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【産婦人科】休日診療時間 午前9時～正午、午後 1時
～5時
※ 当番医は変更になる場合もあります。受診前に必ず電話
でお問い合わせください。受診は急患のみです

5月 1日（日） 蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

5月3日（祝・火）戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

5月4日（祝・水）蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

5月5日（祝・木）戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

5月8日（日） 白石はなももレディースクリニック　 434 -4809
戸田市新曽2200-2ロイヤルメドゥ北戸田2F

5月 1 5日（日） 戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

5月22日（日） 飯田クリニック　 441 -2730
蕨市南町2 -1 4 - 8

5月29日（日） 西村レディースクリニック  447-531 1
戸田市本町3-1 5 -2 1

6月5日（日） 蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

6月 1 2日（日） 岩沢レディースクリニック　 445-4103
戸田市本町4 -1 7-28　WINビル301号

休日・平日夜間の診療機関（急患）
かかりつけ医を持ち、早めの受診を心掛けましょう
※休日・平日夜間の診療機関は、診療時間内に受付を済ませてください

【内科・小児科】 ※詳しくは蕨戸田市医師会ホームページをご覧ください
戸田休日・平日夜間急患診療所
●蕨戸田市医師会館となり　 445-1 130
休日診療日　5/ 1、3、4、5、8、15、22、29
休日診療時間　午前9時～正午、午後 1時～5時
平日夜間診療月　5月（奇数月）
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間
午後7時30分～10時30分　※休日を除く
蕨休日・平日夜間急患診療所
●蕨市福祉・児童センター内　 431 -261 1
休日診療日　6/5、12
休日診療時間　午前9時～正午、午後 1時～5時
平日夜間診療月　6月（偶数月）
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間
午後7時30分～10時30分　※休日を除く
【小児科】※平日夜間診療時間のあと
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間　午後 10時30分～翌朝7時
※受診する場合は、必ず事前に各医療機関に電話でお問い合わせください
月・水・木・金曜日　●戸田中央総合病院（戸田市本町 1 -19-3　 442-1 1 1 1）
火曜日　●済生会川口総合病院（川口市西川口5-1 1 -5　 253- 1551）

新型コロナウイルスのPCR検査は行っていません。

医療だより

～子どもの成長と運動～
　外出自粛が続き、子どもの体力低下を心配さ
れている方も多いのではないでしょうか？
　最近は自宅でオンライン学習ができるように
なり、学習以外でもスマートフォンやゲームな
どの画面を見て過ごすことが増えたため、子ど
もたちが家の中で過ごす時間がとても増えまし
た。これにより、子どもたちが外で体を動かす
機会が年々減ってきています。コロナ太りも大
人だけの問題ではなくなってきています。
　子どもの年代に合わせた適切なスポーツ経験
は心身の発達を促します。また、発育過程にお
けるスポーツ活動は、身体機能の発達・改善
だけではなく社会性の発達にもよい影響を及ぼ
します。子どもたちの基礎体力や動きの発達向
上のために運動遊びを生活に取り入れるなど、
楽しく体を動かす工夫をしてみましょう。

コラム

県精神科救急情報センター　  048-723-8699（ハローキューキュー）
夜間・休日に、精神疾患を持つ方や、その家族などからの緊急的な精神科
医療相談を、電話で受け付けています（県在住者が対象）。
※非通知設定の電話はつながりません
受付時間　月～金曜日：午後5時～翌朝8時30分、
 土・日曜日、祝日：午前8時30分～翌朝8時30分
問い合わせ　県立精神保健福祉センター　 048-723-3333

診療科目
●  内科、小児科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、整形外科、耳鼻咽喉科
診療科目によっては、診療日が決まっている場合があります

受付時間
● 月曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後2時～5時
● 火～金曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後1時30分～5時
● 土曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後1時30分～4時
● 予防接種：月・水・金曜日（要予約）

