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●東京都環境局～ＬＥＤ電球と交換し
ます
　東京都では、家庭での省エネを進
めるため、都内の家電店で白熱電球
または電球形蛍光灯いずれか１個と
ＬＥＤ電球１個を交換するとともに、
省エネアドバイスを行う事業を実施
しています。交換できる店の一覧や
詳細は、コールセンターへお問い合
わせいただくか、東京都ホームペー
ジを参照して下さい／２０１８年７月９
日までに交換した人も、１回限り再
度ＬＥＤ電球の受け取りが可能です対
都内在住の１８歳以上の方問コール
センター☎０５７０・０６６・７００、携帯
電話の方＝☎０３・６７０４・４２９９（受
付時間＝午前９時～午後５時、年末年
始を除く）
●国土交通省住宅局～平成３０年住
生活総合調査
　住生活総合調査が全国一斉に行わ
れます。対象世帯は、１０月に「住宅・
土地統計調査」に回答した世帯の一
部です。１１月下旬～１２月上旬に、調
査票をご自宅のポストに投函します

ので、回答にご協力をお願いします
問国土交通省住宅局☎０３・５２５３・
８１１１（内線３９２３５）
●日本年金機構～社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書が発行され
ます
　２０１８年１月１日～９月３０日の期間
に納付した国民年金保険料額を証明
する「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」を、１１月上旬（１０月１日
～１２月３１日の間に初めて国民年金
保険料を納付した方には、２０１９年２
月上旬）に送付予定です。年末調整や
確定申告の際には、この控除証明書
と１０月１日以降に納付した保険料の
領収証をご提出下さい問ねんきん加
入者ダイヤル☎０５７０・００３・００４、ＩＰ
電話・ＰＨＳの方＝☎０３・６６３０・２５２５
●八王子都税事務所からのお知らせ
　いずれも詳細は、東京都主税局ホ
ームページをご覧いただくかお問い
合わせ下さい
【１１月は個人事業税第２期分の納期
です】
　１１月３０日までに、お手元の納付
書裏面に記載されている金融機関・
コンビニエンスストア等で納めて下
さい／省エネ促進税制に係る減免の

申請も受付中です問同事務所事業税
課個人事業税班☎０４２・６４４・１１１４
【大法人の電子申告が義務化されま
す】
　平成３０年度税制改正により、大法
人が提出する平成３２（２０２０）年４月
１日以後に開始する事業年度の法人
事業税・法人都民税の申告書及び申
告書に添付すべきものとされている
書類は、電子情報処理組織を使用す
る方法（ｅＬＴＡＸ）で提出しなければ
ならないことになりました問同事務
所事業税課法人事業税班☎０４２・
６４４・１１１５
●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１２月４日～６日、午前９時～正午、
１２月１１日～１３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
●町田商工会議所～講習会「集客・リ
ピート向上のためのＬＩＮＥ＠始め方
セミナー」
対経営者・従業員日１１月２９日午後６

時３０分～８時３０分場同会議所申電
話で同会議所（☎７２２・５９５７）へ
●町田市観光コンベンション協会～
小野路の里山で秋野菜の収穫体験を
楽しみませんか
　軍手・長靴を持参のうえ、汚れても
良い服装でおいで下さい日１１月２４
日、午前１０時から、午前１１時から、
正午から（小雨実施、中止の場合は
２５日に順延）場小野路町／後日、参
加者に詳細地図を送付します費１口
１５００円（体験費、保険料、野菜のお
土産付き）／１口で収穫できる野菜
の数が決まっています（野菜、数は生
育状況による）。詳細は町田市観光コ
ンベンション協会ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせ下さい
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別・希望の収穫口
数を明記し、１１月２１日までにＦＡＸ
で町田ツーリストギャラリー（返
８５０・９３１２）へ（同協会ホームペー
ジで申し込みも可）／１１月２２日以
降の取り消しはキャンセル料が必要
です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）

情報コーナー

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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町田市メール配信サービス

●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
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健康福祉会館 原町田5-8-21

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

または☎042・521・2323

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）☎月～金曜日　午後６時～午後11時
土・日曜日・祝休日・年末年始　午前９時～午後11時

＃＃８８００００００
または☎03・5285・8898

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、18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）、23日＝成瀬台耳鼻咽喉科
（☎７２９・３３４１、成瀬台３-８-１６）、25日
＝つくし野耳鼻咽喉科（☎７９６・８７３３、
小川１-２-３２）

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 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
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 はなみ内科 ☎796・1111 鶴間1-19-35
内科 鶴川胃腸科 ☎734・1958 鶴川2-17-1
内科 さくらメディカルクリニック ☎797・9671 常盤町3200-1

午前9時～翌朝9時
内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

外科系
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

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 木下内科胃腸科 ☎728・5884 高ヶ坂3-7-11
内科 田村胃腸科内科クリニック ☎735・5667 能ヶ谷2-12-6

午前9時～翌朝9時
内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

外科系
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

24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

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 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 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

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


