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今 月 の 相 談今 月 の 相 談 ※日程は祝日を除く困困困困困困 っっっっっっ たたたたたた とととととと困 っ た と ききききききき！！！！！！！

掲載後の責任は負いかねます（詳細は各申し込み・問い合わせ先へ）

備考申し込み・問い合わせ費用場所日時催し名

催
し

障がい者（５００円）、介助者（無料） 吉  田 ☎３９５－０９４１
よし だ

８００円（４才以上）中央公民館７月７日土①午前１０時３０分～②午後２時～映画「この世界の片隅に」上映会

ハワイアンと懐かしの歌で寛ぎのひと時を 工  藤 ☎０９０－９８２８－８０７１
く どう

無料富士見公民館７月８日日午後１時開場、１時３０分開演アロハプアナニ　ハワイアンコンサート

日本の韓国併合・植民地支配の歴史から今を学ぶみんなの憲法委員会☎３９１－４８９８無料中央公民館７月１４日土午後１時１５分～３時無料上映会「朝鮮半島と私たち」

①午前１０時３０分～１１時３０分②午後１時３０分～２時３０分 岡  本 ☎０８０－５１９７－６６３８
おか もと

無料図書館・公民館ほか①７月２１日土・２２日日・２８日土・２９日日②７月２６日木子ども読書応援団おはなし会２０１８

富士見公民館横。だれでも参加出来ます 加  藤 ☎３９３－１９１７
か とう

無料東村山中央公園７月２１日土～８月３１日金毎日午前６時３０分～６時４０分夏休み子供ラジオ体操

初心者・未経験者対象。楽器用意あります。講師： 張良 
ちょうりょう

 高  橋 ☎０９０－１１２４－８０６９
たか はし

５００円中央公民館７月２２日日午後１時～２時はじめての 二  胡 体験会
に こ

講師：ワンデーポート施設長 宮  川 ☎０９０－９８５３－８９５９
みや がわ

無料中央公民館７月２２日日午後１時３０分～４時３０分第２７２回アルコール問題を考える集い

女性専用。更年期を迎える方・迎えた方へ 秋  元 ☎０９０－６１９３－１３８４
あき もと

２００円秋津公民館７月２８日土午後０時４５分～２時筋トレストレッチと血管測定

−困ったとき−

休日応急診療所
診療時間　午前９時〜午後５時

電　話医療機関（所在地）診療日
３９２－１１０１
（代表）

緑風荘病院
（萩山町３－３１－１）

日曜日、祝・休日
（日曜日小児科医在院）

休日準夜応急診療所
診療時間　午後５時〜１０時（午後９時４５分まで受付）

電　話所在地診療日

３９４－６９００本町１－２－３
（いきいきプラザ１階）

日曜日、祝・休日
（内科、小児科診療）
※軽度の症状を診る初期救急を行っています。処方する薬は１日分とな
ります。受診の際はあらかじめ電話でご連絡ください。

東京都指定休日・全夜間診療実施医療機関（二次救急）
電　話所在地医療機関

３９３－５５１１（代表）萩山町３－３－１０久米川病院
３９６－３８１１（代表）青葉町１－７－１多摩北部医療センター
３９１－１４２５（代表）諏訪町３－６－１新山手病院

健康・福祉
歯科相談
日１８日午後１時３０分～３時（随時予約受付）
場いきいきプラザ２階　問健康増進課
医療相談
内科・心療内科・もの忘れ
日２６日午後１時３０分～３時（随時予約受付）
場いきいきプラザ２階　問健康増進課
母子・父子・女性相談
日月～金曜日、午前９時～正午・午後１時～４時
場いきいきプラザ１階　問生活福祉課
生活自立相談
日月～金曜日、午前９時～正午・午後１時～５時１５分
場市民センター１階
問ほっとシティ東村山☎３０６－３４２７、生活福祉課
社協総合相談
日月～金曜日、午前９時～午後５時
場 問社会福祉協議会（地域福祉センター内）☎３９７－８１９４
障害者相談
日月～金曜日、午前９時～午後５時
場 問支援センター「るーと」☎３９４－１５５５
心身障害者（児）相談
日月～金曜日
場 問手をつなぐ親の会「くおりあ」☎３０６－４２４５、障
害者の自立を支える会こすもす☎３９４－４８０５、あゆみの
会☎３９４－７２３１
精神障害者相談
日月・火・木・金・土曜日、午前９時３０分～午後６時
（随時予約受付）
場 問地域生活支援センターふれあいの郷☎３９７－６４００
障害者就労相談
日月～金曜日、午前８時５０分～午後５時３０分（随時予
約受付）
場市民センター１階　問障害者就労支援室☎３１３－３７９４
その他の障害者団体等相談
問身患連☎３９３－６８２１、身障運転者協会☎０９０－２５４２－
４１５０、仲間の家（酒害相談☎３９２－５０６０）、視覚障害者
一心会・翔和会（視覚障害者の会☎３９５－３８１２）、東京
都難聴児を持つ親の会☎３９５－８５８１、視覚障害者友の会
☎３９３－２０４１