市民医療センター
戸田市美女木4-20-1

 421-41 14　FAX 421-4218
国際興業バス 西川口ー北戸田線 
●「市民医療センター」下車
tocoバス（美笹循環） 
●「市民医療センター」下車

（コンパル）

救急電話相談
（ダイヤル回線、IP電話、PHS、
都県境の地域でご利用の場合）048-824-4199♯7 1 19

24時間相談対応　年中無休
年齢を問わず、急な病気（発熱、下痢、嘔

おう

吐
と

など）やけがの、家庭での対処
方法や医療機関の受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。
判断に迷ったときは気軽にご連絡ください。
※  AI救急相談も行っています。右のQRコードから、スマートフォ
ンやパソコンでご利用ください。この電話相談およびAI救急相
談は助言を行うもので、診断や治療を行うものではありません

問い合わせ　県医療整備課　 048-830-3559
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市政に関する情報を分かりやすく、
市公式YouTubeで動画配信しています。

市長ニュース

25

「todacityTV」では、市にまつわるお役立ち情報や、緑あふれる戸田
の自然を取り上げたトピック、幼い子どもも楽しめる昔話まで、さまざ
まな話題を紹介しています。家で過ごす時間も増えている今、お気に入
りの話題を見つけてみてください。

市の取り組みや昔話などを
「todacityTV」で発信しています

　新緑が青空に映え、爽やかな風が吹く過ごしやすい季節と
なりました。5月は気候がよいため、ゴールデンウィークに
は屋外でのレジャーを楽しむ方も多いかと思います。そんな
季節におすすめなのが、「彩湖・道満グリーンパーク」です。
　彩湖周辺では広大で豊かな自然を満喫することができ、ラ
ンニングやサイクリングはもちろん、ウィンドサーフィンや
パドルサップなど多彩なアクティビティを楽しむ人の姿が見
られます。このほかにも、解放感抜群のバーベキュー広場や
ドッグラン、へら鮒つりなどコロナ禍でも1日中思いっきり
楽しむことができる、本市自慢のレジャースポットです。
　何かと我慢が続く毎日ですが、彩湖・道満グリーンパーク
にぜひ足を運んでいただき、心も体も開放してみてはいかが
でしょうか。きっと最高の思い出になるはずです。

身近なオアシス
「彩湖・道満
グリーンパーク」

戸田市長

今月は天気に関する手話を紹介します。
 問い合わせ　障害福祉課（内線297）

問い合わせ　市長公室（内線423）

第21回

市の取り組みや
注目情報をお伝えします

くもり3

左側で両手の指を前後に向かい合わせ、交
互に円を描きながら、右方向に動かします。

左側で両手の指を前後に向かい合わせ、交
互に円を描きながら、右方向に動かします。

天気1

右手を左から右へ弧を
描いて大きく動かします。

自然系
彩湖自然学習センター（み
どりパル）の職員による
解説付きの昆虫観察や市
に生息する鳥の解説など、
戸田ならではの自然の魅
力を発信しています。

戸田橋ができた由来や、
戸田に伝わる紙芝居風の
昔話など、幼い子どもで
も親しみやすい内容です。

水害が心配される降水量
の目安や、荒川が氾濫し
たときの各地点でのCG
再現など、いざというとき
の備えとして役立ちます。

公民館で行われているイ
ベントの様子や、幅広い
年代の市民が交流できる
公園などについて分かり
やすく紹介しています。

市公式YouTubeチャンネル「todacityTV」はこんなラインアップ！

市公式Youtubeチャンネル
「todacityTV」

チャンネル登録お願いします。

市の取り組み

歴史・昔話系

災害系

晴れ2

手の平を前に向けた両手を交差させ、弧を
描いて両側に開きます。

梅雨（梅＋雨）4

（梅）右手の親指・人差し指・中指をつまむような形にし、口の端、こめかみ
の順で触れます。（雨） 両手の指を広げ、指先を下に向け、そのまま2回下
へ下ろします。

梅 雨

雲の形を
イメージしましょう
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