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 今今 月月 のの 相相 談談 ※日程は祝・休日を除く

■問 市民協働課みんなのひろは みんなのひろは みんなのひろは 

健康・福祉

歯科相談
■日 １６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 ２４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８時３０分～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1３０６－３４２７、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）1３９４－６３３３

障害者相談　
■日 月～金曜日、午前９時～午後５時
■場 ■問 基幹相談支援センター「るーと」1３９４－１５５５

心身障害者（児）相談
■日 月～金曜日
■場 ■問 東村山手をつなぐ親の会「くおりあ」1３０６－２０６８、
障害者の自立を支える会こすもす1３９４－４８０５、あゆみ
の会1３９４－７２３１

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1３９７－６４００

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 東村山市障害者就労支援室1３１３－３７９４

その他の障害者団体等相談
■問 身体障害者患者連絡協議会（久米川共同作業所内）1 

３９６－５６４９、身障運転者協会1０９０－２５４２－４１５０、仲間
の家（酒害相談1３９２－５０６０）、視覚障害者一心会・翔和
会（視覚障害者の会1３９５－３８１２）、東京都難聴児を持つ
親の会1３９５－８５８１、視覚障害者友の会1３９３－２０４１

健康つくり
■場 ■問 スポーツセンター1３９３－９２２２（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・５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

テレホンサービス
○救急車を呼ぶか、病院へ行くか、どこの病院へ行けばよいか分から
ないときは東京消防庁救急相談センター（1＃７１１９）、つながらないと
きは（1０４２－５２１－２３２３）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、
東村山消防署医療機関情報案内（1３９１－０１１９）へ

原稿受付 １１月１日号「催し」１０月１日（火）～４日（金） 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（先着順）

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

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。

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（�・�）、

お薬手帳を忘れずに
○乳 ○子 

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）

困困困困困困 っっっっっっ たたたたたた とととととと きききききき困 っ た と き!

　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。

休日歯科応急診療所　１０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

３９８－３９０１青葉町２－１０－８つるまち歯科医院６日（日）

３９０－３７６０青葉町２－２４－９５かさまつ歯科１３日（日）

３９２－４５６７秋津町２－２２－１　１階青木歯科医院１４日（祝）

３９０－０８８８久米川町２－３１－７７やじま歯科医院２０日（日）

３９２－２５９６栄町２－８丸鈴ビル２階渡辺歯科２２日（祝）

３９１－６６１１多摩湖町２－１０－２８折笠歯科医院２７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。

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

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＝１９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、妊産婦相談窓口1３９３－５４４５
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 １５日午前１０時～正午（随時予約受付）
■場 ほんちょう子育て広場
■問 第一保育園1３９５－８９５５
看護師による計測・保健相談
■日 ８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 １７日午前１０時３０分～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1３９５－８９５５
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1３９０－２２７１
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1３９１－０２７８、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 １８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 １０日午後１時１５分～４時（随時予約受付）
税務相談（税理士）
■日 １１・２５日午後１時１５分～４時（随時予約受付）
行政書士相談
■日 １７日午後１時１５分～４時（随時予約受付）
登記相談（司法書士）
■日 ８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 ８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 １５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 １日午後１時～３時３０分
行政相談（行政相談委員）
■日 ２５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

備考申し込み・問い合わせ費用場所日時催し名

催
し

混声合唱「風のうた」ほか 村 田   1０９０－４０６５－７０４２
むら た

８００円中央公民館１０月１２日（土）午後１時３０分開場　２時開演東村山市民合唱団第４２回定期演奏会

楽しんで描いたパステル画です　初日午後１時から 田 中   1３９４－８７４５
た なか

無料秋津公民館１０月２３日（水）～２７日（日）午前１０時～午後４時夢色パステル作品展

ミニ家事と家計の講習会 猪 羽   1３９４－７７７２
いの は

２００円秋津公民館１０月２９日（火）午前１０時～正午わがやの経済見える化しよう

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１，０００円　見学自由 遠 藤   1３９３－１６２２
えん どう

月３，０００円中央公民館月３回火曜日午後１時～３時２０分 胡 
こ

 桜 舞踊会（古典・新舞踊）
ざくら

新舞踊で骨密度と筋力を高めましょう 布 施   1０９０－４５３４－２９４３
ふ せ

月２，５００円中央公民館毎月第１・２水曜日午後２時～３時ゆりの会（新舞踊）

男女問わず 金 井   1０８０－３５８９－０９９２
かな い

無料中央公民館月１回原則木曜日又は金曜日午後２時～４時さくら英文読書会

初心者歓迎　入会随時　無料体験あり 多 田   1３９６－４４０８
た だ

月３，０００円中央公民館月２回金曜日午後１時～３時大正琴同好会

初心者歓迎 新 田   1０７０－３９８１－９５１８
にっ た

月５，０００円萩山公民館月２回火曜日又は金曜日午前１０時～１１時３０分イングリッシュカフェ（英会話教室）

パステルで手軽に絵画を 田 中   1０９０－５５８１－８０６３
た なか

月２，０００円秋津公民館毎月第２・４水曜日午前１０時～正午夢色パステル（絵画）

皆さんと一緒に楽しく唄いましょう 小 林
こ

   1０９０－５３４８－７２４１
ばやし

１回３００円多摩湖ふれあいセンター毎月第３木曜日午後１時３０分～３時３０分日本の民謡を唄いましょう

体内意識で体幹力アップ！　入会金１，０００円 川 島   1０９０－９８４２－０１２５
かわ しま

月２，５００円久米川ふれあいセンター月３回火曜日午前１０時～正午ほか陳氏太極拳小西教室

無料体験有　５０代～７０代のサークルです 柴 田   1０９０－８５６０－４４４５
しば た

月３，０００円富士見第二集会所毎週木曜日午前１０時１５分～１１時４５分３Ｂ体操（ロコモ対策の健康体操）

６０歳以上対象　初心者歓迎 木 内   1０８０－５４０８－２９５７
き うち

月３，０００円久米川木内ジム毎週金曜日午前１１時～正午ファイティングシニア（ボクシング教室）

入会説明会１１月３日午後６時～　スポーツセンターにて 田 中   1０９０－８８１９－２９４６
た なか

半年８，５００円久米川・恩多コート土・日・祝日午前８時～午後５時東村山市民テニスクラブ協議会（硬式テニス）

英語を教えます（小学校高学年～高校生） 金 井   1０８０－３５８９－０９９２
かな い

１時間５００円相談に応じます相談に応じますさくら英語教室

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）


