
72020．7．15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ください。

町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市 日8月2日㈰午前7時～ 8時（売り切れ次第終了） 場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166

●町田市フォトサロン☎☎７３６・８２８１
【国際写真サロン】
　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９６２６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部門から、合計
１３１点を展示します日程７月２２日㈬
～８月２３日㈰
【しょうぶ・あじさい写真展　作品募
集】
　薬師池公園で撮影したしょうぶ、
あじさいの写真を募集します／写真

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。

展は８月１２日㈬～２３日㈰に開催し
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、７月１９日午前１０時から直接
同サロンへ（１人２点まで）
【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
れた、はすの花の作品を募集します／
写真展は８月２７日㈭～９月７日㈪に
開催します定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１０日午前１０時か
ら直接同サロンへ（１人２点まで）

子どものイベントカレンダー
詳細は、お問い合わせいただくか、町田市ホームページ、またはまちだ子育てサイトをご覧ください。

●子ども創造キャンパス
ひなた村☎☎７２２・５７３６
【①一輪車であそぼう】
　貸し出し用の一輪車もあります。
未就学児は保護者同伴でおいでくだ
さい日７月２２日㈬午後３時３０分～４
時３０分（雨天中止）場池の前広場
【②新・アウトドアクッキング～親子
「まぐろと牛乳パックでご飯を炊こ
う!?」】
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日７月２３日㈷午前９時３０分～
午後０時３０分場野外炊事場定２０人
（申し込み順）費１人３００円
【③虫に会いに行こう！】　
対市内在住、在勤、在学、在園の１８歳
未満とその保護者日７月２４日㈷、８
月８日㈯、午前１０時～正午場第３レ
クリエーションルーム定各１０人（申
し込み順）
【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７月２５日
㈯午後２時～４時場工作室講町田糸
鋸の会定１０人（申し込み順）費３００
円
【⑤レッツ！サイエンス　科学クラ
ブ～あがれ！噴水】
対市内在住、在学の小・中学生日８月
２日㈰午前１０時～正午場工作室講町
田わくわく！サイエンス・池田勇五
氏定１５人（申し込み順）費３００円
【⑥新・手づくりのじかん～すてっぷ
「オリジナルバッグづくり」】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日８月８日㈯、午前１０時～正午、
午後１時３０分～３時３０分場第３レク
リエーションルーム定各１０人（申し
込み順）費４００円

◇
申①直接会場へ②～⑥７月１５日午前
１０時から電話でひなた村へ

●児童青少年課☎☎７２４・４０９７
【創作童話コンクール作品募集】
対市内在住、在学の小学生～高校生
部門小学校低学年の部、小学校高学
年の部、中学・高校の部作品４００字詰
め原稿用紙（Ｂ４縦書き）８枚以内（表
紙別）、オリジナル作品に限る／作品
は返却しません。なお、作品の著作権
は町田市に帰属します表彰部門ごと
に町田市長賞１編、東京町田・中ロー
タリークラブ会長賞１編等／表彰式
・発表会は２０２１年２月７日に行う予
定です申規定の応募用紙（各学校、町
田市民文学館、各市立図書館、市庁舎
２階キッズコーナーに有り）に必要
事項を記入し、作品に題名・ページ・
氏名を明記し、作品２部（コピー可）
を９月９日まで（必着）に郵送で児童
青少年課（〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）へ
●町田新産業創造センター☎☎８５０・
８５２５、町田市産業政策課☎☎７２４・
２１２９
【小学生向け起業家精神育成講座～
まちだキッズアントレプレナープロ
グラム】
　ビジネスや起業に関する体験型の
講座です。ＩＴ・ビジネス・お金（金融）
・知的財産をテーマに学びます（８月
～１１月に月１回ずつ開催、１回だけ
の参加も可）／詳細は同センターホ
ームページをご覧ください対小学４
～６年生（保護者の参加も可）日８月１
日㈯①午前９時３０分～正午②午後２
時～４時場同センター内プログラミ
ングでＩＴを学ぶ講①ＫｏｄｏＬａｂｏ代
表・正垣健太氏②（株）プロスク代表
取締役ＣＥＯ・曽我泰彦氏定各１５人
（申し込み順）申７月１５日正午から同
センターホームページの
特設サイト（＝右記二次
元バーコード）で申し込
み

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
７月
１５日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１６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
１７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
１８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

１９日㈰

午前９時～午後５時 内科
川口内科クリニック（中町１-３０-２４） ☎☎７２５・６２０６
鶴川台ウィメンズクリニック（真光寺２-３７-７） ☎☎７３７・１１０３
しながわ内科・循環器クリニック（山崎町３３３-１） ☎☎７９１・１５４５

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

２０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
２１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
２２日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

２３日㈷

午前９時～午後５時

内科
いのうえ内科クリニック（鶴間１-１８-１３） ☎☎７０６・２６３０
町田エールクリニック（中町１-９-２２）☎☎７３９・５５３３

内科、
小児科 たかはしクリニック（常盤町３２００-１）☎☎７９８・７７５５

耳鼻科 川野医院（森野１-１１-９） ☎☎７２６・７６７３

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
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２４日㈷

午前９時～午後５時
内科

熊谷医院（金森東４-３３-４） ☎☎７９５・５３２５
町田駅前内科クリニック（森野１-３９-１６） ☎☎７２２・７３７３

内科、
小児科 小泉医院（玉川学園２-５-２４） ☎☎７２５・８４１１

午前９時～翌朝９時
内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

外科系
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

２５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

２６日㈰

午前９時～午後５時

内科
甲斐内科クリニック（成瀬が丘２-２４-２） ☎☎７９６・８７１１
榛名坂たなか内科クリニック（金井３-１７-１３） ☎☎７３７・３８６０

内科、
小児科 中村クリニック（木曽東３-２０-２８） ☎☎７９２・００３３

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 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
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２７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
２８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
２９日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
３０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
３１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

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）

※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

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

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

休日耳鼻・眼科の医院は、新型コロナウイルスの影響で診療時間等が変更にな
る可能性があるため、受診を希望する方は東京都耳鼻咽喉科医会ホームペー
ジまたは東京都眼科医会ホームページの「休日診療」のページをご覧ください。

大人も子どももホッと一息

まちなかシネマまちなかシネマ
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

　新型コロナウイルス感染防止対
策として、消毒液の設置、検温の実
施、座席の間隔の確保等を行い、昨
年の５割の座席数で開催します。
※詳細は町田市ホームページをご
覧ください。

日・内７月１８日㈯午後７時から＝
「ボス・ベイビー」、３１日㈮午後７時
から＝「スパイダーマン：ファー・
フロム・ホーム」／雨天実施
場町田ターミナルプラザ市民広場


