
72018．9．1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。

9月1日～30日「The Road“町田人”鶴川地区協議会」町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【キッズＨＩＰＨＯＰダンス教室】
対市内在住、在園の５・６歳児日１０月
５日～１１月２日の金曜日、午後４時
３０分～５時３０分、全５回内ＨＩＰＨＯＰ
ダンスの基礎・基本技術の習得講キ
ッズダンスインストラクター・犬飼

香代子氏定３０人（抽選）費１４００円申
往復ハガキに必要事項を明記し、９
月８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）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【脳トレ・軽体操いきいき講
習会】

対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日９月２６日～１１月２８日の水曜
日、午前１０時３０分～１１時３０分、全
１０回定２０人（抽選）費３４００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、９月
１５日まで（必着）に同館へ
●相原中央公園☎７７２・
１４４９
【小学生硬式テニス教室】
　東京造形大学テニス部の学生と相
原テニスクラブメンバーによる初心
者向けテニス教室です対市内在住、

●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
募集戸数市営住宅（一般世帯単身者
向＝３戸、２人以上向＝１戸、３人以上
向＝３戸、単身者向シルバーピア＝１
戸、２人世帯向シルバーピア＝１戸、
若年ファミリー向＝１戸）、都営住宅
地元割当分（単身者向シルバーピア
＝１２戸、２人世帯向シルバーピア＝
１戸）／いずれも詳細は募集案内を
参照配布期間９月３日～１２日配布場
所市庁舎１階総合案内、各市民セン
ター、町田・南町田・鶴川の各駅前連
絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュ

在学の小学生日９月２３日㈷午前９時
～正午場同公園テニスコート定２０
人（申し込み順）費３００円申９月１０日
までに電話で同公園管理事務所（受
付時間＝午前９時～午後８時）へ
●かしの木山自然公園☎７２４・１６６０
【自然観察会～草むらの昆虫と秋の
草花】
日９月１６日㈰午前９時３０分～１１時

（雨天中止）場同公園（集合は同公園
管理事務所前）／駐車場はありませ
ん

ニティセンター、同公社町田窓口セ
ンター（各施設で開所日時が異なる）
／同公社ホームページで配布期間中
に限りダウンロードも可申郵送で９
月１４日まで（必着）問同公社都営住
宅募集センター☎７１３・５０９４
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス更新手続きのお知らせ
　東京都シルバーパスの更新を希望
する方は、東京バス協会から送付さ
れた「更新手続きのご案内」等で、必
要書類や更新会場等をご確認のう
え、９月中に更新手続きを行って下
さい問同協会シルバーパス専用電話
☎０３・６７５７・００７７（受付時間＝土・
日曜日、祝休日を除く午前９時～午
後５時）

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①～⑧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、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談 月～金曜日
前週の金曜日から電話で予約
※９月１４日は予約受付を行いません。次回分は９月
２１日に受け付けます。

②交通事故相談 １２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） 7日、１４日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ４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 １１日㈫
⑥登記相談 ６日㈭
⑦行政手続相談 １３日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ５日㈬
⑨少年相談 １１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
⑩国の行政相談 ４日㈫ 直接市民相談室（市庁舎１階）へ/午後１時３０分～４時⑪建築・耐震相談 ５日㈬
⑫電話による女性悩みご
と相談（家庭、人間関係、
女性への暴力･LGBT等）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎7２１・
４８４２）へ/午前９時３０分～午後４時（水曜日のみ午後１
時～８時〔第３水曜日は除く〕）※法律相談有り＝要予約

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

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
１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

２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 熊谷医院 ☎7９５・５３２５ 金森東４-３３-４
内科 にしむら内科クリニック ☎7０８・１０２４ 大蔵町２２２２-５
内科 相原医院 ☎77３・６7２４ 相原町１２４１-８

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
おか脳神経外科 ☎7９８・7３３7 根岸町１００９-４
町田市民病院 ☎7２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

３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
４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
５日㈬ 午後7時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎7８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
６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
7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
８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

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 もとはしクリニック ☎7２7・９９３０ 中町２-１４-１０
内科 鶴川レディースクリニック ☎7３7・7２7１ 能ヶ谷３-１-５
内科 ただお整形外科・内科 ☎7９３・０２０１ 忠生２-２８-５

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
あけぼの病院 ☎7２８・１１１１ 中町１-２３-３
南町田病院 ☎7９９・６１６１ 鶴間４-４-１

１０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
１１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
１２日㈬ 午後7時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎7９９・６１６１ 鶴間４-４-１
１３日㈭ 午後7時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎7８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
１４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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、2日＝つくし野耳鼻咽喉科
（☎７９６・8７３３、小川１-２-３２）

●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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