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（（（ とこ通）もご覧
ください。

撮れたて 市民カメラマンの

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…1月11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

1月1日㈷・2日㈯・3日㈰・10日㈰・11日㈷・
17日㈰・24日㈰・31日㈰・2月7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／受付時間： 1月2日㈯・3日㈰・10日㈰・11日㈷・17日㈰・24日㈰・
31日㈰・2月7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

1月
1日
（祝）

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

みずの内科クリニック 内、消 中新井4-27-4 2942-4100
上新井くろかわクリニック 整、皮、リハ、ペイン内科 上新井1-25-10 2903-7800
すぎうら乳腺消化器
クリニック

外、乳外、消外、
内 緑町2-13-15 2006-7115

かわかつクリニック 内、小、リハ、放 小手指台23-1マミー
マート所沢山口店2階 2920-2200

1月
2日
（土）

今城内科クリニック 内 緑町2-3-21 2939-2006
かがやきクリニック 外、内、消、肛 久米593-8 2991-7511
所沢慈光病院 心内、精 北中1-228 2922-2990
小手指皮膚科 皮 上新井3-55-8 2928-6200
うだがわクリニック 内、循、呼、アレ、小 北原町1415-1 2997-4880

1月
3日
（日）

三浦クリニック 循、内 三ケ島3-1394-4 2938-2887
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
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
荻野医院 内、糖内、外、胃、乳外、小 狭山ケ丘1-2993-5 2948-1181

1月
10日
（日）

青木クリニック 内、消、循 中新井2-65-1 2943-1036
久我クリニック 耳鼻咽喉、気、食 日吉町8-11 2923-8005
溝渕内科医院 内、糖内 西所沢1-3-8 2922-8381

1月
11日
（祝）

埼玉西協同病院 内 中富1865-1 2942-0323
あすみクリニック 皮、形 東住吉2-4　2階 2928-5881
彩のクリニック 内、呼、胃、循、小、

神内、外、整、理、放 小手指町4-1-1 2949-1118

1月
17日
（日）

所沢腎クリニック 内、泌 下安松1564-1 2945-6600
ひかり耳鼻咽喉科ク
リニック 耳、気管 三ケ島3-1442-16 2948-7518
やましろ内科クリニック 内、腎内 東所沢和田2-4-20 2946-9322

1月
24日
（日）

新所沢清和病院 内 神米金141-3 2943-1101
東所沢眼科クリニック 眼 東所沢1-3-7 2944-8380
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
31日
（日）

横田医院 外、内 山口1395 2928-7117
平沢記念病院 精、神内、心内 北野3-20-1 2947-2466
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

2月
7日
（日）

所沢診療所 内 宮本町2-23-34 2924-0121
みち眼科クリニック 眼 宮本町1-15-6愛善会

ビル２階 2929-5670
吉岡クリニック 内、呼内 花園2-2351-18 2942-3116

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 × × ○ ×

◎1月1日㈷～3日㈰は休診です（※は1月10日㈰も休診）。
その他の診療日・時間はお問い合わせください。なお、休診する場合があります。

小児科日曜日･祝休日診療 左記休日急患
当番医を除く診療日

▶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▶地図などの詳細は所沢市医師会HP
へ▶感染症拡大防止のため、受診の際は要事前問い合わせ（特に発熱のある方）

▲11月28日㈯のリサイクルふれあい
館の行事は、「針金ハンガーを使った
ポーチを作ろう」。「硬い針金を使っ
ているので、ポーチの口が大きく開い
て使いやすい！」と、完成品の出来は
参加者に大好評でした。
写真：伊藤磨紀子

▶11月21日㈯～23日㈷
の連休には、ところざわ
サクラタウンでところざ
わサクラマルシェを開催。
所沢の採れたて野菜や狭
山茶、卵などをPR！地
元の生産者との会話も楽
しみながら、自慢の農産
物を次々に買い求めてい
ました。
写真：遠井洋子

▲トコろんの年賀状大作戦の第一弾「写真撮
影会」が晴天の下、12月6日㈰に所沢航空記
念公園で開催。トコろんと一緒に撮った写真
でオリジナルの年賀状を作ろうと、カメラを
手にした親子やトコろんファンが集いました。
写真：齋藤賢司

新型コロナウイルスに関する相談などは、かかりつけ医または県指定医療機関へ。詳細は本号 6面をご覧ください。

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（24時間対応）

＃7119または☎ 048-824-4199
※はFAX048-831-0099（依頼書は県HP
（ 救急電話相談）で入手）も対応可能。

・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


