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催し・講座催し・講座
福祉サポートまちだ
成年後見制度講演会

【成年後見制度ものがたり～自分ら
しくあるために知っておきたいこ
と】
　行政書士による劇とセミナーで分
かりやすく説明します。
日７月１日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講（公社）成年後見支援センター　ヒ
ルフェ町田地区・大島輝善氏、演劇＝
町田シニアライフ研究会
定１７０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
話、ＦＡＸまたはＥメールで、町田市社

会福祉協議会福祉サポートまちだ
（町田市民フォーラム４階、☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４遍ｋｏｕｅｎ＠ｍａｃ
ｈｉｄａ－ｓｈａｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

か ら だ 測 定 会
【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
てきれいを目指す！】
　直接会場へおいで下さい。
対市内在住の６４歳以下の女性
日６月１３日㈫①午前９時４５分～１１
時１５分（受け付けは午前１０時まで）
②午前１１時１０分～正午（受け付け
は午前１１時４０分まで、お子さん連
れの方優先）
場鶴川市民センター２階ホール
内①血管年齢・体重体組成（からだ年
齢）測定、しこりチェッカー（乳がん

自己触診用）、保健師・栄養士講話、個
別相談（希望者のみ）②測定（講話、相

談はありません）
問保健予防課☎７２２・７９９６
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健康福祉会館 原町田5-8-21

●町田市医師会休日・準夜急患こど
もクリニック（小児科）（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・
障がい者歯科診療所　休日応急歯科
診療（日曜日、祝休日）、障がい者歯科
診療（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）、１１日＝ほづみ耳鼻いん
こう科・小児科医院（☎７２８・０２７５、
南大谷１４２６－１３８）

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。

本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。

登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード
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診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
1日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
2日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
3日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

4日㈰

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 原町田5-8-21（左地図参照）
内科 原町田診療所 ☎722・6665 原町田4-17-11
内科 鶴川台ウィメンズクリニック ☎737・1103 真光寺2-37-7
内科 やました内科・脳神経クリニック ☎794・6327 山崎町2055-2

午前9時～翌朝9時
内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

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

5日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
6日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
7日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
8日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
9日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
10日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

11日㈰

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 原町田5-8-21（左地図参照）
内科 宮崎クリニック町田 ☎795・2610 金森3-23-1

内科 河辺内科医院 ☎044・328
・5143 三輪町168-1

内科 久田医院 ☎793・4114 忠生3-20-2

午前9時～翌朝9時
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
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

12日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
13日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
14日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

●忠生公園～定例自然観察会「初夏
のいきもの」
　直接会場へおいで下さい日6月4
日㈰午前9時30分～11時30分（雨
天中止）場同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）問同公園☎
792・1326
●野津田公園～マレットゴ
ルフ交流競技会
対マレットゴルフ経験者日
6月23日、8月25日、10月27日、12
月22日、2018年2月23日、いずれも
金曜日午前9時～正午（雨天中止）定
50人（申し込み順）費300円（用具使
用料、保険料込み）申6月1日午前9時

【③小野路宿寄席】
日6月23日㈮午後1時30分開演（受
け付けは午後1時から）内落語協会
真打・春風亭柳若氏の落語、江戸芸か
っぽれ師範・櫻川櫻お伴氏と社中の
踊り等（予定）

◇
場同館申①6月1日正午～8日にイベ
ントダイヤル（☎724・5656コード
170601Ｂ）へ②③直接会場へ問同
館☎860・4835（受付時間＝午前9
時～午後5時）
●サン町田旭体育館～小・
中学生バドミントン教室
対市内在住、在学の小学4

から電話で同公園管理事務所（☎
736・3131、受付時間＝午前9時～
午後5時、土・日曜日、祝日も可）へ
●小野路宿里山交流館
【①うどん作り教室】
　小野路の郷土料理「小野路うどん」
を作ります日6月13日㈫午前10時
30分～正午定8人（申し込み順）費
1000円（材料費）
【②蓄音機コンサート】
　蓄音機の収集家・下園大輔氏によ
る解説を交えながら、レコードを鑑賞
します／思い出のレコード盤をお持
ち下さい日6月17日㈯、午前11時か
ら、午後1時30分から、午後3時から

年生～中学生日7月24日～8月4日
（7月29日、30日を除く）、午前9時
30分～11時30分、全10回定50人
（抽選）費2200円申往復ハガキに必
要事項を明記し、6月15日まで（消印
有効）に同館へ問同館☎720・0611
●市立室内プール
【①水中運動教室②はじめ
ての水中エアロ教室】
　直接同プール2階受付へ対16歳以
上の方日6月8日～29日の木曜日、
①午前10時10分～11時②午前11
時10分～正午定各30人（先着順）費
各500円問同プール☎792・7761

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

●東京都住宅供給公社のお知らせ
　いずれも詳細は募集案内を参照／
募集案内は①６月１２日まで②６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、同公社町田窓口
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、２人世帯

向シルバーピア＝１戸、若年ファミ
リー向＝６戸）、都営住宅地元割当分
（一般世帯家族向＝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

◇
申いずれも６月１４日まで（必着）に郵
送で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・５０９４②☎０３・３４９８・８８９４

情報コーナー


