
72019．5．15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。

町田市イベントダイヤル・申込システム システムメンテナンスのため、5月24日㈮午後7時～27日㈪はイベントダイヤル及びイベシスが
利用できません（イベシスのみ27日午後7時に再開予定）。� 問広聴課☎724・2102

※いずれの医療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

町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

16日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8）☎798・1121

17日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

18日㈯ 午後1時～翌朝8時 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

19日㈰

午前9時～午後5時
内科

園田クリニック（南成瀬1-8-21） ☎739・7322

よこやま内科（原町田4-2-2） ☎794・6211

伊藤診療所（鶴川4-35-2） ☎735・0166

耳鼻科 まちだ耳鼻咽喉科（木曽西2-17-26）☎794・6108

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
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

20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

21日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

22日㈬ 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

23日㈭ 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

24日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

25日㈯ 午後1時～翌朝8時 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

26日㈰

午前9時～午後5時 内科

宮崎クリニック町田（金森3-23-1） ☎795・2610

玉川クリニック（玉川学園7-5-6） ☎725・8207

相原医院（相原町1241-8） ☎773・6724

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
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337

あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

27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

28日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

29日㈬ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

30日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8）☎798・1121

31日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

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～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898

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）

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）

車ごと出店できる！
まちエコ・フリーマーケット
出 店 者 募 集
　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日６月９日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申５月３１日までに直接または電話で
（一財）まちだエコライフ推進公社

（木曽東２－１－１、☎７９７・９６１７）へ。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。いずれも売り
切れ次第終了です。
【市役所まち☆ベジ市】
日５月２０日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前
【日曜朝市】
日６月２日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

催し・講座催し・講座
●環境省～熱中症対策シンポジウム
　医学やスポーツ、暮らしの専門家
が、熱中症の基礎的な知識や夏の快
適な暮らし方等の役立つ情報を提供

情報コーナー
します。申込方法等の詳細は環境省
ホームページを参照日６月２日、３日、
午前１０時～午後３時３０分ごろ（途中
入退場可）場町田市文化交流センタ
ー申５月３０日午後５時まで問平成３１
年度熱中症対策シンポジウム事務局
☎０３・６２６４・６４３３

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、またはまちだ子育てサイトをご覧下さい。
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【２歳児あつまれ！「春」をあそぼ！】
対2歳児とその保護者日5月23日㈭
午前10時30分～11時30分場同館2
階大会議室内絵本、紙芝居、わらべう
た遊び等
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【①親子陶芸教室】
　マグカップやお皿を作りませんか
対市内在住、在学の小学生で、陶芸初
心者の親子日6月2日、7月7日、いず
れも日曜日午前9時30分～午後0時
30分、全2回場同センター／ＪＲ横浜
線相原駅西口～同センター間の無料
送迎バスを運行します内1日目＝粘
土を成型、2日目＝絵付け定30人（抽
選、結果は5月24日ごろ発送）費1人
600円
【②川上村子ども自然体験塾（農業
編）】

対市内在住、在学の小学4～6年生日
6月15日㈯午前7時40分～16日㈰
午後4時30分、1泊2日宿泊先町田市
自然休暇村（長野県南佐久郡川上村）
／集合・解散は大地沢青少年センタ
ー第1駐車場内川上村でレタスの作
付けから収穫、配送までの流れを体
験・見学し、山村での生活を学ぶ定
30人（抽選）費5000円（宿泊費、1日
目昼食～2日目昼食、体験料等含む）

◇
申ハガキに①「親子陶芸教室申込」②
「川上村子ども自然体験塾（農業編）
参加申込」と書き、参加者全員の住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢（学
年）・性別、①のみ送迎バスの利用の
有無を明記し、①5月21日まで②5
月25日まで（いずれも必着）に大地
沢青少年センター（〒194－0211、
相原町5307－2）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。
●かしの木山自然公園☎７２４・１６６０
【自然観察会～春の自然観察会】
日5月19日㈰午前9時30分～11時
（雨天中止）／集合はかしの木山自然
公園管理事務所前（駐車場無し）
●野津田公園☎７３６・３１３１
【①農作業体験教室～さつま芋の根
付け】
対小学4年生以上の方（保護者同伴
の場合は小学4年生未満の参加も
可、大人1人での参加も歓迎）日5月
18日㈯午前9時～正午定20人（申し
込み順）費大人500円、小学4～6年
生300円（保険料・材料費込み）／小
学4年生未満は1人まで無料、2人目
からは1人につき300円必要
【②ばらまつり】
　約840株のばらが見ごろです日5
月25日㈯、26日㈰、午前10時～午後
3時／会場は野津田公園ばら広場内
ボトルフラワー作り、ミニアレンジ
メント、ボランティアによる広場ガ
イド、アルプホルン演奏（26日午後1
時30分から）定ボトルフラワー作り
・ミニアレンジメント＝各20人（先
着順）費ボトルフラワー作り＝300
円、ミニアレンジメント200円（保険
料込み）
【③ばらの魅力に触れよう！栽培講
座とお手入れ体験】
日5月26日㈰午前10時～正午／会
場は野津田公園ばら広場内ばらの栽

培講義とお手入れ体験講町田ばら会
・西尾譲司氏定30人（申し込み順）費
大人800円（保険料込み）
【④山仕事体験プログラム】
対小学4年生以上の方（保護者同伴
の場合は小学4年生未満の参加も
可、大人1人での参加も歓迎）日6月
15日㈯午前9時～正午内野津田公園
の植物の植生管理と観察会講（有）植
生技術代表・三瀬章裕氏定20人（申
し込み順）費大人500円、小学4～6
年生300円（保険料・材料費込み）／
小学4年生未満は1人まで無料、2人
目からは1人につき300円必要

◇
申①③④5月15日から電話で野津田
公園へ（受付時間＝午前9時～午後5
時、土・日曜日も可）②直接会場へ
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【うどん作り教室】
日6月12日㈬午前10時30分～正午
定8人（申し込み順）費1000円（材料
代）申5月29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190529Ｂへ
【小野路宿寄席】
　直接会場へおいで下さい日6月21
日㈮午後1時30分～4時ごろ（受け
付けは午後1時から）演目六代目古今
亭今輔の独演会、高楽亭一柳・花見亭
一平の落語等定40人（先着順）


