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●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【①小学生球技教室】
対市内在住、在学の小学生日９月３日
～１２月３日の火曜日（９月１７日、１０
月２２日、１１月５日、１２日を除く）、午
後４時３０分～６時、全１０回定４０人
（抽選）費１６００円
【②小学生体操教室】
対市内在住、在学の運動が苦手な小
学生日９月５日～１１月７日の木曜日、
午後４時３０分～６時、全１０回定４０人
（抽選）費１４００円
【③初心者アーチェリー教室】
対市内在住、在勤、在学のこれからア
ーチェリーを始める１６歳以上の方
日９月７日～１０月５日の土曜日、午前
９時３０分～１１時３０分、全５回講町田
市アーチェリー協会定２０人（申し込
み順）費３０００円
【④親子ふれあい体操教室】
対市内在住の４～６歳の未就学児と
その保護者日９月１４日～１２月７日の
土曜日（９月２８日、１０月５日、１１月２
日を除く）、午前９時３０分～１１時、全
１０回定３０組（抽選）費１組４７００円

◇
申①②④同館ホームページで申し込
み③往復ハガキに必要事項を明記
し、８月１５日まで（消印有効）に同館
へ
●野津田公園☎７３６・３１３１
【野津田公園お楽しみファ
ミリー駅伝大会】
　１人約１ｋｍ（市立陸上競技場・競技
場外周コース、全４区間）をタスキで
つなぎます対小学生以下の子どもと
その家族（父母または祖父母）で構成
される３～４人のチーム日１１月３０日
㈯午前９時～正午（小雨実施、雨天時
は１２月１５日に延期）定５０組（申し込
み順）費１チーム４０００円（保険料込
み）申募集要項（同公園ホームページ
でダウンロード）を参照し、指定の申
込用紙に記入のうえ、参加料金を添
えて、直接または郵送（現金書留）で
野津田公園管理事務所へ／受付時間
＝午前９時～午後５時、土・日曜日、祝
休日も可
●子ども創造キャンパスひ
なた村☎７２２・５７３６
　下記以外の講座やワーク
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
【団体向けアクティビティ　１０月・
１１月分申し込み】
　大人数で楽しめる２時間程度のア
クティビティ（活動）を行います対市
内の子ども会や子どもサークル等内
カレー作り、たき火体験等費施設利
用料、材料費申８月１日午前１０時～８
日に電話でひなた村へ
【げんきっず】
　直接会場へおいで下さい対乳幼児
とその保護者日８月１日㈭から、原則
木曜日午前１０時３０分～１１時１５分
（８月１５日、２９日を除く）内親子体
操、手遊び、体遊び、お話等
【糸のこ教室】　
対市内在住、在学の小学２年生～１８
歳（小学２年生のみ保護者同伴）日８
月１１日㈷午後１時～３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円申電話でひなた村へ
【アウトドアクッキング～牛乳パッ
クｄｅクッキング】　
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生とその保護者日８月１２日（振休）
午前９時３０分～午後０時３０分内食パ
ンを使った軽食やスコーンを作る定
２０組（申し込み順）費子ども１００円、
大人２００円申電話でひなた村へ
【レッツサイエンス　町田市ひなた
村科学クラブ～炎の科学】　
　ロウソクの炎の神秘を科学の目で
解き明かす実験や、花火の美しい色
の不思議を観察します対市内在住、
在学の小・中学生日８月２５日㈰午前
１０時～正午定２０人（申し込み順）費
３００円申８月１日午前１０時から電話
でひなた村へ
【夏のたき火キャンプファイア】
対市内在住、在学の小学生とその家
族（保護者の同伴必須）日８月３１日㈯
午後２時～７時３０分内森で外遊び、
軽食作り、夕方からたき火でキャン
プファイア定８０人（申し込み順）費
１人２００円申電話でひなた村へ
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
〈臨時休館〉� �
　館内清掃のため、８月１９日㈪～２１
日㈬は臨時休館します
【しょうぶ・あじさい写真展】
日程８月２２日㈭～９月１日㈰
【キヤノンイーグルス写真展】
　キヤノンギャラリーで開催した写
真展をオフィシャルフォトグラファ
ー・水谷たかひと氏が再構成しまし
た日程８月２８日㈬～９月８日㈰
○関連イベント～水谷たかひと氏ギ
ャラリートーク＆写真講評会
　展示解説を行います。スポーツ写
真（競技不問）を持参した方は、水谷
氏の講評を受けられます日９月７日
㈯午後１時３０分～３時
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【きのこ狩りツアー】
　きのこ鑑定人が同行します／添乗
員は同行しません。現地係員が対応
します対市内在住、在勤、在学の方と
その同行者（１８歳以上の方に限る）
日①９月２９日㈰午前８時～３０日㈪午
後５時ごろ②１０月６日㈰午前８時～７
日㈪午後５時ごろ、１泊２日、集合は町
田ターミナルプラザ、解散は町田駅
周辺（予定）宿泊先町田市自然休暇村
（長野県南佐久郡川上村）定各４０人
（抽選）／各日とも最少催行人数は
３５人です費各１万７８００円（交通費、
宿泊費、１日目昼食～２日目昼食、保
険料、ガイド料含む）／旅行条件書、
振込先は申込者に別紙でご連絡しま
す旅行企画・実施ＪＷＴジャパンウイ
ンズツアー（株）、長野県知事登録第
２－３９９号、全国旅行協会会員・長野
県旅行業協会会員（長野県佐久市今
井５３３－１、☎０２６７・６６・１２６８〔代〕）、
利用バス会社＝信濃バス（長野県南
佐久郡川上村樋沢２３４）申８月１日午
前８時３０分～１１日午後５時に電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
／①９月２０日以降②９月２６日以降の
取り消しは、キャンセル料が必要

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。

※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

ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８）☎７９８・１１２１

２日㈮ 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３０

３日㈯ 午後１時～翌朝８時 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

４日㈰

午前９時～午後５時

内科、
小児科 虫明クリニック（金森３-１９-１１） ☎７８８・５０７８

内科
町田駅前内科クリニック（森野１-３９-１６）☎７２２・７３７３

なかの整形外科・内科（能ヶ谷１-５-８）☎７３７・３６６９

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
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

５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

６日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

７日㈬ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２

８日㈭ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２

９日㈮ あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

１０日㈯ 午後１時～翌朝８時 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３０

１１日㈷

午前９時～午後５時

内科
熊谷医院（金森東４-３３-４） ☎７９５・５３２５

川口内科クリニック（中町１-３０-２４）☎７２５・６２０６

内科、
小児科 泰生医院（小山町２４７０-５） ☎７９７・７４２３

耳鼻科 成瀬台耳鼻咽喉科（成瀬台３-８-１６） ☎７２９・３３４１

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

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１

１２日
（振休）

午前９時～午後５時
内科

平野クリニック（西成瀬３-１８-１） ☎７３２・１３２１

多摩境内科クリニック（小山ヶ丘３-２４）☎７０３・１９２０

おやま内科クリニック（小山町２３３-１）☎８６０・０３２６

耳鼻科 まちだ耳鼻咽喉科（木曽西２-１７-２６）☎７９４・６１０８

午前１０時３０分～午後５時 眼科 氏川眼科医院（原町田６-１-１１） ☎７２０・０５３０

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
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２

１３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

１４日㈬ 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

24時間365日
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コンビニ

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）


