
72021．5．1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。

●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①４～６歳の未就学児②小学生日６
月８日～７月１３日の火曜日、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①
３６００円②各４８００円
【①幼児スクール②小学生スクール】
　４月から進級基準が変更となって
います。小学生初級はどの時間でも
選択できます対①４～６歳の未就学
児（火・木曜日はＡクラス、水曜日はＡ
・Ｂクラス）②小学生（火・木曜日はＡ
～Ｃクラス、水曜日はＡ・Ｂクラス）日
６月８日～７月１５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）、各全６回定①各２０人②各
４０人／抽選費各４８００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
５月２７日まで（必着）に同プールへ
〈お知らせ〉� �
　大会のため、５月１５日㈯、１６日㈰
はプールの一般利用はできません
（トレーニング室は通常どおり利用
可）。なお、大会前日は、５０ｍプール
が高水位（１．４ｍ～１．７ｍ）になり、
水温が１～２度ほど低くなりますの
でご注意ください／大会の日程は変
更になる場合がありますので、同プ
ールへお問い合わせください／５月
２１日㈮～２９日㈯は、町田リサイク
ル文化センター焼却炉の法定点検の
ため、プール・トレーニング室の一般
利用はできません
●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円申電話で鶴間公園
へ（鶴間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
【野津田公園ばら撮影会】
　新しくなったばら広場で一緒に撮
影しませんか
日５月２２日㈯
午前１０時～正
午（小雨実施）
●町田市自然休暇村☎☎０２６７・９９・
２９１２
【春のトレッキングツアー】
　３日間とも地元ガイドと職員が対
応します対市内在住、在勤、在学の方
とその同行者（１８歳以上の方に限
る）日６月１６日㈬～１８日㈮、２泊３日
／集合は１６日午後０時３０分に自然
休暇村です。町田ターミナルプラザ
からの送迎はありません宿泊先町田
市自然休暇村（長野県南佐久郡川上
村）／最少催行人数は２０人です（定
員を超えた場合は抽選）内１日目＝
町田市自然休暇村付近の林岳、２日
目＝清里高原・天女山、３日目＝野辺
山・ 飯 盛 山 で ト レ ッ キ ン グ費
２万２０００円～２万３５００円（宿泊費、
１日目夕食～３日目昼食、ツアー手数
料、ガイド料含む）／参加人数によっ
て金額が変わります旅行企画・実施
ＪＷＴジャパンウインズツアー（株）、
長野県知事登録第２－３９９号、全国
旅行協会会員・長野県旅行業協会会
員（長野県佐久市今井５３３－１、☎☎
０２６７・６６・１２６８〔代〕）申５月１日午
前８時３０分～１５日午後５時に電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
／５月２７日以降の取り消しはキャン
セル料が必要です

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。

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①世帯向（一般募集住宅）②若年夫
婦・子育て世帯向（定期使用住宅）③
居室内で病死等があった住宅】
　都内に居住等、いずれも要件有り
／詳細は募集案内を参照配布期間５
月６日～１４日配布場所市庁舎１階総
合案内、各市民センター、各連絡所、
同公社町田窓口センター、都庁等（各
施設で開所日時が異なる）／同公社

ホームページで配布期間中に限りダ
ウンロードも可申郵送で５月１９日ま
で（必着）問同公社都営住宅募集セン
ター☎☎０５７０・０１０・８１０
●東京2020組織委員会～東京2020
大会に伴う交通対策
　高速道路の本線料金所での通行制
限や交通状況に応じた入口閉鎖など
が実施されます。道路の迂

う

回
かい

やルー
トを避けた通行にご協力をお願いし
ます。また、競技会場方面では一般道
路の一部で信号調整が実
施されます問同委員会☎☎
０５７０・０９・2０2０

【休止する主な施設】
　貸出施設（すでに予約済みの施設のキャンセル方法等は各施設にお問
い合わせください）
【休止しない主な施設】
　保育園・学童保育クラブ／市立小・中学校（宿泊行事は延期または中止、
部活動・学校開放は停止）／公園（園内施設は除く）・公園駐車場（都立公園
は除く）

緊急事態宣言発出に伴う5月11日までの
施設等の利用について

詳細はこちら▶

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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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
（左地図参照）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
（左下地図参照）

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。また、休日耳鼻咽喉科の医院
については、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。

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
５月
１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

２日㈰

午前９時～午後５時 内科

たけいち内科クリニック（小川１-１４-１）☎☎８５０・６５５５

町田駅前内科クリニック（森野１-３９-１６）☎☎７２２・７３７３

薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台１-２５-１２） ☎☎７３７・７３７３

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

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

たなかだて内科・呼吸器内科クリニック（鶴間３-３-１）☎☎８５０・５０２７

木下内科胃腸科（高ヶ坂３-７-１１） ☎☎７２８・５８８４

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 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

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

４日㈷

午前９時～午後５時 内科

原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-２９-３）☎☎８５１・７８１８

はやし内科クリニック（真光寺２-３７-１１）☎☎７３６・５５０１

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 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

外科系
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

５日㈷

午前９時～午後５時

内科
フォレスト呼吸器内科クリニック町田（原町田６-２８-１５） ☎☎７１０・４１００

富医院（大蔵町１０９） ☎☎７３５・５６５５

内科
小児科 多摩境きむらクリニック（小山ヶ丘５-２-６） ☎☎７７４・１７００

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田６-２２-１５）☎☎７２２・３１１５

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

６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

７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

８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

９日㈰

午前９時～午後５時
内科

仁愛医院（高ヶ坂６-１９-３１） ☎☎７２８・１０５５

鶴川胃腸科（鶴川２-１７-１） ☎☎７３４・１９５８

内科
小児科 武蔵岡診療所（相原町３１９０-１０） ☎☎７８２・６００１

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

おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

１０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

１１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

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

１３日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１４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


