対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

市立博物館ガラスセレクション

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

鼻煙壺 展

講座づくり★まちチャレ

市民提案型事業

問同館☎７２６・１５３１

同館が所蔵している工芸美術を
紹介するミニ展示です。１８～２０
世紀の中国で作られた小さなガラ
ス製鼻煙壺（嗅ぎたばこを入れて
おくための容器）３０点を展示しま
す。
日１１月６日㈬～１７日㈰、午前９時
～午後１０時
場町田市民ホールエントランス
関連イベント 
【体験講座～吹きガラスに挑戦！】
移動式のガラス炉を使って、吹
きガラスの技法で１人１つガラス
のコップを作ります。できたコッ
プは冷ましてから約１週間後に郵
送でお届けします。
対小学生以上の方（保護者の見学
も可）
日１１月１３日㈬、午前１０時～正午、
午後０時３０分～２時３０分、午後２
時３０分～４時３０分（小雨中止）
※各回とも同一内容です。
場町田市民ホール
講ガラス作家・なかのかずひろ氏
定各４人（市内在住の方を優先の
び

えん

こ

うえ、抽選）
費２５００円（送料込み）
申１１月６日正午～７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９１１０６Ｆへ。
※結果は１１月１１日ごろに連絡し
ます（当選者のみ）。
【学芸員によるスライドレクチャー】
日①１１月１５日㈮②１１月１７日㈰、
午後２時～２時３０分
場町田市民ホール１階①第１会議
室②第４会議室
定①３０人②９０人／先着順
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問 問い合わせ

問生涯学習センター☎７２８・００７１

【ママもパパもたまにはゆるっとし エンテーション、グループワーク③
ませんか～ココロとカラダを楽にす 「心と体をゆるっと」芹ヶ谷公園でフ
るヒント】
ィールドワーク④「身体をゆるっと」
対子育て中の保護者、子どもに関わ からだを学んで自分らしいライフス
る方（保育者、教諭、指導者及びそれ タイル⑤振り返り、グループワーク
らを目指す学生等）
講①東京大学教授・梶谷真司氏③（一
日①１１月２１日②１１月２８日③１２月 社）まちやま代表・塚原宏城氏④バー
５日④１２月１２日⑤１２月１９日、いず スコーディネーター・宗藤純子氏
れも木曜日午前１０時～正午、全５回
定２２人（申し込み順）
場①②④⑤生涯学習センター③芹ヶ ※保育はありません。また、③のみお
谷公園
子さん連れでの受講はできません。
※③は小雨実施です。荒天時は同セ 申１１月１５日までに電話で同センタ
ンターで開催します。
ーへ（受付時間＝午前９時～午後５
内①「頭をゆるっと」哲学対話②オリ 時）。

急病のときは

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
※救急診療・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。

すき じ あか きせ ぶ どう り

す もん

透地赤被葡萄栗鼠文鼻煙壺
中国 清時代 高さ７.３㎝

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。

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）

毎日
日曜日
祝休日
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 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

2日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

午前9時～午後5時

内科

木下内科胃腸科（高ヶ坂3-7-11）

☎728・5884

横沢クリニック（大蔵町5002-2）

☎708・8550

久田内科・呼吸器内科クリニック（忠生3-20-2）☎793・4114
耳鼻科 成瀬台耳鼻咽喉科（成瀬台3-8-16） ☎729・3341

3日㈷

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

午前9時～午後5時
4日
(振休）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎799・6161

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

仁愛医院（高ヶ坂6-19-31）

☎728・1055

（真光寺2-37-7）☎737・1103
内科 鶴川台ウィメンズクリニック
金子内科クリニック（根岸2-1-14） ☎792・3010
耳鼻科 川野医院（森野1-11-9）

☎726・7673

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

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

5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

6日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

7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
8日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

