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障がい者雇用セミナー
【発達障がいのある従業員への支援
と障がい者雇用関連の法改正のポイ
ント】
　発達障がいのある人が働く場合、

雇用する側である事業者が障がいの
特性を理解し、環境を整えることに
よって、本人の能力を最大限発揮す
ることができます。
　このセミナーでは、発達障がいと
は何かを学び、発達障がいのある従
業員への支援方法について事例を交
えて講習します。
※町田商工会議所・町田地域障がい

者雇用企業連絡会と共催です。
対市内の中小企業
日１０月２４日㈫午後２時～４時３０分
場町田商工会議所
内①発達障がいのある従業員への支
援②障がい者雇用関連の法改正のポ
イント
講①株式会社ジェイエスキューブ人
事部ＪＯＢサポートグループリーダ

ー・井田泰正氏②ハローワーク町田
雇用指導官・金子正人氏
定５０人（申し込み順）
申参加申込書（町田商工会議所ホー
ムページでダウンロード）に必要事
項を記入し、ＦＡＸで町田商工会議所
企業支援部（返７２９・２７４７）へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７、町田
商工会議所☎７２２・５９５７

催し・講座催し・講座

●ひなた村
【①ひなた村シアター】
日１０月２２日㈰午前１０時３０分～１１
時３０分場ひなた村第１レクルーム内
「こぎつねコンとこだぬきポン」「ド
ナルドダックと魔法使い」「どんぐり
と山猫」
【②糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
学の小学２年生～１８歳の方（小学２
年生は保護者同伴）日１０月２１日㈯
午後２時～４時内電動糸のこ盤を使
ってパズル等組み木のおもちゃ作り
講町田糸鋸の会定１０人（申し込み
順）費３００円（糸のこ１台につき）
【③０歳児の赤ちゃんとのコミュニ
ケーション「人育ち唄」】

　唄や手遊びを通して、親子で向き
合う子育て講座です対市内在住の、
おおむね月齢６～７か月の乳児とそ
の保護者日１０月２７日㈮午前１０時
３０分～１１時３０分
講（特）子ども家庭リソースセンター
・永田陽子氏定１０組（申し込み順）　
【④ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方日１１月４日㈯午前１０時～午後２
時内ピザ作りをしながらドラム缶ピ
ザ窯の使い方を学ぶ（受講者には、今
後ピザ窯の利用ができる修了証を交
付）定２０人（申し込み順）費４００円
【⑤科学クラブ～暮らしをささえる
モーターの仕組みを解き明かそう！】
対市内在住、在学の小・中学生日１０

月２２日㈰午前１０時～正午内モータ
ーが回転する原理と実験、解説等講
電気の先生・伊藤泰郎氏定２０人（申
し込み順）費３００円
【⑥一輪車でスイスイスイ】
対市内在住、在学の全回参加できる
小学２～６年生の初心者日１１月１１日
～２０１８年３月１７日の原則月２回土
曜日、午後１時３０分～３時３０分、全９
回講（公社）日本一輪車協会公認指導
員・遠藤武氏定２０人（初参加者を優
先のうえ、抽選）

◇
申①直接会場へ②～⑤１０月１日午前
１０時から電話でひなた村へ（②は、
１０月１５日以降、定員に空きがあれ
ば１９歳以上の方も電話で受け付け

可）⑥往復ハガキ（１人１枚）に住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・学校名・
学年・一輪車の有無、返信用にも宛先
を明記し、１０月２０日まで（必着）に
ひなた村（〒１９４‐ ００３２、本町田
２８６３）へ問ひなた村☎７２２・５７３６
●大地沢青少年センター～森林体験
塾Ⅰ
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１０月２２日㈰午前１０時～午後３時
／相原駅西口～同センター間の無料
送迎バスを運行場同センター内山林
整備や木工作を通して里山暮らしを
学ぶ講大戸源流森の会定３０人（申し
込み順）費４００円申１０月１日午前９
時から電話で同センター（☎７８２・
３８００）へ

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

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

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

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
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健康福祉会館 原町田5-8-21

●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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所

１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 町田南ホームクリニック ☎７８８・２５８１ 南町田５-３-２８
内科、
小児科 鶴川診療所 ☎７３５・２３８７ 鶴川６-７-１

内科 やました内科・脳神経クリニック ☎７９４・６３２７ 山崎町２０５５-２

午前９時～翌朝９時
内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

外科系
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

２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
３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
４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
５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
６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
７日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

８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 岩﨑整形・形成外科クリニック ☎７２６・１５０５ 玉川学園８-８-１
内科、
小児科 若山クリニック ☎７３６・７７２０ 金井２-３-１８

内科 西村内科 ☎７９３・２６７７ 根岸２-３３-３

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
町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

９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 鈴木医院 ☎７９５・５８８４ 小川１-１０-１１
内科 よこやま内科 ☎７９４・６２１１ 原町田４-２-２
内科 南東京ハートクリニック ☎７８９・８１００ 木曽西２-１８-１２

午前９時～翌朝９時
内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

外科系
南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

１０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
１１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
１２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
１３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
１４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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、 1日＝あいの耳鼻咽喉科医
院（☎７２５・１１０8、木曽４９９-１５）、 8日
＝ほづみ耳鼻いんこう科・小児科医院
（☎７２8・０２７５、南大谷１４２6-１３8）


