
72020．11．15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。

日11月16日㈪午前11時～午後1時（売り切れ次第終了）場市庁舎前問農業振興課　724・2166市役所まち☆ベジ市 ☎

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
【たきびのじかん】
　小学３年生以下は保護者同伴でお
いでください日１２月５日㈯午前１０
時～１１時３０分（正午に消火、雨天・
強風中止）場ひなた村てっぺん広場
内たき木を拾い、たき火体験（焼く物
や軍手等の持参も可）／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】
　お皿や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１２月１３日、２０２１年１月１０
日、いずれも日曜日午前１０時～午後
０時３０分、全２回場同センター内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１２月３日ごろ発送費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、１１
月２６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
【ミズノビクトリークリニ
ック＆ミズノ卓球体感会】
対小学生以上の方日・内１２月１９日
㈯、①午前９時３０分～１１時＝苦手克
服講習会②正午～午後１時＝コミュ
卓（ミズノアドバイザリースタッフ
が混ざったゲーム練習）③午後１時
３０分～３時＝サーブ練習会定各３０
人（申し込み順）費①③各２０００円②
１０００円申電話で同館（☎☎８５０・
９７０７）へ（直接同館で受け付けも
可）
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【自重トレーニング】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週金曜日、午前１０時４５分
～１１時３５分定各３０人（開始３０分前
から整理券を配布、配布時点で定員
を超える場合は抽選）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
す申電話で同館へ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【お母さんのストレッチ教
室】
　普段着で参加できます対１６歳以
上の方日１１月１８日㈬午後３時３０分
～４時定１５人（先着順）費３００円申直
接２階インフォメーションカウンタ
ーへ
【リフレッシュ体操】
対１６歳以上で、ビギナートレーニン
グを受講済みの方日毎週水・金曜日
（１１月１８日を除く）、午後３時３０分
～４時定各１５人（申し込み順）費施設
利用料申電話で同プールへ
【５０ｍプールの採暖室側１コース分
を貸し出します】
　期間限定です。先着順で貸し出し
ます日２０２１年３月２０日㈷までの午
前６時～午後７時（２時間１単位）費１
単位につき、月～金曜日＝３９２０円、
土・日・祝休日＝４７１０円／申請時に
支払い申同プール窓口にある申請書
に記入し、利用日の１か月前から申
し込み
【５０ｍプールの採暖室側１コース分
にフィン専用コースを設置します】

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。

　冬期限定で設置します。無料貸出
用のフィンもあります。なお、期間
中、フィンコースの開催日以外は周
回コースとします／コースの貸し出
しを行う時間はフィン・周回コース
ともに休止します対中学生以上で
５０ｍ以上の泳力がある方日２０２１年
３月１９日㈮までの月・水・金・日曜日
費施設利用料申５０ｍプール監視控
え室前で受け付け
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【ヨガリラックス】
対１６歳以上の方日毎週木
・金・土曜日、午前１１時１０分～１１時
５５分定各１２人（申し込み順）費８８０
円申電話で同公園へ（同公園ホーム
ページで申し込みも可）
●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
力のもと開催します。秋に咲くツバ
キの花々を写真と生花で紹介します
／直接会場へおいでください日程
１２月５日㈯、６日㈰
【「２０２０年　私のこの一枚写真展」
作品募集】
　２０２０年に撮影した写真を募集し
ます。写真は本展に展示します（会期
＝２０２１年１月２７日～２月８日、無審
査で展示）定６０人（先着順）費３００円
（１人１点）写真サイズＡ４申写真裏面
に応募用紙を貼付のうえ、曲がらな
いよう封筒などに入れて、１２月６日
午前１０時から直接同サロンへ
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・４８３５
〈臨時休館のお知らせ〉� �
　１２月７日㈪は館内一斉点検及び清
掃のため、臨時休館します
【年忘れ小野路宿寄席】
　同館のお座敷で落語とかっぽれを
楽しみませんか日１２月１０日㈭午後
１時３０分開演、２時間程度出演春風
亭柳若、萬来亭一柳、花見亭一平、桜
川社中定２０人（申し込み順）申１１月
２６日正午～１２月７日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２０１１２６Ａへ
【年末大野菜市】
　新鮮な地元野菜を販売します（売
り切れ次第終了）／直接会場へおい
でください日１２月２０日㈰午前１０時
～午後３時／小野路うどんの提供は
行いません

息苦しさ、高熱、強いだるさなど症状がある時は
新型コロナウイルス感染症相談先

　かかりつけ医がいる方は、電話でかかりつけ医にご相談ください。
相談先帰国者・接触者電話相談センター☎☎724・4238（月～金曜日の午
前9時～午後5時〔祝休日を除く〕）、東京都発熱相談センター☎☎03・5320
・4592（土・日曜日、祝休日を含む24時間）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１１月
１５日㈰

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
メディカルクリニック悠 （々能ヶ谷３-２-１）☎☎８６０・２０６１
Ｄｒ.はん診療所（図師町１７８２） ☎☎７８９・７２７０

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町４９９-１５）☎☎７２５・１１０８

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 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

１６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
１７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
１８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
１９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
２０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
２１日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２２日㈰

午前９時～午後５時

内科 仁愛医院（高ヶ坂６-１９-３１） ☎☎７２８・１０５５
内科、
小児科 佐藤寿一クリニック（原町田１-７-１７）☎☎７１０・２２５１

内科 グリーンヒルクリニック（小野路町１６５１-１） ☎☎７３６・７８７７

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
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

２３日㈷

午前９時～午後５時 内科
町田せりがやクリニック（原町田４-２７-３３） ☎☎７２２・３１７８
はやし内科クリニック（真光寺２-３７-１１）☎☎７３６・５５０１
南東京ハートクリニック（木曽西２-１８-１２）☎☎７８９・８１００

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 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

２４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
２５日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
２６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
２７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
２８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

２９日㈰

午前９時～午後５時
内科 吉野医院（金森２-１２-３１） ☎☎７２２・５７２９

こばやしクリニック（原町田６-３-３）☎☎７１０・３１８３
内科、
小児科 武蔵岡診療所（相原町３１９０-１０） ☎☎７８２・６００１

午前１１時～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 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

３０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

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
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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。


