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詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 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！

※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。
※救急診療・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急病のときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
1日㈪

午後7時～翌朝8時
内科系

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

7日㈰

午前9時～午後5時

内科
さぬき診療所（小川2-25-14） ☎706・8766
メディカルクリニック悠 （々能ヶ谷3-2-1） ☎860・2061

内科、
小児科 中村クリニック（木曽東3-20-28） ☎792・0033

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733

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

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

8日㈪

午後7時～翌朝8時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
9日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
10日㈬ 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
11日㈭ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
12日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
13日㈯ 午後1時～翌朝8時 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

14日㈰

午前9時～午後5時 内科
なるせ内科・胃腸のクリニック（南成瀬4-2-35） ☎710・6155
飯田内科クリニック（森野1-33-12）☎725・3801
増子クリニック（能ヶ谷7-11-5） ☎735・1499

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

外科系
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

または☎042・521・2323

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
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健康福祉会館 原町田5-8-21

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～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898

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、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
午後4時30分まで） 健康福祉会館内

☎725・2225
（下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、
受け付けは午後4時30分まで）

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
毎日 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
（下地図参照）

日曜日
祝休日 午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）

れた「はすの花」の作品を募集します
定30人（先着順）費500円写真サイ
ズＡ4申写真裏面に応募用紙を貼付
し、8月12日午前10時から直接同サ
ロンへ（1人2点まで）
●子ども創造キャンパス
ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村団体向けアク
ティビティ　９月分申し込み】
　市内の子ども会や子どもサークル
向けに、各種アクティビティ（活動）
を行います費施設利用料、材料費
【②げんきっず】
対乳幼児とその保護者日7月4日㈭
から、原則木曜日午前10時30分～
11時15分（8月29日を除く）内親子
体操、手遊び、体遊び、お話（紙芝居・
絵本等）、簡単工作等
【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
7月7日㈰午後2時～4時内電動糸の
こを使って木の作品を製作し、物作
りの楽しさを学ぶ定10人（申し込み
順）費300円
【④手づくりの時間～オリジナルう
ちわを作ろう】
対市内在住、在学の小学3年生～中
学生日7月13日㈯午前10時～正午
定20人（申し込み順）費200円
【⑤アウトドアクッキング～ねじり
パンを焼こう】
対市内在住、在学の小学3年生～中
学生日7月15日㈷午前9時30分～正
午定20人（申し込み順）費50円
【⑥夏休み子ども陶芸教室】
　カップやお茶碗

わん

を作ります対市内
在住、在学の両日参加できる小学生
日・内7月20日㈯午前10時～午後3
時＝形作り、8月3日㈯午前10時～
正午＝釉薬がけ講陶芸教室「徳」主宰
・小口徳子氏定20人（申し込み順）費
300円
【⑦夏休み親子陶芸教室】
　カップやお茶碗を作ります対市内
在住、在学の両日参加できる小学生
とその保護者日・内7月21日㈰午前
10時～午後3時＝形作り、8月4日㈰
午前10時～正午＝釉薬がけ講陶芸
教室「徳」主宰・小口徳子氏定20人

（申し込み順）費大人700円、子ども
300円
【⑧ひなた村デイキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日7月21日㈰午前9時30分～午後
3時内野外炊事や森の中で外遊びを
楽しむ定40人（申し込み順）費1人
300円
【⑨キンボールスポーツ体験会】
　直径約120ｃｍの大きなボール（キン
ボール）を使ったスポーツでゲームを
楽しみます対市内在住、在勤、在学の
小学4年生以上の方日7月24日㈬午
後1時～4時定20人（申し込み順）
【⑩レッツサイエンス　町田市ひな
た村科学クラブ～パラボラアンテナ
のしくみ】
対市内在住、在学の小・中学生日7月
27日㈯午前10時～正午内パラボラ
アンテナは、なぜあの形なのか等定
20人（申し込み順）
【⑪ネイチャークラブ】
対市内在住、在学の小学生日7月28

日㈰午前10時～午後1時内昆虫観察
等定20人（申し込み順）費200円

◇
申①7月1日午前10時～8日に電話
でひなた村へ②直接会場へ③～⑪7
月1日午前10時から電話でひなた村
へ／その他の講座やワークショップ
については、ひなた村ホームページ
等をご覧下さい　
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【親子流しうどん体験】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります。夏休みに親子で
チャレンジしませんか対小・中学生
とその保護者（保護者1人に対し、子

ども2人まで）日7月30日㈫、午前10
時から、午前11時から（各回とも同
一内容）定各2組（申し込み順）費
2000円（材料代）申7月17日正午か
らイベントダイヤル（☎724・5656）
またはイベシスコード190717Ａへ
●ふるさと農具館☎７３６・８３８０
【なたね油しぼりの実演と販売】
　七国山地区で栽培している「なた
ね」から油をしぼります。油は、255
ｇビン1本700円で販売します日7月
20日、8月17日、9月21日、いずれも
土曜日、販売時間＝午前9時30分か
ら（数に限り有り、売り切れ次第終
了）、実演時間＝午前11時～午後2時

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【公開指導～シェイプボデ
ィ教室】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方日毎週月曜日（休館日・大会等開
催日を除く）、午前10時～11時内有
酸素運動と筋力トレーニングを行い
シェイプアップを目指す費大人300
円、高齢者・障がい者100円／別途公
開指導料として100円が必要です
【公開指導～リズム体操教室】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方日毎週土曜日（大会等開催日を
除く）、午前9時15分～10時15分内
リズムに合わせて歩く等の簡単な運
動費大人300円、高齢者・障がい者
100円／別途公開指導料として100
円が必要です
●成瀬クリーンセンター
テニスコート☎７２７・１３５０
【テニススクール生募集】
　講師は、ミズノスポーツサービス

（株）から派遣されます／日程等の詳
細はお問い合わせ下さい対市内在
住、在勤、在学の4歳以上の方費
5400円～9720円（無料レッスンも
有り）申直接または電話で同センタ
ーテニスコートへ
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【夏休み小・中学生バドミン
トン教室】
対市内在学の小学4年生～中学生日
7月23日㈫～26日㈮、8月1日㈭、2
日㈮、6日㈫～9日㈮、午前9時30分
～11時30分、全10回定50人（抽選）
費5000円申往復ハガキに必要事項
を明記し、7月10日まで（消印有効）
に同館へ
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【国際写真サロン開催】
　世界の写真愛好家を対象とした写
真展です。応募作品総数計8676点
の中から選ばれた、審査委員特別賞
を含む世界各国の入賞・入選作品と、
30歳以下対象のＵ30部門、「Ｔｏｋｙｏ 
Ｔｏｋｙｏ Ｏｌｄ ｍｅｅｔｓ Ｎｅｗ」部門の入
賞作品を展示します日程7月17日㈬
～8月18日㈰

「姉妹の傘」宮田ゆか（国際写
真サロン審査委員特別賞）

【野津田公園ばら作品展】
　同公園ばら広場で撮影した作品の
写真展です日程7月17日㈬～22日
㈪
【ピンホールカメラ教室作品展】
　同サロンで開催したピンホールカ
メラ教室参加者の作品展です日程7
月27日㈯～8月18日㈰
【はすの花写真展作品募集】
　薬師池公園のほか、各地で撮影さ

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。


