
72019．7．15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。

※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

15日㈷

午前9時～午後5時 内科
中澤医院（つくし野3-13-40） ☎795・5415
しあわせ野医院（成瀬台2-40-1） ☎739・0477
多摩境内科クリニック（小山ヶ丘3-24） ☎703・1920

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

外科系
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

16日㈫

午後7時～翌朝8時
内科系

町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
17日㈬ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
18日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121
19日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
20日㈯ 午後1時～翌朝8時 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511

21日㈰

午前9時～午後5時

内科 中島医院（原町田2-15-2） ☎722・2409
内科、
小児科 鈴木内科医院（三輪緑山3-22-11） ☎044・988・7057

内科 Ｄｒ.はん診療所（図師町1782） ☎789・7270
耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科（玉川学園7-1-6） ☎728・8737

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

外科系
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

22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
23日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
24日㈬ 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
25日㈭ 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230
26日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
27日㈯ 午後1時～翌朝8時 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

28日㈰

午前9時～午後5時
内科

栄山医院（金森2-25-30） ☎722・7430
はやし内科クリニック（真光寺2-37-11） ☎736・5501
こじま内科（小山町3245-1） ☎770・2513

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町499-15） ☎725・1108

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

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

29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
30日㈫ 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
31日㈬ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

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）

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【公開指導～アンチエイジ
ングヨガ体操教室】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方日毎週金曜日、午後1時30分～
2時30分（祝休日、大会開催日等を除
く）内ヨガの呼吸法をベースにスト
レッチで体をほぐし、筋力・バランス
トレーニングを行う費大人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
【チャレンジマッスル２０19】
　ラグビーやボッチャ等のさまざま
なスポーツにチャレンジできます
日8月6日㈫午前10時～午後4時
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６11
【ゼルビアバトントワーリ
ング】
対市内在住、在学の小学生日9月12
日からの毎週木曜日、午後4時15分
～5時35分、全5回／日程等の詳細
はお問い合わせ下さい定20人（抽
選）費5000円申往復ハガキに必要
事項を明記し、8月9日～22日（消印
有効）に同館へ（同館ホームページで
申し込みも可）
●相原中央公園☎７７２・1４４9
【①美大生の夏休み工作教室】
対市内在住、在学の小学生（保護者の
参加も可）日7月28日㈰午前10時～
午後3時ごろ内風船を利用したラン
プシェード・紙うちわ・宝箱・プラ板
作り講東京造形大学生、多摩美術大
学生定30人（申し込み順）費300円
【②公園芝生広場で「親子でキャンプ」】
対市内在住の高校生以下の子どもと
その保護者／1家族につきテント2
張りまで日8月3日㈯午前10時～4

日㈰午前10時、1泊2日内縄の結び
方教室、木工教室（スプーン作り）／
同時開催の親子花火大会にも参加で
き ま す講ｋｏｅｄａ ｐｌｕｓ ｐｒｏｊｅｃｔ定
20組（申し込み順）／最少催行組数
は10組です費1組1000円

◇
申①7月22日まで②7月25日まで
に、電話で相原中央公園管理事務所
へ（受付時間＝午前9時～午後8時）
●かしの木山自然公園☎７２４・
1６６０
【自然観察会～夏の自然観察会】
日7月21日㈰午前9時30分～11時

（雨天中止）／集合はかしの木山自然
公園管理事務所前（駐車場無し）
●小野路宿里山交流館☎８６０・
４８３５
【①親子流しうどん体験】
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8月7日
㈬、午前10時から、午前11時から定
各2組（申し込み順）費1組2000円

（材料代）
【②子ども工作教室　里山で遊ぶ】
　竹細工（竹笛、竹灯

とう

篭
ろう

）や虫捕りを
します（工具や虫かごの貸し出しも
有り）／汚れても良い服装でおいで
いただくか、着替えをご用意下さい
対3歳～小学生（小学3年生以下は保
護者同伴）日8月20日㈫午前10時
30分～午後2時30分、集合は同館、
解散はおおるりファーム（小野路町）
定25人（申し込み順）費1人1500円

（材料代、昼食代等）
◇

申①7月24日正午から②8月6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①
190724Ａ②190806Ａ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。

生涯学習センター・ヒロシマ「 」継ぐ展実行委員会共催

子どもも学べる平和イベント
場・問生涯学習センター☎７２８・００７１

戦時資料を展示しています
問企画政策課☎７２４・２１０３

　戦時資料・被爆資料のほか、平和の願いを込めた手作り絵手紙や戦時体験
を記したハガキ等の展示、広島平和記念公園の地図をつくるスタンプラリ
ー、昔遊び体験などの常設コーナーもあります。
　下表以外の子ども向けのイベントは、冊子「夏休み子どもフェア2019」
または町田市ホームページをご覧下さい。

　市では、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えていくため、市民の方から提
供していただいた戦時資料を所蔵し、その一部を展示しています。
場町田市戦没者合同慰霊塔会館（忠生３－22－３）
開館日時第2・４火曜日、第2・４日曜日、午前10時～午後４時
市HP 戦時資料  検索

催し名 日時／会場／定員／内容 申し込み
自由研究サポー
ト教室
※小学校高学年
が対象です。

8月5日㈪～9日㈮、午前10時30分～午後0時30分、午後2
時～4時／7階ホワイエ／各5人（申し込み順）／ヒロシマ

「 」継ぐ展スタッフのサポートのもと、自由研究キットを
完成させる

電話で同セ
ンターへ

被爆アオギリの
木のお話を聞い
てチョークで葉
を描こう

8月6日㈫、午前10時30分～11時、午後3時30分～4時／
7階ミニギャラリー／各20人程度（先着順）／奇跡的に再
生した広島平和記念公園の被爆アオギリの木を題材にし
た絵本「アオギリのねがい」のお話を聞いた後、チョーク
でその姿を再現する

直接会場へ

被爆体験者の方
のお話と講演会

8月6日㈫午後2時～3時、9日㈮午後2時30分～4時30分／
7階ホール／各158人（先着順）／町田市原爆被害者の会「町
友会」会員による被爆体験のお話、長崎大学核兵器廃絶研究
センター客員研究員・桐谷多恵子氏の講演（9日のみ）

ドキュメンタリ
ー映画「南の島
の大統領　沈み
ゆくモルディブ」
上映会

8月7日㈬、午前9時30分～正午、午後2時～4時30分／7
階ホール／各158人（先着順）／地球温暖化の影響で国土
水没の危機に瀕している当時のモルディブ共和国のモハ
メド・ナシード大統領が、気候変動を食い止めるため世界
で奮闘するドキュメンタリー映画（解説も有り）

若い世代が戦争体
験の継承を考える
シンポジウム

8月7日㈬午後4時30分～5時30分／7階ホワイエ／20人程
度（先着順）／明星大学の学生や、ヒロシマ「 」継ぐ展代表な
どを交え、若い世代が戦争体験の継承について考える

被爆体験伝承者
楢原泰一さんと
お話をしよう

①8月8日㈭午後2時～3時②8月9日㈮午前10時～11時
③8月9日㈮午後1時30分～2時30分／①7階ホール②③
7階ホワイエ／各20人程度（先着順）／広島市被爆伝承者
養成事業1期生の楢原泰一氏による、語り継いだ被爆体験
等の話（9日のみ展示ツアーも有り）


