
72019．3．15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。

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3月は「子ども食堂」

市民提案型事業
講座づくり★まちチャレ
　市民の皆さんの市民力を生かした
発想で、生涯学習センターをはじめ
とする市内の公共施設を会場にした
講座づくりにチャレンジしませんか。
※詳細は、募集要項（生涯学習センタ
ー、各市民センター、各市立図書館等
で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。
対市内在住の代表者を含む３人以上
（市内在住、在勤、在学の方が半数以
上）のグループで学習講座の企画・運
営をしてみたい方
※市民企画講座で２０１８年度に採用
された団体は申し込みできません。
申申込書（説明会で配布）に記入し、
５月６日午後５時まで（必着）に、直接
または郵送で生涯学習センターへ。
【説明会を開催します】
　いずれかの回に参加して下さい。
参加できない場合は、必ずお問い合
わせ下さい。
日４月１３日㈯、午前１０時～１１時（受
け付けは午前９時３０分から）、午後２
時～３時（受け付けは午後１時３０分
から）
場生涯学習センター６階視聴覚室
内選考基準、スケジュールの説明等
※５月１２日㈰にヒアリングを行いま
す。説明会時に希望の時間帯を伺い
ます。

問生涯学習センター☎７２８・００７１
開講します
２０１９年度前期ことぶき大学
　日程等の詳細は、募集プログラム
の冊子（生涯学習センター、各市民セ
ンター、各市立図書館等で配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）をご覧下さい。
対市内在住の２０１９年４月１日現在
６０歳以上の方
日①５月８日～７月２４日の水曜日、午
後２時～３時３０分②５月１０日～７月
１９日の金曜日、午前１０時～正午③５
月１４日～７月２３日の火曜日、午前１０
時～正午④５月１６日～２０２０年２月
２０日の木曜日、午後２時～４時（午後４
時３０分～６時３０分の回も有り）⑤５月
１８日～１０月１９日の土曜日、午前１０
時～正午、各全６回（④のみ全１６回）
場生涯学習センター　他
内①音楽コース②歴史コース③生き
がいコース④まちだ探・探ゼミナー
ル⑤文学コース
定①１００人②③⑤各１５８人④２４人
／抽選
申募集プログラムに添付の往復ハガ
キ（往返信ともに６２円切手貼付）に必
要事項を明記し、４月１５日午後５時ま
で（必着）に、郵送で生涯学習センタ
ーへ（６２円切手１枚を持参のうえ、直
接同センターで申し込みも可）。
問同センター☎７２８・００７１

〈市立総合体育館及びサン町田旭体
育館から営業内容一部変更のお知ら
せ〉
　指定管理者の変更に伴い、トレー
ニング機器の入れ替えを行うため、
次の期間、営業内容が一部変更とな
ります。ご理解ご協力をお願いしま
す日程市立総合体育館＝全館休館：
４月１日㈪、トレーニング室のみ休場
：３月２９日㈮～３１日㈰、４月２日㈫、３
日㈬／サン町田旭体育館＝全館休館
：３月３１日㈰、４月１日㈪、トレーニン
グ室のみ休場：４月２日㈫問市立総合
体育館☎７２４・３４４0、サン町田旭体
育館☎７２0・0６１１
●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【初心者ヨガ教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日４月２３日～７月２日の火曜日
（５月７日を除く）、午後３時１５分～４
時４５分、全１0回内ヨガの基礎・基本
技術の習得定５0人（抽選）費３４00円
申往復ハガキに必要事項を明記し、
３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）

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。

●小野路宿里山交流館☎８６０・
４８３５
【①小野路桜ガイドウォーク】
　桜や里山の風景を楽しみながら小
野路周辺を歩きます日４月２日㈫午
前１0時～午後３時、集合は別所バス
停、解散は同館（小雨実施、荒天中止）
定２0人（申し込み順）費１５00円（ガ
イド料、保険料、昼食代）
【②うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日４月１0日㈬午
前１0時３0分～正午定８人（申し込み
順）費１000円（材料代）
【③春の里山草花観察会】
　森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、春の里山で草花
の観察を行います日４月１９日㈮午前
９時３0分～正午（小雨実施、荒天中
止）定２0人（申し込み順）費１５00円
（ガイド料、保険料、昼食代）

