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日4月16日㈪午前11時～午後1時（売り切れ次第終了）場市庁舎前問農業振興課☎724・2166市役所まち☆ベジ市

暮らしに関する相談

●町田市民文学館～ちちんぷいぷい
対市内在住の０・１歳児とその保護者
日毎月第１～３火曜日（８月を除く）、
午前１０時１０分～１１時４０分（受付時
間＝午前９時５０分～１０時１０分、受
付時間を過ぎた場合は入室不可）場
同館３階保育室内絵本、わらべうた
遊び、親子交流問同館☎７３９・３４２０
●ひなた村
【①ひなた村シアター】
日４月８日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内

「虹猫のぼうけん」「アラレちゃんの
交通安全」「やさしいライオン」
【②春のひなた村まつり】
日５月６日㈰午前１１時～午後３時内
模擬店、工作、遊び等（一部有料）
【③一輪車でスイスイスイ】
対市内在住、在学の小学２～６年生の
初心者日５月１２日～１０月２０日の土
曜日、午後１時３０分～３時３０分、原則
月２回（全９回）講（公社）日本一輪車

協会公認指導員・遠藤武氏定２０人
（初参加者を優先のうえ、抽選）
【④子どものための日本舞踊教室】
　作法の基本から、１曲踊れるよう
になるまで指導します対市内在住、
在学の小学生～高校生（男女ともに
歓迎）日５月２３日～１１月１４日の水
曜日、午後５時～６時３０分、月１・２回

（全８回）／１１月１８日㈰に発表会を
予定講尾上流師範・尾上菊右佐氏定
１２人（申し込み順）費２０００円

◇
申①②直接会場へ③往復ハガキに住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・学校
名・学年・一輪車の有無、返信用にも
宛先を明記し、４月２０日まで（必着）
にひなた村（〒１９４‐００３２、本町田
２８６３）へ④４月１日午前１０時から電
話でひなた村へ問ひなた村☎７２２・
５７３６
●子どもセンターつるっこ～１３周年
記念イベント　あにばーさりぃ１３

日４月１５日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）内ゲーム、工作、ステージ
発表、おはなし、模擬店（午前１１時か

ら、有料）等／駐車場は利用できませ
ん問つるっこ☎７０８・０２３６

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。

　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 １１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）６日、１３日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時
④国税相談 ３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 １０日㈫
⑥登記相談 ５日㈭
⑦行政手続相談 １２日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ４日㈬
⑨少年相談 １０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 ３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 ４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

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）、8日＝ほづみ耳鼻いんこう科
・小児科医院（☎728・0275、南大谷
1426-138）
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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

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

１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 はなみ内科 ☎７９６・１１１１ 鶴間１-１９-３５

内科 川口内科クリニック ☎７２５・６２０６ 中町１-３０-２４

内科 西村内科 ☎７９３・２６７７ 根岸２-３３-３

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

２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

３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

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

５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

６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

７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

８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、
小児科 若山クリニック ☎７３６・７７２０ 金井２-３-１８

内科、
小児科 牧内科医院 ☎７９３・３８７３ 山崎町１９２１-１

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

町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

９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

１０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

１１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

１２日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

１３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

１４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


