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「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

−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

○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・休日準夜応急診療所
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。

１２月１日号「催し」１１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

休日歯科応急診療所　１１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

３９１－５０３１秋津町５－８－３いとう歯科医院３日祝
３９８－３９０１青葉町２－１０－８つるまち歯科６日日
３９２－１１８３栄町１－２７－３４水野歯科医院１３日日
３９０－０８８８久米川町２－３１－７７やじま歯科医院２０日日

３９６－０９０９恩多町３－２９－１
イーストビレッジ２階井上歯科医院２３日祝

３９５－０１７８野口町１－１７－７山口歯科医院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

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・問い合わせ会費場所活動日時団体名

会
員
募
集

どなたでも 池  田 ☎０９０－２９１０－６１１３
いけ だ

月１,０００円中央公民館毎週火曜日午後７時～９時東村山スクエアダンスクラブ

初心者歓迎。入会随時。楽器貸出無料体験有 多  田 ☎３９６－４４０８
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。どなたでも見学ＯＫです 原  澤 ☎３９１－３９８８
はら さわ

月３,０００円中央公民館毎週土曜日午後０時２０分～４時東村山リードメイト（ハーモニカ）

各人懇切丁寧に、先生が指導。仲よい楽しい会 余  田 ☎３９４－２４０９
よ でん

月３,０００円中央公民館中心に月３回土曜日午後０時３０分～３時社交ダンス　 ＹＯＵ 　 ＹＯＵ 
ユ　ウ ユ　ウ

どなたでも出来、健康になるスポーツです 下  ノ  村 ☎０９０－７２１２－５１６６
しも の むら

月２,４００円多摩みどり幼稚園毎月第１～４日曜日午前１０時～正午スポーツ吹矢東村山支部

５９歳以上の野球好きな方。新規のチーム！ 大  西 ☎３９６－４７１０
おお にし

月１,５００円全生園グラウンドほか毎週火曜日午後１時～３時 北  都 （還暦野球チーム）
ほく と

備考申し込み・問い合わせ費用場所日時催し名

催
し

 藤  原 ☎３９７－５９７７
ふじ わら

無料富士見公民館１１月１日火・８日火午後０時２０分～３時１０分フラ無料体験レッスン

動きやすい靴、服装でご参加ください 伊  藤 ☎３９１－３２７４
い とう

無料サンホーム１１月５日土午前１０時～１１時笑いヨガ

一人でもどうぞ！当日直接会場へ！ 原  田 ☎０９０－１４５９－２２３７
はら だ

５００円中央公民館１１月１０日木午後３時５０分～４時５０分楽しく踊れる！ウインナーワルツ講習会

６０歳以上の方 佐  藤 ☎０９０－１２６４－８８４１
さ とう

無料中央公民館１１月１６日水午後１時３０分～３時３Ｂ体操シニア講習会

要予約。託児有２００円 石  川 ☎３９３－１１９６
いし かわ

資料代３００円中央公民館１１月１７日木午前１０時～正午家事家計講習会

第２・３火曜日秋津公民館にて活動。女性会員募集 木  下 ☎３９４－６６０２
きの した

無料サンパルネ３階１１月２２日火～１２月５日月午前６時～午後１１時（土日祝日は午前８時～）絵手紙まゆの会展

申込み不要。対象：お父さんと乳幼児 岡  本 ☎０８０－５１９７－６６３８
おか もと

無料中央図書館１１月２７日日午前１０時３０分～１１時３０分お父さんと楽しむおはなし会

みんなで楽しく歌いましょう 原  田 ☎０９０－４７３８－２８９６
はら だ

５００円中央公民館１１月２７日日午後２時～３時３０分うた・おとｃａｆｅ

問合せは午後６時以降 後  藤 ☎３９６－２７４５
ご とう

無料恩多ふれあいセンター１２月３日土午後１時～３時着物着付け体験

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１０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

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

福祉なんでも相談
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

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
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☎３９７－１２０１、
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・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）
日第１・４火曜日＝午前１０時～正午・午後１時～７時、
土・第２・３・５火曜日＝午前１０時～正午・午後１時
～３時、第３金曜日＝午後３時～７時
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

子育て
育児相談
保健相談
日１日午前１０時３０分～正午（随時予約受付）
栄養相談
日２４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　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
妊産婦相談（妊娠中・出産後の疑問や不安の相談・母
子手帳の交付）
日月～金曜日＝午前９時～午後５時、１９日午前９時～
正午（要予約）
※土曜日に月１回開催
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
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

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
場本庁舎１階会計課前　問都市計画課

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日・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２２日午後１時～３時３０分
行政相談（行政相談委員）
日２４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


