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●和光大学ポプリホール鶴
川～大人も子供も“夏の自
由研究”　親子で楽しむ狂
言の会
　市内在住の狂言師・山本則俊氏等
が、「柿山伏」を演じます日８月１７日
㈭午後２時開演場和光大学ポプリホ
ール鶴川費１０００円、小学生以下
５００円（全席指定）／３歳未満膝上１
人まで無料、ただし座席が必要な場
合は有料申発売中。電話で町田市民
ホール（☎７２８・４３００）へ（有料保育
有り、要問い合わせ）
●町田市フォトサロン～国際写真サ
ロン
　１９２７年から続く世界の写真愛好
家による写真展です。入選・入賞作
１３０点を展示します日７月１２日㈬～
８月１３日㈰場同サロン２階展示室問
同サロン☎７３６・８２８１
●市立総合体育館
　いずれも詳細は、同館ホ
ームページをご覧下さい。
【わんぱくレクリエーション教室】
対①４～６歳児②小学生日７月１８日
㈫①午後３時１５分～４時１５分②午後
４時３０分～６時定各５０人（抽選）申往
復ハガキに教室名・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・学校名または園名

（在学・在園の方）・生年月日・返信用
にも宛先を明記し、同館（〒１９４－
００４５、南成瀬５－１２）へ（同館ホー

ムページで申し込みも可）
【小学生短期集中体操教室】
対小学１・２年生日７月２４日㈪～２８
日㈮、午後３時１５分～４時１５分、午後
４時３０分～５時３０分、各全５回定各
３０人（抽選）費各１３００円申往復ハガ
キに教室名・住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・学校名と学年（在学の方）
・希望時間・返信用にも宛先を明記
し、同館（〒１９４－００４５、南成瀬５－
１２）へ（同館ホームページで申し込
みも可）
【まちだフィットネスまつり】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日７月１７日㈷①午前１０時～正
午②午後１時～４時内①岩田諭氏に
よる「健康力」を上げる！プラチナプ
ログラムⓇ講座②エンジョイフィッ
トネス定①３００人②２００人申同館ホ
ームページを参照して申し込み

◇
場・問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～Ｊｒ．
ヒップホップダンス教室
対市内在住、在学の、１部＝
小学１・２年生、２部＝小学３～６年生
日７月２５日㈫～２９日㈯、１部＝午前
９時１５分～１０時１５分、２部＝午前
１０時４５分～１１時４５分、各全５回定
各４０人（抽選）費各７００円申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、６月３０日
まで（消印有効）に同館へ問同館☎

７２０・０６１１
●市立室内プール～太極拳
対１６歳以上の方日７月２１日～８月
２５日の金曜日（８月１１日を除く）、午
後２時～３時１５分、全５回定２０人（抽
選）費３０００円申往復ハガキに必要
事項を明記し、７月９日まで（必着）に
同 プ ー ル へ問同 プ ー ル ☎７９２・
７７６１

●忠生公園～定例自然観察
会「夏の谷戸観察」
　夏の草花や昆虫を観察し
ます／直接会場へおいで下さい日７
月２日㈰午前９時３０分～１１時３０分

（雨天中止）場同公園自然観察センタ
ー（忠生がにやら自然館）問同公園☎
７９２・１３２６

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。
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●町田市医師会休日・準夜急患こど
もクリニック（小児科）（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
●町田市歯科医師会休日応急歯科・
障がい者歯科診療所　休日応急歯科
診療（日曜日、祝休日）、障がい者歯科
診療（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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）、18日＝稲垣耳鼻咽喉科
医院（☎722・3115、原町田6-22-15）
●休日眼科急患診療（午前10時30分
～午後5時）、25日＝氏川眼科医院
（☎720・0530、原町田6-1-11）

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

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。

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。

登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
15日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８
16日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
17日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

18日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 黒江医院 ☎７２２・３３１３ 原町田６-２４-１１
内科・
小児科 沼田医院 ☎７３５・２０１９ 鶴川６-２-１

内科 ふくいんクリニック ☎７９１・１３０７ 山崎町２２００

午前９時～翌朝９時
内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

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

19日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
20日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
21日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
22日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
23日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
24日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

25日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 中村内科 ☎７９９・６６５６ 金森東４-４２-２８
内科 おおくら医院 ☎７３７・８０２０ 大蔵町３１６５
内科・
小児科 泰生医院 ☎７９７・７４２３ 小山町２４７０-５

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

26日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
27日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
28日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
29日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
30日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎７２４・２１０２）⑧八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）⑨消費生活センター（☎７２２・０００１）へ。

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談
月～金曜日

（２６日～３０日
を除く）

前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 ２１日、２８日㈬ 相談日の１週間前から電話で予約／午後１時
３０分～４時

③人権身の上相談
（人権侵害などの問題） １６日、２３日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ２０日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１
時３０分～４時

⑤不動産相談 ２７日㈫
⑥登記相談 １５日㈭
⑦行政手続相談 ２２日㈭

⑧少年相談 ２７日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前
９時～午後４時

⑨消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前９
時～正午、午後１時～４時
※土曜日は電話相談のみ

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳 ６ ～ ９ ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索


