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雑がみ 資源化にご協力
お願いしますデイジー版、点字版をご希望の方は、広報課☎2998‐9024・FAX2994‐0706まで（市外局番は04）

撮れたて 市民カメラマンの

緊急時の電話相談・医療機関案内 電話番号（24時間対応／※除く）
埼玉県救急電話相談 ＃7119または☎048-824-4199

◎①は＃8000または☎048-833-7911、②は
＃7000でも可能。③は FAX048-831-0099（依
頼書は県HP（ 救急電話相談）で入手）も対応
可能です。

①小児救急電話相談
②大人の救急電話相談
③医療機関案内
（歯科・口腔外科・精神科除く）

埼玉県精神科救急情報センター※
☎ 048-723-8699 ▼月～金曜…午後５時～翌
朝８時 30分 ▼土・日曜、祝休日、12月 29 日
～ 1月 3日…午前８時 30分～翌朝８時 30分

埼玉西部消防局休日夜間病院案内 ☎04-2922-9292

歯科診療所あおぞら（保健センター内）
上安松1224-１　☎2995-1171

診療日／受付時間： 12月3日㈰・10日㈰・17日㈰・23日㈷・24日㈰・30日㈯・31日㈰、
1月2日㈫・3日㈬／午前9時~11時30分

◎診療日は変更になる場合があります。

休日緊急歯科診療

※1…12月29日㈮、1月2日㈫・3日㈬の受付時間は午後6時～8時45分
※2…要事前問い合わせ　※3…1月1日㈷の深夜帯急患診療は休診
◎内科的初期診療のみで、外科などの診療は実施していません。

市民医療センター
上安松1224-１　☎2992-1151

事業名 受付時間 月 火 水 木 金 土 日 祝休日

夜間
急患診療

午後７時30分～10時15分 ○ ○
※１

○
※１ ○ ○

※１ － － －

午後６時～８時45分 － － － － － ○ ○ ○
深夜帯
急患診療

夜間急患診療終了後～
翌日午前7時※２ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○

※３
日曜日・休日
急患診療

午前10時～11時30分
午後2時～4時30分

12月3日㈰・10日㈰・17日㈰・23日㈷・24日㈰・30
日㈯・31日㈰、1月1日㈷・2日㈫・3日㈬

小児急患診療

▶救急患者のみ▶往診は原則不可▶医療機関が変更になる場合あり▶混雑
などで受付時間変更あり▶診療終了時刻近くの受診時は要電話確認▶地図
などの詳細は所沢市医師会HPへ

当番時間：午前９時～午後５時
※昼休み除く。電話相談不可休日急患当番医

診療日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号
12月
3日
（日）

所沢明生病院 外、循、脳外、内 山口5095 2928-9110
やすまつ佐藤眼科医院 眼 下安松603-8 2968-6111
今城内科クリニック 内 緑町2-3-21 2939-2006

12月
10日
（日）

所沢ハートセンター付属
しんとこ駅前クリニック 循内、糖内 緑町1-4-1デュオヒルズ新

所沢駅前101 2929-1801

賀古整形外科 整、外、リハ、形 北秋津124-1 2924-9771
松田母子クリニック 産、婦、小 本郷1080-5 2968-6800

12月
17日
（日）

所沢秋津診療所 内、麻 上安松1-8 2945-8899

東所沢整形外科 整、形、皮、アレ、
リウ、内 東所沢1-18-5 2951-5201

あだち内科クリニック 内、消内、小、呼
内、循内、糖内 緑町3-16-4 2929-0001

12月
23日
（祝）

新所沢ひろ内科 内、循内 松葉町24-3 2991-6767
斉藤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 西住吉6-22 2922-3980
村田医院 内、小 上安松538-7 2997-5051

12月
24日
（日）

所沢中央病院 内、整 くすのき台3-18-1 2994-1265

いいだ眼科 眼 小手指町1-8-5食品館イト
ーヨーカドー2階 2935-3665

中山内科医院 内、呼、循、放 東狭山ケ丘3-713-36 2926-8332

12月
29日
（金）

みずの内科クリニック 内、消 中新井4-27-4 2942-4100
溝渕内科医院 内、糖内 西所沢1-3-8 2922-8381
平沢記念病院 精、神内、心内 北野3-20-1 2947-2466
岩下悦郎消化器内科ク
リニック 内、消、胃、小 北有楽町24-5 2928-3636

