
72021．1．1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。

日1月10日㈰午前7時30分～ 8時30分（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町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

地 域 公 開 講 座
対小学生以下のお子さんがいる保護
者
日２月２日㈫午前１０時～正午
場生涯学習センター
内ことばの発達について
講おおきなかぶ言語聴覚士・岡本朗
子氏

定５０人（申し込み順）
申１月５日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０１０５Ｄへ。保育希望
者（４か月以上の未就学児、申し込み
順に９人）は併せて申し込みを。附室
からの親子鑑賞希望者（未就学児、申
し込み順に４人）は電話で要予約。
問子ども発達支援課☎☎７０９・３４５５

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索

問子育て推進課☎☎724・4468
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

町田市子育て情報配信
サービス、ＬＩＮＥでも
ご覧いただけます

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【①幼児ダンス②キッズダ
ンスＡ・Ｂ・Ｃ】
対４～６歳の未就学児、小学生日２月
２日～３月１６日の火曜日（２月２３日
を除く）、①午後３時３０分～４時１５分
②午後４時３０分～７時５０分（Ａ～Ｃ各
１時間）、各全６回定①１０人②各１５人
／抽選費①３６００円②各４８００円申
往復ハガキに必要事項を明記し、１
月１９日まで（必着）に同プールへ

●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【ヨガベーシック】
対１６歳以上の方日毎週火
・金・土曜日、午後０時５分～０時５０分

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。

／開催日の詳細はお問い合わせくだ
さい定各１２人（申し込み順）費各
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）内座位
と立位の姿勢をバランス良く取り入
れ、集中力とリラクゼーション効果
を高める
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【太極拳】
対１８歳以上の方日第２・４月曜日、毎
週木曜日、午前９時～９時５０分定各
３０人（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
●町田市フォトサロン☎☎７３６・８２８１
【２０２０年　私のこの一枚写真展】
　皆さんから募集した「おすすめの
この一枚」を、いただいたコメントと
合わせて展示します日程１月２７日㈬
～２月８日㈪

国際版画美術館企画展案内
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、同館☎☎７２６・２７７１

開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時（入場は午後４時３０分
まで）、土・日曜日、祝休日＝午前
１０時～午後５時３０分（入場は午後
５時まで）
休館日月曜日（祝休日の場合は開
館し、翌日休館）
※いずれの展示も状況により会期
等を変更する場合があります。来
館前に同館ホームページまたはＳ
ＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ）をご確
認ください。

町田市公立小中学校作品展
　子どもたちが学校で学習した図
画工作、美術の意欲あふれる作品

中学校美術作品展　出品予定作品

を集めた展覧会を開催します。　
※今年度は「小学校書写展」の開催
はありません。
【中学校美術作品展】
１月１５日㈮～２４日㈰
【小学校図画工作展】
１月２９日㈮～２月７日㈰
場同館企画展示室１

新収蔵作品展 
Present for You

　２０１９年度後半から本年度前半
にかけて同館が新たに収蔵した作
品の中から、主要な作品約９０点を
展示します。
会期１月５日㈫～２月２１日㈰
場同館企画展示室２
【シリーズ現代の作家　草間彌生】
　世界的な現代アーティスト・草
間彌生氏の版画とマルチプル作品
を同館収蔵品から約３０点紹介し
ます。
会期１月５日㈫～４月１１日㈰
場同館常設展示室

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
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健康福祉会館 原町田5-8-21

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１月１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
玉川クリニック(玉川学園７-５-６) ☎☎７２５・８２０７
玉川学園土屋クリニック(南大谷２１９-２３) ☎☎７２９・５２２８

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
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２日㈯

午前９時～午後５時 内科
園田クリニック(南成瀬１-８-２１) ☎☎７３９・７３２２
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

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
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

３日㈰

午前９時～午後５時

内科 内山胃腸科(旭町１-１５-２３) ☎☎７２８・１３７１
内科
小児科 沼田医院(鶴川６-２-１) ☎☎７３５・２０１９

内科 多摩境内科クリニック(小山ヶ丘３-２４) ☎☎７０３・１９２０

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
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

４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
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

１０日㈰

午前９時～午後５時 内科
町田南ホームクリニック(南町田５-３-２８) ☎☎７８８・２５８１
しあわせ野医院(成瀬台２-４０-１) ☎☎７３９・０４７７
鶴川胃腸科(鶴川２-１７-１) ☎☎７３４・１９５８

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
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

１１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
鶴川台ウィメンズクリニック(真光寺２-３７-７) ☎☎７３７・１１０３
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
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

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

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


