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情報コーナー
●町田市体育協会からのお知らせ
　実施要項、申込用紙は市立総合体
育館とサン町田旭体育館にありま
す。詳細は、イベント主催
者へ問い合わせいただく
か、町田市体育協会ホー
ムページをご覧下さい
（右のＱＲコードからアクセスも可）。
【アーチェリー講習会】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日１２月１０日正午～午後３時、
１８日午前９時～正午場市立総合体育
館費一般各６００円、学生各２００円問
町田市アーチェリー協会☎７３４・
０３２１
【市民ウォーキング初心者講習会】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方日１２月１０日午前９時～１１時３０
分場市立総合体育館費１００円問町田
ウォーキング協会☎０９０・８７４７・
１９５８
【シニアスポーツ振興事業～市民ス
キー教室】
対市内在住の６０歳以上の方日１月
２７日午後８時３０分～２９日午後９時

ごろ、集合は日本生命町田ビル前（小
田急線町田駅から徒歩３分）場菅平
高原スキー場（長野県上田市）費
３万３０００円（バス代、宿泊費、講習
会、保険料含む）／リフト券、レンタ
ルスキー等は別途費用が必要問町田
市スキー連盟☎０９０・２９００・１３２５
●東京都住宅供給公社からのお知ら
せ
　いずれも詳細は募集案内を参照／
募集案内は①１２月１２日まで②１２月
９日まで市庁舎１階総合案内、各市民
センター、町田・南町田・鶴川の各駅
前連絡所、玉川学園・木曽山崎の各コ
ミュニティセンター、東京都住宅供
給公社町田窓口センター、都庁等（②
のみ）で配布（同公社ホームページで
配布期間中に限りダウンロードも
可）
【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯〔２人以上向＝
１戸、３人以上向＝４戸〕、単身者向〔シ
ルバーピア〕＝１戸、２人世帯向〔シル
バーピア〕＝１戸）、都営住宅地元割
当分（一般世帯〔２人以上向＝５戸、３
人以上向＝５戸、４人以上向＝５戸、５
人以上向＝５戸〕）
【②東京都施行型～都民住宅入居者
募集（空き家、家族向のみ）】
　都内に居住していること、所得が

定められた基準に該当すること等、
固有の資格が必要／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１２月１４日まで（必着）に同公社都
営住宅募集センターへ問同公社都営
住宅募集センター①☎７１３・５０９４
②☎０３・３４９８・８８９４
●八王子年金事務所からのお知らせ
問同事務所☎０４２・６２６・３５１１
【国民年金保険料の納付案内を民間
企業に委託しています】
　日本年金機構は、国民年金保険料
の未納者に対する納付案内や保険料
の免除申請案内等を日立トリプルウ
ィン（株）に委託しています。未納者
に対する納付案内等を他の事業者が
行うことはありません。不審な電話
があったら日立トリプルウィン（株）
（錆０１２０・２１１・２３１）へ
【ねんきんネットのご利用を】
　「ねんきんネット」は、ご自身の国
民年金・厚生年金保険の加入記録及
び納付状況、年金見込額等をインタ
ーネットでご覧になることができま
す。詳細は日本年金機構ホームペー
ジへ
●町田商工会議所からのお知らせ
【①珠算検定試験】

日２月１２日場町田第一中学校費１級
２１００円、２級１５７０円、３級１３６０円、
４～６級９４０円、暗算８４０円、段位
２６２０円（準級はお問い合わせを）申
１２月１２日～１４日、いずれも午前９
時～午後５時（暗算・段位・準級は１２
月１２日、１３日、いずれも午前９時～正
午）に直接同会議所へ
【②簿記検定試験】
日２月２６日場町田駅周辺の専門学校
等費２級４６３０円、３級２５７０円（イン
ターネット手数料別途６５０円）申１２
月１２日～２０１７年１月５日に同会議
所ホームページ、または１月１１日～
２９日に直接久美堂書店本店（小田急
線町田駅すぐ）へ

