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３０日㈪、午前１１時～１１時３０分（各
回とも同一内容）場子どもセンター
まあち講町田ゼルビアスポーツクラ
ブ 走り方・総合体育教室講師　西村
雄一郎氏、永野湧介氏定各２０組（申
し込み順）申１２月１６日正午～１月
２３日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２１２１６Ａへ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

市 立 室 内 プ ー ル
●フラダンススクール　
対１６歳以上の方日１月２０日～３月
１７日の金曜日（２月２４日、３月３日を

理・介護補助等）の相談を希望する方
等日１月２７日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム内腸内環境を
整えるための食材選び、料理法、お買
い物術を学ぶ講町田病院管理栄養士
・菅惠氏定２０人（申し込み順）申１月
１９日までに町田市介護
人材バンクＨＰ（右記二次
元コード）で申し込み。
問同バンク☎☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎☎７２４・２９１６

　申込方法等の詳細は各施設へお問い合
わせいただくか、各HPをご覧ください。

スポーツスポーツスポーツ

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１月２１日㈯午後０時３０分～２時３０
分ごろ場サン町田旭体育館内トラン
ポリン、オリジナルパルクール、ニュ
ースポーツ／種目は予定です。詳細
は決まり次第、市ＨＰでお知らせしま
す講町田市スポーツ推進委員定５０
人（申し込み順）費１人２００円（保護
者も参加費が必要）申１２月２０日正
午～２７日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

ス ポ ー ツ 教 室
●子育てママパパの子どもと一緒に
ちょっぴり運動　詳細は市ＨＰ（下記
二次元コード）をご覧くだ
さい。
対市内在住、在勤の保護
者と１～３歳の子ども日１月２５日㈬、

除く）、午後３時～４時、全
７回定２０人（ 抽 選 ）費
５６００円申往復ハガキに
必要事項を明記し、１２月２８日まで
（必着）に同プールへ。
問同プール☎☎７９２・７７６１

鶴 間 公 園
●アロマストレッチ　
対１６歳以上の方日毎週月曜日、午前
９時１０分～９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ＨＰで
申し込みも可）。
問同公園☎☎８５０・６６３０

女性のための就職準備セミナー
●子育て中の方のためのパソコン講
習　
対現在子育て中で、全回参加でき、再
就職を考えている女性日１月２４日㈫
～２６日㈭、午前１０時１５分～午後４
時、全３回場町田市民フォーラム内
職務経歴書をパソコン（ワード・エク
セル）で作成定１２人（申し込み順）申
直接ハローワーク町田マザーズコー
ナー窓口（森野１-２３-１９、小田急町田
森野ビル２階、受付時間＝祝休日を
除く月～金曜日の午前８時３０分～午
後５時１５分）へ。保育希望者（６か月
以上の未就学児、申し込み順に６人）
は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８、同窓口☎☎７３２・８５６３
家庭の食品ロスをへらす
冷 蔵 庫 整 理 収 納 講 座
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１月２４日㈫午前１０時～正午
場町田市民フォーラム講食品ロス削
減アドバイザー・福田かずみ氏定３０
人（申し込み順）申１２月２０日正午～
１月５日にイベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスコード
２２１２２０Ｄへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に３組）は併
せて申し込みを。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●特別講座～元気に過ごすための
「お買い物術！」　講座終了後、求職
相談会も行います。
対市内在住の介護に関わる仕事（介
護職、資格が無くてもできる清掃・調

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

（原町田5-8-21）
☎☎返725・2225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 受付時間＝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
（原町田5-8-21）

☎☎710・0927
返710・0928

日曜日
祝休日

受付時間＝午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時
45分から）

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 
小児科 すずかけ台診療所（つくし野3-17-9）☎☎795・2121

内科
鶴川内科クリニック（鶴川2-17-1） ☎☎734・1958
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 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
町田脳神経外科（根岸町1009-4） ☎☎798・7337

2日（振休）

午前9時～午後5時 内科
しあわせ野医院（成瀬台2-40-1） ☎☎739・0477
なかの整形外科・内科（能ヶ谷1-5-8）☎☎737・3669
多摩境内科クリニック（小山ヶ丘3-24）☎☎703・1920

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 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
町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

3日㈫

午前9時～午後5時 内科
さぬき診療所（小川2-25-14） ☎☎706・8766
鶴川レディースクリニック（能ヶ谷3-1-5）☎☎737・7271
西村内科（根岸2-33-3） ☎☎793・2677

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
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎☎797・1511
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161

12月分の「急病のときは」は、12月1日号最終面に掲載

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、休日眼科の医院については、東京都眼科医会HPの「休日診療」のページを
ご覧ください。

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。

急病急病ののときはときは

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

○�東京都医療機関案内サービス� �
「ひまわり」（24時間、年中無休）
　�☎☎03・5272・0303返03・5285・
8080
○�小児救急相談　子供の健康相談室�
（東京都）
　�（受付時間＝月～金曜日の午後6時
～翌朝8時／土・日曜日、祝休日、
年末年始は午前8時～翌朝8時）
♯8000または☎☎03・5285・8898

○�東京消防庁救急相談センター� �
（24時間、年中無休）
♯7119または☎☎042・521・2323�
同センターHP�♯7119 � 検索

保存版　１月１日～３日

写真パネル展

町田の酒×酒器～町田市立博物館所蔵品より
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

国際版画美術館

Ｐｒｅｓｅｎｔ ｆｏｒ Ｙｏｕ～２０２２年度 新収蔵作品展
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、同館☎☎７２６・２７７１、０８６０

　市立博物館が所蔵する器の中か
ら、酒器として使われていた器や、
酒器として使ったら面白そうな器
を厳選し、町田酒販協同組合の協
力のもと、町田のお酒とともに取
り合わせました。
会期１２月２７日㈫～１月２２日㈰

開館時間火・水・金曜日（祝日を除
く）＝午前１０時～午後８時、木・土
・日曜日、祝日＝午前１０時～午後
５時
休館日１２月２９日㈭～１月４日㈬、
１２日㈭、１６日㈪
場中央図書館４・５階展示コーナー

　２０２１年度後半から今年度前半
にかけて新たに収蔵した２１６点の
作品の中から、岸田劉生、川瀬巴
水、草間彌生、和田誠らの作品約
１００点を紹介します。
会期１２月２２日㈭～２月１９日㈰
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時、土・日曜日、祝日＝午
前１０時～午後５時３０分
※入場は閉館３０分前までです。

休館日月曜日（ただし１月９日は開
館し、１月１０日は休館）、１２月２８
日㈬～１月４日㈬
場同館企画展示室２

同時開催
「パリのモダン・ライフ～１９００年
の版画、雑誌、ポスター」
会期１２月２２日㈭～３月１２日㈰
場同館常設展示室

　毎月第２日曜日に開催し
ています。自然素材を加工
して作る木工作教室です。

【１月～3月の開催日】
日程１月８日㈰、２月１２日㈰、３月
１２日㈰／事前予約制です。

大地沢青少年センター
青空アトリエ参加者募集青空アトリエ参加者募集！！

問同センター☎☎７８２・３８００

▲詳細はこちら


