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市民の広場

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

　申込用紙・掲載ルールは、広報課（市庁舎４階）で配布しています（町田市ホー
ムページでダウンロードも可）。市HP 検索市民の広場

●講演会「真田丸から戦国をみる」三
池純正氏／２月１８日㊏午後１時～４
時／玉川学園コミュニティセンター
／６００円／生涯現役まちだ会・田中
☎７３２・０８６１／定員６０名　電話に
て受け付け
●壊れたおもちゃの修理～ドクター
が「診断治療」／２月２２日㊌午前１０
時～正午／町田市民フォーラム４階
／無料／おもちゃ病院なるせだい☎
７２７・０５４３／部品材料、電池交換は
実費
●日本各地保存会の民踊と盆踊り
（２９年度）講習会／３月１日㊌午後１
時３０分～３時３０分／町田市民フォ
ーラム３階／５００円／町田民踊同好
会☎７２８・１５８２午後６時以降／盆踊
り経験者歓迎・資料付
●フラワーアレンジメント体験会・
春の花束スタイル／３月１６日㊍午前

１０時～正午／生涯学習センター美
術工芸室／２５００円／フォーシーズ
ン飯田☎０８０・８０４５・３１８８／要連
絡！　初心者歓迎！
●はまなすダンスパーティー～ダン
ス大好き／３月２２日㊌午後１時～４
時／健康福祉会館／５００円／星山☎
７２６・４９７３／一人でも気軽に、２７日
も有
●北条氏照の居城　滝山城と八王子
城を巡る／４月１１日㊋午前８時１５分
／原町田大通り浄運寺会館前／
３０００円／町田地方史研究会・田井
☎７２９・３０６３／２０名先着順　マイ
クロバス
●ふれあいコンサート～ピアノ仲道
郁代／５月５日㊗午後２時～３時３０分
／町田市民ホール／無料／町田サル
ビアＲＣ☎７２９・１１２２（要予約）／３
月６日までに申し込みを

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

●男の料理教室　さるすべり会／毎
月第４㊍または㊎午前９時５０分～午
後２時３０分／町田市民フォーラム／
入会無料・月１５００円／長谷川☎
７２５・７４８２／初心者の方大歓迎　
若干名
●歩み句会～初心者俳句講座生募集
／毎月第１㊋午前１０時～正午／生涯
学 習 セ ン タ ー 他 ／ 入 会 無 料・ 月
１０００円／歩み句会・金子☎７９１・
１９４７／俳句を基礎から学びます
●詩吟幸風会・気力体力増進に／毎
週㊍午前１０時～正午／成瀬コミュ
ニ テ ィ セ ン タ ー ／ 入 会 無 料・ 月

／毎週㊎午前１０時～正午／玉川学
園コミュニティセンター／入会無料
・月３０００円／栗山碩夫☎７２３・
７５８５／見学・体験は無料
●カスタネット～軽体操・骨盤体操
も／毎週㊌午前１０時～１１時３０分／
わくわくプラザ町田／入会１０００円
・月２０００円／荒田☎７２２・００４５／
中高年向き　見学者歓迎
●コーラス「はづき」シニア女性合唱
／毎月第１・２・４㊍午前１０時～正午
／木曽森野コミュニティセンター／
入会無料・月３０００円／横田☎７９５・
２６８９／初心者の方大歓迎！
●和太鼓　勢乎【せいや】～初心者歓
迎／毎週㊏午後１時～５時／木曽山
崎コミュニティセンター／入会無料
・月１５００円／江部☎返７３５・４８１４　
㊐以外は返で連絡を／太鼓の響きと
楽しさを！

３０００円／小市☎７２６・１５２８／３月
２日、９日は無料体験
●詩吟愛好会～健康と声の衰えに役
立つ／月２回㊏午後１時３０分～３時
３０分／成瀬コミュニティセンター
／入会無料・月３０００円／白木☎
７２３・７０８４／３月４日、１１日無料講
習会
●ダンスサークル　町田市成瀬選手
会／月４回㊐午後６時３０分～８時３０
分／市立総合体育館他／入会１０００
円・月１０００円／佐藤和男☎７２５・
７９１５／上達に最適　ペアでどうぞ
●智能気功同好会　長寿と健康を！

