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情報コーナー
●町田市体育協会からのお知らせ
　実施要項、申込用紙は市立総合体
育館とサン町田旭体育館にありま
す。詳細は、イベント主催
者へお問い合わせいただ
くか町田市体育協会ホー
ムページをご覧下さい。
【市民ウォーキング①初心者講習会
②照手姫と横山丘陵】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方日①3月4日午前9時②3月8日
午前8時50分場①サン町田旭体育館
～薬師池公園②JR相模線上溝駅改札
前集合費①100円②500円問町田ウ
ォーキング協会☎090・8747・1958
【アーチェリー①水仙射会②講習会】
対市内在住、在勤、在学の16歳以上
の方日①3月4日午前9時受け付け②
3月11日正午から、26日午前9時か
ら（各3時間）場①花のやまフィール
ドアーチェリー②市立総合体育館費
①一般3000円、学生2600円②一般
各600円、学生各200円問町田市ア
ーチェリー協会☎734・0321、☎
045・962・4754（②で貸弓具が必
要な方は事前に連絡）
【月例射会インドアアーチェリー（都
民大会選考会対象）】
対市内在住、在勤、在学の16歳以上
の方日3月19日正午～午後6時場市

立総合体育館費一般700円、学生
200円問町田市アーチェリー協会☎
734・0321、☎045・962・4754

◇
問町田市体育協会事務局☎724・
3443
●町田国際交流センター～春休みキ
ッズ英語
　歌やゲーム等で楽しく英語に触れ
るワークショップです。
対①小学1・2年生②小学3・4年生日
3月29日、30日、①Aコース＝午前9
時30分～10時30分②Bコース＝午
前11時～正午場同センター費各
500円申往復ハガキ（1人1枚）に住
所・児童氏名（ふりがな）・電話番号・
小学校名と学年・希望コース、返信用
にも宛先を明記し、3月15日まで（消
印有効）に同センター「キッズ英語
係」（〒194－0013、原町田4－9－
8、町田市民フォーラム4階）へ問同
センター☎722・4260
●町田税務署～消費税の届出を忘れ
ずに
　2016年分の課税売上高が1000
万円を超える個人事業主の方は、
2018年分は課税事業者として、消
費税及び地方消費税の申告が必要で
す。速やかに「消費税課税事業者届出
書」を提出して下さい。また、課税事
業者の方で2018年分から簡易課税
制度を選択する場合には、12月31
日までに「簡易課税制度選択届出書」
を提出して下さい。なお、同制度を選

択しない場合には、売上、仕入及び経
費に係る消費税について帳簿に記載
し、かつ、その帳簿と請求書などの保
存がないと、仕入及び経費に係る消
費税の金額を控除することができま
せん／町田税務署で新たに「口座振
替」を利用する場合、申告書の提出期
限までに「預貯金口座振替依頼書兼
納付書送付依頼書」をぽっぽ町田、同
税務署または金融機関へ提出して下
さい申告・納付期限所得税・復興特別
所得税・贈与税＝3月15日（口座振替
は4月20日、贈与税を除く）、消費税
・地方消費税（個人事業主）＝3月31
日（口座振替は4月25日）問同税務署
☎728・7211
●八王子都税事務所からのお知らせ
【自動車の移転・廃車手続きはお済み
ですか】
　自動車税は毎年4月1日現在、車検
証に記載の所有者（割賦販売の場合
は使用者）に課税されます。自動車を
譲渡した場合は移転登録、廃車した
場合は抹消登録の手続きが必要で
す。管轄の運輸支局または自動車検
査登録事務所で、3月31日までに手続
きを行って下さい問東京都自動車税
コールセンター☎03・3525・4066
【個人事業税の申告期限は3月15日
です】
対前年に事業主控除額を超える事業
所得等のある個人事業主申告期限3
月15日／所得税の確定申告書や住
民税の申告書を提出した方は、必要