◇
問同会議所☎７２２・５９５７
●町田市社会福祉協議会～歳末たす
けあい地域福祉・ボランティア活動
助成
　市内で活動しているボランティア
グループや福祉団体が行う地域福祉
活動に助成を行います申申請書類
（同協議会窓口で配布、同協議会ホー
ムページでダウンロードも可）に記
入し、１２月２８日午後４時までに直接
同協議会へ（郵送は２８日消印有効）
問同協議会☎７２２・４８９８

12 月 6日㈫～ 9日㈮は、園内整備のため休園します。　■問同園☎734・1001町田リス園

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑧⑩⑪市民相談室（☎724・2102）⑫健康福祉会館
（☎725・5419）へ。

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 14日㈬ 相談日の1週間前から電話で予約／午後1時30
分～4時

③人権身の上相談（人
権侵害などの問題） 2日、9日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 6日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1時
30分～4時

⑤不動産相談 13日㈫
⑥登記相談 1日㈭
⑦行政手続相談 8日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 7日㈬

⑨少年相談 13日㈫ 事前に電話で八王子少年センター（☎042・
679・1082）へ／午前9時～午後4時

⑩国の行政相談 6日㈫ 直接市民相談室へ／午後1時30分～4時⑪建築・耐震相談 7日㈬
⑫母性保健・母乳育児
相談 1日、8日㈭ 来所相談と乳房マッサージは要予約、電話相談

は随時受付／午前10時～正午、午後1時～3時

⑬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）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
721・4842）へ/午前9時30分～午後4時（水曜
日のみ午後1時～8時〔第3水曜日は除く〕）※法
律相談有り＝要予約

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・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。
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★栄山医院（内）
金森2-25-30� ☎722・7430

★原町田診療所（内）
原町田4-17-11� ☎722・6665

11
日
㈰

★とくとみ内科消化器科医院（内）（小）
南成瀬1-19-4� ☎729・1616

★川口内科クリニック（内）
中町1-30-24� ☎725・6206
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★さくらメディカルクリニック（内）
常盤町3200-1� ☎797・9671 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

★はやし内科クリニック（内）
真光寺2-37-11� ☎736・5501 救急車を呼ぶべきか迷ったら

東京消防庁
救急相談センター
♯7119または
☎042・521・2323

24時間365日
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診察日 病院名 電　話 住　所
1日、8日㈭ ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1－3－8
2日㈮、10日㈯ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2－15－41
3日㈯、9日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1－23－3
5日、12日㈪ 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
6日、13日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2－1－47
7日㈬ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4－21－43
14日㈬ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4－4－1

●月〜土曜日の救急当番病院（内科系）　月～土曜日の午後7時～翌朝8時（土曜日は午後1時から）

診察日 病院名 電　話 住　所

4日
㈰

内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4－4－1

外科系 おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009－4
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2－1－47

11日
㈰

内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4－21－43

外科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1－23－3
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4－4－1

●日曜日、祝休日の救急病院　日曜日、祝休日の午前9時～翌朝9時

●町田市歯科医師会休日応急歯科診療所（日曜日、祝休日）、町田市歯科医師会障がい者歯科診療所（水
・木曜日〔祝休日を除く〕）、いずれも午前９時～午後５時、受け付けは午後４時３０分まで（予約制）＝健康
福祉会館内☎７２５・２２２５
●町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小）（日中帯の受け付け＝日曜日、祝休日の午前９時
～午後４時３０分〔電話受付は午前８時４５分から〕、準夜帯の受け付け＝毎日の午後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
●休日耳鼻咽喉科急患診療（いずれも午前９時～午後５時）、４日＝はぎの耳鼻咽喉科（☎７２８・８７３７、玉
川学園７-１-６）、１１日＝ほづみ耳鼻いんこう科・小児科医院（☎７２８・０２７５、南大谷１４２６-１３８）
●休日眼科急患診療（午前１０時３０分～午後５時）、４日＝氏川眼科医院（☎７２０・０５３０、原町田６-１-１１）


