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。
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集

詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、
各市民センター、各市立図
書館等で配布）
をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）
。
【①電子書籍出版のススメ】
電子書籍のイロハから出版のノウ
ハウまでを紹介します。
日6月8日㈯午前10時30分～正午
場相模女子大学
講同大学非常勤講師・春山純一氏
定30人
（申し込み順）
費1000円
【②感じて描いてリラックス～クリ
ニカルアート】
日6月23日、30日、7月7日、いずれ

も 日 曜 日 午 前9時30分 ～11時30
分、全3回
場なるせ駅前市民センター
内オイルパステルやアクリル絵具等
を使って、さまざまな技法で描く
講臨床美術士・三宅和歌子氏
定18人（申し込み順）
費4000円（材料費含む）
◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①6月5日まで②5月31日
まで（いずれも必着）に郵送またはＦ
ＡＸでさがまちコンソーシアム事務
局へ（さがまちコンソーシアムホー
ムページで申し込みも可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎747・9038、町田市生
涯学習センター☎728・0071

子どものイベントカレンダー

詳細は、
お問い合わせいただくか、
町田市ホームページまたはまちだ子育てサイトをご覧下さい。

●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５月１１日
㈯午前１０時３０分～１１時４０分場同
館２階大会議室内紙芝居や絵本、わ
らべうた、言葉遊び等上演桃の木工
房
●環境・自然共生課☎７２４・４３９１
【初夏の薬師池公園でザリガニを釣
ってみよう】
さお・糸・えさは市で用意します。
たくさん釣ったお子さんには大漁賞

もあります対市内在住の小学生以下
のお子さん（小学３年生以下は保護
者同伴）日６月１日㈯午前１０時～１１
時３０分（荒天中止）場薬師池公園内
ザリガニを釣り、生きものについて
学ぶ（ザリガニは１匹のみ持ち帰り
可）定２０人（申し込み順）申１次受付
＝５月１日正午～８日午後７時にイベ
シ ス（ ＝ イ ン タ ー ネ ッ ト ）コード
１９０５０９Ａへ／２次受付＝５月９日正
午～１７日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスへ

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。

問市役所代表☎７２２・３１１１、同館☎７２６・２７７１

古くから人の身体はさまざまなま
なざしで見つめられてきました。理
想を求める美術、仕組みを明らかに
する解剖学、そして天体とのつなが
りを見いだす占星術など、私たちの
感性と知性と想像力は多彩な身体の
イメージを生み出してきました。
本展では、１５世紀の西洋の古版画
から現代日本の美術家の作品まで約
１４０点で、小宇宙ともいうべき身体
の世界を紹介します。
会期前期＝５月１９日㈰まで、後期＝
５月２１日㈫～６月２３日㈰
開館時間火～金曜日＝午前１０時～
午後５時、土・日曜日、祝休日＝午前
１０時～午後５時３０分（いずれも入場
は閉館の３０分前まで）
休館日月曜日（ただし５月６日は開館
し、５月７日は休館）

場同館企画展示室
観覧料一般８００円、高校・大学生・６５
歳以上４００円、中学生以下無料

同時関催
「彫刻刀で刻む社会と暮らし～戦
後版画運動の広がり」
会期６月２３日㈰まで
場同館常設展示室

関連催事 
追加イベントは同館ホームペー 日５月１１日㈯午後２時～３時３０分
ジ、Ｔｗｉｔｔｅｒ（＠ｍａｃｈｉｄａ_ｈａｎｂｉ）で 場同館講堂
お知らせします。
定７０人（先着順）
【スライドトーク～美術館／学芸員 【学芸員によるギャラリートーク】
の解剖】
当日有効の観覧券をお持ちのう
美術館の裏側や学芸員の仕事など え、企画展示室入り口にお集まり下
を本展の担当学芸員が解説します。 さい。
所蔵品の特別観覧も行います。
日５月２５日、６月８日、いずれも土曜
※参加には本展観覧券（半券可）が必 日午後２時から４５分程度
要です。

町田市メール配信サービス

本紙に掲載して
いる夜間・休日
※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をして下さい。 診療情報等を配
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、 信しています。

他の医療機関につなげる場合があります。

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

連休期間中（5 月 1 日～ 6 日）の各医療機関については、4 月 15 日号
11 面の保存版をご覧いただくか、町田市医師会ホームページまたは町田市
ホームページをご覧下さい。
毎日
日曜日
祝休日

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
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
午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から） （下地図参照）

