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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

診療日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号
12月
5日
（日）

新所沢ひろ内科 内、循内 松葉町24-3 2991-6767
斉藤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 西住吉6-22 2922-3980
米島医院 内、小 山口1181-6 2922-3675

12月
12日
（日）

豊川医院 内、消、循、リウ、リハ 小手指町3-22-12 2948-1122
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
むさしクリニック泌
尿器科内科 泌、内 北秋津855-1 2998-1850

12月
19日
（日）

所沢ロイヤル病院 内、リハ 北野3-1-11 2949-3385
雨宮医院 耳鼻咽喉 上新井3-55-8 2925-5370
さいとう内科クリニック 内、放 小手指町4-17-3 2936-8700

12月
26日
（日）

所沢明生病院 外、循、脳外、内 山口5095 2928-9110
原眼科医院 眼 緑町4-6-3 2939-8321
岩下悦郎消化器内科
クリニック 内、消、胃、小 北有楽町24-5 2928-3636

12月
29日
（水）

西部クリニック 消、内、整、皮 南住吉22-33 2926-5851
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
久我クリニック 耳鼻咽喉、気、食 日吉町8-11 2923-8005
柳内医院 内、小、理、放、胃、循、呼 元町21-7 2922-2005

12月
30日
（木）

福元内科クリニック 内、消 南住吉21-16 2920-1155
葵クリニック 内、神内 下富1202-1 2937-5221
細川耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 緑町2-22-8 2939-4005
平岡眼科医院 眼 東町11-1-207 2922-1126
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
31日
（金）

所沢第一病院 内、整 下安松1559-1 2944-5800
わかさクリニック 内、整、皮、リハ、麻、外、胃、肛 若狭4-2468-31 2949-2426
あすみクリニック 皮、形 東住吉2-4　2階 2928-5881
東町眼科 眼 上安松1246-4 2941-6040
新所沢クローバー小児科 小、アレ 緑町1-1-4　巴ビル2D 2937-5327

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

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、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5日㈰・12日㈰・19日㈰・26日㈰・30日㈭・31日㈮、1月
2日㈰・3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

※1…12月29日㈬・30日㈭・31日㈮、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
◎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5日㈰・12日㈰・19日㈰・26日㈰・29
日㈬・30日㈭・31日㈮、1月1日㈷・2日㈰・
3日㈪

市民医療センター
上安松1224-１　☎2992-1151小児急患診療

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。

診療日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号
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

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）

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 4面「発熱などの症状があるとき」をご覧ください。

◀10月29日㈮のまちなかコンサ
ートVol.52は、グランエミオ所
沢に設置中のストリートピアノで
スペシャルに！現代随一のシュー
ベルト弾きである佐

さ

藤
とう

卓
た か

史
し

さんに
よる、なじみ深い曲の演奏とユー
モアあふれる解説が大好評でした。
写真：浅見司郎

▶11月7日㈰の市民体力つくり
トコろんウオークでは、607名
もの方が航空記念公園から東所
沢公園までの約10kmのコース
を歩きました。「秋」を満喫し
ながらのウオーキングに心も癒
やされる一日でした。
写真：齋藤賢司

◀上山口地区に残る貴重な
水田で10月16日㈯に「上
山口地域ふるさと創生を進
める会」と「所沢の米で日本
酒を作る会」が稲刈りを行
いました。黄金色に輝く大
粒の稲穂が並ぶ光景は、皆
さんが守り、受け継いでき
た地域の風景そのもの。泥
だらけで楽しんでいました。
写真：福園公嗣

◀東京2020パラリンピック
で、ゴールボール日本代表の
女子が銅メダルを獲得、男子
が５位入賞を果たしたことを
祝し、10月26日㈫に市役所
8階大会議室で報告会を開催
しました。
写真：西山元博

▶10月30日㈯、心地よ
い秋晴れの下、明峰小学
校で「親子で逆上がり教
室」を開催。真剣な表情
の子どもたちは、マット
や補助器具での練習を経
て、着実に上達していま
した。
写真：久保純子