健康つくり
場 問スポーツセンター☎３９３－９２２２（随時予約受付）
スポーツ医事相談
日土曜日、午後３時～４時
栄養相談
日火・木・金・土曜日、午前１０時～午後４時
健康相談
日火・木・金・土曜日、午前１０時～午後４時
健康トレーニング相談
日火・金曜日、午前１０時～午後４時

女性
女性のための悩み相談（カウンセリング）
日火・土曜日＝午前１０時～午後３時（第１・４火曜日
は午後７時まで実施）第３金曜日＝午後３時～７時
（随時予約受付）
場女性相談室（多文化共生・男女共同参画推進交流室内）
問市民相談・交流課

総合建築相談
耐震・リフォーム等（建築紛争等の相談は除く）
日第１水曜日午後１時３０分～３時
場いきいきプラザ１階ロビー　問環境・住宅課

子育て
妊産婦相談（妊娠中・出産後の疑問や不安の相談・母
子健康手帳の交付）
日月～金曜日＝午前９時～午後５時、土曜日＝２１日午
前９時～正午（要予約）
場いきいきプラザ３階
問子育て支援課、妊産婦相談電話☎３９３－５４４５
妊娠期〜１８歳のその他子育て何でも相談
ころころたまご
日月～金曜日、午前１０時～午後４時
場いきいきプラザ１階ロビー　問子育て支援課
０〜３歳　育児相談
子ども相談員による専門相談
日２４日午前１０時～正午（随時予約受付）
場ほんちょう子育て広場（本町児童館内）
問第一保育園☎３９５－８９５５
看護師による計測・保健相談
日１０日午前１０時３０分～正午（随時予約受付）
栄養士による栄養相談
日１９日午前１０時３０分～正午（随時予約受付）
場ほんちょう子育てひろば（本町児童館内）
問第一保育園☎３９５－８９５５
総合相談（子どもに関する相談）
日月～金曜日、午前９時～午後５時　
場いきいきプラザ３階　問子ども家庭支援センター☎３９０－２２７１
子ども相談
日月～金曜日、午前９時～午後５時
場いきいきプラザ３・４階　人０～１８歳の子どもと保護者
問子ども相談室☎３９１－０２７８、子ども・教育支援課
子育て相談
日月～金曜日、午前８時３０分～午後５時　場 問各保育園

くらし
問市民相談・交流課
場本庁舎１階市民相談室（記載のないもの）
一般市民相談（日常生活上の相談）
日月～金曜日、午前９時～正午・午後１時～４時
消費生活相談（専門相談員）
日月～金曜日、午前９時～正午・午後１時～４時
法律相談（弁護士）
日第１～４月・水曜日、午前１０時～１１時５０分・午後１
時～３時３０分（随時予約受付）
交通事故相談（弁護士）
日２０日午後１時１５分～３時４５分（随時予約受付）
不動産取引相談（宅地建物取引士）
日１２日午後１時１５分～４時（随時予約受付）
税務相談（税理士）
日１３・２７日午後１時１５分～４時（随時予約受付）
行政書士相談
日１９日午後１時１５分～４時（随時予約受付）
登記相談（司法書士）
日１０日午後１時～３時５０分（随時予約受付）
表示登記相談（土地家屋調査士）
日１０日午後１時～３時
年金・社会保険・労務相談（社会保険労務士）
日１７日午後１時３０分～３時３０分（随時予約受付）
人権身の上相談（人権擁護委員）
日２４日午後１時～３時３０分
行政相談（行政相談委員）
日２６日午後１時～３時３０分
外国人市民相談（英語、中国語、韓国・朝鮮語）
日月～金曜日、午前９時～正午・午後１時～４時
場本庁舎１階
男女共同参画に関する相談
日月～金曜日、午前９時～正午・午後１時～４時
場本庁舎１階

