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●市立総合体育館～脳を鍛
えるリフレッシュ体操教室
対市内在住、在勤のおおむ
ね６０歳以上の方日２月２１日～３月
１４日の水曜日、午前１０時～１１時３０
分、全４回定２０人（抽選）費１０００円
申往復ハガキ（１人１枚）に必要事項
を明記し、１月３０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）問同館☎７２４・３４４０
●市立室内プール
【幼児体力アップ運動スク
ール３期】
対３～６歳の未就学児日２月２日～３
月１６日の金曜日（２月２３日を除く）、
午後３時３０分～４時３０分、全６回定
２０人（抽選）費４８００円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、１月２５日まで
（必着）に同プールへ
【日本赤十字社～水上安全法救助員
Ⅰ養成講習】
対満１５歳以上の方で、次のすべての
泳力がある方　①クロール・平泳ぎ
ともに１００ｍ以上（いずれかは５００
ｍ以上）②横泳ぎ２５ｍ以上③立ち泳
ぎ３分以上④潜行１５ｍ以上⑤飛び込
み１ｍ以上の高さ日２月２１日～２５
日、午前１０時～午後５時３０分内泳ぎ
の基本と自己保全、事故防止、溺者の
救助、応急手当てなどの知識と技術
を習得定４０人（市内在住、在勤、在学
の方を優先のうえ、抽選）費５２００円
申往復ハガキに必要事項を明記し、
１月３１日まで（必着）に同プールへ

◇

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下さい。

問同プール☎７９２・７７６１
●サン町田旭体育館～脳ト
レ・軽体操いきいき講習会
対市内在住、在勤、在学の
４０歳以上の方日①２月１３日～３月
１３日の火曜日、午後２時～３時②２月
１４日～３月１４日の水曜日、午前１０
時３０分～１１時３０分、各全５回定各
２０人（抽選）費１７００円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、１月３０日まで
（消印有効）に同館へ問同館☎７２０・
０６１１
●野津田公園～冬こそ代謝
ＵＰで体づくり　アクティ
ブヨガ教室
対２０歳以上の方日２月１３日～３月
２７日の火曜日（３月６日を除く）、午前
１０時１５分～１１時４５分、全６回定１２
人（申し込み順）費３０００円申電話で
同公園管理事務所（☎７３６・３１３１、
受付時間＝午前９時～午後５時）へ
●町田市フォトサロン～うめ写真展
　各地で撮影された梅の写真を公募
した写真展です日２月７日㈬～１８日
㈰場同サロン１階展示室問同サロン
☎７３６・８２８１
●かしの木山自然公園～自然観察会
「冬の野鳥観察」
日１月２１日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）場かしの木山自然公園／
駐車場はありません内冬の野鳥を双
眼鏡やフィールドスコープを使って
観察定１５人（申し込み順）申１月１６
日午前９時から電話で忠生公園自然
観察センター（忠生がにやら自然館

〔☎７９２・１３２６〕）へ問かしの木山自
然公園☎７２４・１６６０
●忠生公園～定例自然観察会「冬の
野鳥観察」
日２月４日㈰午前８時～１０時（雨天中
止）場忠生公園自然観察センター（忠
生がにやら自然館）内冬の野鳥を双
眼鏡やフィールドスコープを使って観
察定１５人（申し込み順）申１月２９日
午前９時から電話で忠生がにやら自
然館（☎７９２・１３２６）へ
●小野路宿里山交流館
【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９日㈮午前９時３０分～午
後１時（小雨実施、荒天時は同館で講
座）場小野路宿里山交流館周辺定１５
人（申し込み順）費１５００円（保険料、
資料代、昼食代）申１月２３日正午から
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６コ
ード１８０１２３Ａ）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１４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３１日
正午からイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６コード１８０１３１Ａ）へ
【しいたけ植菌体験】
　原木にドリルで穴をあけて、しい
たけの植菌をします日２月２４日㈯、
２５日㈰、午前１０時～午後３時（作業
時間は１時間程度）定各１０組（申し込

み順、原則２人１組）／申込時に希望
時間を伝えて下さい（１時間ごと、各
最大３組まで）費１組２０００円（材料
代）申２月９日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１８０２０９
Ａ）へ

◇
問同館☎８６０・４８３５
●町田市自然休暇村～スキー・スノ
ーボードツアー受付開始
　スキー・スノーボード教室（自費）
もあるので、初心者でも安心です／
添乗員は同行しません。現地係員が
対応します対市内在住、在勤、在学の
方とその同行者日３月３日㈯午前７時
～４日㈰午後５時ごろ、１泊２日、集合
は町田ターミナルプラザ、解散は町
田駅周辺（予定）場町田市自然休暇村
（長野県南佐久郡川上村）定４０人（申
し込み順）／最少催行人数は３５人で
す費中学生以上１万８８００円、小学生
以下１万６８００円（交通費・宿泊費・リ
フト代・１日目夕食から２日目昼食ま
で、保険料含む）／旅行条件書、振込
先は申込者に連絡します旅行企画・
実施ＪＷＴジャパンウインズツアー
（株）、長野県知事登録第２－３９９号、
全国旅行協会会員・長野県旅行業協
会会員（長野県佐久市今井５３３－１
☎０２６７・６６・１２６８〔代〕）申１月１５
日午前９時から電話で自然休暇村
（錆０１２０・５５・２８３８）へ（スキー・ス
ノーボードのレンタル希望者は併せ
て申し込みを）／２月２１日以降の取
り消しはキャンセル料が必要です

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
１５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
１６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
１７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
１８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
１９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
２０日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

２１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 平野クリニック ☎７３２・１３２１ 西成瀬３-１８-１
内科 学園ハートクリニック ☎７２５・８４６８ 玉川学園１-２１-１５
内科、
小児科 小出クリニック ☎７２１・２９１８ 木曽東１-１５-４０

午前９時～翌朝９時
内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

外科系 おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

２２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
２３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
２４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
２５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
２６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
２７日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

２８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 中島医院 ☎７２２・２４０９ 原町田２-１５-２
内科、
小児科 藤の台診療所 ☎７２２・２８３２ 本町田３４８６　藤の台団地１-５５
内科 ただお整形外科・内科 ☎７９３・０２０１ 忠生２-２８-５

午前９時～翌朝９時
内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

外科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

２９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
３０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
３１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、21日＝はぎの耳鼻咽喉科（☎
728・8737、玉川学園7-1-6）
●休日眼科急患診療（午前10時30分～
午後5時）、21日＝氏川眼科医院（☎720
・0530、原町田6-1-11）


