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詳細はお問い合わせください。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131移動図書館“そよかぜ号”ご利用ください！ 検索町田市立図書館

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

【子どものための日本舞踊
教室】
対市内在住、在勤、在学の全回参加で
きる小学生～１８歳の方日５月１９日、
６月１６日、７月７日、９月８日、１０月１３
日、１１月１０日、いずれも水曜日午後
５時～６時３０分、全６回場ひなた村和
室内浴衣を着て半幅帯を結び、所作
や踊りを体験して日本文化に触れる
講尾上流師範・尾上菊右佐氏定５人
（申し込み順）費１回３００円申４月１７
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、子ども創造キャンパスひ
なた村ホームページをご覧ください

●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、在学で、陶芸初心者の小学生
と同居の家族日５月３０日、６月２７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５月１５日ごろ発送します費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、５月
１０日まで（必着）に大地沢青少年セ
ンター（〒１９４－０２１１、相原町
５３０７－２）へ

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１

【フラダンススクール】
日５月１３日～７月２２日の木曜日（５
月２７日、６月３日、７月１日を除く）、午
後３時～４時、全８回定１５人（抽選）費
６４００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、４月２９日まで（必着）に同プ
ールへ
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１

【バレーボール教室】
対①小学３～６年生②中学生女子日５
月１１日～７月１３日の火曜日、①午後
６時～７時３０分②午後７時３０分～９
時、各全１０回定各２８人（申し込み
順）費１回２０００円申４月１９日から電
話で同館へ
●野津田公園☎☎７３６・３１３１

【パークヨガ～園内屋外を 
利用したヨガ教室】
対２０歳以上の方日５月１２日～７月
２８日の水曜日、午前１０時３０分～正
午、全１２回講全米ヨガアライアンス
２００Ｈ認定講師・河本真由子氏定３０
人（申し込み順）費７２００円（保険料
込み）申４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）
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０

【フローヨガ】
対１６歳以上の方日毎週水
曜日、午後７時４０分～８時４０分定各

１２人（申し込み順）費９９０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）
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・４８３５

【①お茶摘み体験】
　摘んだ茶葉で作った新茶は後日お
渡しします日５月１日㈯午前９時３０
分～正午、午前１１時３０分～午後２時
（小雨実施、荒天時は翌日に順延）定
各３０人（申し込み順）費１２００円（茶
摘み料、昼食代、参加記念品）

【②新緑の小野路をめぐるツアー】
　「まちだ観光案内人」のガイドで、
小野路の自然・歴史を学びます日５
月１４日㈮午前９時３０分～午後３時
（小雨実施、荒天中止）定１５人（申し
込み順）費１５００円（ガイド料、保険
料、昼食代）

【③小野路の戦争の記憶をめぐるツ
アー】
　小野路空襲体験者の案内のもと、
地域に残る戦争の跡をたどります日
５月２５日㈫午前１０時３０分～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定１５人（申
し込み順）費１５００円（ガイド料、保
険料、資料代、昼食代）

◇
申①４月２０日正午～２７日②４月２７
日正午～５月１１日③４月２８日正午～
５月２０日に、イベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
① ２ １ ０ ４ ２ ０ Ｂ② ２ １ ０ ４ ２ ７ Ｂ③
２１０４２８Ｂへ

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。

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、「フォトプレー
ト」を予定しています。
日５月９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Ⅰ】
　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。
対テント泊未経験の家族
日５月１５日㈯午前１０時～正午（雨天
実施）
定５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４月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７８２・３８００）へ。

ＹｏｕＴｕｂｅで公開します

まちだすいとんレシピ
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

　まちだすいとんとは、小野路町
の農家が昔から食べていたすいと
んを保健予防課と町田地域活動栄
養士会がレシピにおこしたもので
す。
　中力粉を使ったモチモチの生地
と、しっかり炒めた野菜の風味が

特徴で、普通のすいとんとはひと
味違います。
　レシピ等の詳細は、
右記二次元バーコード
からご覧いただけま
す。

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
東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303
返03・5285・8080

24時間365日
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健康福祉
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コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

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

受付時間＝日曜日、祝休日の午前９時～午後４時３０分（予約
制） 健康福祉会館内

☎☎返７２５・２２２５
（下地図参照）障がい者

歯科診療
受付時間＝水・木曜日（祝休日を除く）の午前９時～午後４
時３０分（予約制）

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 電話受付時間＝午後６時～９時３０分（診療は午後７時から） 健康福祉会館内

☎☎７１０・０９２７
返７１０・０９２８
（下地図参照）

日曜日
祝休日

電話受付時間＝午前８時４５分～午後４時３０分（診療は午前
９時から）

※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

新型コロナウイルスの影響で医療機関や診療時間等が変更になる場合があります。受診
の前に、必ず電話・FAXで医療機関または東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（☎☎03
・5272・0303返03・5285・8080）へお問い合わせください。

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
４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 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
１７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

１８日㈰

午前９時～午後５時 内科
さぬき診療所（小川２-２５-１４） ☎☎７０６・８７６６
増子クリニック（能ヶ谷７-１１-５） ☎☎７３５・１４９９
こじま内科（小山町３２４５-１） ☎☎７７０・２５１３

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

１９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
２０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
２１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
２２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
２３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
２４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

２５日㈰

午前９時～午後５時
内科
小児科

佐藤寿一クリニック（原町田１-７-１７）☎☎７１０・２２５１
小泉医院（玉川学園２-５-２４） ☎☎７２５・８４１１

内科 Dr.はん診療所（図師町１７８２） ☎☎７８９・７２７０

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

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

２９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
田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷２-１２-６）☎☎７３５・５６６７
おやま内科クリニック（小山町２３３-１）☎☎８６０・０３２６

午前９時～翌朝９時
内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８）☎☎７９８・１１２１

外科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

３０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