9日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

成田クリニック（成瀬が丘2-23-16）☎795・1281
午前9時～午後5時

内科

☎721・2001

大村内科医院（成瀬台3-8-4）

南東京ハートクリニック
（木曽西2-18-12）☎789・8100

10日㈰

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎789・0502

おか脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

11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

12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

13日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

14日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

休日応急
歯科診療
障がい者
歯科診療

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
健康福祉会館
小田急線

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

または☎042・521・2323

24時間365日

原町田5-8-21

福祉会館前
町田街道

至町田

健康福祉
会館

コンビニ

至金森

ひ ま わ り

☎03・5272・0303

至旭町

●市立総合体育館☎７２４・
展は１２月２５日～２０２０年１月１３日
３４４０
に 開 催 し ま す定３０人（ 先 着 順 ）費
【エアロビクス】
５００円（１人２点まで）写真サイズハ
直接会場へおいで下さい対市内在
ガキ～Ａ４申写真裏面に応募用紙を
住、在勤、在学の１８歳以上の方日①
貼付し、１１月２４日午前１０時から直
毎週火曜日、午後７時～８時②毎週木
接同サロンへ
曜日、午前１０時３０分～１１時３０分③ 【秋の薬師池公園撮影会】
毎週金曜日、午後１時３０分～２時３０
紅葉が彩る薬師池公園を撮影しま
分／祝休日、大会等を除く内歩くな
せんか日１１月３０日㈯午前１０時～正
どの基本ステップを中心に、音楽に
午（小雨実施）／集合は町田市フォト
合わせて体を動かす費大人３１０円、
サロン横の円形広場です
６５歳以上・障がい者１００円／別途公
●子ども創造キャンパスひ
開指導料として１００円が必要です
なた村☎７２２・５７３６
【脳を鍛えるリフレッシュ体操教室】 【ネイチャークラブ～ひな
対１８歳以上の方日１１月２８日～１２
た村の竹を切って、食器を作ろう！】
月１９日の木曜日、午前１０時～１１時
対市内在住、在学の小学生日１１月
３０分、全４回内運動が苦手な方でも
２４日㈰午前１０時～午後１時内自分
楽 し め る 脳 ト レ定２０人（ 抽 選 ）費
たちで竹を切ってお皿などの食器を
１０００円申同館ホームページで申し
作る定２０人（申し込み順）費２００円
込み
【糸のこ教室】
●相原中央公園☎７７２・１４４９
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
【美大生 秋のスケッチ教室】
学２年生は保護者同伴）日１１月３０日
対市内在住の小学生以上の方日１１
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
月１７日㈰午前１０時～午後３時内公
使って木のおもちゃ作り講町田糸鋸
園内で花や風景を描き、物の見方、発
の会定１０人（申し込み順）費３００円
想、
画材の使い方を勉強する（画材は
【レッツ！サイエンス 町田市ひな
公園が用意）
講多摩美術大学生、東京
造形大学生定２０人（申し込み順）費
た村科学クラブ～森のフクロウは何
３００円申１１月１０日までに直接また
を食べているのかな？】
は電話で相原中央公園管理事務所へ
対市内在住、在学の小・中学生日１２
（受付時間＝午前９時～午後８時）
月１日㈰午前１０時～正午内森のフク
●野津田公園☎７３６・３１３１
ロウが食べた小型動物の骨格標本を
作り、森の生き物たちのつながりを
【ばらの魅力に触れよう！～冬に向
学ぶ講町田わくわく！サイエンス・
けてのばらの手入れ】
日１１月２３日㈷午前１０時～正午内バ
池田勇五氏定２０人（申し込み順）費
ラの栽培講義とお手入れ体験講町田
３００円
ばら会・西尾譲司氏定３０人（申し込 【手づくりのじかん 森からのプレ
み順）費大人８００円（保険料込み）申
ゼント～ナチュラルリースづくり】
１１月１日午前９時から電話で野津田
対市内在住、在学の小学３年生～中
公園へ（受付時間＝午前９時～午後５
学生日１２月８日㈰午前１０時～正午
時、
土・日曜日、
祝休日も可）
定２０人（申し込み順）費３００円
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
◇
申１１月１日午前１０時から電話でひ
【写真でめぐる世界の旅２０１９ 作
なた村へ／その他の講座やワークシ
品募集】
ョップは、ひなた村ホームページ等
人々の表情や雄大な風景など海外
をご覧下さい
で撮影した写真を募集します／写真

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

