
72017．8．1催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）、6日＝はぎの耳鼻咽喉
科（☎728・8737、玉川学園7-1-6）

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

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
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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

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 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
2日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
3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
4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
5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

6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、
小児科 虫明婦人科内科小児科医院 ☎796・4807 金森3-19-10

内科、
小児科 鈴木内科医院 ☎044・988

・7057 三輪緑山3-22-11

内科、
小児科 多摩境きむらクリニック ☎774・1700 小山ヶ丘5-2-6

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
おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

7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
8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
9日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
10日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

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 健康福祉会館内(左地図参照）
内科、
小児科 小阪内科クリニック ☎799・3933 金森東4-44-3

内科 岩﨑整形・形成外科クリニック ☎726・1505 玉川学園8-8-1
内科、
小児科 小出クリニック ☎721・2918 木曽東1-15-40

午前9時～翌朝9時
内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

外科系
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

12日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

13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、
小児科 すずかけ台診療所 ☎795・2121 つくし野3-17-9

内科 平野クリニック ☎732・1321 西成瀬3-18-1
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

14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

●ひなた村
【①ひなた村イブニングキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日8月11日㈷午後1時～6時30分

（雨天中止）内外遊び、簡単な野外調
理で軽食作り、薪

たきぎ

を集めてキャンプ
ファイア定40人（申し込み順）費1人
300円
【②夏休み糸のこ教室】
対市内在住、在学の小学3～6年生日
8月24日㈭、午前10時～正午、午後1
時30分～3時30分内電動糸のこ盤
を使ってパズル等組み木のおもちゃ
作り講町田糸鋸の会定各10人（申し
込み順）費200円（糸のこ1台につ
き）
【③ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方日9月2日㈯午前10時～午後2
時内ピザ作りをしながら、ドラム缶
ピザ窯の使い方を学ぶ（受講者には、
今後ピザ窯の利用ができる修了証を
交付）定20人（申し込み順）費400円
【④ひなた村科学クラブ“ぷち”～科
学捜査“なぞなぞりん”からのちょう
せんじょう】
対市内在住、在学、在園の5歳～小学

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日9月3日㈰午前10
時～正午内科学捜査、謎解き等講ま
ちだ実験し隊定20人（申し込み順）
費300円
【⑤人形劇団ひとみ座～ひなた村公
演「岸辺のヤービ」】
　ハリネズミのような姿をしたクー
イ族の「ヤービ」による冒険の話です
対市内在住、在勤、在学の方（2歳以
下の幼児は保護者の膝上で鑑賞）日
9月10日㈰午後2時開演／午後0時
30分～1時20分にワークショップ

（ペープサート制作体験）を行います
定250人、ワークショップ50人（い
ずれも抽選）費500円（18歳以下は
無料）、ワークショップ100円

◇
申①②③④8月2日午前10時から電
話でひなた村へ⑤往復ハガキ（家族
は1枚で可）に住所・氏名・電話番号・
入場希望人数・18歳以下の方の年齢
・ワークショップ参加希望者は参加
者氏名と人数を明記し、8月22日ま
で（ 必 着 ）に ひ な た 村（ 〒194－
0032、本町田2863）へ／⑤は定員
に満たない場合、8月23日午後1時

から直接または電話で受け付けます
問ひなた村☎722・5736
●親子クッキング～卵・乳・小麦を使
わない豆腐ハンバーグを作ろう！
対市内在住の小学1～3年生とその
保護者日8月23日㈬午前10時15分

～午後1時場忠生市民センター定10
組（申し込み順）費大人500円、小学
1～3年生300円（食材費）申8月2日
正午～14日にイベントダイヤル（☎
724・5656コード170802Ｂ）へ問
保健予防課☎722・7996

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）へ対市内在住の方（②、
⑪を除く）

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談
月～金曜日

（11日 ～18日
を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※8月10日は予約受付を行いません。次回分は
8月18日に受け付けます。

②交通事故相談 9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）4日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 1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 8日㈫
⑥登記相談 3日㈭
⑦行政手続相談 10日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 2日㈬
⑨国の行政相談 8日㈫ 直接市民相談室（市庁舎1階）へ/午後1時30分

～4時⑩建築・耐震相談 2日㈬
⑪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