12月
30日
（土）

吉岡クリニック 内、呼内 花園2-2351-18 2942-3116
豊川医院 内､消､循､リウ､リハ 小手指町3-22-12 2948-1122
峰の坂産婦人科 産、婦 宮本町2-16-10 2923-4313
スマイル・まやクリニ
ック 皮、形成外科、リハ 西所沢1-3-5NKパークビル2階 2939-1213

うだがわクリニック 内､循､呼､アレ､小 北原町1415-1 2997-4880

12月
31日
（日）

わかさクリニック 内、整、皮、リハ、
麻、外、胃、肛 若狭4-2468-31 2949-2426

メイプルクリニック 内 山口33-1グランディール202 2968-8663
しんとこ耳鼻咽喉科医院耳鼻咽喉 松葉町24-9拓植ビル2階 2927-5770
なかむら整形外科 整、リハ 東所沢和田1-1-8 2941-6636
きたはたファミリークリ
ニック

内、外、小、アレ、
皮 小手指南4-13-6 2947-0011

1月
1日
（祝）

航空公園西口内科 内 喜多町4-8 2925-8000
くにとみ内科外科クリ
ニック 内、外 久米532-8 2993-9213

所沢肛門病院 肛 小手指町1-3-3 2926-7521
細川耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 緑町2-22-8 2939-4005

くさかり小児科 小 東所沢1-3-13東所沢セン
トラルハイツ１階 2945-0205

診療日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

1月
2日
（火）

吉村内科医院 内、呼内、アレ 緑町4-33-6 2922-2298
黒須医院 内 宮本町1-2-4 2922-2069
小手指整形外科 整、リウ、外、リハ 小手指元町3-2-31 2947-3321
平沢スリープ・メンタル
クリニック 精、神内、心内 くすのき台1-10-10

TOSHIビル2階 2941-2711

新美内科 内、小 狭山ケ丘2-64-2 2948-5208

1月
3日
（水）

豊原医院 内、神内、呼、放 東所沢1-10-11 2944-6433
けやき内科 内 並木3-1-7-102 2995-2299
さけみ眼科 眼 狭山ケ丘1-2994-5 2947-4382
松が丘クリニック 内、消内、外、乳外、

小、皮 松が丘1-52-19 2928-5666

小児科日曜日･祝休日診療

◎12月31日㈰～1月3日㈬は休診です（※は1月7日㈰も休診）。
その他の診療日・時間はお問い合わせください。

医療機関名 所在地 電話番号 日曜日 祝休日
午前 午後 午前 午後

愛クリニック 中新井620-1 2937-3630 ○ × × ×
おくもとクリニック 西所沢１-23-３ 2903-8320 ○ × × ×
きたはたファミリークリニ
ック 小手指南４-13-6 2947-0011 ○※ × × ×

かわかつクリニック 小手指台23-１マミーマート所
沢山口店２階 2920-2200 ○

（第２休） × × ×

彩のクリニック 小手指町４-１-１ 2949-1118 × × ○ ×

左記休日急患
当番医を除く診療日

▲ 10月 28日㈯・29日㈰に行われた市
民フェスティバル。天気に恵まれません
でしたが、「雨でもへっちゃら！」と言
わんばかりの子どもたちが印象的でした。
写真：①傘を片手に多くの方が来場④郷
土かるた目指し一直線！（津田資雄）②
太鼓の響きで盛り上げます（三平資郎）
③⑥雨の切れ間に各種体験チャレンジ！
（浅見司郎）⑤雨でもとびきりの笑顔が
輝くチンドン屋さん（伊藤磨紀子）

▲恒例となった西武園ゆうえんちのイ
ルミージュが今年も開幕！撮影日はあ
いにくの雨でしたが、濡れた地面に反
射する光が幻想的でした。写真：油井彩芽

▲ 11月 11 日㈯・12 日㈰に所沢航空記念公園で行われた
彩の国食と農林業ドリームフェスタ。各地域自慢の品々が
勢ぞろい！行列ができるにぎわいでした。写真：佐藤清一郎

① ②
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⑥


