凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

子どものイベントカレンダー
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①つくったりあそんだり】
日１月の第３・４水曜日、２月・３月の第
１～３水曜日、午後３時３０分～４時３０
分
（雨天中止）
場ひなた村てっぺん広
場内小学生向けの遊べる工作
【②キンボールスポーツ教室】
直径約１２０ｃｍの大きなボール（キ
ンボール）を使ったスポーツでゲー
ムを楽しみませんか／３月２１日㈷に
都大会出場予定対市内在住、在勤、在
学の小学４年生以上の方日１月２３日
～３月１３日の水曜日、午後３時３０分
～５時、
全８回定１５人
（申し込み順）
【③たきびのじかん】
小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日２月９日、
２３日、いずれも土曜日午前１０時～
１１時３０分（正午に消火、雨天中止）
場ひなた村てっぺん広場内たき木を
拾い、
たき火体験
（焼く物や軍手等の
持参も可）
【④たきび あそび よろこび】
対市内在住、在学の小学３～６年生日

小田急線

健康福祉会館

原町田5-8-21

福祉会館前

診療日

コンビニ

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、27日＝つくし野耳鼻咽喉科
小川1-2-32）
（☎796・8733、

24時間365日

子供の健康相談室
（東京都）
☎ 小児救急相談
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

＃８０００
または☎03・5285・8898

市役所まち☆ベジ市

します定３０人（申し込み順）費１人
５００円申１月１７日午前９時から電話
で同センターへ

更します
２月１日から、月・木曜日の夜間の
開庁を終了し、次のとおり開所時間
を変更します。なお、土曜日は求人情
報の閲覧・職業相談・紹介のみとなり
ます変更後開所時間月～金曜日、午
前８時３０分～午後５時１５分（第１・３
土曜日は午前１０時～午後５時）問ハ
ローワーク町田☎７３２・８６０９
●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２月５日～７日、午前９時～正午、２
月１３日～１５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

情報コーナー
●八王子年金事務所～国民年金保険
料の納付案内を民間事業者へ委託し
ています
日本年金機構は、国民年金保険料
の未納者に対する電話・文書・戸別訪
問での納付案内や保険料の免除申請
案内等を、日立トリプルウィン・ＮＴ
Ｔ印 刷 共 同 企 業 体 に 委 託 し て い ま
す。未納に関する納付案内等を他の
事業者が行うことはありません。不
審な電話などがありましたらお問い
合わせ下さい問同事務所☎０４２・
６２６・３５１１、日立トリプルウィン・Ｎ
ＴＴ印刷共同企業体錆０１２０・２１１・
２３１
●ハローワーク町田～開所時間を変

町田市メール配信サービス

本紙に掲載している、夜間・休日診療
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
情報等を配信しています。
他の医療機関につなげる場合があります。
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

診療時間

診療科

医療機関名

電

話

住

所

☎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

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

中澤医院

☎795・5415 つくし野3-13-40

内科

なかの整形外科・内科

☎737・3669 能ヶ谷1-5-8

内科、
小児科

牧内科医院

☎793・3873 山崎町1921-1

内科系

町田慶泉病院

☎795・1668 南町田2-1-47

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

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

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

午前9時～午後5時
20日㈰

外科系

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

中島医院

☎722・2409 原町田2-15-2

内科

おおくら医院

☎737・8020 大蔵町3165

内科、
小児科

たかはしクリニック

☎798・7755 常盤町3200-1

内科系

町田市民病院

☎722・2230 旭町2-15-41

町田慶泉病院

☎795・1668 南町田2-1-47

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

午前9時～午後5時
27日㈰

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
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町田慶泉病院

または☎042・521・2323

☎03・5272・0303

問 問い合わせ

住、在学の小・中学生とその保護者日
２月３日㈰午前１０時～午後２時場同
センター／ＪＲ横浜線相原駅西口～
同センター間の無料送迎バスを運行

※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。

小児科

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

市HP 町田市ホームページ

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。

午前9時～翌朝9時

至町田

申 申し込み

15日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系

健康福祉
会館
至金森

至旭町

町田街道

費 費用

２月１７日㈰午前１０時～午後３時３０
分（雨天中止）内たき火で野焼き土鈴
作り、森で外遊び定２０人（申し込み
順）
費３００円
◇
申①③直接会場へ②④１月１６日午前
１０時から電話でひなた村へ
●子どもセンターただＯＮ☎７９４・
６７２２
【開館５周年記念イベント～ただＯＮ
パーティー５】
子ども委員会「Ｔ・Ｈ・Ｄ！！！」と地域
の方々を中心に楽しいイベントを行
います日１月２７日㈰午前１０時～午
後３時（通常開館は午後６時から）内
ステージ発表、遊びコーナー、簡単工
作、模擬店（有料）等／駐車場は利用
できません
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【親子ピザクッキング】
ドラム缶窯を使ってピザを作りま
す／ドラム缶窯の個人利用が可能に
なる講習会ではありません対市内在

急病のときは
●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

定 定員

午前9時～翌朝9時

外科系

日1月21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

