
72020．2．15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ください。

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

大地沢青少年センター
め ざ せ デ ビ ュ ー！ 
キ ャ ン プ 体 験 会
　これからキャンプを始めたい方向
けの日帰りで行う体験会です。
対市内在住、在勤、在学のテント泊未
経験の家族
※同体験会に参加したことがない方
が対象です。
日３月７日㈯午前１０時～午後３時３０
分（雨天実施）
場同センター

内テント張り体験、まき割り・火おこ
し体験、飯

はん

盒
ごう

体験
定６組（抽選）
費小学生以上１人２００円
申ハガキに住所・電話番号・送迎バス
の利用の有無と、参加者全員の氏名
（ふりがな）・年齢（学年）を明記し、２
月２２日まで（必着）に大地沢青少年
センター（〒１９４－０２１１、相原町
５３０７－２）へ。
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。
問同センター☎☎７８２・３８００

町田市民文学館　保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
日３月６日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「ぼたもちばあさん」（脚本／国松

俊英、絵／川端誠）、「たぬきのにゅう
がくしき」（脚本／桂文我、絵／伊藤
秀男）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）のみ要予約。２月
１８日午前９時から電話で同館（☎☎
７３９・３４２０）へ。

※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をしてください。
※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 携帯電話版

町田市メール配信サービス急病急病ののときはときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
2月
15日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎☎797・1511

16日㈰

午前9時～午後5時
内科 宮崎クリニック町田（金森3-23-1）☎☎795・2610

内科、
小児科

佐藤寿一クリニック（原町田1-7-17）☎☎710・2251
沼田医院（鶴川6-2-1） ☎☎735・2019

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
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161

17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
18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
19日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502
20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
21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
22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

23日㈷

午前9時～午後5時
内科

はなみ内科（鶴間1-19-35） ☎☎796・1111
内山胃腸科（旭町1-15-23） ☎☎728・1371

内科、
小児科 牧内科医院（山崎町1921-1） ☎☎793・3873

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 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎☎795・1668

外科系
町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎☎728・1111

24日（振休）

午前9時～午後5時
内科

南町田クリニック（鶴間3-2-2） ☎☎796・1555
町田駅前内科クリニック（森野1-39-16）☎☎722・7373
横沢クリニック（大蔵町5002-2） ☎☎708・8550

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科（玉川学園7-1-7）☎☎728・8737

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
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎☎722・2230
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161

25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
26日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161
27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
28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
29日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

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）

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

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

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
☎ ＃＃ ８８ ００ ００ ００

または☎03・5285・8898

●サン町田旭体育館☎☎７２０・
０６１１
【骨盤調整（自由参加教室）】
対18歳以上の方日①毎週水曜日、午
後8時～8時45分②毎週木曜日、午
後1時10分～1時55分費大人310
円、65歳以上・障がい者100円／別
途自由参加教室料として100円が必
要です
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
〈お知らせ〉� �
　第41回町田市民体育祭水泳競技
大会のため、2月23日㈷はプールの
一般利用はできません（トレーニン
グ室は通常どおり利用可）。なお、大
会前日は、50ｍプールが高水位（1.4
ｍ～1.7ｍ）になり、水温が1～2度ほ
ど低くなりますのでご注意ください
【スタート専用コースとして開放し
ます】
　高水位時に、50ｍプールの1コー
スをスタート専用の練習コースとし
て開放します／直接スタート専用コ
ース前で受け付けます対20歳以上
の方日2月22日㈯午後6時10分～8
時45分費施設利用料／プールの満
水状況により、開放時間が変更とな
る場合があります。なお、飛び込みに
は危険が伴いますので、誓約書に署
名をお願いします
●野津田公園☎☎７３６・３１３１
【炭焼き体験教室～炭焼き体験やしい
たけのほだ木を作ってみませんか】
　親子参加も歓迎です日2月22日㈯
午前9時～正午内炭焼き体験としい
たけの植菌（ほだ木作り）定50人（申
し込み順）費持ち帰りのほだ木1本
800円、栽培場で保管の場合1本
1200円、炭販売1袋500円／いずれ
も希望者のみへの販売です申2月15
日午前9時から電話で同公園へ（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
【①たきびのじかん】
　小学3年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいでください日3月7日、
21日、いずれも土曜日午前10時～
11時30分（正午に消火、雨天・強風
中止）内たき木を拾い、たき火体験
（焼く物や軍手等の持参も可）
【②ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の16歳以上
の方日3月7日㈯午前10時～午後3
時内ピザ作りをしながらドラム缶ピ
ザ窯の使い方を学ぶ（受講後、ピザ窯
の利用ができる修了証を交付）定20

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ください。

人（申し込み順）費400円
【③アウトドアクッキング～たきび
のおやつパーティー！】
対市内在住、在学の小学3年生～中
学生とその保護者日3月15日㈰午前
9時30分～午後0時30分内たき火で
作ったポップコーンやチョコスコー
ンでアウトドアパーティー費子ども
200円、大人300円
【④糸のこ教室】
　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
学2年生は保護者同伴）日3月15日
㈰午後1時～3時内電動糸のこ盤を
使って木のおもちゃ作り講町田糸鋸
の会定10人（申し込み順）費300円

◇
申①直接会場へ②③④2月15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
ください
●町田市フォトサロン☎☎７３６・
８２８１
【ツバキ展】
　日本ツバキ協
会町田支部の出
展協力により、
春に咲くツバキ
の花々の写真と
生花を展示しま
す。薬師池公園
の椿園と合わせ
てお楽しみください日程3月6日㈮
～8日㈰
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・
４８３５
【北部丘陵の歴史＆自然を学ぶガイ
ドウォークツアー】
　まちだ観光案内人のガイドのも
と、北部丘陵エリアの小山田・小野路
・野津田の歴史を学びます日3月11
日㈬午前8時45分～午後3時、集合
はＪＲ横浜線淵野辺駅北口2階広場、
解散は野津田車庫バス停（小雨実施、
荒天中止）定20人（申し込み順）費
1500円（ガイド料、保険料、資料代、
昼食代）／路線バス代は、別途自己負
担です申2月26日正午～3月8日に
イベントダイヤル（☎☎724・5656）
またはイベシスコード200226Ａへ
【うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日3月18日㈬午
前10時30分～正午定8人（申し込み
順）費1000円（材料代）申2月26日
正午～3月15日にイベントダイヤル
（☎☎724・5656）またはイベシスコ
ード200226Ｂへ