●生活に彩りを添えるトールペイン
ト／毎月第２㊋午前９時３０分～正午
／なるせ駅前市民センター／入会
１０００円・月２０００円／渡辺☎０８０・
５４７６・３２４７／お気軽に体験を！お
茶付き
●ぶっく倶楽部／毎月第３㊋午後１
時３０分～４時／町田市民文学館／入
会無料・月３００円／小宮山☎７２２・
２８７２
●写真同好会　グループ・キャッツ
アイ／毎月第２㊏午後１時～５時／な
るせ駅前市民センター／入会無料・
月７００円／近藤輝機☎０８０・５６７５・
３５５２／会員募集中・年２回展示会
●鶴川植物観察会／毎月第３㊏午前
１０時～正午／広袴公園多目的広場
／入会無料・月無料／吉田☎７３５・
６４５０　電話は午後８時以降／今月
は２月１８日に行います

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎724・2102）⑧八王子少年センター（☎
042・679・1082）⑨健康福祉会館（☎725・5419）⑩消費生活センター（☎722・0001）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 15日、22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） 24日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
④国税相談 21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 28日㈫
⑥登記相談 16日㈭
⑦行政手続相談 23日㈭
⑧少年相談 28日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前9時

～午後4時
⑨母性保健・母乳育児
相談 16日、23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

⑩消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前9時
～正午、午後1時～4時
※午前の来所相談は11時30分まで
※土曜日は電話相談のみ
市HP 暮らしに関する相談 検索
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甲斐内科クリニック（内）
成瀬が丘2-24-2� ☎796・8711

中島医院（内）
原町田2-15-2� ☎722・2409

26
日
㈰

佐藤寿一クリニック（内）（小）
原町田1-7-17� ☎710・2251

小野寺クリニック（内）
本町田4394-9� ☎732・5605

小川高校

銀行

成瀬駅

なるせ駅前市民センター
スーパー 成瀬駅

ガード北
成瀬駅
ガード北

至長津田至長津田小川高校入口小川高校入口

至町田至町田

ＪＲ横浜線

ＪＲ横浜線

コンビニ こひつじ保育園

町田市民文学館
ことばらんど

中央
図書館

三塚三塚
至成瀬至成瀬

原町田
二丁目
原町田
二丁目

原町田三丁目原町田三丁目

版画美術館入口版画美術館入口

市立中央
図書館前
市立中央
図書館前

JR横浜線
JR横浜線

町田商工
会議所

中央図書館町田市文化
交流センター

至玉川学園前至玉川学園前

至相模大野至相模大野

JR町田駅JR町田駅

市立中央図書館前市立中央図書館前

原町田中央通り原町田中央通り

JR町田駅前JR町田駅前

小田急
町田駅
小田急
町田駅

小
田
急
線

小
田
急
線

境川境川

コンビニ

南大谷

本町田
わかくさ
保育園

町田ドライヴィ
ングスクール

恩
田
川
恩
田
川

藤の台診療所（内）（小）
本町田3486　藤の台団地1-55�☎722・2832 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

ただお整形外科・内科（内）
忠生2-28-5� ☎793・0201 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日本町田東小

草笛保育園

藤の台小
藤の台
団地中央
藤の台
団地中央

藤の台団地藤の台団地
今井谷戸今井谷戸

本町田
東小入口
本町田
東小入口 ひかり療育園

忠生小
忠生市民センター

忠生中
町田街道
町田街道

馬駈馬駈

下根岸下根岸

根岸根岸

●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
15日㈬ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

16日㈭ ふれあい町田
ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8

17日、24日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
18日㈯、20日㈪、
27日㈪ 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

21日、28日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
22日㈬、25日㈯ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
23日㈭ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

●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

診察日 病院名 電　話 住　所

19日㈰

内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

外科系
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

26日㈰

内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

外科系
あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4

●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
●休日眼科急患診療（午前１０時３０分～午後５
時）、２６日＝氏川眼科医院（☎７２０・０５３０、原
町田６-１-１１）

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。


