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★救急病院（午前９時～翌朝９時）
�内科系 鶴川サナトリウム病院

（�７３５・２２２２）
�外科系 あけぼの病院（�７２８・１１１１）

町谷原病院 （�７９５・１６６８）
★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、都営中里

橋アパート公園内、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

★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：木曽観音堂、藤和すずかけ台ハイ

タウン、マイライフ尾根道
２時 ：小川せんげん公園、町田リス園駐

車場、宝泉寺駐車場
３時１０分：南成瀬中央公園、薬師ケ丘住宅、

小山小前

★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 町田市民病院（�７２２・２２３０）
�外科系 つくし野外科胃腸科

（�７９５・５８２１）
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）

★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 ：高瀬住宅
３時１０分：朝日公園

★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：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

★当番医（午前９時～午後５時）
�仁行堂クリニック�内 （金森 �７９６・６５７５）
�原町田診療所�内�小 （原町田 �７２２・６６６５）
�小 泉 医 院�内�小 （玉川学園 �７２５・８４１１）
�あめみや内科クリニック�内

（金井 �７３７・３８６０）
�ふくいんクリニック�内（山崎町 �７９１・１３０７）
�佐久間内科小児科医院�内�小

（小山田桜台 �７９７・３５５６）
★小児準夜診療（午後６時～１０時）
�豊 川 医 院（つくし野２―１８―１８ �７９５・４４６５）

○法律相談（市民相談室 前週の金曜日に電話で予約）

○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）
○登記相談（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）
○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）

○栄養・健康相談（９時１５分～１０時３０分 １時１５分～
３時 健康福祉会館 	問健康課�７２５・５１７８）

○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）

○中小企業経営・金融相談（１時３０分～４時 市民相談
室）

○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）
�金森診療所�内�小 （金森 �７２２・３７６６）
�渥 美 医 院�内�小 （中町 �７２２・２１８５）
�宮 本 医 院�内�小 （本町田 �７２２・５００１）
�田村胃腸科内科クリニック�内�小

（能ヶ谷町 �７３５・５６６７）
�原内科クリニック�内 （木曽町 �７３２・５３５５）
�金子内科クリニック�内（根岸町 �７９２・３０１０）

★小児準夜診療（午後６時～１０時）
�西 嶋 医 院 （成瀬台３―８―１８ �７２６・７８７１）

○法律相談（市民相談室 前週の金曜日に電話で予約）

○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）
○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）
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□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」
�市役所・森野線�
○京王閣競輪開催（～１５日 	問東京都十一
市競輪事業組合�０４２４・８９・１３１１）

☆国際版画美術館市民展示室（～１８日 ア
ート・スペース・オー展 	問大橋�７９６
・３９７１）

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
�中町・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」
�玉川学園・本町田線�

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
�小山田・常盤線��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��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��市役所・森野線�
○京王閣競輪開催（～２０日 	問東京都十一
市競輪事業組合�０４２４・８９・１３１１）

○江戸川競艇開催（～２２日 	問東京都六市
競艇事業組合�０３・３６５６・０６４１）

☆国際版画美術館市民展示室（～２５日 Ｔ
・タイム展 	問平山�７２９・２１７４／
～２５日 君和田グループ合同絵画展 	問
大坪�７３５・３１２３）

□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�

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）

消費生活相談 �722･0001
月～金曜日 午前９時～正午、午後1時～4時

消費生活センター（市民フォーラム内）

当番医や催しを電話でご案内
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フリーダイヤル0120･042786
午前７時から午後１１時年中無休
ＮＴＴのオペレーターがお答えします

国際版画美術館

生誕百年記念 畦地梅太郎展
山のよろこび

１１月２５日まで ※月曜日は休館


問国際版画美術館�７２６・２７７１

二次救急医療施設（下記）は３６５日２４時間二
次救急に対応します。※受診する場合は必
ず電話で連絡ください。

【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
救急当番医などのお問い合わせ

医師会テレホンサービス�７３９・０６６０
医 師 会 ホ ー ム ペ ー ジ

http : //www.machida.tokyo.med.or.jp

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

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。※受診
する場合は必ず電話でご連絡下さい
【内科系・外科系・小児科】
・多摩南部地域病院（多摩市）

�042･338･5111


