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●市立室内プール
＜お知らせ＞
　第１３回フィンスイミン
グ日本学生選手権大会、日本マスタ
ーズ大会のため、３月１１日㈰はプー
ルの一般利用はできません（トレー
ニング室は通常どおり利用可）。な
お、大会前日は、５０ｍプールが高水
位（１．４ｍ～１．７ｍ）になり、水温が１
～２度ほど低くなりますのでご注意
下さい。
【スタート専用コースとして開放】
　高水位時に、５０ｍプール採暖室側
の１コースをスタート専用の練習コ
ースとして開放します対２０歳以上
の方日３月１０日㈯午後６時１０分～８
時４５分費施設利用料申直接スター
ト専用コース前で受け付け／プール
の満水状況により、開放時間が変更
となる場合があります。なお、飛び込
みには危険が伴いますので、誓約書
に署名をお願いします問同プール☎
７９２・７７６１
●市立総合体育館
【走り方・かけっこ教室】
対①③市内在住、在学、在園
の２０１１年４月２日～２０１３年４月１日
生まれの幼児②④市内在住、在学の
小学生日３月２６日㈪①午後３時１５分
～４時１５分②午後４時３０分～５時３０
分、３月２７日㈫③午後３時１５分～４
時１５分④午後４時３０分～５時３０分
定各４０人（抽選）費５００円申往復ハ
ガキ（１人１枚）に必要事項を明記し、

生花と写真で紹介します日３月９日
㈮～１１日㈰場同サロン２階展示室問
同サロン☎７３６・８２８１
●小野路宿里山交流館
【北部丘陵の歴史と自然を学ぶツア
ー】
　まちだ観光案内人のガイドのも
と、北部丘陵エリアの小山田、小野
路、野津田の歴史を学びます日３月９
日㈮午前８時４５分～午後３時／集合
はＪＲ横浜線淵野辺駅改札前、解散は
野津田車庫バス停（小雨実施、荒天中
止）定２０人（申し込み順）費１５００円

２月２２日まで（消印有効）に同館へ
（同館ホームページで申し込みも可）
【初心者アーチェリー教室】
対市内在住、在勤、在学のこれからア
ーチェリーを始めようとする１６歳
以上の方日４月７日～５月１２日の土
曜日（５月５日を除く）、午前９時３０分
～１１時３０分、全５回定２０人（抽選）
費３０００円申往復ハガキ（１人１枚）に
必要事項を明記し、３月１５日まで（消
印有効）に同館へ

◇
問同館☎７２４・３４４０
●町田第一中学校温水プール～臨時
休館
　温水プール等空調設備等の修繕の
ため、３月１４日㈬まで臨時休館しま
す。なお、工事期間が延長となる場合
もあります。変更がある場合は、町田
市ホームページ等でお知らせします
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
●野津田公園～炭焼き体験教室
　親子参加も歓迎です日２月２４日㈯
午前８時３０分～正午場同公園内炭焼
き体験、しいたけの植菌（ほだ木づく
り）定５０人（申し込み順）費持ち帰り
のほだ木１本８００円、栽培場で保管
するほだ木１本１２００円申２月１５日午
前９時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
●町田市フォトサロン～ツバキ展
　日本ツバキ協会町田支部の出展協
力により、春を彩るツバキの花々を

（ガイド料、保険料、昼食代）／路線バ
ス代は別途自己負担です申２月２３日
正午からイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６コード１８０２２３Ａ）へ
【うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日３月１４日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）申２月２８日
正午からイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６コード１８０２２８C）へ

◇
問同館☎８６０・４８３５

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。

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索

　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（２６日
～２８日を除く） 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 ２１日、２８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）１６日、２３日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ２０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 ２７日㈫
⑥登記相談 １５日㈭
⑦行政手続相談 ２２日㈭

⑧少年相談 ２７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７～１１ページを参照

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。
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●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 ふれあい町田ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８
１６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
１７日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

１８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 飯田内科クリニック ☎７２５・３８０１ 森野１-３３-１２

内科、
小児科 小泉医院 ☎７２５・８４１１ 玉川学園２-５-２４

内科、
小児科 武蔵岡診療所 ☎７８２・６００１ 相原町３１９０-１０

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
多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

１９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
２０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
２１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
２２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
２３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
２４日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

２５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 なかまち内科・外科医院 ☎７２５・００２８ 中町３-１５-１７
内科 にしむら内科クリニック ☎７０８・１０２４ 大蔵町２２２２-５

内科、
小児科 たかはしクリニック ☎７９８・７７５５ 常盤町３２００-１

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
町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

２６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
２７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
２８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１


