
16広報ところざわ令和元年 12月号

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）

「ところざわ通信」
（（（ とこ通）もご覧
ください。

撮れたて 市民カメラマンの

▶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…12月30日㈪・31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
◎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 ○
※1

○
※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 × ○ ○ × ○ ○ ○ ○

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1日㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰・29日㈰・30日
㈪・31日㈫、1月1日㈷・2日㈭・3日㈮・4日㈯・5日㈰

市民医療センター
上安松1224-１　☎2992-1151小児急患診療

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、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 ／ 24時間対応

診療日／受付時間： 12月1日㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰・29日㈰・30日㈪・
31日㈫、1月2日㈭・3日㈮・5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。

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

診療日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

12月
1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

田中耳鼻いんこう科 耳鼻咽喉、アレ 西狭山ケ丘1-3118-11 2948-1166

柳内医院 内、小、理、放、胃、
循、呼 元町21-7 2922-2005

12月
8日
（日）

所沢明生病院 外、循、脳外、内 山口5095 2928-9110
平岡眼科医院 眼 東町11-1-207 2922-1126
西山内科医院 内 喜多町14-7 2925-3522

12月
15日
（日）

さいとう内科クリニック 内、放 小手指町4-17-3 2936-8700
スマイル・まやクリニ
ック 皮、形成外科、リハ 西所沢1-3-5

NKパークビル2階 2939-1213

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

12月
22日
（日）

所沢中央病院 内、整 くすのき台3-18-1 2994-1265
猪俣眼科医院 眼 小手指町3-31-13 2948-7671
黒須医院 内 宮本町1-2-4 2922-2069

12月
29日
（日）

東所沢病院 内、神内 城435-1 2944-2390
むさしクリニック泌尿
器科内科 泌、内 北秋津855-1 2998-1850

所沢耳鼻咽喉科 耳鼻、咽喉 久米550-7 2995-5716
山口医院 内、外、小 花園2-2344-26 2943-3273

12月
30日
（月）

伊藤内科 内、循 東住吉2-4 2922-2915
所沢緑ヶ丘病院 内 狭山ケ丘1-3009 2948-8181
矢部クリニック 眼 小手指町1-29-17 2924-8486

航空公園クリニック 精、神、神内、心内 喜多町5-13パーク
サイドビル2・3階 2928-6265

新所沢キッズクリニック 小 美原町2-2931-6 2990-3100

12月
31日
（火）

圏央所沢病院 内 東狭山ケ丘4-2692-1 2920-0500
やましろ内科クリニック 内、腎内 東所沢和田2-4-20 2946-9322
町田整形外科医院 整、外 松葉町4-22 2992-5873
佐々木記念病院 内、消 西所沢1-7-25 2923-1123
はちす診療所 小、内、アレ くすのき台2-1-5 2993-0338

1月
1日
（祝）

豊川医院 内、消、循、リウ、
リハ 小手指町3-22-12 2948-1122

新所沢ひろ内科 内、循内 松葉町24-3 2991-6767

所沢石川クリニック 内、泌 日吉町9-22
いせきビル４階 2925-7355

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

おくもとクリニック 内、小、呼、消、リハ 西所沢1-23-3 2903-8320

1月
2日
（木）

鈴木内科医院 内 小手指町1-42-17 2922-6160
関根内科クリニック 内、循 御幸町6-6 2926-0636
菊池がんクリニック 婦 荒幡111-1 2928-7311

所沢武蔵野クリニック 精神、心内 松葉町16-13
祥鈴ビル5階 2994-5813

米島医院 内、小 山口1181-6 2922-3675

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

◎12月31日㈫～1月3日㈮は休診です。
その他の診療日・時間はお問い合わせください。

左記休日急患
当番医を除く診療日

診療日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

1月
3日
（金）

マツバクリニック 内、外、リハ 松葉町8-7 2995-5131
所沢中央病院 内 くすのき台3-18-1 2994-1265
吉川外科胃腸科医院 胃、外、整 泉町914-17 2923-5670
椿峰クリニック 内、小、皮 小手指南3-47-3 2949-7966

1月
5日
（日）

所沢ロイヤル病院 内、リハ 北野3-1-11 2949-3385
あすみクリニック 皮、形 東住吉2-4　2階 2928-5881

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

▶健康について学べる健
康まつりが11月10日㈰
に保健センターで開催。
専門家の健康相談や子ど
も向けコーナーなど、子
どもからお年寄りまで幅
広い年代の来場者が詰め
かけました。
写真：浅見司郎

▼10月26日㈯・27日㈰に行われた市民
フェスティバル。航空公園内は豊富なメ
ニューがそろう飲食ブースや子ども向け
のイベントが充実。2日間で延べ25万人
の来場者でにぎわいました。
写真：①白須信一②伊藤磨紀子
　　　③油井彩芽

▶思い思いの仮装に身を
包んだ子どもたちでにぎ
わうこてさしハロウィー
ンが11月4日㉁に開催。
パレードや仮装コンテス
トなど、まちに子どもた
ちの笑顔があふれました。
写真：佐藤清一郎

１

３２

　◀11月9日㈯、未来館ま
つりがこどもと福祉の未来
館で行われました。模擬店
や音楽ステージには多くの
来場者が。手話体験コーナ
ーでは、簡単なあいさつの
手話に挑戦しました。
写真：三平資郎

　　


