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●自衛隊町田募集案内所～陸上自衛
隊高等工科学校生徒募集
　詳細は自衛隊東京地方協力本部ホ
ームページを参照対１５歳以上１７歳
未満の男子（２０１８年４月１日現在）試
験日１月２０日（第１次）申１月９日まで
問同案内所☎７２３・１１８６
●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日１２月５日～８日、午前９時～正午、
１２月１２日～１５日、午後１時～４時場
わくわくプラザ町田費１コース６５００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、同センター
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、☎
７２３・２１４７）へ
●町田商工会議所からのお知らせ
【キラリ☆２０１７町田～私の好きな
お店大賞　投票受付中！】
　市内商業の活性化と地域
経済の発展のため、個性あ
る魅力的な店づくりに意欲的に取り
組んでいるお店を表彰するもので、
これまでに７６店舗が受賞していま
す。投票いただいた方の中から抽選
で、旅行券等の賞品が当たります（大

賞は投票の多かった上位の店舗を実
行委員会が審査のうえ、決定）申１２
月２８日まで（消印有効）に同会議所
へ（同会議所ホームページで申し込
みも可）／投票方法等の詳細は、チラ
シ（町田商工会議所・市庁舎・各市民
センター等で配布）、または同会議所
ホームページをご覧下さい
【介護離職防止対策セミナー】
対経営者等日１２月８日午後２時～４
時場同会議所申電話で同会議所へ

◇
問同会議所☎７２２・５９５７
●八王子年金事務所からのお知らせ
【年金を受給している方が亡くなっ
たときは届け出を】
　年金を受給している方が亡くなっ
たときは、年金事務所へ届け出が必
要です。亡くなった日の翌日以降に
年金を受け取った場合は、その分の
年金を返納していただくことになり
ます。また、亡くなった方が受け取っ
ていない年金がある場合は、生計を
同じくしていた遺族の方がその年金
を受け取ることができる場合があり
ます。詳細はお問い合わせ下さい問
ねんきんダイヤル☎０５７０・０５・
１１６５、０５０から始まる電話の方＝
☎０３・６７００・１１６５、同年金事務所

☎０４２・６２６・３５１１
【国民年金保険料の納付案内を民間
企業に委託しています】
　日本年金機構は、国民年金保険料
の未納者に対する納付案内や保険料
の免除申請案内等を、日立トリプル
ウィン・ＮＴＴ印刷共同企業体に委託

しています。未納に関する納付案内
等を他の事業者が行うことはありま
せん。不審な電話などがありました
らお問い合わせ下さい問日立トリプ
ルウィン・ＮＴＴ印刷共同企業体錆
０１２０・２１１・２３１、同年金事務所☎
０４２・６２６・３５１１

情報コーナー

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

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑥市民相談室（☎724・2102）⑦八王子少年センター（☎
042・679・1082）⑧消費生活センター（☎722・0001）へ対①③～⑦市内在住の方⑧市
内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談 月～金曜日（20日～
24日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※11月17日は予約受付を行いません。次
回分は11月24日に受け付けます。

②交通事故相談 15日、22日、29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）17日、24日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 21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 28日㈫

⑥登記相談 16日㈭

⑦少年相談 28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

⑧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
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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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、 19日＝成瀬台耳鼻咽喉科
（☎７２９・３３４１､成瀬台３-８-１６）､23日＝
川野医院（☎７２６・７６７３､森野１-１１-９）
●休日眼科急患診療（午前１０時３０分～
午後５時）､19日＝氏川眼科医院（☎７２０
・０５３０､原町田６-１-１１）

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 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
16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
17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
18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

19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、
小児科 虫明クリニック ☎788・5078 金森3-19-11

内科 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 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

外科系
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
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 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
21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
22日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

23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 成瀬小林医院 ☎725・2233 成瀬8-4-33
内科 田村胃腸科内科クリニック ☎735・5667 能ヶ谷2-12-6
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 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

外科系
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

24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
25日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

26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、
小児科 とくとみ内科消化器科医院 ☎729・1616 南成瀬1-19-4

内科 原町田診療所 ☎722・6665 原町田4-17-11
内科 おおくら医院 ☎737・8020 大蔵町3165

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

外科系
おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

27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
28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
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 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8


