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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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、21日＝はぎの耳鼻咽喉科（☎
728・8737、玉川学園7-1-6）、25日＝
稲垣耳鼻咽喉科医院（☎722・3115、原
町田6-22-15）
●休日眼科急患診療（午前10時30分～
午後5時）、25日＝氏川眼科医院（☎720
・0530、原町田6-1-11）
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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

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
※当番医療機関は、急きょ変更になる場合
があります。最新の情報は、東京都医療機関
案内サービス「ひまわり」でご確認下さい。

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、
小児科 かどわきクリニック ☎799・2202 つくし野4-9-8

内科 町田東口クリニック ☎721・8855 森野1-35-8
内科 しながわ内科・循環器クリニック ☎791・1545 山崎町333-1

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 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

21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 こばやしクリニック ☎710・3183 原町田6-3-3
内科 鶴川診療所 ☎735・2387 鶴川6-7-1

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
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

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

内科 横沢クリニック ☎708・8550 大蔵町5002-2
内科 Dr.はん診療所 ☎789・7270 図師町1782

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
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

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
29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
30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
31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

●ひなた村～科学クラブ “ぷち”　
おいしい “ミツバチ”のひみつ
対市内在住、在学、在園の5歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）／初受講者優先日4
月15日㈰午前10時～正午内ミツバ
チの生態紹介、ハチの模型作り、巣蜜
の試食（予定）講（公財）神奈川科学技
術アカデミー所属・有賀文章氏、まち
だ実験し隊定20人（申し込み順）費
300円申3月15日午前10時から電
話でひなた村（☎722・5736）へ
●町田市民文学館～春の子ども俳句
教室
対小学生日4月21日、5月19日、6月
16日、いずれも土曜日午前9時～正
午、全3回（雨天実施）場同館、尾根緑
道、野津田公園、七国山・ダリア園内
同館からバスで各施設へ移動し、散
策後に俳句を創作講俳人・市村栄理
氏、庄原明美氏定12人（申し込み順）
申3月15日午前9時から電話で同館

（☎739・3420）へ
●子どもセンターまあち
【バイオリンとピアノによる春のコ

ンサート】
　子どもから大人まで楽しめるプロ
の演奏家によるコンサートです。お
話とのコラボもあります日3月26日
㈪午前11時から1時間程度場まあち
1階ホール内お話と音楽で楽しむ

「裸の王様」、挿入曲エルガー「威風堂
々」、バイオリンとピアノのソロ演奏
＝サティ「パラード」　他
【元全国チャンピオンによるけん玉
パフォーマンス】
　元けん玉全国大会優勝者の坂本顕
大さんによる、けん玉パフォーマン
スです。楽しい遊び方や、技も教えて
いただけます／けん玉を持っておい
で下さい日3月29日㈭午前11時か
ら1時間程度場まあち2階まちぴょ
ん
【子どもセンター合同中学・高校生ラ
イブ～町田楽祭】
　子どもセンターを利用する中学・
高校生を中心に、日々の練習の成果
を発表し合うイベントです。高校生
が主体となって企画・運営をしてい
ます。バンド、ダンス、大道芸、ピアノ

などのさまざまなパフォーマンスを
お見せします日3月30日㈮午後1時
～6時（入退場自由）場生涯学習セン

ター7階ホール
◇

問まあち☎794・7360

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。

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

（21日、26日～
30日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※3月23日は予約受付を行いません。次回分は3
月30日に受け付けます。

②交通事故相談 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

市HP 暮らしに関する相談 検索


