
72017．8．15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。

子どもセンターばあん
な つ ま つ り
日８月２７日㈰午前１０時～午後３時
内ゲームコーナー、ステージ発表、工
作、模擬店（有料）
問ばあん☎７８８・４１８１
大地沢青少年センター
大 地 沢 夏 ま つ り
日８月２６日㈯午前１０時～午後３時
内地元の相原町に伝わるお囃

はや

子
し

の披
露、模擬店・ゲームコーナー（有料）等
※当日は、ＪＲ横浜線相原駅西口及び
京王相模原線多摩境駅～同センター
間で、送迎用シャトルバスを運行し
ます。
問同センター☎７８２・３８００

子どもセンターただＯＮ
【夏祭り】
　子ども委員会「Ｔ・Ｈ・Ｄ！！！」を中心
に楽しいイベントを行います。
日８月２０日㈰午前１０時～午後３時
（模擬店は午前１１時から）
※午後３時～５時は一時閉館します。
内ステージ発表、ゲーム、簡単工作、
地域の方による模擬店（有料）等
※当日駐車場は使えません。
【孫育て講座～ムリせず楽しむ方法】
　祖父母世代も子育て世代も、良い
形で関わり合う方法を学びます。
対市内在住の両日参加できる０才以
上の未就学児の孫がいる祖父母
※保育はありません。
日９月６日、１３日、いずれも水曜日午

前１０時３０分～正午、全２回
内講義、ワークショップ
講（特）孫育て・ニッポン理事長　棒
田明子氏
定２０人（申し込み順）
申８月１６日午前１０時３０分から直接
または電話でただＯＮへ。

◇
問ただＯＮ☎７９４・６７２２
町田新産業創造センター
創業・起業に関するセミナー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
　経験豊富な専門家が起業をサポー
トします。
日８月１９日㈯、２３日㈬、９月９日㈯、
１３日㈬、２７日㈬、３０日㈯、いずれも
午後１時～５時（１人１時間）
場同センター　
定各４人（申し込み順）
申同センターホームページで申し込み。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・２１２９
【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
○経営
日①８月２９日②９月２６日、いずれも
火曜日午後１時３０分～３時
内①経営理念やビジョンはなぜ必要
か②経営計画と資金計画あっての融
資
○財務
日①８月２９日②９月２６日、いずれも
火曜日午後３時３０分～５時
内①毎月の通知簿が損益計算書②管
理会計～月次で儲けを把握する
○人材育成
日９月１４日㈭午後１時３０分～３時

内創業経営者はプロデューサーであ
り、シンガーソングライターである
○販路開拓
日９月１４日㈭午後３時３０分～５時
内提案力の強化により会社・商品・サ
ービスをブランド化する

◇
場同センター
講経営・財務＝（株）販売開発研究所
代表取締役・名倉康裕氏、人材育成・
販路開拓＝（有）プレジデントコミッ
ティ代表取締役・宮本愼氏
定各３０人（申し込み順）
申同センターホームページで申し込み。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・２１２９
開催します
創業ミニブルーム交流カフェ
　起業・創業して間もない先輩講師
が、体験談を語ります。
日９月１１日㈪午後７時～９時
場町田新産業創造センター
内講演「“理想”と“現実”を融合させ
た地域に根付くカフェ経営を！」、参

加者同士の情報交換・交流
講「ソラ喫茶＆食堂ヒュッテ」オーナ
ー・宇都山征司氏
定２０人（申し込み順）
申９月７日までに電話またはＦＡＸで
創業支援センターＴＡＭＡ事務局〔多
摩信用金庫内〕（☎０４２・５２６・７７６６
〔受付時間＝月～金曜日の午前９時
～午後５時〕返０４２・５２８・０９４０）へ
（ミニブルーム交流カフェホームペ
ージで申し込みも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２９
ひなた村
外遊びワークショップ（ロープ）
　ロープの結び方や扱い方等を学び
ます。
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方
日９月１８日（祝）午前１０時～午後３時
（雨天中止）
定１５人（申し込み順）
費３００円
申８月１６日午前１０時から電話でひ
なた村（☎７２２・５７３６）へ。

催し・講座催し・講座

●町田市民文学館～秋の子ども俳句
教室
対原則全回参加できる小学生日９月
１６日、１０月２１日、１１月１８日、いず
れも土曜日午前９時～正午、全３回

（雨天実施）場同館、薬師池公園、忠生
公園、かしの木山自然公園内バスで
各施設へ移動後、散策しながら俳句
を創作講俳人・市村栄理氏、佐々木薫
氏定１２人（申し込み順）申８月１５日
午前９時から電話で同館（☎７３９・

３４２０）へ
●ひなた村
【科学クラブ～目の前で紅葉を！　
落ち葉と紅葉について考えよう】
対市内在住、在学の小・中学生日９月
１０日㈰午前１０時～正午内紅葉の実
験、落葉の理由や紅葉の講義等講（公
財）神奈川科学技術アカデミー・有賀
文章氏定２０人（申し込み順）費２００
円申８月１６日午前１０時から電話で
ひなた村（☎７２２・５７３６）へ。

子どものイベントカレンダー
　詳細は、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。

●休日耳鼻咽喉科急患診療(午前９時～
午後５時）､ 20日＝うたはし耳鼻咽喉科
(☎７０５・７６５４､ 原町田４-２-２)●休日眼
科急患診療(午前１０時３０分～午後５時）､
27日＝氏川眼科医院(☎７２０・０５３０、
原町田６-１-１１)

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
15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
16日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
17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
18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
19日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

20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 仁愛医院 ☎７２８・１０５５ 高ヶ坂６-１９-３１
内科 中島医院 ☎７２２・２４０９ 原町田２-１５-２
内科、
小児科 藤の台診療所 ☎７２２・２８３２ 本町田３４８６ 藤の台団地

１-５５

午前９時～翌朝９時
内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

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

21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
22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
23日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
24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
25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
26日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

27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 佐藤寿一クリニック ☎７１０・２２５１ 原町田１-７-１７

内科 小野寺クリニック ☎７３２・５６０５ 本町田４３９４-９
内科 ただお整形外科・内科 ☎７９３・０２０１ 忠生２-２８-５

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
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

28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
29日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
30日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
31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