ありません。なお、事業を廃止した場
合は1か月以内（死亡による廃止の
場合は4か月以内）に申告が必要問
同事務所☎042・644・1114
●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
【市営住宅（一般世帯〔2人以上向＝1
戸、3人以上向＝2戸〕）、都営住宅地元
割当分（単身者向シルバーピア＝6戸、
2人世帯向シルバーピア＝2戸）】
　いずれも詳細は募集案内を参照／
募集案内は、3月10日まで市庁舎1
階総合案内、各市民センター、町田・
南町田・鶴川の各駅前連絡所、木曽山
崎・玉川学園の各コミュニティセン
ター、東京都住宅供給公社町田窓口
センターで配布（各施設で開所日時
が異なる）、同公社ホームページで配
布期間中に限りダウンロードも可申
3月14日まで（必着）問同公社都営住
宅募集センター☎713・5094
●東京都水道局～検針票の様式及び
請求書のお届け方法が変わります
　4月から、「水道・下水道使用量等
のお知らせ（検針票）」は横型へ変更
になります。また、これまで後日郵送
でお届けしていた請求書を、定期検
針時に検針員が直接お届けするた
め、発行日等が変更になります。詳細
は同局ホームページを参照問同局多
摩お客さまセンター☎0570・091・
101、☎042・548・5110（受付時間
＝日曜日、祝休日を除く午前8時30
分～午後8時）

町田市メール配信サービス
本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。
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急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、他の医療機関につなげる場合があります。

●月～土曜日の救急当番病院（内科系）
　月～土曜日の午後7時～翌朝8時（土曜日は午後1時から）

診察日 病院名 電　話 住　所
1日㈬、9日㈭ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
2日㈭ ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
3日㈮ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
4日㈯、10日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
6日、13日㈪ 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
7日、14日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
8日㈬、11日㈯ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

●日曜日、祝休日の救急病院
　日曜日、祝休日の午前9時～翌朝9時
診察日 病院名 電　話 住　所

5日㈰
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

外科系
おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

12日㈰
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

外科系
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

●町田市歯科医師会休日応急歯科診療所（日曜日、祝休日）、町田市歯科医師
会障がい者歯科診療所（水・木曜日〔祝休日を除く〕）、いずれも午前9時～午後
5時、受け付けは午後4時30分まで（予約制）＝健康福祉会館内☎725・2225

●町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小）（日中帯の受け付け:日
曜日、祝休日の午前9時～午後4時30分〔電話受付は午前8時45分から〕、準夜
帯の受け付け:毎日の午後7時～9時30分〔電話受付は午後6時から〕）＝健康
福祉会館内☎710・0927

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～午後5時）、5日＝ほづみ耳鼻いんこう
科・小児科医院（☎728・0275、南大谷1426-138）

健康福祉会館 原町田5-8-21
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なるせクリニック（内）
西成瀬1-57-17 ☎721・6686

学園ハートクリニック（内）
玉川学園1-21-15 ☎725・8468

12
日
㈰

近藤医院（内）
成瀬1-6-7 ☎728・6898

小林クリニック（内）（小）
能ヶ谷1-7-1 ☎735・9990

成瀬コミュニ
ティセンター

南成瀬小

桐畑公園

高瀬橋高瀬橋
成瀬成瀬

恩田川恩田川

信用金庫

スーパー 玉川学園前駅玉川学園前駅

至町田至町田

玉川学園駅西玉川学園駅西

玉川学園一丁目玉川学園一丁目

小
田
急
線

小
田
急
線

成瀬台中

成瀬くりの家
保育園

昭和薬科大学
町田キャンパス

成瀬台小

昭和薬科
大学前
昭和薬科
大学前

成瀬三ツ又成瀬三ツ又
成瀬台入口成瀬台入口

ポプラヶ丘ポプラヶ丘

和光大学ポプリ
ホール鶴川

コンビニ

スーパー
鶴川駅

鶴川駅

鶴見川

バス乗り場

小田
急線

鶴川駅広場前鶴川駅広場前

至
玉
川
学
園
前

至
柿
生
至
柿
生

鶴川駅東口鶴川駅東口

たかはしクリニック（内）（小）
常盤町3200-1 ☎798・7755 東京都内の救急当番病院などの

お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

中野クリニック整形外科・内科（内）
木曽西3-20-6 ☎793・7776 救急車を呼ぶべきか迷ったら

東京消防庁
救急相談センター
♯7119または
☎042・521・2323

24時間365日
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