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★救急当番医（内科系 午後７時～翌朝８時）
町谷原病院 （小川１５２３ �７９５・１６６８）

□移動図書館車「そよかぜ号」
１０時３０分：藤の台バスターミナル横、東玉川

学園１丁目児童公園
２時 ：成瀬台公園、柄沢公園
３時１０分：美岳公園、成瀬会館、矢部八幡

★救急当番医（内科系 午後７時～翌朝８時）
町田市民病院

（旭町２―１５―４１ �７２２・２２３０）
□移動図書館車「そよかぜ号」
１０時３０分：三輪中央公園、福音会
２時 ：南町田ハイタウン前、都営山崎町

アパ―ト、武蔵岡住宅
３時１０分：南つくし野小横
３時２０分：飯守神社駐車場
３時３０分：大戸観音堂

★救急病院（午前９時～翌朝９時）
�内科系 多摩丘陵病院（�７９７・１５１１）
�外科系 町田市民病院（�７２２・２２３０）

おか脳神経外科
（�７９８・７３３７）

★休日歯科応急診療所�健康福祉会館内
（午前９時～午後５時 受け付けは４時まで、
事前に電話で連絡を��７２５・５４１４）

★休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～午後５時）
安岡耳鼻咽喉科医院

（原町田４―１４―１７ �７２２・２４１５）

★救急当番医（内科系 午後７時～翌朝８時）
あけぼの病院

（中町１―１１―１１ �７２８・１１１１）
□移動図書館車「そよかぜ号」
１０時３０分：木曽学童保育クラブ前、小山観音

谷戸
２時 ：小山田桜台
２時２０分：ＮＴＴ忠生交換センター
３時１０分：シーアイハイツ町田、都営八幡平

アパート

★救急当番医（内科系 午後１時～翌朝８時）
つくし野外科胃腸科

（つくし野３―４―８ �７９５・５８２１）

★救急病院（午前９時～翌朝９時）
�内科系 町谷原病院 （�７９５・１６６８）
�外科系 つくし野外科胃腸科

（�７９５・５８２１）
あけぼの病院（�７２８・１１１１）

★休日歯科応急診療所�健康福祉会館内
（午前９時～午後５時 受け付けは４時まで、
事前に電話で連絡を��７２５・５４１４）

★救急当番医（内科系 午後７時～翌朝８時）
多摩丘陵病院

（下小山田町１４９１ �７９７・１５１１）
□移動図書館車「そよかぜ号」
２時 ：笹子第二児童公園
３時１０分：金井関山公園

★救急当番医（内科系 午後７時～翌朝８時）
町谷原病院 （小川１５２３ �７９５・１６６８）

□移動図書館車「そよかぜ号」
１０時３０分：境川団地市場前、高ケ坂団地
２時 ：総合体育館駐車場入口、つくし野

セントラルパーク、小山田会館
３時１０分：天神原公園、つくし野藤児童公園、

谷戸クラブ

★救急当番医（内科系 午後７時～翌朝８時）
町田市民病院

（旭町２―１５―４１ �７２２・２２３０）
□移動図書館車「そよかぜ号」
１０時３０分：ポプラケ丘住宅、町田荘
２時 ：下三輪妙福寺、三輪第一住宅前、

小山センター横
３時１０分：鶴川イトーピア、田端広場
３時２０分：鶴川区画整理事務所前

★救急当番医（内科系 午後７時～翌朝８時）
つくし野外科胃腸科

（つくし野３―４―８ �７９５・５８２１）
□移動図書館車「そよかぜ号」
２時 ：自由民権資料館駐車場、木曽小内、

諏訪神社
３時１０分：小野路公会堂、かしのみ公園、大

戸のびっこクラブ

○法律相談（市民相談室 前週の金曜日に電話で予約）
○国税相談〈所得税・相続税など〉（１時３０分～４時
市民相談室 電話予約制��７２４・２１０２ 受け付
けは当日８時３０分～ 受け付け順６人）

○児童相談（９時～正午 児童福祉課�７２４・２１３７）
○痴ほう性老人相談（１時３０分～３時３０分 町田市在宅
福祉サービス公社 電話予約制��７２８・９０６７）

○心配ごと相談（１０時～３時 社会福祉協議会 電話相
談も受け付け��７２２・４２６５ 法律相談は要予約
��７２２・４８９８）

○法律相談（市民相談室 前週の金曜日に電話で予約）
○交通事故相談（１時３０分～４時 市民相談室 電話予
約制��７２４・２１０２ 受け付けは当日８時３０分～
受け付け順８人）

○更生保護相談（１０時～４時 すみれ会館 �問福祉総務
課�７２４・２１３３）

★当番医（午前９時～午後５時）
�中 村 内 科 （金森１７８４―３ �７９９・６６５６）
�内 山 胃 腸 科 （旭町１―１５―２３ �７２８・１３７１）
�石 井 医 院 （成瀬５０２９ �７２３・５３０８）
�沼 田 医 院 （鶴川６―２―１ �７３５・２０１９）
�柴 山 医 院 （森野４―７―８ �７２６・０８６３）
�斎 藤 医 院 （相原町１６５２ �７７２・３０４３）

★小児準夜診療（午後６時～１０時）
�鶴 川 診 療 所 （鶴川６―７―１ �７３５・２３８７）

○法律相談（市民相談室 前週の金曜日に電話で予約）
○人権身の上相談（１時３０分～４時 市民相談室 電話
予約制��７２４・２１０２）

○児童相談（９時～正午 児童福祉課�７２４・２１３７）
○心配ごと相談（１０時～３時 社会福祉協議会 電話相
談も受け付け��７２２・４２６５ 法律相談は要予約
��７２２・４８９８）

