
112019．6．1対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

セミナープラス南町田（鶴間3-10-2）場 都市政策課　724・4248問 ☎☎6月16日㈰午前11時～午後0時30分日

●東京都住宅供給公社からのお知ら
せ
　詳細は各募集案内を参照配布期間
６月３日から①６月１２日まで②６月
１１日まで配布場所市庁舎１階総合案
内、各市民センター、木曽山崎連絡
所、町田・玉川学園・鶴川・南町田の各
駅前連絡所、同公社町田窓口センタ
ー等で配布（各施設で開所日時が異
なる）／配布期間中に限り、同公社ホ
ームページでダウンロードも可
【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯単身者向＝１
戸、一般世帯家族向〔２人以上向＝１
戸・３人以上向＝５戸〕、車いす使用者
世帯向＝１戸）、都営住宅地元割当
（一般世帯家族向＝８戸）
【②東京都施行型～都民住宅】
　都内に居住等、要件有り。同時期に
募集する市営住宅・都営住宅とは住
宅の種類が異なります

◇
申郵送で６月１４日まで（いずれも必
着）問同公社都営住宅募集センター
☎①７１３・５０９４②０３・３４９８・８８９４
●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７月
２６日～２９日、３泊４日／７月１５日に
子どもセンターまあちで参加者向け
の説明会を開催宿泊先少年自然の家
等内バーベキュー、里親宅への民泊、
少年自然の家での自然体験、星空観
察等費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３０日まで
（必着）に山村留学協力会事務局（〒
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
●八王子年金事務所～年金の住所変
更はお済みですか　
　住民票の住所変更をした方は、年
金各種手続きの際、住所変更の届け
出は原則不要です。住民票の住所と
違う場所にお住まいの場合、または
成年後見を受けている方等は、届け
出が必要です。届け出がお済みでな
いと、「ねんきん定期便」等、日本年金
機構からのお知らせが届かないこと
があります。詳細はお問い合わせ下
さい／共済年金を受け取っている方
は各共済組合へお問い合わせを問ね
んきんダイヤル（受給者向け）☎
０５７０・０５・１１６５、ＩＰ・ＰＨＳ＝☎０３・
６７００・１１６５、ねんきん加入者ダイ
ヤル（加入者向け）☎０５７０・００３・
００４、ＩＰ・ＰＨＳ＝☎０３・６６３０・２５２５
●企業年金連合会～年金制度のお知
らせ
　「厚生年金基金（企業年金）」とは、
企業が実施している年金制度の１つ
です。この制度のある会社を勤続１０
年未満で退職したことがある方は、
制度への加入期間が１か月でも、同
連合会から年金を受け取れる可能性
があります問同連合会☎０５７０・０２
・２６６６、ＩＰ・ＰＨＳ＝☎０３・５７７７・
２６６６（受付時間＝月～金曜日の午
前９時～午後５時）

