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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）

「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

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3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2日㈰・3日㈷・4日㈷・5日㈷・9日㈰・
16日㈰・23日㈰・30日㈰、6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／受付時間： 5月2日㈰・3日㈷・4日㈷・5日㈷・9日㈰・16日㈰・23日㈰・30日
㈰、6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

診療日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

5月
2日
（日）

所沢中央病院 内、整 くすのき台3-18-1 2994-1265
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
マツバクリニック 内、外、リハ 松葉町8-7 2995-5131

5月
3日
（祝）

ふく在宅クリニック 内、外 松葉町7-24ハイツコ
ルザ1階 2968-7872

岡田耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉 有楽町16-21 2926-8505
松が丘クリニック 内、消内、外、乳外、

小、皮 松が丘1-52-19 2928-5666

5月
4日
（祝）

葵クリニック 内、神内 下富1202-1 2937-5221
ひかり耳鼻咽喉科ク
リニック 耳、気管 三ケ島3-1442-16 2948-7518

徳島内科クリニック 内、呼、消、循、
アレ、小、皮 久米1569-1 2929-6366

5月
5日
（祝）

所沢明生病院 外、循、脳外、内 山口5095 2928-9110
矢島整形外科 整、理 くすのき台1-12-10 2995-3863
けやき台どんぐりクリニック 内、小、アレ、神内 けやき台1-16-5 2923-8171

5月
9日
（日）

安松クリニック 内、呼、消 上安松1299-1 2991-6446
町田整形外科医院 整、外 松葉町4-22 2992-5873
かえで内科医院 内 緑町4-47-20 2939-3555

5月
16日
（日）

くわのみ本郷クリニック 内 本郷268-1 2946-8890
高橋耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 緑町3-29-15 2939-9108
おくもとクリニック 内、小、呼、消、リハ 西所沢1-23-3 2903-8320

5月
23日
（日）

双葉クリニック 内、外 けやき台1-36-7 2922-5171
おおた皮膚科 皮 東所沢1-3-11ウチヤ

マビル3階 2945-5255
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

5月
30日
（日）

並木病院 内 東狭山ケ丘5-2753 2928-1000
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

宮川医院 内、呼、消、循、小、
皮

松葉町10-11エイト
ビル1階 2992-3200

6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
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
ながさわ内科 内、循 小手指元町2-29-21 2947-2001

▶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）

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

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。

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 ○※1 × × ×
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 ○※1 × × ×

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 ○※1

（第２休） × × ×

彩のクリニック 小手指町４-１-１ 2949-1118 × × ○ ×
※1…5月2日㈰は休診
◎診療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

▲東川の桜が見頃を迎える中、3月
24 日㈬～ 27 日㈯にところざわサ
クラタウンで行われたさくらまつり
2021。市の特産品をはじめ、活気
ある屋台が出店しました。
写真：藤本えみ ▲3月20日㈷に成人の

つどいが各地区で行わ
れました。柳瀬まちづ
くりセンターでも晴れ
着の新成人が集まり、
マスク越しに交わす笑
顔と記念写真を撮る姿
が見られました。
写真：浅見司郎

▶人道橋の「狭山湖ふれあい橋」
が完成し、施工業者が 3月 28
日㈰に渡り初め式典を開催。一
般開放された橋は、お花見に来
た人々でにぎわっていました。
写真：久保純子

▶被災地支援をきっか
けに実現した、福島県・
小
お

名
な

浜
は ま

海星高校の新校
歌制作。3月27日㈯、
OBを含む所沢西・所
沢高校の有志によりミ
ューズで音源を録音
し、再出発にエールを
送りました。
写真：中村 仁

▲4月1日から三ケ島
地区で実証運行が始ま
ったところワゴン。3
月28日㈰には出発式
・試乗会がありました。
写真：三平資郎


