
72018．2．1催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

詳細はお問い合わせ下さい。　　問さるびあ図書館☎722・3768 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

大地沢青少年センター
【①青空アトリエ】
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で

椅子やクラフトを作ります。２月の
特別プログラムは、「おひな様パズル
セット」を予定しています（開催時間
内であれば、何時からでも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日２月１１日㈷午前１０時～午後３時
（雨天実施）

費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で薫製をして、その利用につ
いて学びます。講座受講後は、ピザ窯
・薫製箱の個人利用ができます。
対１５歳以上の方（中学生は不可）

日２月１８日㈰午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申２月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００

催し・講座催し・講座

●町田市民文学館～ことばであそぼ
う！３・４歳児あつまれ！
日２月１０日㈯午前１０時３０分～１１時
４０分場同館２階大会議室内絵本、紙
芝居、わらべうた、ことば遊び、童謡
等上演桃の木工房問同館☎７３９・
３４２０
●ひなた村
【①糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
学の小学２年生～１８歳の方（小学２
年生は保護者同伴）日２月１７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台につき）

【②科学クラブ～“ぷち”虫の冬越し
と春になったら】　
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日２月２５日㈰午前１０
時～正午内虫の越冬についての学
習、実地調査、観察講まちだ実験し
隊、ナチュラリスト・有賀文章氏定
２０人（申し込み順）費３００円
【③ひなた村シアター】
日２月２５日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内
「金色の足あと」「ピーターと狼」「さ
ようならカバくん」
【④ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上

の方（中学生は不可）日３月３日㈯午
前１０時～午後２時内ピザ作りをしな
がらドラム缶ピザ窯の使い方を学ぶ
（受講後には、以降ピザ窯の利用がで
きる修了証を交付）定２０人（申し込
み順）費４００円
【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３月１０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・軍手等の持参も
可）

◇
申①②④２月１日午前１０時から電話
でひなた村へ③⑤直接会場へ／①は

２月１０日以降定員に空きがあれば
１９歳以上の方も電話で受け付けま
す問ひなた村☎７２２・５７３６
●大地沢青少年センター～森林体験
塾Ⅲ「しいたけのほだ木作りと木工
作」
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日２月２５日㈰午前１０時～午後３時場
同センター内しいたけのほだ木作り
と竹細工を通して里山暮らしを学ぶ
講大戸源流森の会定３０人（申し込み
順）費１人６００円申２月１日午前９時
から電話で同センター（☎７８２・
３８００）へ／ＪＲ横浜線相原駅西口～
同センター間の送迎バスを運行しま
す

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

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。

登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス
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●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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、11日＝ほづみ耳鼻いんこう
科・小児科医院（☎７２８・０２７５、南大谷
１４２6-１３８）

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
※当番医療機関は、急きょ変更になる場合
があります。最新の情報は、東京都医療機関
案内サービス「ひまわり」でご確認下さい。

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 ふれあい町田ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８
２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
３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

４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 中澤医院 ☎７９５・５４１５ つくし野３-１３-４０
内科、
小児科 佐藤寿一クリニック ☎７１０・２２５１ 原町田１-７-１７

内科 中野クリニック整形外科・内科 ☎７９３・７７７６ 木曽西３-２０-６

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
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

５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
６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
７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
８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
９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
１０日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

１１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、
小児科 すずかけ台診療所 ☎７９５・２１２１ つくし野３-１７-９

内科 小野寺クリニック ☎７３２・５６０５ 本町田４３９４-９
内科、
小児科 中村クリニック ☎７９２・００３３ 木曽東３-２０-２８

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
町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

１２日
（振休）

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 近藤医院 ☎７２８・６８９８ 成瀬１-６-７
内科 田村胃腸科内科クリニック ☎７３５・５６６７ 能ヶ谷２-１２-６
内科 おやま内科クリニック ☎８６０・０３２６ 小山町２３３-１

午前９時～翌朝９時
内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

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

１３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
１４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１


