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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
埼玉県救急電話相談 ＃7119または☎ 048-824-4199

／ 24時間対応
※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。

・救急電話相談（小児・大人）
・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、年末年始…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 ／ 24時間対応

▶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

※1…要事前問い合わせ
※2…5月2日㉁、6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。

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 ○ ○ ○ ○ ○ － － －
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※１ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○

※２
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

５月1日㈷・2日㉁・3日㈷・4日㈷・5日㈷・6
日㉁・12日㈰・19日㈰・26日㈰、6月2日㈰

市民医療センター
上安松1224-１　☎2992-1151小児急患診療

診療日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

5月
1日
（祝）

双葉クリニック 内、外 けやき台1-36-7 2922-5171

上新井くろかわクリニ
ック

整、皮、リハ、ペイ
ンクリニック内科 上新井1-25-10 2903-7800

星の宮クリニック 内、小、胃、循 星の宮1-3-29 2921-3877

5月
2日
（休）

所沢中央病院 内 くすのき台3-18-1 2994-1265

桂医院 眼 山口1529-23 2924-0086

木村医院 外、内、胃腸、肛 北岩岡1-96 2942-5411

5月
3日
（祝）

佐々木記念病院 内、消 西所沢1-7-25 2923-1123

やすまつ佐藤眼科医院 眼 下安松603-8 2968-6111

ひろせクリニック 内、アレ、リウ、
小、消、循 緑町2-14-7 2920-2111

5月
4日
（祝）

所沢ロイヤル病院 内、リハ 北野3-1-11 2949-3385

原眼科医院 眼 緑町4-6-3 2939-8321

村田医院 内、小 上安松538-7 2997-5051

5月
5日
（祝）

やまさき内科クリニッ
ク

内、循内、呼内、ア
レ、糖内、リハ

小手指町1-11-4アネ
ックスビル3階 2929-8866

番場皮膚科医院 皮 南住吉21-31 2923-5055

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

5月
6日
（休）

所沢診療所 内 宮本町2-23-34 2924-0121

平沢記念病院 精、神内、心内 北野3-20-1 2947-2466

西山内科医院 内 喜多町14-7 2925-3522

5月
12日
（日）

けやき内科 内 並木3-1-7-102 2995-2299

おおたけ眼科　小手指
医院 眼 小手指町1-8-5食品館

イトーヨーカドー2階 2935-3665

東所沢クリニック 内、呼、胃、循、ア
レ、リウ 東所沢1-3-10 2945-2226

5月
19日
（日）

デルタクリニック 内、消 くすのき台2-5-1サン
ウインズビル3階 2996-5157

ひかり耳鼻咽喉科クリ
ニック 耳、気管 三ケ島3-1442-16 2948-7518

梨子田内科クリニック 内、小、皮 弥生町2871-36 2996-3181

5月
26日
（日）

関根内科クリニック 内、循 御幸町6-6 2926-0636

久我クリニック 耳鼻咽喉、気、食 日吉町8-11 2923-8005

黒須医院 内 宮本町1-2-4 2922-2069

6月
2日
（日）

吉村内科医院 内、呼内、アレ 緑町4-33-6 2922-2298

よしかわクリニック 眼 若狭3-2570-2 2938-1122

山口医院 内、外、小 花園2-2344-26 2943-3273

診療日／受付時間： ５月2日㉁・3日㈷・4日㈷・5日㈷・6日㉁・12日㈰・19日
㈰・26日㈰、6月2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。
５月1日㈷は以下の医療機関で診療します。受診時は要事前問い合わせ。

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

医療機関名 所在地 電話番号
いずみ歯科医院 北有楽町9-13 2923-3777
北田歯科医院 北野2-9-1 2947-6200
アイ歯科クリニック 西所沢1-26-1SAI西所沢1階 2940-8020
英デンタルクリニック くすのき台1-2-1エーワンビル2階 2992-5855
ともえ歯科クリニック 東所沢5-4-1サンフレア東所沢1階 2945-3114
辻歯科医院 小手指町4-20-6 2948-9311
中島歯科医院 東所沢5-2-17第2YTビル1階 2945-8164
いぐち歯科クリニック 緑町4-1-29シロミズビル1階 2924-3553

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 × × ○
※ ×

小児科日曜日･祝休日診療

※…5月2日㉁・3日㈷・4日㈷・5日㈷は休診
◎休診する場合があります。ゴールデンウィーク期間中の詳細は所沢市医師会HPを
ご覧ください。

▲4月6日㈯・7日㈰に、桜が満開を迎
えた航空公園で開催された春の一大
イベント、市民文化フェア。フランス
航空教育団来日100周年記念イベント
も同時開催され、記念式典や祝賀飛行、
フランスにちなんだグルメやステージ 
など、楽しい春の1日をたくさんの来
場者が満喫していました。
写真：①③由井一雄②④津田資雄
動画：笠原政男

▲◀3月下旬、市内各地から桜
の便りが届きました。東所沢公
園で3月30日㈯に開催された東
所沢サクラまつりには、花冷え
をものともせず、多くの来場者
が。一転、3月31日㈰の金仙寺
桜まつりは、青空の下で、樹齢
約150年の見事なしだれ桜をカ
メラに収める人や、イベントを
楽しむ人々でにぎわいました。
写真：①白須信一②伊藤磨紀子

QRコードまたは市HP
（ 広報動画）から動
画が見られます。
「ところざわ通信」（
とこ通）もご覧ください。
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