
72018．6．15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。

■問納税課　724・21216月は、「市・都民税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

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 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
16日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

17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 吉野医院 ☎722・5729 金森2-12-31

内科、
小児科 アツミ医院 ☎722・2185 中町3-6-13

内科 榛名坂たなか内科クリニック ☎737・3860 金井3-17-13

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
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

18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
19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
20日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
21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
22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
23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

24日㈰

午前9時～午後5時
※ミーナ町田ジェイク
リニックは午前10時
から診療開始

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 甲斐内科クリニック ☎796・8711 成瀬が丘2-24-2
内科 ミーナ町田ジェイクリニック ☎732・5120 原町田4-1-17
内科 町田南ホームクリニック ☎788・2581 南町田5-3-28

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

25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
26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
27日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
28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
29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
30日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

●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
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●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【小・中学生バドミントン教
室】
対市内在住、在学の小学4年生～中
学生日7月23日㈪～8月3日㈮（7月
28日、29日を除く）、午前9時30分
～11時30分、全10回定50人（抽選）
費2200円申往復ハガキに教室名・
住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学
年を明記し、6月30日まで（消印有
効）に同館へ
●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【小学生短期集中体操教室】
対市内在住、在学の小学1・2年生
日7月23日㈪～27日㈮①午後3時
15分～4時15分②午後4時30分～5
時30分、各全5回定各30人（抽選）費
1300円申往復ハガキに必要事項を
明記し、6月22日まで（消印有効）に
同館へ（同館ホームページで申し込
みも可）
【なわとび教室】
対市内在住、在学、在園の①6歳児

（年長）～小学2年生②小学3～6年生
日7月31日㈫、8月1日㈬①午前9時
15分～10時15分②午前10時30分
～11時45分、各全2回定各30人（抽
選）費1000円申往復ハガキに必要
事項を明記し、6月22日まで（消印有
効）に同館へ（同館ホームページで申
し込みも可）

●小田急電鉄（株）～鶴川駅アイディ
アコンテスト
　駅舎のリニューアルに向けて募
集。受賞作品は実際の建物に採用す
る場合も有り／応募資格等詳細は鶴
川駅アイディアコンテスト公式ホー
ムページを参照募集内容駅舎デザイ
ン部門、駅周辺空間アイディア部門、
駅活用アイディア部門申8月31日ま
でに同コンテスト公式ホームページ
で事前登録のうえ、デザイン・アイデ
ィアを9月28日まで（必着）に小田急
電鉄鶴川駅アイディアコンテスト事
務局〔（株）ＪＤＮ〕（〒110－0005、台

【まちだフィットネスまつり】
対市内在住、在勤、在学の15歳以上
の方日7月16日㈷①午前10時～正
午②午後1時～4時10分内①新田美
穂氏による「自律神経を整え身体の
不調を改善する」筋膜リリース講座
②エンジョイフィットネス（骨盤調
整ヨガ、かんたんエアロ、ダンスエア
ロ、ＺＵＭＢＡ®、ポルトブラ）定各
200人（申し込み順）申同館ホームペ
ージで申し込み
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①うどん作り教室】
日7月4日㈬午前10時30分～正午場
同館定8人（申し込み順）費1000円

（材料代）
【②親子うどん作り教室】
対小・中学生とその保護者（保護者1
人に対し、子ども2人まで）日7月25
日㈬午前10時30分～正午場同館定
8組（申し込み順）費1組1000円（材
料代）
【③竹灯
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篭
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かざり】
　小野路地域の竹で作った同館オリ
ジナルの竹灯篭に明かりをともしま
す日7月28日㈯午後5時～9時場同
館庭園

◇
申①6月20日正午から②7月11日正
午から、イベントダイヤル（☎724・
5656）ま た は イ ベ シ スコード①
180620Ａ②180711Ａへ③直接会
場へ

東区上野5－3－4　4階）へ問コン
テスト事務局☎03・6284・2330
●東沢地区山村留学協力会～子ども
の心を育むやんちゃ留学
　詳細はまちだ子育てサイトを参照
対市内在住の小学3～5年生日程7月
27日～30日、3泊4日、宿泊は東沢活性
化センター内少年自然の家での自然
体験、自然観察、語り部による民話等
費3万7000円（東京駅からの往復旅
費、滞在費等）申ハガキに住所・氏名
・電話番号・性別・学校名・学年・保護
者氏名を明記し、6月29日まで（必着）
に同協力会事務局（〒999－0151、
山形県東置賜郡川西町大字大舟
2525－2、川西町東沢活性化セン
ター内、☎070・4060・9016）へ

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。 情報コーナー

　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）へ対①③～⑧市内在住の方⑨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
（25日～29日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※6月22日は予約受付を行いません。次回分は
6月29日に受け付けます。

②交通事故相談 20日、27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） 15日、22日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
④国税相談 19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 26日㈫
⑥登記相談 21日㈭
⑦行政手続相談 28日㈭
⑧ 少年相談 26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7～11ページを参照

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索


