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催し・講座催し・講座
2017－2018シーズン～ＡＳＶペス
カドーラ町田
ホ ー ム ゲ ー ム 情 報
　Ｆリーグ２０１７－２０１８シーズンが
６月に開幕しました。ＡＳＶペスカド
ーラ町田は、昨シーズン準優勝の結
果を残し、今シーズンは優勝を目指
して頑張ります。市民の皆さんの熱
い応援をお願いします。
費自由席一般２５００円（前売り２０００
円）、自由席小学生～高校生５００円
（前売り５００円）
※ホームゲーム日程等の詳細はＡＳ
Ｖペスカドーラ町田ホームページを
ご覧下さい。
ペスカドーラ町田 検索

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
生涯学習センター～2017年度後期
ことぶき大学を開講
　豊かで充実した生活を送るため、
ことぶき大学で学習しませんか。９
月～１２月に３コースのプログラムを

開講します。各コースの日程や申込
方法等の詳細は、募集プログラムの
冊子（生涯学習センター、各市民セン
ター、各コミュニティセンター、各市
立図書館等で配布）をご覧下さい。
※申込締切は７月３１日午後５時（必
着）です。
対市内在住の２０１７年４月１日現在
６０歳以上の方
場生涯学習センター等
問同センター☎７２８・００７１
町田市立図書館～乳幼児向けおはな
し会ボランティア
養 成 講 座
対市内在住、在勤、在学の、全回出席
でき、受講後に鶴川・鶴川駅前・木曽
山崎・堺・忠生の各市立図書館で乳幼
児向けおはなし会ボランティアとし
て登録できる方
日１０月３日、１０日、１７日、２４日、いず
れも火曜日午前１０時～正午、全４回
場中央図書館
内０～２歳児を対象にした絵本の読み
方や触れ合い遊び、わらべ歌を学ぶ
定８人（抽選）
申７月５日～９月８日に、各市立図書

館で乳幼児向けおはなし会を見学後
に申し込み。
※各市立図書館により、おはなし会
の日程が異なります。
問中央図書館☎７２８・８２２０
なたね油しぼり
実 演 と 販 売
　野津田町の七国山地区で栽培して
いるなたねから、油をしぼります。
　油は、４２５ｇビン１本８００円で販売
します。
日７月１５日、８月１９日、９月１６日、い
ずれも土曜日、販売時間＝午前９時
３０分から（数に限り有り、売り切れ
次第終了）、実演時間＝午前１１時～
午後２時
場ふるさと農具館

問同館☎７３６・８３８０
7月は野菜がいっぱい！
まち☆ベジ夏野菜の直売
　いずれも売り切れ次第終了です。
【日曜朝市】
　認定農業者と名産品の店が参加
し、野菜や菓子等を販売します。
日７月１６日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
【ＪＡ青壮年部会夏野菜市】
　市内の若手農業従事者が集合し、
採れたて野菜を販売します。
日７月１３日㈭午前１０時３０分～午後
２時
場市庁舎前

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６
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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）、２日＝あいの耳鼻咽喉科
医院（☎７２５・１１０８、木曽町４９９－１５）
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

町田市メール配信サービス

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
1日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

2日㈰

午前9時～午後5時
※ミーナ町田ジェイク
リニックは午前10時か
ら診療開始

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内(左地図参照）
内　科 吉野医院 ☎722・5729 金森2-12-31
内　科 ミーナ町田ジェイクリニック ☎732・5120 原町田4-1-17
内　科 多摩境内科クリニック ☎703・1920 小山ヶ丘3-24

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
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

3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
4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
5日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
6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
7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
8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

9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 健康福祉会館内(左地図参照）
内　科 中澤医院 ☎795・5415 つくし野3-13-40
内　科 玉川学園土屋クリニック ☎729・5228 南大谷219-23
内　科 さくらメディカルクリニック ☎797・9671 常盤町3200-1

午前9時～翌朝9時
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
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

10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
11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
12日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
13日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
14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

市立図書館7月、8月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場
①ちいさい子むけおはなし会
②おおきい子むけおはなし会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会
⑤おはなしとミニ工作
⑥夏のブックトーク

①②7月12日、19日、26日、
8月9日、16日、23日、30日
③7月14日、28日、8月25日
④7月5日、8月2日
⑤7月20日
⑥7月21日

①午後2時から
②午後3時から
③午前10時30
分から、11時から
④～⑥午後3時
から

中央図書館
☎728・8220

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下さい。
問さるびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・
0263、金森図書館☎710･1717、木曽山崎図書館☎793･6767、忠生図書館☎792・
3450、堺図書館☎774･2131

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室（☎724・2102）⑨八王子少年センター（☎
042・679・1082）へ対市内在住の方（②、⑫を除く）

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 12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） 7日、14日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
④国税相談 4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 11日㈫
⑥登記相談 6日㈭
⑦行政手続相談 13日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 5日㈬
⑨少年相談 11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
⑩国の行政相談 4日㈫ 直接市民相談室（市庁舎1階）へ/午後1時

30分～4時⑪建築・耐震相談 5日㈬
⑫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

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳6～9ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索