８月１日号「催し」７月１日日〜４日水　ファクス・郵送・窓口（平日のみ）で最終日午後５時まで　「会員募集」は随時受付

備考申し込み・問い合わせ会費場所活動日時団体名

会
員
募
集

入会金１,５００円。どなたでも大歓迎。譜面解からなくてオーケー 北  久  保 ☎０９０－４６２８－５３１１
きた く ぼ

月３,５００円中央公民館毎月第２・４木曜日午後３時３０分～５時３０分ローテ・ローズ（シャンソンコーラス）

入会金１,０００円。初心者歓迎 釜  付 ☎３９５－７０１４
かま つき

年５,０００円中央公民館毎週土曜日午前９時～午後３時多磨囲碁クラブ

初心者どなたでも歓迎します 小  嶋 ☎０９０－４６０４－０２３１
こ じま

月３,０００円廻田公民館毎月第２・４土曜日午前１０時～正午ミモザ健康童謡の会（コーラス）

リズムにのって、ちょっぴり脳トレ楽しいダンス 三  安 ☎３９３－２６７９
み やす

月１,０００円久米川ふれあいセンター毎週金曜日午後１時～３時３０分サンライズスクエアズ（スクエアダンス）

入会金１,０００円。初心者歓迎。見学随時 井  上 ☎０８０－１０４７－８０７７
いの うえ

月３,５００円スポーツセンター毎週火曜日午前９時３０分～１１時３０分合気道日心館東村山道場

入会金無料。多少出来る方。久米川駅徒歩２分 梅  園 ☎０９０－３３３４－４３０３
うめ ぞの

１日３００円栄町１丁目集会所毎週金曜日午前１０時～午後５時友の会（健康麻雀）

場所：栄町３－１６－２２（八坂駅前郵便局前）どなたでも大歓迎 中  川 ☎０９０－１５４２－７３８２
なか がわ

月３,０００円歌謡劇場かまくら毎月第１・３水曜日午前１０時～正午中川千加カラオケ教室

小児科平日準夜応急診療所
電　話医療機関（所在地）日　時

３９６－３８１１
（代表）

多摩北部医療センター
（青葉町１－７－１）

月～金曜日
午後７時３０分～１０時３０分

０４２－４６１－１５３５
（代表）

佐々総合病院
（西東京市田無町
４－２４－１５）

月・水・金曜日
午後７時３０分～１０時３０分

夜間・休日に急病になってしまったら
受診するときは健康保険証、その他証明書（ ・ ）を忘れずに碓乳 碓子

　日曜日や祝・休日、夜間に急に体の具合が悪くなり、救急車を
利用するまでもない状況であっても、早く医師の診察を受ける必
要のあるかたは、次の医療機関をご利用ください。

○夜間の急な病気やけがでお医者さんが見つからないときは、東京
都消防庁救急相談センター（プッシュ回線、携帯電話からは☎＃７１１９、
ダイヤル回線からは☎０４２－５２１－２３２３）へ
○広域的な休日診療や夜間診療（眼科・耳鼻科・歯科等）について
は、東村山消防署テレホンサービス（☎３９１－０１１９）へ

テレホンサービス

休日歯科応急診療所　７月の日程
診療時間　午前９時〜午後５時

（正午〜午後１時休診、午後４時３０分まで受付）
電　話所在地医療機関名日

３９３－８２８３本町３－６－１本町歯科医院１日日

３９６－４０５４栄町２－２１－１２
武蔵第２ビル３階こにし歯科医院８日日

３１３－０６４０久米川町３－１－４レイデンタルクリニック１５日日
３９１－６６１１多摩湖町２－１０－２８折笠歯科医院１６日祝
３９１－０３２３栄町２－２２－９原歯科医院２２日日
３９１－５０３１秋津町５－８－３いとう歯科医院２９日日

※案内図は、「東村山市歯科医師会」のホームページからご覧になれます。
※受診の際はあらかじめ電話でご連絡ください。

「市報ひがしむらやま」は、市ホームページでご覧いただけます。「市報ひがしむらやま」で検索    市報ひがしむらやま 検索


