
72018．3．1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。

詳細はお問い合わせ下さい。　　問さるびあ図書館☎722・3768 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

●市立総合体育館
【親子ふれあい体操教室】
対市内在住、在園の４～６歳
の未就学児とその保護者日４月７日
～６月１６日の土曜日（５月５日を除
く）、午前９時３０分～１１時、全１０回
定３０組（抽選）費４７００円申往復ハガ
キ（１組１枚）に必要事項を明記し、３
月８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）
【小学生体操教室】
対市内在住、在学の運動が苦手な小
学生日４月１０日～６月１９日の火曜日

（６月５日を除く）、午後４時３０分～６
時、全１０回定４０人（抽選）費１４００円
申往復ハガキ（１人１枚）に必要事項
を明記し、３月８日まで（消印有効）に
同館へ

◇
問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～ラテ
ンエアロビクス
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上の方日４月１０日～２０１９年
３月１９日の火曜日（祝日・大会等を除
く）、午後０時１５分～１時１５分費１００
円（公開指導料）／別途施設利用料が
必要問同館☎７２０・０６１１
●市立室内プール～ピラテ
ィススクール
対１６歳以上の方日４月６日
～５月１８日の金曜日（５月４日を除
く）、午後３時３０分～４時３０分、全６

回定２０人（抽選）費３６００円申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、３月２３日
まで（必着）に同プールへ問同プール
☎７９２・７７６１
●成瀬クリーンセンターテ
ニスコート～テニススクー
ル（第３５期）
対①ジュニアコース（７クラス）＝市
内在住、在学、在園の４歳～高校生②
一般コース（４クラス）＝市内在住、
在勤、在学の１８歳以上の方（高校生
は不可）日程３月１２日～４月１１日／
除外日等有り、要問い合わせ定各ク
ラス８人（申し込み順）費①５４００円
～７５６０円／月②８６４０円～９７２０円
／月申直接または電話で同テニスコ
ートへ問同テニスコート管理事務所
☎７２７・６２４０
●忠生公園～定例自然観察会「早春
のいきもの」
日３月４日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）場同公園自然観察セン
ター（忠生がにやら自然館）問同公園
☎７９２・１３２６
●町田市フォトサロン～春の薬師池
公園撮影会
日３月３１日㈯午前１０時～正午（小雨
実施）場薬師池公園問同サロン☎
７３６・８２８１
●町田市自然休暇村～忍野八海巡礼
ツアー受付開始
　１日目は忍野八海の散策とマルス
山梨ワインの工場見学、２日目は桔

梗屋の工場見学をします／添乗員は
同行しません。現地係員が対応しま
す対市内在住、在勤、在学の方とその
同行者日４月１９日㈭午前７時３０分～
２０日㈮午後４時ごろ、１泊２日、集合
は町田ターミナルプラザ、解散は町
田駅周辺（予定）場町田市自然休暇村

（長野県南佐久郡川上村）定４０人（申
し込み順）／最少催行人数は３５人で
す費中学生以上１万８８００円、小学生
以下１万６８００円（交通費・宿泊費・１
日目夕食から２日目昼食まで、入場

料・保険料含む）／旅行条件書、振込
先は申込者に連絡します旅行企画・
実施ＪＷＴジャパンウインズツアー

（株）、長野県知事登録第２－３９９号、
全国旅行協会会員・長野県旅行業協
会会員（長野県佐久市今井５３３－１、
☎０２６７・６６・１２６８〔代〕）申３月１日
午前９時から電話で自然休暇村（錆
０１２０・５５・２８３８）へ（４月９日以降の
取り消しはキャンセル料が必要）／
２０１８年度ツアー年間予定は自然休
暇村ホームページをご覧下さい

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。

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
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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

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①③～⑪市内在住の方⑫市内在住、在勤、在学の女性

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 １４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）２日、９日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ６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 １３日㈫
⑥登記相談 １日㈭
⑦行政手続相談 ８日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ７日㈬
⑨少年相談 １３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 ６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 ７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
力等）

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７～１１ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、4日＝ほづみ耳鼻いんこう科
・小児科医院（☎728・0275、南大谷
1426-138）

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 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
２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
３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

４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 町田南ホームクリニック ☎７８８・２５８１ 南町田５-３-２８

内科、
小児科 小林クリニック ☎７３５・９９９０ 能ヶ谷１-７-１

内科 相原医院 ☎７７３・６７２４ 相原町１２４１-８

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

５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
６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
７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
８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
９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
１０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

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 栄山医院 ☎７２２・７４３０ 金森２-２５-３０
内科 なるせクリニック ☎７２１・６６８６ 西成瀬１-５７-１７
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
町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

１２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
１３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
１４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１


