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●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【走り方・かけっこ教室】
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３月１９日㈫、２０日㈬①午後３時３０
分～４時３０分②午後４時４５分～６
時、各全２回内速く走るための走り
方の説明及びトレーニング講同館ス
タッフ定各４０人（抽選）費１０００円申

ッフ定各３０人（抽選）費１０００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、２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）
【初心者アーチェリー教室】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日４月６日～５月４日の土曜日、
午前９時３０分～１１時３０分、全５回内
アーチェリーの基礎・基本技術の習
得講町田市アーチェリー協会指導員

往復ハガキに必要事項を明記し、２
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３月２８日㈭、２９日㈮①午後３時３０
分～４時３０分②午後４時４５分～６
時、各全２回内なわとびの前とび・後
ろとび・２重とびの練習講同館スタ

定２０人（抽選）費３０００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、３月１５日ま
で（消印有効）に同館へ
●町田市フォトサロン☎７３６・
８２８１
【ツバキ展開催】
　日本ツバキ協会町田支部の出展協
力により、春を彩るツバキの花々を
生花と写真で紹介します日程３月８
日㈮～１０日㈰

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。

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談 各種相談①～⑩は、「町田市わたしの便利帳２０１９」５２～５８ページを参照

名　称 対　象 日　時 申し込み等

①法律相談 市内在住の方 月～金曜日(２５日
～２８日を除く） 相談時間はお問い合わせ下さい 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎7２４・２１０２）へ

②交通事故相談 ２０日、２7日㈬ 午後１時３０分～４時 相談日の１週間前から電話で予約
③人権身の上相談(人権侵害などの問題）

市内在住の方

１５日、２２日㈮ 午後１時３０分～４時 電話予約制（随時）
④国税相談 １９日㈫

午後１時３０分～４時 電話予約制（次回分まで受け付け）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㈫ 午前９時～午後４時 事前に電話で八王子少年センター（☎０４２・６7９・１０８２）へ
⑨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）
市内在住、在勤、在学の
方 月～土曜日 午前９時３０分～午後４時（水曜日のみ

午後１時～８時〔第３水曜日を除く〕）
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎7２１・４８４２）へ
※法律相談有り＝要予約

⑩消費生活相談 市内在住、在勤、在学の
方 月～土曜日 午前９時～正午、午後１時～４時

電話で消費生活センター相談専用電話（☎7２２・０００１）へ
※来所相談、電話相談ともに随時受付
※土曜日は電話相談のみ

⑪空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士）

市内に家屋を所有の方
（空家・居住中問わず） ２５日㈪ 午前９時～正午（相談時間は５０分） 前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎7２４・４２６９）へ

※第２・４月曜日(祝休日の場合は火曜日)に実施／第４月曜日は税理士も同席

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

●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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健康福祉会館 原町田5-8-21

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時
～午後５時）、17日＝つくし野耳鼻咽
喉科（☎7９６・８7３３、小川１-２-３２）
●休日眼科急患診療（午前１０時３０
分～午後５時）、17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 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 多摩丘陵病院 ☎7９7・１５１１ 下小山田町１４９１

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 かどわきクリニック ☎7９９・２２０２ つくし野４-９-８

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 玉川学園土屋クリニック ☎7２９・５２２８ 南大谷２１９-２３

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

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 町田病院 ☎7８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

２４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

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 ふれあい町田ホスピタル ☎7９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８

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

または☎042・521・2323

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）☎月～金曜日　午後６時～午後11時
土・日曜日・祝休日・年末年始　午前９時～午後11時

＃＃８８００００００
または☎03・5285・8898