診療日
診療時間
診療科
医療機関名（所在地）
7日㈫
町田慶泉病院（南町田2-1-47）
8日㈬
南町田病院（鶴間4-4-1）
午後7時～翌朝8時
9日㈭
内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
10日㈮
あけぼの病院（中町1-23-3）
11日㈯ 午後1時～翌朝8時
町田市民病院（旭町2-15-41）
内科 とくとみ内科消化器科医院
小児科（南成瀬1-19-4）
午前9時～午後5時
鶴川胃腸科（鶴川2-17-1）
内科
ふくいんクリニック（山崎町2200）
12日㈰
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
おか脳神経外科（根岸町1009-4）
午前9時～翌朝9時
外科系
あけぼの病院（中町1-23-3）
13日㈪
多摩丘陵病院（下小山田町1491）
午後7時～翌朝8時 内科系
14日㈫
町田慶泉病院（南町田2-1-47）
休日応急
歯科診療
障がい者
歯科診療

電 話
☎795・1668
☎799・6161
☎789・0502
☎728・1111
☎722・2230
☎729・1616
☎734・1958
☎791・1307
☎799・6161
☎798・7337
☎728・1111
☎797・1511
☎795・1668

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所
日曜日、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
健康福祉会館内
午後4時30分まで）
☎725・2225
水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、 （下地図参照）
受け付けは午後4時30分まで）

☎ 小児救急相談 子供の健康相談室（東京都） ＃ ８ ０ ０ ０
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

または☎03・5285・8898

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

健康福祉会館
小田急線

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り

または☎042・521・2323

町田市子育てひろばカレンダー

☎03・5272・0303
24時間365日

検索

原町田5-8-21

福祉会館前
町田街道

健康福祉
会館

コンビニ

至町田

問 子育て推進課☎724・4468

至金森

●子ども創造キャンパス
ひなた村☎７２２・５７３６
【①春のひなた村まつり】
日５月６日（振休）午前１１時～午後３
時内野外体験、工作、アウトドアクッ
キング、星たまご（移動式プラネタリ
ウム）等／一部有料
【②げんきっず】
対乳幼児とその保護者日５月１６日㈭
から原則木曜日、午前１０時３０分～
１１時１５分内親子体操、手遊び、体遊
び、お話等
【③レッツ・サイエンス 町田ひなた
村科学クラブ～ホタルはなぜ光る】
対市内在住、在学の小・中学生日５月
１９日㈰午前１０時～正午内ホタルの
卵から成虫までの映像を見て、実際
に人工的に光らせる定２０人（申し込
み順）費３００円
【④子どものための日本舞踊教室】
対市内在住、在学の全回参加できる
小・中学生日５月２２日、６月５日、１９
日、７月１０日、９月１１日、１０月２日、
２３日、１１月１３日、いずれも水曜日午
後５時～６時３０分、全８回内日本舞踊
を学ぶとともに、作法の基本や浴衣
の着方等の日本文化も学ぶ定２０人
（申し込み順）費２０００円（１回目に集
金）
◇
申①②直接会場へ③５月３日午前１０
時から電話でひなた村へ④電話でひ
なた村へ／その他の講座やワークシ
ョップについては、子ども創造キャ
ンパスひなた村ホームページをご覧
下さい

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

ＴＨＥ ＢＯＤＹ ～身体の宇宙

至旭町

●市立室内プール☎７９２・
７７６１
〈休館期間変更のお知らせ〉
施設の安全維持のため実施して
いる大規模改修工事の工期延長に
伴い、休館期間が変更となります。
ご理解ご協力をお願いします
休館期間１１月末まで（予定）

企画展

急病のときは

イベントカレンダー

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【ちびっこ体操教室】
対市内在住、在園の４・５歳児日５月９
日～７月１１日の木曜日、午後３時１５
分～４時１５分、
全１０回費１４００円
【小学生球技教室】
対市内在住、在学の小学生日５月９日
～７月１１日の木曜日、午後４時３０分
～６時、
全１０回費１６００円
◇
講同館スタッフ定各４０人（申し込み
順）申往復ハガキに必要事項を明記
し、
同館へ
●小野路公園☎７３７・３４２０
【健康体操教室～運動しなくなった
のはいつからですか】
対市内在住、在勤、在学の５０歳以上
の方日毎週月・金曜日、午前１０時３０
分から、午前１１時から、午後３時か
ら、午後３時３０分から内ひざや腰が
痛い方向けの軽い筋肉トレーニング
やストレッチ講同公園スタッフ定各
１２人（申し込み順）費１００円申開催
日当日の午前８時３０分から電話で同
公園へ

国際版画美術館
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