催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

子どものイベントカレンダー
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村シアター】
日６月１７日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内
「ドナルドダックの朝ごはん」
「モチ
モチの木」
「ムーミン－落ちてきた星
の子－」
【②糸のこ教室】
初心者の方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６月２３日
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
使って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）
【③科学クラブ～炎を科学する！ロ
ウソク・花火の色】
対市内在住、在学の小・中学生日７月
１日㈰午前１０時～正午内炎の構造の
説明、炎の色の観察実験等講町田わ
くわく！サイエンス・池田勇五氏定
２０人
（申し込み順）
費３００円
【④創作童話コンクール作品募集】
対市内在住、在学の小学生～高校生
部門小学校低学年の部、小学校高学
年の部、中学・高校の部作品４００字詰
め原稿用紙（Ｂ４縦書き）８枚以内（表
紙別）
、
オリジナル作品に限る／作品
は返却しません。
なお、作品の著作権
は町田市に帰属します審査員映画作
家・大林宣彦氏、映像作家・小林はく
どう氏表彰部門ごとに町田市長賞１

健康福祉会館

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。

編、教育長賞１編、審査員特別賞１編、 ●生涯学習センター☎７２８・００７１
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
ひなた村賞５編／表彰式・発表会は
【音であそぼう～くるくるロケット】 【スポーツにチャレンジ！】
２０１９年２月３日に行う予定です
わらべ歌や手遊び、リズムや楽器
対市内在住、在学の小学生とその保
◇
を使った遊びを先輩ママ達が紹介し
護者（小学1～３年生は保護者同伴）
申①直接会場へ②③６月１日午前１０
ます。おうち遊びのヒントがもらえ
日７月７日㈯午後０時３０分～２時３０
時から電話でひなた村へ④規定の応
ます対市内在住の０～１歳児（２歳に
分場サン町田旭体育館内トランポリ
募用紙（ひなた村、各学校、町田市民
なった月の月末まで）とその保護者
ンを中心に複合種目を実施講町田市
文学館、各市立図書館、市庁舎２階キ
日６月２８日㈭午前１０時３０分～１１時
スポーツ推進委員定６０人（申し込み
ッズコーナーに有り）に必要事項を
２０分場同センター定１０組（申し込
順）費１人２００円（保護者も参加費が
記入し、作品に題名・ページ・氏名を
み順）申６月１日午前９時から電話で
必要）申６月６日正午～１５日にイベ
明記し、作品２部（コピー可）を９月８
同センターへ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）へ
日まで（必着）に郵送でひなた村（〒
１９４－００３２、本町田２８６３）へ／②
のみ６月１６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
予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室（☎724・2102）⑨八王子少年センター（☎
042・679・1082）
へ対①③～⑪市内在住の方⑫市内在住、在勤、在学の女性
ます
検索
市HP 暮らしに関する相談
●農業振興課☎７２４・２１６４、
（特）ま
名 称
日 程
予約方法／相談時間
ちだ結の里事務局☎０９０・２２２５・
①法律相談
月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約
５４４４
②交通事故相談
13日㈬ 相談日の1週間前から電話で予約／午後1時30分～4時
【親子で田植え体験】
③人権身の上相談
1日、8日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
緑豊かな小野路町の奈良ばい谷戸
（人権侵害などの問題）
で、田植えを体験してみませんか／
④国税相談
5日㈫
⑤不動産相談
12日㈫
着替えをお持ちのうえ、汚れてもよ
電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1時30分～
⑥登記相談
7日㈭
い服装でおいで下さい対小学３年生
4時
⑦行政手続相談
14日㈭
以上の子どもとその保護者日６月１６
⑧年金・社会保険・労務相談
6日㈬
日㈯午前１０時～午後３時、集合は里
⑨少年相談
12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
山保全活動事務所（下小山田町）定
⑩国の行政相談
5日㈫
直接市民相談室（市庁舎1階）へ/午後1時30分～4時
１０家族（申し込み順）費１家族１０００
⑪建築・耐震相談
6日㈬
円（体験費用、保険等）申６月５日正午
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・
⑫ 電話による女性悩
～７日にイベントダイヤル（☎７２４・
みごと相談（家庭、人間 月～土曜日 4842）へ/午前9時30分～午後4時（水曜日のみ午後1
関係、女性への暴力等）
時～8時〔第3水曜日は除く〕）※法律相談有り＝要予約
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ スコード
各種相談別冊タウンページ
町田市わたしの便利帳7～11ページを参照
１８０６０５Ａへ

暮らしに関する相談

急病のときは
●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

※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。

小田急線

コンビニ

至金森

至旭町

町田街道

健康福祉
会館

至町田

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、10日＝稲垣耳鼻咽喉科医院
原町田6-22-15）
（☎722・3115、
●休日眼科急患診療（午前10時30分～
午後5時）
、3日、10日＝氏川眼科医院
（☎
720・0530、
原町田6-1-11）

診療時間

診療科

医療機関名

電

話

住

所

1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

2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

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）

午前9時～午後5時
3日㈰

内科

園田クリニック

☎739・7322 南成瀬1-8-21

内科

しあわせ野医院

☎739・0477 成瀬台2-40-1

内科

河辺内科医院

☎044・328・5143 三輪町168-1

内科系 町田病院
午前9時～翌朝9時

外科系

☎789・0502 木曽東4-21-43

町田市民病院

☎722・2230 旭町2-15-41

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

4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

5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

6日㈬ 午後7時～翌朝8時

内科系 町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

7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

8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

9日㈯ 午後1時～翌朝8時

内科系 南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

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）

午前9時～午後5時
10日㈰

内科

なるせクリニック

☎721・6686 西成瀬1-57-17

内科

伊藤診療所

☎735・0166 鶴川4-35-2

内科

ただお整形外科・内科

☎793・0201 忠生2-28-5

内科系 町田市民病院
午前9時～翌朝9時

町田市メール配信サービス

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
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
情報等を配信しています。
他の医療機関につなげる場合があります。
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

原町田5-8-21

福祉会館前

7
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外科系

☎722・2230 旭町2-15-41

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

11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

12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

13日㈬ 午後7時～翌朝8時

内科系 南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

14日㈭ 午後7時～翌朝8時

内科系 町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

検索

