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□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・木曽線”
☆市民ホールギャラリー（～２８日　春の写
真展 ○問　まちだ写好会1723・４０５３）

□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”

☆国際版画美術館市民展示室（～２８日　山
の写真展 ○問　仲村1725・８２４２）

□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”

□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”

☆国際版画美術館市民展示室（～２８日　わ
かば絵画展 ○問　平岡1080・3442・３９１８）

□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・木曽線”

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

☆町田市フォトサロン　1階展示室（～４月
５日　「能ケ谷フォトサークル写真展」 
○問　町田市フォトサロン1736・８２８１）

☆市民ホールギャラリー（～４月４日　遊
裕会 水彩画作品展 vol.8 ○問　遊裕会1734・
１４８５）

★当番医（午前９時～午後５時）
　蜴望月外科胃腸科クリニック○内

（つくし野2-8-16　1795・４５２３）
　蜴内山胃腸科○内

（旭町1-15-23　1728・１３７１）
　蜴しあわせ野医院○内

（成瀬台2-40-1　1739・０４７７）
　蜴おおくら医院○内

（大蔵町3165　1737・８０２０）
　蜴はやしクリニック○小○内

（忠生2-28-7　1793・３０５５）

★当番医（午前９時～午後５時）
　蜴成瀬小林医院○内

（成瀬2303-33　1725・２２３３）
　蜴にしむら小児科○小

（中町1-17-3　1726・２４６８）
　蜴なるせクリニック○内

（成瀬2213-1　1721・６６８６）
　蜴小林クリニック○内○小

（能ケ谷町191　1735・９９９０）
　蜴三井医院○内 （山崎町1314-9　1793・１３０３）

○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〈子どもの非行・いじめなどについて〉（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＝1042・642・１６７７）

○不動産相談〈不動産取引全般について〉（１時３０分～
４時　市民相談室　電話予約制＝1724・２１０２）

○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〈交通事故に関する様々な問題について〉
（１時３０分～４時　市民相談室　電話予約制＝1724・
２１０２）

○法律相談（市民相談室　前週の金曜日に電話で予約）
○行政手続相談〈相続、許認可申請など暮らしに必要な
書類作成について〉（1時３０分～４時　市民相談室　
電話予約制＝1724・２１０２）

○母性保健・母乳育児相談（１０時～正午、１時～３時　
健康福祉会館　助産師による相談　妊娠の計画に関す
る相談可　乳房マッサージ要予約　電話相談も受け付
け＝1725・５４１９）

○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〈人権侵害などの問題について〉（１
時３０分～４時　市民相談室　電話予約制＝1724・２１
０２）

○心配ごと相談（１０時～正午、1時～３時　電話相談の
み受け付け＝1729・５０７０　○問　町田市社会福祉協議
会1722・４８９８）

★当番医（午前９時～午後５時）
　蜴甲斐内科クリニック○内

（成瀬が丘2-24-2　1796・８７１１）
　蜴町田東口クリニック○内

（森野1-34-13　1721・８８５５）
　蜴南大谷クリニック○内 （南大谷82　1724・９９３２）
　蜴村野小児科・アレルギー科○小

（野津田町1083　1735・５７７７）
　蜴牧内科医院○内○小

（山崎町1921-1　1793・３８７３）

○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）

○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〈交通事故に関する様々な問題について〉
（１時３０分～４時　市民相談室　電話予約制＝1724・
２１０２）

★救急病院（午前９時～翌朝９時）
　蜴内科系　南町田病院

（鶴間1008-1　1799・６１６１）
　蜴外科系　町田市民病院

（旭町2-15-41　1722・２２３０）
　　　　　　おか脳神経外科

（根岸町27-1　1798・７３３７）
★休日眼科急患診療（午前９時～午後５時）
　山森眼科 （木曽町2179　1794・０００３）
★町田市歯科医師会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＝1725・２２２５）

★救急病院（午前９時～翌朝９時）
　蜴内科系　多摩丘陵病院

（下小山田町1491　1797・１５１１）
　蜴外科系　町田慶泉病院

（小川1546-2　1795・１６６８）
　　　　　　つくし野外科胃腸科

（つくし野 3-4-8　1795・５８２１）
★町田市歯科医師会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＝1725・２２２５）

★救急当番医（内科系　午後７時～翌朝８時）
　町田慶泉病院

（小川1546-2　1795・１６６８）
□移動図書館車「そよかぜ号」
　１０時２０分 ：小山白山公園、境川団地市場前、上宿
 　公園
　1時５０分 ：総合体育館駐車場入口
　２時 ：四つ木橋公園、小山田会館
　３時 ：つくし野セントラルパーク
　３時１０分 ：能ケ谷いずみ公園、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　1722・２２３０）
□移動図書館車「そよかぜ号」
　１０時２０分 ：成瀬熊ケ谷戸公園、鶴川さくら病院
　１０時３０分 ：町田荘
　２時 ：鶴川台緑の里公園、三輪第一住宅前、
 　小山市民センター横
　３時 ：鶴川駅前五反田公園、三輪沢谷戸かえ
 　で公園
　３時２０分 ：小山ヶ丘小学校前

