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問スポーツ振興課☎724・40３6

一斉公開建築パトロールを実施します。 問建築開発審査課　724・4268☎☎
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●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
おはなしと絵本のへや
対２歳児とその保護者日１０月２６日
㈭午前１０時３０分～１１時３０分場同
館３階第６会議室内絵本の読み聞か
せ、わらべうた遊び、見立て遊び、親
子で読書等問同館☎７３９・３４２０
●親子で里山散策とさつま芋掘り
　有機肥料・無農薬のさつま芋のお
土産付き対５歳～中学生とその保護
者日１１月５日㈰午前１０時～午後３時

（雨天時は１１月１２日に延期）場里山
保全活動事務所（下小山田町）定１５
家族（申し込み順）費１家族１０００円

（体験費用、保険等）申１０月１７日正
午～２３日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コード１７１０１７Ａ）へ問

（特）まちだ結の里事務局☎０９０・
２２２５・５４４４、町田市北部丘陵整備
課☎７２４・２１６４
●ひなた村
【科学クラブ～フクロウのお食事を
のぞいてみよう　森の生き物のつな
がり】
対市内在住、在学の小・中学生日１１

月１２日㈰午前１０時～正午内フクロ
ウの生態の解説、ペリットから骨格
標本を作製等講町田わくわく！サイ
エンス・池田勇五氏定２０人（申し込
み順）費１００円
【ロープで作る秋の森のジャングル
ジム】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
１１月２６日㈰午前１０時～午後３時内
森でロープを使いジャングルジムを
作る定１５人（申し込み順）費３００円

◇
申１０月１５日午前１０時から電話でひ
なた村（☎７２２・５７３６）へ
●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（１～３年生は保護者同伴）日１１
月１８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１０月２０日正午～２６日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
へ問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

●総務省東京行政評価事務所～東京
1日合同行政相談所開設
　行政相談週間の関連事業として、
「１日合同行政相談所」を開設日１０月

１９日㈭午前１０時～午後４時場新宿
西口広場イベントコーナー内年金、
保険、国税、登記、道路等行政に関す
る苦情・要望等の相談（無料、秘密厳
守）／行政苦情１１０番（☎０５７０・
０９０１１０）でも相談を受け付けます

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。

情報コーナー

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎７２４・２１０２）⑧八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）⑨消費生活センター（☎７２２・０００１）へ対①③～⑧市内在住の方⑨市
内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談
月 ～ 金 曜 日

（２３日～３１日
を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※１０月２０日は予約受付を行いません。次回分
は１０月２７日に受け付けます。

②交通事故相談 １８日、２５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） ２０日、２７日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １７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 ２４日㈫
⑥登記相談 １９日㈭
⑦行政手続相談 ２６日㈭

⑧少年相談 ２４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

⑨消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前９時
～正午、午後１時～４時
※土曜日は電話相談のみ

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

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

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

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 成田クリニック ☎７９５・１２８１ 成瀬が丘２-２３-１６
内科 川口内科クリニック ☎７２５・６２０６ 中町１-３０-２４
内科 たまがわ医院 ☎７２０・３８８８ 玉川学園４-１６-４０

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
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

１６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
１７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
１８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
１９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
２０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
２１日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

２２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 大村内科医院 ☎７２１・２００１ 成瀬台３-８-４
内科 メディカルクリニック悠々 ☎８６０・２０６１ 能ヶ谷３-２-１
内科 金子内科クリニック ☎７９２・３０１０ 根岸２-１-１４

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
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

２３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
２４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
２５日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
２６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
２７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
２８日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

２９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 南町田クリニック ☎７９６・１５５５ 鶴間３-２-２

内科 はやし内科クリニック ☎７３６・５５０１ 真光寺２-３７-１１
内科、
小児科 木曽診療所 ☎７９１・２０８８ 木曽東４-２１-３７

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
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

３０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
３１日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、29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）


