〉�  
　改修工事のため休館しているトレ
ーニング室は、２月７日㈮から営業を
再開します
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【冬季限定！フィン・周回コ
ース開放】
　リニューアルオープンしたプール
で泳ぎませんか。無料貸し出し用の
フィンもあります日３月１５日㈰まで
の午前９時～午後９時（フィン＝毎週
月・水・金・日曜日、周回＝毎週火・木
・土曜日）費大人３１０円、６５歳以上・
障がい者１００円、小・中学生無料
【ヨガ】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週火曜日、午前１０時～１１
時費８００円
【ラテン骨盤エクササイズ】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週金曜日、午前１０時～１１
時費６００円
●子ども創造キャンパス
ひなた村☎☎７２２・５７３６
【①たきびのじかん】
　小学３年生以下は保護者同伴でお
いでください日２月８日㈯午前１０時
～１１時３０分（正午に消火）、２２日㈯
午前１０時～午後２時／雨天・強風中
止内たき木を拾い、たき火体験（焼く
物・軍手等の持参も可）
【②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
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
【③ひなた村卓球大会】
　お昼休みに野外活動体験（一部有
料）もあります対市内在住、在学の子
どもとその家族日２月２２日㈯午前
１０時～午後３時内午前＝卓球のトー
ナメント試合（要申込）、午後＝卓球
連盟による体験会、終日＝創作卓球
ゲーム会
【④レッツ！サイエンス　科学クラ
ブ～発電機と電動機（モーター）の違
いはどこか？】
対市内在住、在学の小・中学生日２月
２３日㈷午前１０時～正午内手作りモ
ーターを回転させて、なぜ回転するの
かなどを学ぶ講電気の先生・伊藤泰
郎氏定２０人（申し込み順）費３００円
【⑤ネイチャークラブ～昆虫観察第
２回！冬眠中の虫を探そう！！】
対市内在住、在学の小学生日２月２４
日（振休）午前１０時～午後１時内ひな
た村内の朽ち木や枯葉の中にいる冬
眠中の虫を探す定２０人（申し込み
順）費２００円
【⑥親子陶芸教室】
　お茶

ちゃ

碗
わん

とコップを作ります対市内
在住、在学の全回参加できる小・中学
生とその保護者日・内３月１日㈰午前
１０時～午後３時＝形作り、１５日㈰午
前１０時～正午＝釉薬がけ、２９日㈰
午前１０時～１１時＝講評、受け取り
講陶芸教室「徳」主宰・小口徳子氏定
２０人（申し込み順）費大人７００円、子
ども３００円
【⑦手づくりのじかん　レザークラ
フト～コースター作り】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日３月１４日㈯午前１０時～正午
内革に名前や模様を刻んでコースタ
ーを作る定２０人（申し込み順）費
４００円

◇
申①③直接会場へ（③卓球トーナメ
ント参加希望者は電話でひなた村へ）
②④⑤⑥⑦２月１日午前１０時から電
話でひなた村へ／その他の講座やワ
ークショップは、ひなた村ホームペ
ージ等をご覧ください

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。

※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

２月１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

２日㈰

午前９時～午後５時
内科、
小児科

すずかけ台診療所（つくし野３-１７-９）☎☎７９５・２１２１

アツミ医院（中町３-６-１３） ☎☎７２２・２１８５

内科 西村内科（根岸２-３３-３） ☎☎７９３・２６７７

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
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

３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

４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

５日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

６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

７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

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

９日㈰

午前９時～午後５時
内科

中澤医院（つくし野３-１３-４０） ☎☎７９５・５４１５

玉川学園土屋クリニック（南大谷２１９-２３） ☎☎７２９・５２２８

内科、
小児科 多摩境きむらクリニック（小山ヶ丘５-２-６） ☎☎７７４・１７００

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

１０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

１１日㈷

午前９時～午後５時 内科

近藤医院（成瀬１-６-７） ☎☎７２８・６８９８

田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷２-１２-６） ☎☎７３５・５６６７

おやま内科クリニック（小山町２３３-１）☎☎８６０・０３２６

午前９時～翌朝９時

内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

１２日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

１３日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１４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
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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

  出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

　認知症の方や家族、支援者など
が気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「出張認知症カフェ（Ｄカ
フェ）」を開催します。
対認知症の方や家族、支援者等
※飲食代は自己負担です。

※事前予約は必要ありませんが、
参加者多数の場合、市内在住の方
を優先させていただく場合もあり
ます。
市HP Ｄカフェ  検索

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（2月・3月）
会　場 日　時

町田東急ツインズ店（原町田６-４-１） ２月７日㈮、３月１０日㈫

午前１０時～正午南町田グランベリーパーク店（鶴間３-４-１）２月１０日㈪、３月１２日㈭
小田急町田駅店（原町田６-１２-２０） ２月１３日㈭、３月２６日㈭
町田金森店（金森３-１-１０） ２月１７日㈪、３月２日㈪
多摩境店（小山ヶ丘３-２-８） ２月１９日㈬、３月６日㈮ 午前９時～１１時
鶴川店（能ヶ谷１-５-１） ２月２１日㈮、３月４日㈬

午前１０時～正午ぽっぽ町田店（原町田４-１０-２０） ２月２４日（振休）、３月１８日㈬
町田パリオ店（森野１-１５-１３） ２月２６日㈬、３月２４日㈫
ルミネ町田店（原町田６-１-１１） ２月２８日㈮、３月１６日㈪