◇
申３月２0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①１９0３２0Ｃ②１９0３２0Ｄ③
１９0３２0Ｅへ

子どものイベントカレンダー
　詳細は、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。

●子どもセンターつるっこ☎７０８・
０２３６
【ふれあいどうぶつランド】
　ヤギやうさぎなどに触れたり、え
さをあげたりできます／長袖・長ズ
ボンでおいで下さい対0～１８歳とそ
の保護者日３月２３日㈯、午前１0時
３0分～１１時３0分、午後0時３0分～
２時場つるっこ費１00円（えさ代）
●子どもセンターまあち☎７９４・

７３６０
【フルートとピアノとおはなし～春
のコンサート】
　子どもから大人まで楽しめます。
生演奏とおはなしのコラボもありま
す日３月２９日㈮午前１１時から１時間
程度場まあち１階ホール内フルート
とピアノ＝スメタナ作曲「モルダ
ウ」、映画音楽　他、おはなしと音楽
＝おおかみと七ひきのこやぎ

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
毎日 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
（下地図参照）

日曜日
祝休日 午前９時～午後４時３0分（電話受付は午前８時４５分から）

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、祝休日の午前９時～午後５時（予約制、受け付けは
午後４時３0分まで） 健康福祉会館内

☎７２５・２２２５
（下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前９時～午後５時（予約制、
受け付けは午後４時３0分まで）

※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急病のときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
１５日㈮ 午後７時～翌朝８時

内科系
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

１６日㈯ 午後１時～翌朝８時 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１

１７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

内科
小児科

虫明婦人科内科小児科医院(金森
３-１９-１0） ☎７９６・４８0７

内科 ミーナ町田ジェイクリニック(原町田４-１-１７） ☎７３２・５１２0

内科
小児科

藤の台診療所(本町田３４８６ 藤の台
団地１-５５） ☎７２２・２８３２

午前９時～翌朝９時

内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・0５0２

外科系
おか脳神経外科（根岸町１00９-４） ☎７９８・７３３７

町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

１８日㈪

午後７時～翌朝８時 内科系

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１

１９日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

２0日㈬ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・0５0２

２１日㈷

午前９時～午後５時

内科 薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台１-２５-１２）☎７３７・７３７３

内科
小児科 沼田医院（鶴川６-２-１） ☎７３５・２0１９

内科 おやま内科クリニック(小山町２３３-１）☎８６0・0３２６

耳鼻科 川野医院(森野１-１１-９） ☎７２６・７６７３

午前９時～翌朝９時

内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８） ☎７９８・１１２１

外科系
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３0

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

２２日㈮ 午後７時～翌朝８時
内科系

あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

２３日㈯ 午後１時～翌朝８時 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

２４日㈰

午前９時～午後５時

内科 内山胃腸科（旭町１-１５-２３） ☎７２８・１３７１

内科
小児科 小泉医院（玉川学園２-５-２４） ☎７２５・８４１１

内科 川村クリニック（本町田２９４３-１） ☎７２４・７７２７

午前９時～翌朝９時

内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３0

外科系
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・0５0２

あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

２５日㈪

午後７時～翌朝８時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１

２６日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

２７日㈬ 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

２８日㈭ 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３0

２９日㈮ あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

３0日㈯ 午後１時～翌朝８時 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・0５0２

３１日㈰

午前９時～午後５時
内科

広瀬クリニック（小川４-１７-１２） ☎７９９・５１６１

こばやしクリニック(原町田６-３-３） ☎７１0・３１８３

内科
小児科 木曽診療所（木曽東４-２１-３７） ☎７９１・２0８８

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

外科系
おか脳神経外科（根岸町１00９-４） ☎７９８・７３３７

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１

または☎042・521・2323

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
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コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

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 または☎03・5285・8898

＃＃８８００００００


