
72020．10．1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。

☎☎問保健総務課　724・4241なお、検査体制等に変更はありません。ＰＣＲ検査を実施している「地域外来・検査センター」は町田市医師会第二駐車場へ移転しました。ＰＣＲ検査を実施している「地域外来・検査センター」は町田市医師会第二駐車場へ移転しました。

大人も子どももホッと一息
ま ち な か シ ネ マ
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、消毒液の設置、検温の実施、座席
間隔の確保等を行い、昨年度の５割
程度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１０月１７日㈯午後７時から＝
「マダガスカル３」、３０日㈮午後７時
から＝「モンスター・ホテル　クルー
ズ船の恋は危険がいっぱい？！」／
雨天実施
場町田ターミナルプラザ市民広場
問産業政策課☎☎７２４・３２９６
渡辺有一
「 お れ は　 ワ ニ だ ぜ 」 
絵 本 原 画 ミ ニ 展 示
　町田市民文学館の所蔵資料を公開
する「お宝展示」の第１１弾として、市
内在住の絵本作家・渡辺有一氏の「お
れは　ワニだぜ」の原画を展示しま

す。人間に捕らえられ、生きていくた
めに芸をしていたワニが、自分らし
く生きるために奮起する姿が描かれ
ています。
日１１月１日㈰までの午前９時～午後
１０時
休館日月曜日、１０月８日㈭
場町田市民文学館１階文学サロン
問同館☎☎７３９・３４２０　

大地沢青少年センター
【青空アトリエ】
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります。特別プログラムはハロウ
ィンパズルを予定しています。
日１０月１１日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
定６組（付添人を含めて１組４人以内、
申し込み順）
費１００～５２０円（参加プログラムに
よって異なる）
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、事前予約制となります。

※当日は午前１０時～午後２時に受け
付けしてください（受付時間内であ
れば何時からでも参加可）。

【テント張り体験会】
　家族ごとに、一般的なドームテン
トを建てる体験をします。
対市内在住、在勤、在学のテント泊未
経験の家族
日１０月１７日㈯、午前１０時～正午、午
後２時～４時（雨天実施）

定各４組（申し込み順）
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、同居の家族単位での申し込みに
限ります。
※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。

◇
場同センター
申１０月１日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７８２・３８００）へ。

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
【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１０月１７日
㈯午後２時～４時場ひなた村陶芸室
講町田糸鋸の会定５人（申し込み順）
費３００円
【レッツ！サイエンス　科学クラブ
～長時間回転するコマの秘密】
対市内在住、在学の小・中学生日１０
月２５日㈰午前１０時～正午場ひなた
村工作室講電気の先生・伊藤泰郎氏
定１０人（申し込み順）費３００円
【キャンプスキルワークショップ～
ロープワーク　ハンモック・ジャン
グルジム編】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日１０月２５日㈰午前１０時～午後
３時（小雨実施、荒天中止）場ひなた
村童話の森定１０人（申し込み順）費
３００円
　　　　　　　◇

申１０月３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
●大地沢青少年センター☎☎７８２・
３８００
【親子陶芸教室】
　マグカップを作ります対市内在
住、在学の小学生で、陶芸初心者の親
子日１０月２５日、１１月２９日、いずれ
も日曜日午前１０時～午後０時３０分
場同センター内１日目＝粘土を成
形、２日目＝絵付け定５組（付添人を
含めて１組４人以内）／抽選、結果は
１０月１４日ごろに発送費１人６００円
申ハガキに「親子陶芸教室申込」と書
き、参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢（学年）・送迎バス
利用の有無を明記し、１０月９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

●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０
【はじめてのピラティス教
室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１１月１０日～１２月２２日の火
曜日、午後１時３０分～２時３０分、全７
回定５０人（初参加者を優先のうえ、
抽選）費３５００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、１０月８日まで（消印
有効）に同館へ
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【①幼児スクール②小学生
スクール】
　各クラス等の詳細はお問い合わせ
ください対①４～６歳の未就学児（火
曜日と木曜日はＡクラス、水曜日はＡ
・Ｂクラス）②小学生（火曜日と木曜
日はＡ～Ｃクラス、水曜日はＡ・Ｂクラ
ス）／小学生の初めての参加はＡク

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。

ラスからとなります日１１月４日～
１２月２４日の火～木曜日、午後３時
３０分～７時４５分（Ａ～Ｃクラス各１時
間）定①各１５人②各２０人／抽選費
火コース＝各５６００円（各全７回）、水
・木コース＝各６４００円（各全８回）申
往復ハガキに必要事項を明記し、１０
月２２日まで（必着）に同プールへ
●三輪みどり山球場☎☎０４４
・９８７・１４４４
【スポーツデー】
対①②４歳（年中）～９歳③～⑤１８歳
以上の方日・内１０月２４日㈯、①走り
方教室＝午前９時３０分～１０時３０分
②はらっぱ教室＝午前１１時～正午
③青空ヨガ教室＝午前９時３０分～
１０時３０分④おなかシェイプ教室＝
午前１１時～正午⑤ノルディックウ
ォーキング教室＝午後１時～２時３０
分定各３０人（申し込み順）費各５００
円申電話で同球場（☎☎８５０・９７０７）へ

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
１０月
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㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０
３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

４日㈰

午前９時～午後５時

内科、
小児科 虫明婦人科内科小児科医院（金森３-１９-１０） ☎☎７９６・４８０７

内科
平野クリニック（西成瀬３-１８-１） ☎☎７３２・１３２１
鶴川レディースクリニック（能ヶ谷３-１-５）☎☎７３７・７２７１

耳鼻科 耳鼻咽喉科・アレルギー科のぶク
リニック（能ヶ谷１-５-８） ☎☎７３７・１１８７

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

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㈫ 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
７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
８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
９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
１０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

１１日㈰

午前９時～午後５時
※たなかだて内科・
呼吸器内科クリニッ
クは、午前１０時から
診療開始

内科

たなかだて内科・呼吸器内科クリ
ニック（鶴間３-３-１） ☎☎８５０・５０２７

なかまち内科・外科医院（中町３-１５-１７） ☎☎７２５・００２８

小野寺クリニック（本町田４３９４-９） ☎☎７３２・５６０５

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
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

１２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
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㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

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

休日耳鼻咽喉科の医院は、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
ージの「休日診療」のページをご覧ください。


