
72018．11．1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。

女性悩みごと電話相談専用電話（☎721・4842）へ（６面参照）。 男女平等推進センター　723・2908問 ☎

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。

●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばであそぼう！３・４歳児あつま
れ！】
対３・４歳児とその保護者日１１月１０
日㈯午前１０時３０分～１１時４０分場
同館２階大会議室内紙芝居、絵本、わ
らべうた、言葉遊び等上演桃の木工
房
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①リース作り】
対市内在住、在学の小学２年生～中
学生日１１月２３日㈷午前１０時～正午
定１５人（申し込み順）費２００円
【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１１月２４日
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
使って木のおもちゃ作り定１０人（申
し込み順）費３００円（糸のこ１台につ
き）
【③ひなた村シアター】
日１１月２５日㈰午前１０時３０分～１１
時３０分場ひなた村第１レクリエーシ
ョンルーム内「小さなバイキングビ

ッケ～ビッケと大あざらし」「だるま
ちゃんととらのこちゃん」「だるまち
ゃんとうさぎちゃん」
【④たきびのじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日１２月１日、
１５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）
場ひなた村てっぺん広場内たき木を
拾ったのち、たき火体験（アルミホイ
ルや軍手の持参も可）
【⑤人形劇団ひとみ座～ひなた村公
演「弥次さん喜多さんトンちんカン
珍道中」】
対市内在住、在勤、在学の方日１２月９
日㈰午後１時３０分～３時３０分定２４０
人（申し込み順）費５００円（１８歳以下
は無料）

◇
申①②１１月１日午前１０時から電話
でひなた村へ③④直接会場へ⑤１次
受付＝１１月１日正午～7日午後7時
にイベシスコード１８１１０８Ａへ／２
次受付＝１１月８日正午～１２月6日に
イベントダイヤル（☎7２４・５6５6）

またはイベシスへ／②は１１月１7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
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【森林体験塾Ⅱ】
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１１月１８日㈰午前１０時～午後３時
内山林整備や木工作を通して里山暮
らしを学ぶ講大戸源流森の会定３０
人（申し込み順）費１人４００円申１１月
１日午前９時から電話で同センター
へ
【大地沢親子アウトドア料理教室】
　講師指導のもと、親子でダッチオ
ーブンを使った本格的な野外料理を
作ります対市内在住、在学の小学生
の親子日１１月２３日㈷午前１０時～午
後４時（雨天実施）講快適生活研究家
・田中ケン氏定４０人（抽選）費大人
１５００円、小学生１０００円申ハガキに
住所・氏名（ふりがな）・電話番号・参
加者（大人・小学生）の人数・年齢・送
迎バスの利用の有無を明記し、１１月
９日まで（必着）に大地沢青少年セン

ター（〒１９４－０２１１、相原町５３０7
－２）へ／複数家族で申し込みの場
合はハガキ１枚に記入して下さい

◇
場同センター
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行
●町田新産業創造センター☎８５０・
８５２５、町田市産業政策課☎７２４・
３２９６
【まちふれ親子教室～プログラミン
グでお絵描きフィッシング】
対市内在住の小学３～6年生とその
保護者日１１月２３日㈷午前１０時～正
午、午後１時～３時、午後４時～6時場
町田新産業創造センター内画用紙に
魚の絵を描いてカメラで読み取り、
魚の動きをプログラミングし、スク
リーンに映して釣り上げる講子供向
けプログラミングスクール「ＫｏｄｏＬ
ａｂｏ」代表・正垣健太氏定各３０人（申
し込み順）申１１月１日正午～２２日午
後５時に同センターホームページで
申し込み

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

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 成瀬小林医院 ☎7２５・２２３３ 成瀬８-４-３３
内科 鶴川台ウィメンズクリニック ☎7３7・１１０３ 真光寺２-３7-7
内科 久田内科・呼吸器内科クリニック ☎7９３・４１１４ 忠生３-２０-２

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
多摩丘陵病院 ☎7９7・１５１１ 下小山田町１４９１
町田病院 ☎7８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

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 仁愛医院 ☎7２８・１０５５ 高ヶ坂6-１９-３１
内科 町田東口クリニック ☎7２１・８８５５ 森野１-３５-８
内科、
小児科 牧内科医院 ☎7９３・３８7３ 山崎町１９２１-１

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

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 いのうえ内科クリニック ☎7０6・２6３０ 鶴間１-１８-１３
内科 玉川クリニック ☎7２５・８２０7 玉川学園7-５-6
内科 小野寺クリニック ☎7３２・５6０５ 本町田４３９４-９

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
あけぼの病院 ☎7２８・１１１１ 中町１-２３-３

１２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
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

●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
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健康福祉会館 原町田5-8-21

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）、3日＝稲垣耳鼻咽喉科
医院（☎722・3115、原町田6-22-
15）

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

または☎042・521・2323

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～午後11時
土・日曜日・祝休日・年末年始　午前９時～午後11時

＃＃８８００００００
または☎03・5285・8898


