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ニュース
MatsudoNews

問：子育て支援課☎366-7347

ゴールデンウイークは

21世紀の森と広場へ！
今年の大型連休は、21世紀の森と広場で子供向けイベントを開催します。緑に包まれた広場で、お子さんやお孫さん

と自然に触れ合いながら思いっきり楽しみませんか？

5月3日（祝）
10時～15時

5月5日（祝）

10時～15時

こども祭り 松戸モリヒロフェスタ
～こどもの王国～

問：子どもわかもの課☎366-7464

問：同広場管理事務所☎345-8900

会場つどいの広場

ステージでのパフォーマンスや、各種イベント・

体験ブースなど20以上の楽しいコーナーがいっぱい！

※来場の前に事前登録が必要です。
詳細は市ホームページをご覧ください。

～こども祭りと同時開催～

親子で参加できる
子育て講座と親子イベント
21世紀の森と広場で開催する「こども祭り」に合わせて、

親子で楽しめる講座と室内イベントを開催します。

会場森のホール21 4階レセプションホール
〇子育てミニ講座と相談コーナー（乳幼児向け）
〇リフレッシュ＆子どもと楽しむコーナー
〇子育てPRコーナー

市ホームページ

会場千駄堀池のほとり、光と風の広場

モリヒロキッズパーク
子ども向けの体験型イベントを楽しめます。

〇ハイハイレース

〇参加型ドラムサークル

〇手作りアロマ教室など
※体験型イベントでは人数制限を行います。
詳細は市ホームページをご覧ください。 市ホームページ

荒天
中止

問：同課☎366-7464

5月3日（祝）～5日（祝）

10時～15時
会場千駄堀池のほとり、水とこかげの広場

松戸集まるしぇ
キッチンカーが約25店舗出店します。



※当番医は都合により変更することがあります ※健康保険証を忘れずにお持ちください。
※新型コロナウイルス対応のため、電話で予約してから来院してください。発熱等の症状がある方については、診察

