
72021．5．15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。

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

里 山 散 策 と 田 植 え
　北部丘陵の里山・谷戸の散策と、小
野路町奈良ばい谷戸で田植えをしま
す。
対８歳以上の方（ただし、小学生を含
む場合は保護者同伴）
日６月１２日㈯午前１０時～午後３時
（雨天時は１３日に順延）
※集合は浅間神社下の駐車場です。
定２０人程度（申し込み順）
費１人（複数人で参加の場合は１団
体）１０００円（材料費、保険料等）
申氏名（ふりがな、参加者全員の分）
・住所・電話番号を明記し、５月３１日
までに、Ｅメールで（特）まちだ結の
里事務局（遍ｙｕｉ－ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｂａｉ．ｏｒ
ｇ）へ。
問同事務局☎☎０８０・７４６５・７６５１、町
田市農業振興課☎☎７２４・２１６４
国際版画美術館～企画展「＃映える
風景を探して」関連イベント
プロムナード・コンサート

【歌唱旅行　歌で巡る西欧の国々】

日６月５日㈯、①午後１時から②午後
３時から（各３０分程度）
場同館エントランスホール
※座席の用意はありません。なお、新
型コロナウイルス感染防止のため、
人数を制限する場合があります。
出演テノール・奥村浩樹、ピアノ・鵜
戸西到
問同館☎☎７２６・２７７１
町田市民文学館～上半期　保育付き
紙芝居上演会
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　保育希望者以外は直接会場へおい
でください。
日①６月４日②７月２日③８月６日④９
月３日⑤１０月１日、いずれも金曜日
午前１０時３０分～１１時３０分
※受け付けは午前１０時からです。
場同館２階大会議室
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」　
定４０人（先着順）
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、定員制となります。

※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、①５月１５日②
６月１５日③７月１５日④８月１５日⑤９
月１５日、午前９時から電話で同館（☎☎
７３９・３４２０）へ。
国際版画美術館
私たちのステップ・ワン

【講座受講生と講師による展覧会】
　２０１９年度～２０２０年度に同館で

実施した創作講座の受講生と講師に
よる銅版画、リトグラフ、スクリーン
プリント、木版画の作品約３０点を展
示します。
日５月２６日㈬～３０日㈰、午前１０時
～午後５時
※５月２６日は午後１時から、５月３０
日は午後４時までです。
場同館市民展示室
問同館☎☎７２６・２８８９

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
　下記以外の講座やワーク
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等を
ご覧ください
【手づくりのじかん「プラ板ゆらゆら
モビールづくり」】
対市内在住、在学の小・中学生日６月
５日㈯午前１０時～正午場ひなた村陶
芸室定８人（申し込み順）費３００円申
５月１７日午前１０時から電話でひな

た村へ
●スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日６月１２日㈯午後０時３０分～２時ご
ろ場市立総合体育館内複合種目、ボ
ッチャ等（予定）講町田市スポーツ推
進委員定３０人（申し込み順）費１人
２００円（保護者も参加費が必要）申５
月１８日正午～２８日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）へ

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【幼児・小学生（Ｘ・Ｙ）短期水
泳教室】
　時間等の詳細はお問い合わせくだ
さい対市内在住、在学、在園の、幼児
＝４～６歳の未就学児（保護者同伴）、
小学生＝初心者／いずれも初参加者
優先日６月１１日～７月２日の金曜日、
幼児＝午後３時３０分～４時２０分、小
学生（Ｘ）＝午後４時３０分～５時２０
分、小学生（Ｙ）＝午後５時３０分～６時
２０分、各５０分間、各全４回定各２０人
（抽選）費６００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　
●サン町田旭体育館☎☎７２０・
０６１１
【①小学生バドミントン教
室②中学生バドミントン教室】
対①小学４～６年生②中学生日７月
２６日㈪～３０日㈮、①午前９時～１０
時２０分②午前１０時２５分～１１時４５
分、各全５回定各５０人（申し込み順）
費１０００円申７月２５日までに電話で
同館へ

●市立総合体育館☎☎８５０・
９７０７
【第２期ハンドボール教室】
対小学生日６月１８日～９月２４日の金
曜日、小学１～２年生＝午後３時５０分
～４時５０分、小学３～６年生＝午後４
時５０分～５時５０分、各全８回定各２０
人（抽選）費９６００円申往復ハガキに
必要事項を明記し、５月２２日まで（消
印有効）に同館へ（同館ホームページ
で申し込みも可）
●三輪みどり山球場☎☎８５０・
９７０７
【無料開放】
対小学生以下のお子さんとその保護
者日毎週火曜日（祝休日を除く）、午
後３時～５時
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・４８３５
【小野路宿寄席】
　落語とかっぽれを楽しみませんか
日６月２４日㈭午後１時３０分～３時３０
分ごろ出演林家錦平、萬来亭一柳、花
見亭一平定２０人（申し込み順）申５月
２８日正午～６月２１日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０５２８A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。

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
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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・眼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。

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
５月
１５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

１６日㈰

午前９時～午後５時
内科

中澤医院(つくし野３-１３-４０) ☎☎７９５・５４１５
よこやま内科(原町田４-２-２) ☎☎７９４・６２１１
西村内科(根岸２-３３-３) ☎☎７９３・２６７７

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科(小川１-２-３２) ☎☎７９６・８７３３
午前１０時３０分～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 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

１７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
１８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
１９日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
２０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
２１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
２２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

２３日㈰

午前９時～午後５時

内科
川口内科クリニック(中町１-３０-２４) ☎☎７２５・６２０６
グリーンヒルクリニック(小野路町１６５１-１) ☎☎７３６・７８７７

内科
小児科 たかはしクリニック(常盤町３２００-１) ☎☎７９８・７７５５

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 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

２４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
２５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
２６日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
２７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
２８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
２９日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

３０日㈰

午前９時～午後５時

内科
はなみ内科(鶴間１-１９-３５) ☎☎７９６・１１１１
メディカルクリニック悠々(能ヶ谷３-２-１) ☎☎８６０・２０６１

内科
小児科 泰生医院(小山町２４７０-５) ☎☎７９７・７４２３

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科(玉川学園７-１-６) ☎☎７２８・８７３７

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

３１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

次号から「急病のときは」は、毎月１日号に１か月分をまとめて最終面に掲載します