★救急当番医（内科系　午後７時～翌朝８時）
　南町田病院 （鶴間1008-1　1799・６１６１）
□移動図書館車「そよかぜ号」
　１時５０分 ：都営中里橋アパート内公園
　２時 ：小野路公会堂
　２時３０分 ：相原中央公園
　３時 ：薬師ケ丘住宅、かしのみ公園
　３時３０分 ：大戸のびっ子クラブ
★町田市障がい者歯科応急診療所＝健康福祉会館内
（午前９時～午後５時　受け付けは４時まで、完
全予約制のため必ず事前に電話で連絡を＝1725・
２２２５）

★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　1728・１１１１）
□移動図書館車「そよかぜ号」
　１０時２０分 ：藤の台球場
　１０時３０分 ：セルシオヒルズすずかけ台、マイライ
 　フ尾根道
　２時 ：宝泉寺駐車場、南町田ハイタウン前、
 　鶴間風の子公園
　３時 ：鶴間ガーデンセシア
　３時１０分 ：小山小学校前

★救急当番医（内科系　午後1時～翌朝８時）
　町田市民病院

（旭町2-15-41　1722・２２３０）

★救急病院（午前９時～翌朝９時）
　蜴内科系　町田病院

（木曽東4-21-43　1789・０５０２）
　蜴外科系　町田市民病院

（旭町2-15-41　1722・２２３０）
　　　　　　おか脳神経外科

（根岸町27-1　1798・７３３７）
★町田市歯科医師会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＝1725・２２２５）

★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　1797・１５１１）
□移動図書館車「そよかぜ号」
　３時 ：ゆうき山公園

★救急当番医（内科系　午後７時～翌朝８時）
　南町田病院 （鶴間1008-1　1799・６１６１）
□移動図書館車「そよかぜ号」
　１０時２０分 ：市立博物館前、東玉川学園１丁目児童
 　公園、上小山田町はなみずき公園
　１時５０分 ：成瀬台公園
　２時 ：柄沢公園
　３時１０分 ：朝日公園、南つくし野やなぎ公園、矢
 　部八幡

★救急当番医（内科系　午後７時～翌朝８時）
　町田病院 （木曽東4-21-43　1789・０５０２）
□移動図書館車「そよかぜ号」
　１０時３０分 ：三輪中央公園、福音会
　1時５０分 ：山王塚公園
　２時 ：能ケ谷にじの丘公園、武蔵岡住宅
　３時 ：金井森の丘公園
　３時１０分 ：鶴川台丘の里公園
　３時２０分 ：大戸観音堂
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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1７３９・０６６０

http://www.machida.tokyo.med.or.jp
医　師　会　ホ　ー　ム　ペ　ー　ジ

毎日実施しています

710・0927

診療時間＝午後７時～１０時（受付は午後９時３０分まで）

※受診する場合は必ず電話でご連絡下さい
午後６時から電話をお受けしています

□健康課1725・5471問

月・火・木・金・土曜日：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）

電話による女性悩みごと相談
（家庭・人間関係・女性への暴力）

 男女平等推進センター（町田市民フォーラム内）

法律相談有り＝要予約1７２１－４８４２

ごみのポイ捨ては

　　やめましょう

二次救急医療（入院を必要とする救急医
療）に毎日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】
　　・町田市民病院　　　　７２２・２２３０
　　・多摩丘陵病院　　　　７９７・１５１１
　　・町田慶泉病院　　　　７９５・１６６８
　　・南町田病院　　　　　７９９・６１６１
【内科系のみ】
　　・町田病院　　　　　　７８９・０５０２
【外科系のみ】
　　・おか脳神経外科　　　７９８・７３３７
※電話番号をお間違えのないようご注意下さい。
　おかけになる前にもう一度ご確認を！

法律相談は電話予約制です

市民相談室1724-2102

金曜日の午前８時３０分から
次週分（先着４０人）の予約を受け付けます。

消費生活相談1722・0001

消費生活センター（町田市民フォーラム内）

月～土曜日 午前9時～正午、午後1時～4時
※土曜日は電話相談のみ。

教育相談（月～金）教育センター

電話相談
9：00～12：00  1：00～4：30

来所・出張
相談の予約

792－6548

792－6546

マナーを守って
ペットを飼いましょう