をお断りさせていただく場合があります。

夜間・休日当番医など医療機関のご案内 問：地域医療課☎047-366-7771

表は水曜日
朝更新

ニュース

１　医科診療

診療日 曜日 電話番号

047-369-3333

047-309-5515

047-311-7770

047-368-0345

047-387-4121

047-703-7811

047-362-1825

047-385-2251

047-711-9886

047-330-8227

047-387-2027

047-385-3281

診療日 曜日 電話番号

047-712-2513

診療日 曜日

4/27 水

4/28 木

4/29 祝

4/30 土

5/1 日

5/2 月

5/3 祝

5/4 祝

※待機病院の所在地・電話番号

２　歯科診療

診療日 曜日 電話番号

047-383-1170

047-362-2876

047-711-9020

047-375-8535

047-347-8824

047-384-7266

診療日 曜日 電話番号

4/29 祝

4/30 土

5/1 日

5/3 祝

5/4 祝

千駄堀993の1 047-712-2511

③平日夜間（17時から翌朝9時）土曜・日曜・祝日（9時～翌朝9時）待機病院

内科系
小児科

※18時から23時は②の夜間
小児急病センターへ

外科系

医療機関名

市立総合医療センター

千葉西総合病院 市立総合医療センター
新松戸中央総合病院

047-311-5550

新東京病院

千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

新松戸1の380 047-345-1111

金ヶ作107の1 047-384-8111

千葉西総合病院 東葛クリニック病院

樋野口865の2 047-364-5121

夜間小児急病センター 千駄堀993の1

5/4 祝

②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター

診療科目 医療機関名

とちの樹メディカルクリニック

横関医院
ジュノ・ヴェスタクリニック八田

内科 二十世紀が丘梨元町26

内科・小児科 六高台2の58

産婦人科 牧の原2の92

歯科

①昼間（9時～17時）応急歯科在宅当直医（13時～14時は除く）

主な診療科目 医療機関名 所在地

②夜間（20時～23時）休日土曜日夜間歯科診療所 （電話受付22時45分まで）

診療科目 医療機関名 所在地

休日土曜日夜間歯科診療所 竹ヶ花45の53衛生会館２階 047-365-3430

こうで歯科 幸田2の155の2

橋本歯科医院 常盤平5の13の8

三国歯科医院

5/4 祝

4/29

5/3

祝

祝

宮本歯科医院

小金きよしケ丘2の7の10 047-341-3191

五香南2の17の8　サンパティークマンション1階

本町12の15　パップス松戸ビル1階

アウルデンタルクリニック 松戸新田463の3　ゲートハウス102

さくらテラス歯科 常盤平陣屋前9の1　エクセレントシティ新八柱駅前1階
歯科

山本病院

根本453の3

内科・外科 常盤平中央病院

産婦人科 レディースクリニックK

市立総合医療センター

五香病院

新松戸中央総合病院
千葉西総合病院

5/3 祝

外科・内科 奥隅医院 緑ヶ丘2の285

内科・小児科・外科 六高台内科胃腸科クリニック 六高台2の18の4

眼科 松戸しげと眼科 松戸1149の1　プラーレ松戸6階

所在地

毎日 小児科

新東京病院

5/1

所在地

①昼間（9時～17時）在宅当番医

主な診療科目 医療機関名 所在地
内科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科 総合クリニックドクターランド松戸 松戸新田245の26　グリーンマークシティ2階

小金原5の1の1

整形外科 せき整形外科クリニック 五香7の55の1　第一国分ビル1階

祝4/29 内科・外科 きのわきクリニック

電話番号

東葛クリニック病院

日

内科 内藤医院 栄町2の106の2

常盤平6の1の8

新松戸中央総合病院 五香病院

千葉西総合病院

東葛クリニック病院

千葉西総合病院

新松戸中央総合病院

千葉西総合病院

和名ヶ谷1271 047-711-8700

五香8の40の1

千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院
新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 千葉西総合病院
千葉西総合病院

左記の待機病院等は、
テレフォンサービス
（☎047-366-0010）
やホームページで
案内をしています。
※かかりつけ医・薬局
をもちましょう。


原本

		夜間・休日当番医など医療機関のご案内 ヤカン キュウジツ トウバン イリョウ キカン

		受診する前に、必ず電話にて確認をしてください。当番医は都合により変更することがあります。

		健康保険証を忘れずにお持ちください。



		１　医科診療 イカ シンリョウ

		①昼間（9時～17時）在宅当番医 ヒルマ ジ ジ ザイタク トウバン イ

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		主な診療科目 オモ シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		4/29		祝 シュク		内科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科 ナイカ セイケイゲカ ガンカ ジビインコウカ ヒフカ				総合クリニックドクターランド松戸 ソウゴウ マツド				松戸新田245の26　グリーンマークシティ2階 マツドシンデン カイ								047-369-3333

						内科・外科 ナイカ ゲカ				きのわきクリニック				小金原5の1の1 コガネハラ								047-309-5515

						整形外科 セイケイゲカ				せき整形外科クリニック セイケイゲカ				五香7の55の1　第一国分ビル1階 ゴコウ ダイイチ コクブ カイ								047-311-7770

		5/1		日 ニチ		内科 ナイカ				内藤医院 ナイトウイイン				栄町2の106の2 サカエマチ								047-368-0345

						内科・外科 ナイカ ゲカ				常盤平中央病院 トキワダイラチュウオウビョウイン				常盤平6の1の8 トキワダイラ								047-387-4121

						産婦人科 サンフジンカ				レディースクリニックK				根本453の3 ネモト								047-703-7811

		5/3		祝 シュク		外科・内科 ゲカ ナイカ				奥隅医院 オクズミイイン				緑ヶ丘2の285 ミドリガオカ								047-362-1825

						内科・小児科・外科 ナイカ ショウニカ ゲカ				六高台内科胃腸科クリニック ロッコウダイナイカ イチョウカ				六高台2の18の4 ロッコウダイ								047-385-2251

						眼科 ガンカ				松戸しげと眼科 マツド ガンカ				松戸1149の1　プラーレ松戸6階 マツド マツド カイ								047-711-9886

		5/4		祝 シュク		内科 ナイカ				とちの樹メディカルクリニック キ				二十世紀が丘梨元町26 ニジュッセイキ オカ ナシモトマチ								047-330-8227

