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情報コーナー
●東京都主税局～自動車税・個人事
業税・不動産取得税　市町村窓口で
の納付受付終了のお知らせ
　市町村窓口での都税の受け付け
は、３月３１日で終了しました。自動車
税等の都税の納付は、最寄りの郵便
局、金融機関、コンビニエンスストア
等をご利用下さい（都税クレジット
カードお支払サイトからクレジット
カードでの納付も可、別途決済手数
料が必要）／ＡＴＭ、口座振替、クレジ
ットカード、インターネット・モバイ
ルバンキングで納付した場合、領収
書が発行されず、都税事務所等で納
税証明書が発行されるのは約１０日
後です。車検が近い方は、金融機関の
窓口やコンビニエンスストアで納付
して下さい／軽自動車税は、これま
でどおり市町村窓口で納付できます
問同局徴収部徴収指導課☎０３・

５３２１・１１１１（内線２８・５０６）
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【一般公募（家族向・単身者向）、定期
使用住宅（若年ファミリー向、多子世
帯向）、若年ファミリー向】
　単身者は都内に３年以上居住、年
齢等の要件有り／詳細は募集案内を
参照配布期間５月８日～１６日配布場
所市庁舎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、木曽山崎・玉川学園の各コミュ
ニティセンター、同公社町田窓口セ
ンター、都庁等（各施設で開所日時が
異なる）／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申
５月８日～１９日（必着）問同公社都営
住宅募集センター☎０５７０・０１０・
８１０（土・日曜日、祝日は除く）
●東京都労働相談情報センター～街
頭労働相談
　直接会場へ対労働相談や再就職に
関することで専門機関の担当者に相
談したい方日５月１９日午前１１時～

午後２時３０分（荒天中止）場小田急町
田駅東口カリヨン広場内解雇、雇止
め、賃金不払い、労働条件の変更等の
労働問題全般、再就職や職業訓練等
の相談問同センター八王子事務所☎
０４２・６４５・６１１０
●（社福）町田市社会福祉協議会～傾
聴ボランティア養成講座
　詳細は町田ボランティアセンター
へ対市内在住、在勤の方日６月８日～
７月１３日の毎週木曜日、午後１時３０
分 ～４時、 全６回場同 セ ン タ ー費
４３２０円（税込み）申往復ハガキに住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢
・応募の動機を明記し、５月２４日ま
で（必着）に同センター（〒１９４－
００１３、原町田４－９－８）へ問同セン
ター☎７２５・４４６５
●町田ツーリストギャラリーからの
お知らせ
【①鎌倉古道上道ウォーク～成瀬・か
しの木山の新田義貞＂鞍

くら

掛
かけ

の松跡＂
と鎌倉古道】
日６月２日午前９時４５分～午後３時

４５分ごろ、集合は小田急線玉川学園
前駅改札口、解散はＪＲ横浜線町田駅

（約６㎞、小雨実施）費２０００円（保険
料、ガイド料、資料代等）
【②平家落人の町～大戸地域の神社
を巡るガイドウォークツアー】
日６月８日午前９時～午後３時ごろ、
集合・解散はＪＲ横浜線相原駅西口

（小雨実施）コース御嶽神社～正八幡
宮～大六天社～多摩送信所跡～八雲
神社～大戸観音堂～若宮八幡社（約
７㎞）費１２００円（保険料、ガイド料、
資料代等）／相原駅～相原十字路バ
ス停、上大戸バス停～相原駅の路線
バス代は自己負担

◇
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別を明記し、①５
月３０日まで②６月６日までにＦＡＸで
同ギャラリー（返８５０・９３１２）へ（町
田市観光コンベンション協会ホーム
ページで申し込みも可）問同ギャラ
リー☎８５０・９３１１（受付時間＝午前
１０時～午後７時）

●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

●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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～午
後５時）、３日＝ほづみ耳鼻いんこう科・小
児科医院（☎７２８・０２７５、南大谷１４２６-
１３８）

●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
1日㈪、
8日㈪、
13日㈯

多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

2日、
9日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

6日㈯、
12日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

10日㈬ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
11日㈭ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

●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

3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

4日㈷
内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8

外科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

5日㈷
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

外科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

7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

14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
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

●当番医（午前９時～午後５時）
３日㈷ ４日㈷ ５日㈷ ７日㈰ 1４日㈰

木下内科胃腸科（内）
高ヶ坂3-7-11� ☎728・5884

成瀬小林医院（内）
成瀬8-4-33� ☎725・2233

松林クリニック（内）
旭町1-4-1� ☎732・5777

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

熊谷医院（内）
金森東4-33-4� ☎795・5325
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富医院（内）
大蔵町109� ☎735・5655

岩﨑整形・形成外科クリニック（内）
玉川学園8-8-1� ☎726・1505

鶴川胃腸科（内）
鶴川2-17-1� ☎734・1958

こばやしクリニック（内）
原町田6-3-3� ☎710・3183

榛名坂たなか内科クリニック（内）
金井3-17-13� ☎737・3860
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おやま内科クリニック（内）
小山町233-1� ☎860・0326

加藤医院（内）
玉川学園5-24-40� ☎732・8566

ちょう内科医院（内）
本町田2938-1� ☎729・5341

伊藤診療所（内）
鶴川4-35-2� ☎735・0166

武蔵岡診療所（内）（小）
相原町3190-10� ☎782・6001
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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）

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。


