
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）

16広報ところざわ令和 4年 1月号

「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

※1…1月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10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 ○
※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

1月1日㈷・2日㈰・3日㈪・9日㈰・10日㈷・16日
㈰・23日㈰・30日㈰、2月6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

1月
1日
（祝）

安松クリニック 内、呼、消 上安松1299-1 2991-6446
かないクリニック 内、消、外 小手指町1-3-8 2926-1001
番場皮膚科医院 皮 南住吉21-31 2923-5055
青木耳鼻咽喉科気管
食道科医院 耳鼻咽喉、気管食道 東所沢1-10-13 2945-4321
やまもとキッズクリ
ニック 小 三ケ島 4-2286-11 2938-7787

1月
2日
（日）

かえで内科医院 内 緑町4-47-20 2939-3555
やましろ内科クリニック 内、腎内 東所沢和田2-4-20 2946-9322
おやけ皮膚科医院 皮、アレ 上安松5-16石田ビル1階 2945-3000
峰の坂産婦人科 産、婦 宮本町2-16-10 2923-4313
はらだクリニック 内、小、呼、消、

胃、循、放 東所沢3-9-13 2945-8769

1月
3日
（月）

陽だまりの丘クリニック 脳外、内、整、
皮、泌、リハ 東狭山ケ丘1-39-5 2935-7335

所沢腎クリニック 内、泌 下安松1564-1 2945-6600
前田クリニック 産、婦 緑町3-14-5 2920-4920
こぶしクリニック 内、糖内、小 こぶし町1-17-101 2993-5866

1月
9日
（日）

航空公園西口内科 内 喜多町4-8 2925-8000
おおたけ眼科 小手指
医院 眼 小手指町1-8-5ヨーク

フーズ小手指店2階 2935-3665

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

1月
10日
（祝）

並木病院 内 東狭山ケ丘5-2753 2928-1000
賀古整形外科 整、外、リハ、形 北秋津124-1 2924-9771
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
16日
（日）

佐々木記念病院 内、消 西所沢1-7-25 2923-1123
小関眼科医院 眼 松葉町9-5 2992-6868
けやき内科 内 並木3-1-7-102 2995-2299

1月
23日
（日）

圏央所沢病院 内、脳外、整 東狭山ケ丘4-2692-1 2920-0500
小手指整形外科 整、リウ、外、リハ 小手指元町3-2-31 2947-3321
梨子田内科クリニック 内、小、皮 弥生町2871-36 2996-3181

1月
30日
（日）

伊藤内科 内、循 東住吉2-4 2922-2915
所沢ハートセンター 循 上新井2-61-11 2940-8611
マツバクリニック 内、外、リハ 松葉町8-7 2995-5131

2月
6日
（日）

宮本町内科クリニック 内、腎内、循内、
消内、アレ 宮本町2-26-16 2903-1088

おおた皮膚科 皮 東所沢1-3-11ウチヤ
マビル3階 2945-5255

小手指タワークリニック 内、糖内 小手指町1-6-102 2920-1717

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9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

診療日／受付時間： 1月2日㈰・3日㈪・9日㈰・10日㈷・16日㈰・23日㈰・30
日㈰、2月6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

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

発熱などの症状がある時、下記休日急患当番医の当番時間外など受診先に迷う場合は、本号 6面「発熱などの症状があるとき」をご覧ください。

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

▶救急患者のみ▶往診は原則不可▶医療機関などが変更になる場合
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）

◀手作りの逸品を通して、自
分の暮らすトコロを見つめ直
すきっかけになればと、年に2
回行われている「暮らすトコ
ロマーケット」。11月20日㈯
・21日㈰には航空記念公園の
開放的な空間でオシャレ雑貨
を買う人や、おいしそうなフー
ドを楽しむ人の笑顔であふれ
ていました。
写真：油井彩芽

◀市内農産物など、地元の
イイモノを活用した「とこ
ろざわ農商工連携商品」の
ブラッシュアップ販売会が
11月14日㈰、ワルツ所沢
で開催。お客さんと出店者
との間には、モノだけでは
ない地域のつながりも生ま
れていました。
写真：藤本えみ

▶140年ぶりに日本で皆
既に近い月食が見られた
11月19日㈮。生涯学習
推進センターで行われた
「星空観望会」には30
組の親子が集まり、双眼
鏡で月食を、天体望遠鏡
で木星と土星を夢中で眺
めていました。
写真：由井一雄

▶観光大使「さいたまブロンコス」の
バスケットボール教室「ブロンコスふ
れあいキャラバン隊」を市民体育館で
開催中（10面参照）。11月29日㈪に
参加した小学生たちは楽しみながらプ
ロの技を間近で学び、最後のミニゲー
ムでは練習の成果を発揮していました。
写真：三平資郎

▲スマホを使ったウオークラ
リーゲーム「とことこサンタみ
せめぐり♪」が12月６日㈪～
11日㈯に中心市街地周辺で
行われ、サンタ帽の子どもたち
で賑わいました。
写真：伊藤磨紀子

　市民カメラマンたちの　市民カメラマンたちの渾渾
こんこ ん

身身
しんし ん

の作品を展示。ぜひご来場くの作品を展示。ぜひご来場く
ださい！ださい！
日2月1日㈫～4日㈮午後1時2月1日㈫～4日㈮午後1時
場市役所1階市民ホール市役所1階市民ホール


