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●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
「春」をあそぼ！
　直接会場へおいで下さい対２歳児
とその保護者日５月２５日㈭午前１０
時３０分～１１時３０分場同館２階大会
議室内絵本、紙芝居、わらべうた遊び
等問同館☎７３９・３４２０
●大地沢青少年センター
【親子陶芸教室Ⅰ】
　世界に一つだけのマグカップやお
皿を作りませんか対市内在住、在学
の両日参加できる小学生とその親で
陶芸初心者日６月４日、７月２日、いず
れも日曜日午前１０時～午後３時／ＪＲ
横浜線相原駅西口～同センター間の
無料送迎バスを運行場同センター内
１日目＝粘土成型、２日目＝絵付け定
３０人（申し込み順）費大人８００円、小
学生４００円申５月１５日午前９時から

電話で同センターへ
【川上村子ども自然体験塾（農業編）】
対市内在住、在学の小学４～６年生日
６月１７日㈯午前７時４０分～１８日㈰
午後４時３０分、１泊２日場町田市自然
休暇村（長野県南佐久郡川上村）／集
合・解散は大地沢青少年センター第
１駐車場内レタスの作付けから収
穫、配送を体験・見学し、山村での生
活を学ぶ定３５人（抽選）費５０００円
（宿泊費、３食分の食事代、体験料等
含む）申ハガキに参加者全員の住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・性別・
学年を明記し、５月２５日まで（必着）
に同センター（〒１９４－０２１１、相原
町５３０７－２）へ（ハガキごとに抽選、
グループ単位で申し込みも可）

◇
問同センター☎７８２・３８００

●ひなた村～科学クラブ「くぎでモ
ーターを作ってまわそう」
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日６月４日㈰午前１０時～午後１
時内モーターの仕組みの解説、工作
講クリエイティブ・インストラクタ
ー　下薗大輔氏定１０人（申し込み
順）費３００円申５月１５日午前１０時か
ら電話でひなた村（☎７２２・５７３６）
へ
●市立博物館・玉川大学芸術学部連
携イベント～小学生参加！大学生と
一緒に工作しよう！
　市立博物館で７月から開催される
「黄金の地＆南海―東南アジア陶磁
の名品―」展の関連イベントです。オ
リジナルの船のレリーフを工作しま
す（作品は７月１５日～１７日に同館で
展示）対小学生（保護者の見学も可）

日６月１０日㈯、１１日㈰、いずれも午
後１時～３時３０分（両日とも同一内
容）場同館講玉川大学准教授・赤山仁
氏、同大学助教・丸山松彦氏、同大学
芸術学部生　他定各１４人（申し込み
順）申５月１７日正午～２２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０５１７Ｄ）へ問同館☎７２６・１５３１
●スポーツにチャレンジ！
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日６月１７日㈯午後０時３０分～２時３０
分場サン町田旭体育館内トランポリ
ンを中心とした複合種目を実施講町
田市スポーツ推進委員定６０人（申し
込み順）費１人２００円（保護者も参加
費が必要）申５月１６日正午～３０日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
へ問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

●東京都水道局～下水道使用料の減
免措置が継続されます
　新たな申請は、同局町田サービス
ステーションで受け付け（原則とし
て３月末まで減免の適用を受けてい
た方はそのまま継続）対生活保護・児
童扶養手当・特別児童扶養手当・老齢
福祉年金・中国残留邦人支援給付の
受給世帯、公衆浴場、医療施設、社会
福祉施設、デイサービス（入所施設）
などの各施設、生活関連業種、東日本
大震災による避難者減免期間２０１８
年３月３１日まで問同局多摩お客様セ
ンター☎０５７０・０９１・１０１、☎０４２・
５４８・５１１０

●東京しごとセンター多摩～就職面
接会ｉｎ多摩市
対おおむね５５歳以上の求職者日６月
１日①午前１０時～正午②午後１時～
４時（受付時間＝午後０時３０分～３
時）場関戸公民館（多摩市）内①面接
対策セミナー②就職面接会申①同セ
ンター多摩（☎０４２・３２９・４５２４）へ
②直接会場へ
●ハローワーク町田～新規学校卒業
者の求人説明会（事業主向け）
　直接会場へ対２０１８年３月新規学
校卒業予定者を採用する事業所日５
月２６日午後２時～４時場町田市民ホ
ール第４会議室問ハローワーク町田
☎７３２・７３９７
●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日６月６日～９日、午前９時～正午、６

月１３日～１６日、午後１時～４時場わ
くわくプラザ町田費１コース６５００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、同センター
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、☎
７２３・２１４７）へ
●町田商工会議所からのお知らせ
【珠算検定試験】
試験日６月２５日場町田第一中学校費
１級２３００円、２級１７００円、３級１５００
円、４～６級１０００円、暗算９００円、段
位（珠算・暗算）２９００円（準級はお問
い合わせを）申５月１５日～１７日、午
前９時～午後５時（暗算・段位・準級は
５月１５日、１６日、午前９時～正午）に
直接同会議所へ
【リテールマーケティング（販売士）
検定試験】
試験日７月８日場大原簿記医療秘書

公務員専門学校町田校等費２級
５６６０円、３級４１２０円（インターネッ
ト申込手数料、別途各６５０円）申５月
２２日～６月５日に同会議所ホームペ
ージ、または６月８日～１４日に直接
同会議所へ

◇
問同会議所☎７２２・５９５７
●町田市身体障害者福祉協会～日帰
りバス旅行
対身体障害者手帳をお持ちの、小学
生以上の方（１家族２人まで）日６月７
日、出発は午前７時３０分場山梨県内
さくらんぼ狩り費３０００円申往復ハ
ガキに住所・氏名・電話番号を明記
し、５月２５日まで（必着）に同協会（〒
１９４－００１３、原町田４－２４－６、せ
りがや会館内、☎返７２２・０５６５）へ
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㈰

虫明クリニック（内）（小）
金森３-１９-１１� ☎７８８・５０７８

アツミ医院（内）（小）
中町３-６-１３� ☎７２２・２１８５

28
日
㈰

大村内科医院（内）
成瀬台３-８-４� ☎７２１・２００１
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横沢クリニック（内）
大蔵町５００２-２� ☎７０８・８５５０ 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

川村クリニック（内）
本町田２９４３-１� ☎７２４・７７２７ 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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●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（いずれも午前９時～午
後５時）、２１日＝はぎの耳鼻咽喉科（☎７２８・８７３７、
玉川学園７-１-６）、２８日＝耳鼻咽喉科アレルギー科
のぶクリニック（☎７３７・１１８７、能ヶ谷１-５-８）

●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、２２日、
２９日㈪ 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

１６日、２３日㈫ 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
１７日㈬、２０日㈯、
３１日㈬ 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

１８日㈭ ふれあい町田
ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８

１９日、２６日㈮ あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
２４日㈬、３０日㈫ 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
２５日㈭、２７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

２１日㈰

内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

外科系
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４

南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

２８日㈰

内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

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。


