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市 民 カ レ ン ダ ーカ レ ン ダ ー

○10月15日～28日「ペットライフ」、10月29日～11月11日「町田市名誉市民 随筆家 白洲正子」
○市内ケーブルテレビ、You Tube、Yahoo!、町田市ホームページでご覧いただけます

町田市広報TV

放送予定 まちテレ 検索

★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　辺辺７８９・０５０２）
□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、小山観音谷戸
　３時　　：薬師ケ丘住宅、かしのみ公園
　３時３０分：相原中央公園
★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＝辺辺７２５・２２２５）

○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〈不動産や会社登記など登記全般について〉（１
時３０分～４時　市民相談室　電話予約制＝辺辺７２４・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　来所相談・乳房マッサ
ージ要予約　電話相談も受け付け＝辺辺７２５・５４１９）

○なんでも健康・栄養相談（９時１５分～１０時３０分、１時１５
分～３時　健康福祉会館　◯問 健康課辺辺７２５・５１７８）

10／

２１
木

□高齢者福祉センター送迎バス「長寿号」
　“高ケ坂・成瀬線”

★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　辺辺７２８・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　　：馬場児童公園前、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

○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＝辺辺７２４・２１０２）

○心配ごと相談（１０時～正午、１時～３時　電話相談のみ
受け付け＝辺辺７２９・５０７０　◯問 町田市社会福祉協議会辺辺７２２・
４８９８）２２

金

☆国際版画美術館市民展示室（～２４日　ＭＯ
Ａ美術館町田みんなの児童作品展　◯問 水谷
辺辺７２８・５３６４）

□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”

★救急当番医（内科系　午後１時～翌朝８時）
　南町田病院
 （鶴間１００８−１　辺辺７９９・６１６１）２３

土

○京王閣競輪ナイター開催（～２５日　◯問 東京
都十一市競輪事業組合辺辺０４２・４８９・１３１１）
□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”

★救急病院（午前９時～翌朝９時）
　渇内科系　多摩丘陵病院　
 （下小山田町１４９１　辺辺７９７・１５１１）
　渇外科系　南町田病院
 （鶴間１００８−１　辺辺７９９・６１６１）
　　　　　　町田病院
 （木曽東４−２１−４３　辺辺７８９・０５０２）
★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＝辺辺７２５・２２２５）

★当番医（午前９時～午後５時）
　渇熊谷医院◯内 
 （金森１７９３−５１４　辺辺７９５・５３２５）
　渇黒江医院◯内 
 （原町田６−２４−１１　辺辺７２２・３３１３）
　渇小泉医院◯内 ◯小 
 （玉川学園２−５−２４　辺辺７２５・８４１１）
　渇村野小児科アレルギー科◯小 ◯内 
 （野津田町１０８３　辺辺７３５・５７７７）
　渇品川医院◯内 
 （山崎町３３７　辺辺７９１・１５４５）

２４
日

□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”

★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　辺辺７９７・１５１１）
□移動図書館車「そよかぜ号」
　３時　　：ゆうき山公園

○法律相談（市民相談室　前週の金曜日に電話で予約）２５
月

★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　辺辺７９５・１６６８）
□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

○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＝辺辺０４２・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＝辺辺７２４・２１０２）２６

火

☆国際版画美術館市民展示室（～３１日　町田
市書道連盟５０周年記念展　◯問 土屋辺辺７９１・
４４８０）
☆市民ホールギャラリー（～２９日　マンダラ
と天使の絵の展覧会　◯問 ピース２１辺辺７２４・
２６３６）
□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”

★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　辺辺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
　１時５０分：山王塚公園
　２時　　：能ヶ谷にじの丘公園
　２時１０分：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：大戸小学校前

○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＝辺辺７２４・
２１０２）２７

水

☆町田市フォトサロン１階展示室（～１１月１
日　「フォト 一 の会写真展」フォト一の会）

いち

／２階展示室（～１１月１日　「山岳写真展　
雲との共演」脇坂恭司　◯問 町田市フォトサ
ロン辺辺７３６・８２８１）
□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”

★救急当番医（内科系　午後７時～翌朝８時）
　ふれあい町田ホスピタル
 （小山ヶ丘１−３−８　辺辺７９８・１１２１）
□移動図書館車「そよかぜ号」
　２時　　：鶴間三角公園、淡島公園、常盤団地
　３時１０分：鶴間公園、都営山崎町アパート公園
　３時２０分：小山中央小学校前
★町田市障がい者歯科応急診療所＝健康福祉会館内
（２１日を参照して下さい）

○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＝辺辺７２４・２１０２）

○母性保健・母乳育児相談（２１日を参照して下さい）２８
木

□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”

★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　辺辺７２８・１１１１）
□移動図書館車「そよかぜ号」
　１０時２０分：薬師台青空公園、藤の台住宅管理組合前
　１０時３０分：小山ヶ丘一丁目
　２時　　：小山田桜台
　２時１０分：忠生公園内駐車場
　３時１０分：都営八幡平アパート
　３時２０分：木曽学童保育クラブ前、シーアイハイツ

町田

○法律相談（市民相談室　前週の金曜日に電話で予約）
○心配ごと相談（２２日を参照して下さい）

２９
金

□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”

★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　辺辺７２２・２２３０）３０

土

☆市民ホールギャラリー（～３１日　町田市民
文化祭いけばな展　◯問 町田華道協会辺辺７９５・
０６２４）
□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”

★救急病院（午前９時～翌朝９時）
　渇内科系　南町田病院
 （鶴間１００８−１　辺辺７９９・６１６１）
　渇外科系　おか脳神経外科
 （根岸町２７−１　辺辺７９８・７３３７）
　　　　　　町田市民病院
 （旭町２−１５−４１　辺辺７２２・２２３０）
★休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～午後５時）
　はぎの耳鼻咽喉科
 （玉川学園７−１−６　辺辺７２８・８７３７）
★町田市歯科医師会休日歯科応急診療所＝健康福祉会
館内（２４日を参照して下さい）

★当番医（午前９時～午後５時）
　渇すずかけ台診療所◯内 ◯小 
 （つくし野３−１７−９　辺辺７９５・２１２１）
　渇町田エールクリニック◯内 
 （中町１−９−２２　辺辺７３９・５５３３）
　渇岩﨑アンチエイジングクリニック◯外 
 （玉川学園８−８−１　辺辺７２６・１５０５）
　渇若山クリニック◯内 ◯小 
 （金井２−３−１８　辺辺７３６・７７２０）
　渇西村内科◯内 
 （木曽町２４６４−１２　辺辺７９３・２６７７）

３１
日

□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”

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＝要予約辺７２１・４８４２

納期は11月１日です

国民健康保険税
＜3期＞
＜4期＞

都　　民　　税
市　　民　　税

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辺739・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

辺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

□健康課辺725・5471問

町田市医師会
準夜急患こどもクリニック

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　　　　緯722・2230
　　・多摩丘陵病院　　　　緯797・1511
　　・町田慶泉病院　　　　緯795・1668
　　・南町田病院　　　　　緯799・6161
【内科系のみ】
　　・町田病院　　　　　　緯789・0502
【外科系のみ】
　　・おか脳神経外科　　　緯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

市民相談室辺724・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。

辺 ・ ・

ごみのポイ捨ては

　　やめましょう

救急病院・救急当番医は
受診の前に必ずお電話を


