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につき）
【④ひなた村シアター】
日１２月１７日㈰午前１０時３０分～１１
時３０分場ひなた村第１レクルーム内
「ミッキーマウスのたのしい冬」「南
の島に雪が降る」
【⑤たきびのじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日１月６日、
２０日、いずれも土曜日午前１０時～
１１時３０分（正午に消火、雨天中止）
内たき火を囲む（焼きたい食材・アル
ミホイル・軍手の持参も可）
【⑥冬のイブニングキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日１月８日㈷、１３日㈯、午後１時～６
時３０分（小雨実施、荒天中止）／各日
とも同一内容、雨天時は一部を屋内
で実施します内外遊び、軽食作り、薪

たきぎ

を集めてキャンプファイア定各２０
人（申し込み順）費１人３００円
【⑦キャンプスキルワークショップ】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日１２月２３日㈷午前９時３０分～
午後３時３０分（雨天実施）内たき火や
かまどの使い方、ロープワーク／雨
天時は一部を屋内で実施します定
１５人（申し込み順）費３００円

◇
申①④⑤直接会場へ②③⑥⑦１２月１
日午前１０時から電話でひなた村へ

／③は１２月１０日以降定員に空きが
あれば１９歳以上の方も受け付けま
す問ひなた村☎７２２・５７３６
●子どもセンターぱお～ぱおのあっ
たか冬フェスタ
日１２月１６日㈯午前１０時～午後３時
／駐車場は使えません内ゲーム・工
作コーナー、模擬店（午前１１時から、
有料）、ステージ等問ぱお☎７７５・
５２５８
●子どもセンターつるっこ～子ども
委員会企画クリスマスイベント「つ
るっこホットフェス」
日１２月１７日㈰正午～午後５時内子
ども委員会による迷路・ゲーム・スタ
ンプラリー等、模擬店（有料）問つる
っこ☎７０８・０２３６

●町田市民文学館～クリスマスおた
のしみ会
対３歳～小学生とその保護者日１２月
２３日㈷午前１０時３０分～１１時３０分
場同館内リズムに合わせた言葉遊
び、クリスマスソングの合唱講リト
ミック講師・定成淡紅子氏定５０人
（申し込み順）申１２月１日午前９時か
ら電話で同館（☎７３９・３４２０）へ
●中央図書館～英語を楽しむおはな
し会
　英語が分からなくても楽しめます
対小学生以下の子どもとその保護者
日１２月２６日㈫午後３時～３時３０分
場同館４階おはなしのへや内絵本を
英語と日本語で交互に読む、手遊び
問同館☎７２８・８２２０

●スポーツにチャレンジ！
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学３年生以下は保護者同伴）
日１月２０日㈯午後０時３０分～２時３０
分場サン町田旭体育館内トランポリ
ンを中心とした複合種目を実施講町
田市スポーツ推進委員定６０人（申し
込み順）費１人２００円（保護者も参加
費が必要）申１２月８日正午～１４日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
へ問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
●ひなた村
【①こどもおはなしフェスタ】
日１２月１０日㈰午前１１時～午後３時
ごろ／開場は午前１０時３０分です場
ひなた村カリヨンホール内人形劇、
お話出演東京家政大学絵本・紙芝居
サークルくれよん、ひなた村人形劇
グループ千羽鶴　他（予定）
【②凧

たこ

作り教室】
対市内在住、在学の小学生日１２月
１６日㈯午前１０時～正午内凧作り、
凧揚げ講まちだ史考会定１０人（申し
込み順）費２００円
【③糸のこ教室】
対市内在住、在学の小学２年生～１８
歳の方（小学２年生は保護者同伴）日
１２月１６日㈯午後２時～４時内電動糸
のこ盤を使ってパズル等組み木のお
もちゃ作り講町田糸鋸の会定１０人
（申し込み順）費３００円（糸のこ１台
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問子育て推進課☎724・4468

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・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。
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健康福祉会館 原町田5-8-21

●町田市医師会休日・準夜急患こどもク
リニック（小児科）（日中帯の受け付け：日
曜日、祝休日の午前9時～午後4時30分
〔電話受付は午前8時45分から〕、準夜帯
の受け付け：毎日の午後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
●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）、障がい者歯科診療（水・木
曜日〔祝休日を除く〕）、いずれも午前9時
～午後5時、受け付けは午後4時30分ま
で（予約制）＝健康福祉会館内☎725・
2225

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
１日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
２日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

３日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 宮崎クリニック町田 ☎７９５・２６１０ 金森３-２３-１
内科 伊藤診療所 ☎７３５・０１６６ 鶴川４-３５-２
内科、
小児科 泰生医院 ☎７９７・７４２３ 小山町２４７０-５

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

４日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
５日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
６日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
７日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８
８日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
９日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

１０日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 さぬき診療所 ☎７０６・８７６６ 小川２-２５-１４
内科 黒江医院 ☎７２２・３３１３ 原町田６-２４-１１
内科 こじま内科 ☎７７０・２５１３ 小山町３２４５-１

午前９時～翌朝９時
内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

外科系
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

１１日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
１２日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
１３日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
１４日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３