						内科・小児科 ナイカ ショウニカ				横関医院 ヨコセキイイン				六高台2の58 ロッコウダイ								047-387-2027

						産婦人科 サンフジンカ				ジュノ・ヴェスタクリニック八田 ハッタ				牧の原2の92 マキ ハラ								047-385-3281



		②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		診療科目 シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		毎日 マイニチ				小児科 ショウニ カ				夜間小児急病センター ヤカン ショウニ キュウビョウ				千駄堀993の1 センダボリ								047-712-2513



		③平日夜間（17時から翌朝9時）土曜・日曜・祝日（9時～翌朝9時）待機病院 ヘイジツ ヤカン ジ ヨクアサ ジ ドヨウ ニチヨウ シュクジツ ジ ヨクアサ ジ タイキ ビョウイン

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		内科系 ナイカ ケイ				小児科
※18時から23時は②の夜間小児急病センターへ ショウニ カ ジ ジ ヤカン ショウニ キュウビョウ				外科系 ゲカ ケイ

		4/27		水 スイ		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				新東京病院 シントウキョウビョウイン

		4/28		木 モク		東葛クリニック病院 トウカツ ビョウイン				市立総合医療センター シリツ ソウゴウ イリョウ				新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン

		4/29		祝 シュク		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				市立総合医療センター シリツ ソウゴウ イリョウ

		4/30		土 ド		新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				五香病院 ゴコウビョウイン

		5/1		日 ニチ		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				新東京病院 シントウキョウビョウイン

		5/2		月 ゲツ		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン

		5/3		祝 シュク		新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン

		5/4		祝 シュク		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				東葛クリニック病院 トウカツ ビョウイン



		※待機病院の所在地・電話番号 タイキ ビョウイン ショザイチ デンワ バンゴウ

		医療機関名 イリョウ キカン メイ						所在地 ショザイチ				電話番号 デンワ バンゴウ

		五香病院 ゴカ						五香8の40の1 ゴカ カズゴ				047-311-5550

		新東京病院 シントウキョウ ビョウイン						和名ヶ谷1271 ワナガヤ				047-711-8700

		新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン						新松戸1の380 シンマツド				047-345-1111

		千葉西総合病院 チ バ ニシ ソウゴウ ビョウイン						金ヶ作107の1 カネ サク				047-384-8111

		東葛クリニック病院 ヒガシ カズラ ビョウイン						樋野口865の2 ヒノクチ				047-364-5121

		市立総合医療センター シリツ ソウゴウ イリョウ						千駄堀993の1 センダボリ				047-712-2511

		山本病院 ヤマ モト ビョウイン						小金きよしケ丘2の7の10 コガネ オカ				047-341-3191



		２　歯科診療 シカ シンリョウ

		①昼間（9時～17時）応急歯科在宅当直医（13時～14時は除く） ヒルマ ジ ジ オウキュウ シカ ザイタク トウチョクイ イ ジ ジ ノゾ

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		主な診療科目 オモ シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		4/29		祝 シュク		歯科 シカ				三国歯科医院 ミクニ シカ イイン				五香南2の17の8　サンパティークマンション1階 ゴコウ ミナミ カイ								047-383-1170

										宮本歯科医院 ミヤモト シカ イイン				本町12の15　パップス松戸ビル1階 ホンチョウ マツド カイ								047-362-2876

		5/3		祝 シュク						アウルデンタルクリニック				松戸新田463の3　ゲートハウス102 マツドシンデン								047-711-9020

										さくらテラス歯科 シカ				常盤平陣屋前9の1　エクセレントシティ新八柱駅前1階 トキワダイラ ジンヤマエ シンヤハシラエキマエ カイ								047-375-8535

		5/4		祝 シュク						こうで歯科 シカ				幸田2の155の2 コウデン								047-347-8824

										橋本歯科医院 ハシモト シカ イイン				常盤平5の13の8 トキワダイラ								047-384-7266



		②夜間（20時～23時）休日土曜日夜間歯科診療所 （電話受付22時45分まで） ヤカン ジ ジ キュウジツ ドヨウビ ヤカン シカ シンリョウ ジョ

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		診療科目 シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		4/29		祝 シュク		歯科 シカ				休日土曜日夜間歯科診療所 キュウジツ ドヨウビ ヤカン シカ シンリョウ ジョ				竹ヶ花45の53衛生会館２階 タケガハナ エイセイ カイカン カイ								047-365-3430

