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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…8月9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

8月1日㈰・8日㈷・9日㉁・15日㈰・22日㈰・
29日㈰、9月5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： 8月1日㈰・8日㈷・9日㉁・15日㈰・22日㈰・29日㈰、9月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

8月
1日
（日）

小手指医院 内、外、泌 北野新町1-9-7 2949-3118
横山医院 胃、外、整、肛、理 東所沢和田3-4-24 2944-9360
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

8月
8日
（祝）

所沢中央病院 内 くすのき台3-18-1 2994-1265

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

はらこどもクリニッ
ク 小、アレ、内、糖内 小手指町2-1379 2926-4333

8月
9日
（休）

所沢明生病院 外、循、脳外、内 山口5095 2928-9110

おやけ皮膚科医院 皮、アレ 上安松5-16石田ビル
1階 2945-3000

所沢内科クリニック 内 東町22-3 2922-2210

8月
15日
（日）

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

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

かないクリニック 内、消、外 小手指町1-3-8 2926-1001

8月
22日
（日）

まつおか内科クリ
ニック 内、呼、アレ 下安松1034-1 2945-7911

おうえんポリクリ
ニック 皮、内 中富1037-1 2990-5818

村田医院 内、小 上安松538-7 2997-5051

8月
29日
（日）

所沢秋津診療所 内、麻 上安松1-8 2945-8899
すえのぶ皮フ科・形
成外科 皮 日吉町16-16第8兼七

ビル4階 2922-3724

西島消化器・内科ク
リニック 内、消、胃 東狭山ケ丘1-27-20 2923-0005

9月
5日
（日）

横田医院 外、内 山口1395-6 2928-7117
所沢耳鼻咽喉科 耳鼻、咽喉 久米550-7 2995-5716

松田母子クリニック 産、婦、小 本郷1080-5 2968-6800

▶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４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 ○ × × ×
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 × × ○ ×
◎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

▼6月18日㈮に世界的チェリスト
・宮田大さんが県立芸術総合高校
を訪問しました。生徒たちは、民
コンサートや演奏指導など貴重な
時間を過ごしました。
写真：福園公嗣

▶世代を問わずに楽しめ
る企画が盛りだくさんの
ふらっと祭りが6月27日
㈰に開催。親子で竹とん
ぼを作るコーナーや女性
のためのスキンケア講座
など、多くの参加者でに
ぎわいました。
写真：久保純子

▲6月13日㈰、市民体育館で開催
されたわんぱく相撲大会。小さな
力士たちは、初めてのまわしに戸
惑いながらも、全力で勝負に臨ん
でいました。
写真：三平資郎

◀▼7月6日㈫に所沢にや
ってきた東京2020オリン
ピック聖火リレー。沿道に
は多くの市民が駆けつけ、
地元で輝く聖火とランナー
を見守りました。
写真：①八木豪彦②中村 
仁③由井一雄

◀所沢航空記念公
園で 6月 26 日㈯
に開催された親子
スポーツフェア。普

段あまり体験できない
モルックやティーボール
など 5つのスポーツに家
族みんなで挑戦していま
した。
写真：齋藤賢司
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③


