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情報コーナー
●企業年金連合会～年金制度のお知
らせ
　「厚生年金基金（企業年金）」とは、
企業が実施している年金制度の１つ
です。この制度のある会社を勤務１０
年未満で退職したことがある方は、
制度への加入期間が１か月でも、同
連合会から年金を受け取れる可能性
があります問同連合会☎０５７０・０２
・２６６６、ＩＰ電話・ＰＨＳ＝☎０３・５７７７
・２６６６（受付時間＝月～金曜日の午
前９時～午後５時）
●日本年金機構～年金の住所変更は
お済みですか
　住民票の住所と違う場所にお住ま
いの場合、または成年後見を受けて
いる方等は、届け出が必要です。届け
出がお済みでないと「ねんきん定期
便」等、日本年金機構からのお知らせ
が届かないことがあります。詳細は
お問い合わせ下さい／共済年金を受
け取っている方は各共済組合へお問
い合わせを問ねんきんダイヤル☎
０５７０・０５・１１６５、ＩＰ電話・ＰＨＳ＝☎
０３・６７００・１１６５
●ハローワーク町田～新規学校卒業
者の求人説明会（事業主向け）
対２０１９年３月新規学校卒業予定者
を採用する事業所日５月２５日午後２
時～４時場町田市民ホール第４会議
室問ハローワーク町田☎７３２・
７３９７

●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日６月５日～７日、午前９時～正午、６
月１２日～１４日、午後１時～４時場わ
くわくプラザ町田費１コース５０００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、町田市シル
バー人材センター（〒１９４－００２２、
森野１－１－１５、☎７２３・２１４７）へ
●都立小川高校からのお知らせ
【①公開講座～松代・沖縄・東京の戦
争遺跡を探る】
日６月２３日、７月７日、２１日、８月４日、
午後１時３０分～４時、全４回費１０００
円（受講料）
【②公開講座～伝えるための英会話】
日６月３０日午前９時～午後３時費
５００円（受講料）

◇
場同校申往復ハガキに講座名・住所
・氏名・電話番号・年齢・性別を明記
し、①６月６日まで②６月１３日まで
（いずれも消印有効）に都立小川高校
経営企画室公開講座担当（〒１９４－
０００３、小川２－１００２－１）へ問同校
☎７９６・９３０１
●町田市観光コンベンション協会～
１０周年記念　町田見どころバスツ
アー
　２０１９年４月で設立１０周年を迎え
るにあたり、バスツアーを開催日６
月１０日午前９時～午後４時３０分ご
ろ、集合は原町田大通りレミィ町田
（旧１０９ＭＡＣＨＩＤＡ）前コース原町
田大通り～高蔵寺・三輪の里山・妙福

寺～武相荘～小野路宿里山交流館
（昼食）・小島資料館（特別公開）・小野
神社・一里塚～町田薬師池公園四季
彩の杜 薬師池・薬師堂（天井絵特別
公開）～町田駅周辺／全コース大型
バスで移動します費３０００円（昼食
代・バス代・入場料・ガイド費・保険料
・資料代等）申参加者住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・生年月日・性別を
明記し、５月２５日までにＦＡＸで町田
ツーリストギャラリー（返８５０・
９３１２）へ（町田市観光コンベンショ
ン協会ホームページで申し込みも
可）問町田ツーリストギャラリー☎
８５０・９３１１（受付時間＝午前１０時～
午後７時）
●環境省～熱中症対策シンポジウム
　医学やスポーツ、暮らしに関する
専門家が、熱中症の基礎的な知識、夏
の快適な暮らし方等の役立つ情報を
提供／インターネット配信で同時中
継します日①６月３日②６月４日、午
前１０時～午後３時３０分（途中入退場
可）場ＴＨＥ会議室町田（森野１－３０－
８、ノアビル７階）内①スポーツ現場
・職場における熱中症対策、熱中症
を予防する食事のとり方等②高齢者
の熱中症対策、学校での熱中症対策
等／他会場・プログラム等の詳細は
環境省ホームページを参照申氏名
（ふりがな）・電話番号・ＦＡＸ番号ま
たはＥメールアドレス・所属先・参加
希望日を明記し、５月３１日午後５時
までにＦＡＸで「平成３０年度熱中症対
策シンポジウム事務局」（返０３・

５９６６・５７７３）へ（環境省ホームペー
ジで申し込みも可）問同事務局☎０３
・３５５４・５１７０（受付時間＝午前１０
時～午後６時、土・日曜日を除く）
●町田市老人クラブ連合会～健康講
座　転ばない身体作り「自分ででき
る介護予防」
対市内在住の６０歳以上の方日５月
３０日午後１時３０分～３時場堺市民セ
ンター申往復ハガキに講座名・住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢を
明記し、５月２１日まで（必着）に、町田
市老人クラブ連合会（〒１９４－
００２２、森野１－１－１５、わくわくプ
ラザ町田３階）へ問同連合会☎７２５・
４６１３
●（社福）ボワ・すみれ福祉会　ボワ
・アルモニー～アルモニー祭り
日５月１９日午前１１時～午後２時（小
雨実施）場ボワ・アルモニー分場（木
曽西２－６－１２）／駐車場は木曽中
学校に有り内こなや保存会による伝
統芸能、スライム作り、プラパン作
り、お菓子釣り、抽選会、模擬店等／
詳細はお問い合わせを問ボワ・アル
モニー☎７９１・０１４４（当日の連絡先
＝☎７９４・９３７０）
●（社福）七五三会いづみの里～七五
三会まつり
　「笑顔の架け橋」をテーマに開催日
５月２０日午後１時～３時場いづみの
里（原町田５－１－１２）内家族会バザ
ー、ステージイベント、屋台等問いづ
みの里☎７２６・０７５３

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、27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）
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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 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
16日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
17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
18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
19日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

20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 さぬき診療所 ☎706・8766 小川2-25-14
内科 玉川クリニック ☎725・8207 玉川学園7-5-6
内科 鶴川胃腸科 ☎734・1958 鶴川2-17-1

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
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

21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
22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
23日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
24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
25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
26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

27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 成瀬小林医院 ☎725・2233 成瀬8-4-33
内科 おおくら医院 ☎737・8020 大蔵町3165
内科、
小児科 泰生医院 ☎797・7423 小山町2470-5

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

28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
29日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
30日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
31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

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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