		4/30		土 ド

		5/1		日 ニチ

		5/3		祝 シュク

		5/4		祝 シュク















Sheet1

		診療科目 シンリョウ カモク		医療機関名 イリョウ キカン メイ		所在地 ショザイチ						電話番号 デンワ バンゴウ

		内科 ナイカ		東葛クリニック病院 ヒガシ カズラ ビョウイン		樋野口865-2 ヒノクチ						047-364-5121

		外科 ゲカ		東葛クリニック病院 ヒガシ カズラ ビョウイン		樋野口865-2 ヒノクチ						047-364-5121

		内科・小児科 ナイカ ショウニ カ		新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		新松戸1-380 シンマツド						047-345-1111

		外科 ゲカ		新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		新松戸1-380 シンマツド						047-345-1111

		小児科 ショウニ カ		新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		新松戸1-380 シンマツド						047-345-1111

		内科 ナイカ		新東京病院 シントウキョウ ビョウイン		和名ヶ谷1271 ワナガヤ						047-711-8700

		外科 ゲカ		新東京病院 シントウキョウ ビョウイン		和名ヶ谷1271 ワナガヤ						047-711-8700

		内科 ナイカ		山本病院 ヤマ モト ビョウイン		小金きよしヶ丘2-7-10 コガネ オカ						047-341-3191

		外科 ゲカ		山本病院 ヤマ モト ビョウイン		小金きよしヶ丘2-7-10 コガネ オカ						047-341-3191

		外科 ゲカ		五香病院 ゴ コウ ビョウイン		五香8-40-1 ゴ コウ						047-311-5550

		内科・小児科 ナイカ ショウニ カ		千葉西総合病院		金ヶ作107-1 カネ サク						047-384-8111

		外科 ゲカ		千葉西総合病院		金ヶ作107-1 カネ サク						047-384-8111

		外科・小児科 ゲカ ショウニ カ		千葉西総合病院		金ヶ作107-1 カネ サク						047-384-8111

		小児科 ショウニ カ		千葉西総合病院		金ヶ作107-1 カネ サク						047-384-8111

		内科・小児科 ナイカ ショウニ カ		千葉西総合病院		金ヶ作107-1 カネ サク						047-384-8111

		外科 ゲカ		松戸市立病院 マツド シ リツ ビョウイン		上本郷4005 カミホンゴウ						047-363-2171

		小児科 ショウニカ		松戸市立病院 マツド シ リツ ビョウイン		上本郷4005 カミホンゴウ						047-363-2171

		外科・小児科 ゲカ ショウニ カ		松戸市立病院 マツド シ リツ ビョウイン		上本郷4005 カミホンゴウ						047-363-2171







								病院名 ビョウイン メイ		待機病院所在地 タイキ ビョウイン ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ

								五香病院 ゴ コウ ビョウイン		五香8-40-1 ゴ コウ		047-311-5550

								新東京病院 シントウキョウ ビョウイン		和名ヶ谷1271 ワナガヤ		047-711-8700

								新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		新松戸1-380 シンマツド		047-345-1111

								千葉西総合病院 チ バ ニシ ソウゴウ ビョウイン		金ヶ作107-1 カネ サク		047-384-8111

								東葛クリニック病院 ヒガシ カズラ ビョウイン		樋野口865-2 ヒノクチ		047-364-5121

								松戸市立病院 マツド シ リツ ビョウイン		上本郷4005 カミホンゴウ		047-363-2171

								山本病院 ヤマ モト ビョウイン		小金きよしケ丘2-7-10 コガネ オカ		047-341-3191

								待機病院等は、テレフォンサービスで案内しております。 タイキ ビョウイン トウ アンナイ

								電話：047-366-0010 デンワ

								かかりつけ医・薬局をもちましょう イ ヤッキョク
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