●東京労働局～２０１９年度労働保険
の年度更新のお知らせ
　２０１９年度の労働保険料（労災保
険料と雇用保険料）の申告・納付期間
は、６月３日～７月１０日です。加入事
業場には、６月上旬に申告書が郵送
されますので、早めに手続きをして
下さい。申告書の提出方法について、
申告・納付の場合は最寄りの金融機
関、郵便局への持参や東京労働局、労
働基準監督署への来庁または郵送が
あります。申告書の作成・手続きは、
社会保険労務士及び労働保険事務組
合制度も利用できます。詳細は東京
労働局ホームページを参照問同局労
働保険徴収部適用・事務組合課☎０３
・３５１２・１６２８
●八王子都税事務所～中小企業者向
け省エネ促進税制　法人事業税・個
人事業税の減免
　都では、中小企業者が行う省エネ
設備等の取得を支援するため、法人
事業税・個人事業税を減免していま
す／詳細は主税局ホームページを参
照。地球温暖化対策報告書制度及び
導入推奨機器については、クールネ
ット東京（☎０３・５９９０・５０９１）へお
問い合わせを問同事務所☎０４２・
６４４・１１１１
●東京都福祉保健局からのお知らせ
【２０１９年度慰霊巡拝を実施します】
　旧主要戦域となった陸上及び遺骨
収集の望めない海上や、旧ソ連・モン
ゴル地域における抑留中死亡者の埋
葬地等を中心に戦没者を慰霊しま
す。厚生労働省の主催で実施する巡
拝です対慰霊巡拝を行う戦域の戦没
者の遺族で、原則８０歳以下の健康な
方（初参加者優先）／派遣先によって
は別途条件有り実施地域東部ニュー
ギニア、インド、マリアナ諸島、フィ
リピン、硫黄島／詳細はお問い合わ
せを問同局生活福祉部計画課援護恩
給担当☎０３・５３２０・４０７６
【①東京都戦没者追悼式②全国戦没
者追悼式】
対東京都に居住する戦没者遺族日８
月１５日、①午前１１時４５分～午後１
時３０分②午前１１時４５分～午後０時
５０分場①文京シビックホール（文京
区）②日本武道館（千代田区）申６月３
日～１４日に電話で同局生活福祉部
計画課援護恩給担当（☎０３・５３２０・
４０７６）へ（遺族団体の会員は所属の
団体へ申し込みを）
●町田消防署～危険物安全週間
　６月２日～８日は危険物安全週間で
す。ガソリン・消毒用アルコール等、
身の回りにある危険物の取り扱いに
注意しましょう。また、セルフ式ガソ
リンスタンドで給油する際は、正し
い操作で給油して下さい。なお、利用
者による車両以外への給油は禁止さ
れています問町田消防署☎７９４・
０１１９
●町田市シルバー人材センターから
のお知らせ
【就業体験講習「お庭のお手入れ」受
講者募集】
対市内在住の６０歳以上で同センタ
ー未入会の方日６月２０日午前９時１５
分～午後１時（予定）場子ども創造キ
ャンパスひなた村内同センターの紹
介、お庭のお手入れ作業の体験講習
申６月７日までに電話で（公財）東京
しごと財団シルバー講習担当係（☎

０３・５２１１・２３２６）へ
【入会説明会】
　直接会場へおいで下さい対市内在
住の６０歳以上で、健康で働く意欲の
ある方／趣旨に賛同のうえ、会員に
なっていただきます日６月４日午前９
時３０分から場わくわくプラザ町田３
階講習室問同センター☎７２３・
２１４７
●町田商工会議所からのお知らせ
【広報初心者のためのプレスリリー
ス活用法セミナー】
対経営者・従業員等日６月６日午後２

時～４時
【もう悩まない！誰でも簡単に作れ
る集客文章㊙作成術】
対経営者・従業員日６月２４日午後２
時～４時内集客できる文章・できな
い文章を具体的な事例を通して学
び、誰でも簡単に作れる黄金ルール
を習得する、実際に自社製品の集客
文章を作成等

◇
場同会議所申電話で同会議所（☎
７２２・５９５７）へ

情報コーナー

※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。
※救急診療・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

1日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

2日㈰

午前9時～午後5時 内科

もとはしクリニック（中町2-14-10）☎727・9930

河辺内科医院（三輪町168-1） ☎044・328・5143

ちょう内科医院（本町田2938-1） ☎729・5341

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
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

3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

4日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

5日㈬ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

6日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8）☎798・1121

7日㈮ 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

8日㈯ 午後1時～翌朝8時 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

9日㈰

午前9時～午後5時
内科

町田南ホームクリニック（南町田5-3-28）☎788・2581

学園ハートクリニック（玉川学園1-21-15）☎725・8468

中野クリニック整形外科・内科（木曽西3-20-6）☎793・7776

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733

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

あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

10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

11日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

12日㈬ 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

13日㈭ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

14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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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）