○母性保健・母乳育児相談（１０時～正午、１時～３時
健康福祉会館 家族計画相談可 乳房マッサージ・ペ
ッサリー指導は要予約 電話相談も受け付け��７２５
・５４１９�健康課）

★当番医（午前９時～午後５時）
�堀田小児科医院

（南成瀬３―８―９ �７２８・５４４１）
�渥 美 医 院 （中町３―６―１３ �７２２・２１８５）
�斉藤消化器科内科医院

（本町田４３８７―２ �７２５・５１２２）
�鶴川サナトリウム病院

（真光寺町１９７ �７３５・２２２２）
�原内科クリニック

（木曽町６４８―１ �７３２・５３５５）
�泰 生 医 院（小山町２４７０―５ �７９７・７４２３）

★小児準夜診療（午後６時～１０時）
�小 泉 医 院（玉川学園２―５―２４ �７２５・８４１１）

○法律相談（市民相談室 前週の金曜日に電話で予約）
○栄養・健康相談（９時１５分～１０時３０分 南市民センタ
ー �問健康課�７２５・５４２２）

○法律相談（市民相談室 前週の金曜日に電話で予約）
○少年相談（９時～４時 市民相談室 事前に八王子少
年センターへ電話で予約��０４２６・４２・１６７７）

○不動産相談（１時３０分～４時 市民相談室）
○児童相談（９時～正午 児童福祉課�７２４・２１３７）
○心配ごと相談（１０時～３時 社会福祉協議会 電話相
談も受け付け��７２２・４２６５ 法律相談は要予約
��７２２・４８９８）

○法律相談（市民相談室 前週の金曜日に電話で予約）
○交通事故相談（１時３０分～４時 市民相談室 電話予
約制��７２４・２１０２ 受け付けは当日８時３０分～
受け付け順８人）

○法律相談（市民相談室 前週の金曜日に電話で予約）
○児童相談（９時～正午 児童福祉課�７２４・２１３７）
○母性保健・母乳育児相談（１０時～正午、１時～３時
健康福祉会館 乳房マッサージ要予約 電話相談も受
け付け��７２５・５４１９�健康課）

１１／

21
火

22
水

23
（
（
木
）
）

24
金

25
土

26
（
（
日
）
）

27
月

28
火

29
水

30
木

☆国際版画美術館市民展示室（～２６日 水
越容子絵画展 �問水越�７３５・９６２９
／～２６日 第１６回 伊東玉樹展 �問伊東
�７２６・６２５５）

☆市民ホールギャラリー（～２６日 第５回
土釉会作陶展 �問白信窯工房「土釉会」
�７２１・３４５５／～２６日 第６回龍墨
会・仙墨会合同書道展 �問龍墨会・仙墨
会�７２３・６０８０）

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
�玉川学園・本町田線��バスセンター・
境川公社住宅線�

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
�薬師台・金井・緑山線��藤の台団地・
木曽線�

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
�図師・桜台線��バスセンター・境川公
社住宅線�

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
�玉川学園・本町田線��市役所・森野線�

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
�中町・本町田線��藤の台団地・木曽線�

☆国際版画美術館市民展示室（～１２月３日
独創会展 �問鷹取�７２３・１７４２）

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
�玉川学園・本町田線��バスセンター・
境川公社住宅線�

☆市民ホールギャラリー（～１２月３日 町
田市シルバー人材センターカメラ写真展
�問カメラ同好会�７２２・９３２３／～１２
月３日 伸墨会水墨画２０周年記念展 �問
伸墨会�７２５・０３８５）

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
�高ケ坂・成瀬線��市役所・森野線�

＊江戸川競艇開催（～１２月３日 �問東京都
六市競艇事業組合�０３・３３７５・１４１１）

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
�薬師台・金井・緑山線��藤の台団地・
木曽線�

二次救急医療（入院を必要とする救急
医療）に365日24時間対応します

【内科系・外科系・小児科】
・多摩南部地域病院（多摩市）

�042･338･5111
※受診する場合は必ず電話でご相談下さい

当番医や催しを電話でご案内
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フフリリーーダダイイヤヤルル00112200･･004422778866
月月～～土土曜曜日日 99時時かからら88時時 日日曜曜日日・・祝祝日日 99時時かからら55時時

ＮＴＴのオペレーターがお答えします

二次救急医療施設（下記）は初期救急のほか
に365日24時間二次救急医療に対応します

【内科系・外科系】
・多摩丘陵病院 �７９７・１５１１
・町谷原病院 �７９５・１６６８

【外科系のみ】
・おか脳神経外科 �７９８・７３３７

【内科系・外科系・小児科】
・町田市民病院 �７２２・２２３０

電 話 に よ る 教 育 相 談

	772233･･77000033＝＝教教育育相相談談所所
月～金曜日、 ９時～４時３０分

電話による女性悩み
ごと相談	７２１―４８４２
火・木・金曜日：午前９時３０分～午後４時
水曜日：午後１時～８時（第三水曜日は除く）

今月の納期は11月30日です

国民健康保険税〈５期〉

歳末ありがとうセール
市内全域で１１月２３日スタート
町田市商店会連合会・町田商工会議所
�問商工観光課�７２４・２１２８

自由民権資料館
～演説会・討論会・懇親会～

語りの近代
◇１１月２６日（日）まで◇

�時間：午前９時～午後５時
�会場：同館企画展示室

�問自由民権資料館�７３４・４５０８

高齢者福祉センター送迎バス
「長寿号」の時刻表・乗車場所
等のお問い合わせは高齢者介
護課（
７２２・３１１１ 内線２５７０）
または、小山田ふれあい桜館
（
７９７・２９７１）へ


