催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

子どものイベントカレンダー
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村科学クラブ～クリップ
モーターカーを作ろう！】
モーターの仕組みを学び、簡単な
モーターを作って車を走らせます対
市内在住、在学の小・中学生日３月１７
日㈰午前１０時～正午講町田わくわ
く！サイエンス・池田勇五氏定２０人
（申し込み順）
費３００円
【②糸のこ教室】
初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日３月２３日
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
使って木のおもちゃ作り定１０人（申
し込み順）費３００円（糸のこ１台につ
き）
【③ひなた村シアター】
日３月２４日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクリエーショ
ンルーム内「どじょっこふなっこ」
「ミッキーマウスのキャンピングカ
ー」
「３丁目物語 おともだち」
◇
申①②３月１日午前１０時から電話で
ひなた村へ③直接会場へ／②は３月
１６日以降定員に空きがあれば１９歳
以上の方も電話で受け付けます
●産業政策課☎７２４・３２９６、町田新
産業創造センター☎８５０・８５２５

●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
小田急線

健康福祉会館

福祉会館前

コンビニ

至金森

至旭町

町田街道

至町田

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）
、3日＝つくし野耳鼻咽喉
小川1-2-32）
科
（☎796・8733、

診療日

※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。

診療時間

診療科

医療機関名

電

話

住

所

内科系

町田市民病院

☎722・2230 旭町2-15-41

2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

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

小阪内科クリニック

☎799・3933 金森東4-44-3

内科

にしむら内科クリニック

☎708・1024 大蔵町2222-5

内科

いしかわ内科クリニック

☎727・4970 森野4-21-5

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

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

午前9時～午後5時
3日㈰

内科系
午前9時～翌朝9時

外科系

4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

5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

6日㈬ 午後7時～翌朝8時

内科系

町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

7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

8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

9日㈯ 午後1時～翌朝8時

内科系

町田市民病院

☎722・2230 旭町2-15-41

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

鶴川診療所

☎735・2387 鶴川6-7-1

内科

しながわ内科・循環器クリニック ☎791・1545 山崎町333-1

内科系

または☎042・521・2323

午前9時～翌朝9時

東京都医療機関案内サービス

☎03・5272・0303

町田市メール配信サービス

1日㈮ 午後7時～翌朝8時

10日㈰

ひ ま わ り

申郵送で３月１３日まで（必着）問同公
社都営住宅募集センター☎７１３・
５０９４
●自衛隊町田募集案内所～自衛隊一
般幹部候補生・一般曹候補生募集
詳細は同案内所へお問い合わせい
ただくか、自衛隊東京地方協力本部
ホームページを参照対①一般幹部候
補生＝２２歳以上２６歳未満の方、２０
歳以上２２歳未満の大学卒業者また
は２８歳未満の修士課程修了者等（い
ずれも見込み含む）②一般曹候補生
＝１８歳以上３３歳未満の方（ただし、
３２歳の方は採用予定月の末日現在、
３３歳に達していない方に限る）１次
試験日①５月１１日、１２日②５月２５日
申①５月１日まで②５月１５日まで／
必着問同案内所☎７２３・１１８６

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

午前9時～午後5時

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

ターぱお講サレジオ工業高等専門学
校機械電子工学科准教授・冨田雅史
氏定１６人（申し込み順）費３００円（材
料費含む）
◇
申３月２０日までに、電話でさがまち
コンソーシアム事務局へ（受付時間
＝月～金曜日の午前９時～午後５時、
さがまちコンソーシアムホームペー
ジで申し込みも可）

情報コーナー

原町田5-8-21
健康福祉
会館

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。

【春休み特別企画～まちだキッズ発
子どもセンターまあち講女子美術大
明体験教室 ｉｎ ＳＰＲＩＮＧ】
学大学院美術教育研究領域・角ほの
「発明」の楽しさについて、電子紙
か氏、山口友梨江氏定２０人（申し込
芝居を使って弁理士の先生たちが分
み順）費３００円（材料費含む）
かりやすく説明した後、グループに
○町田市子どもセンターぱお共催～
分かれて発明工作を体験します対小
エネルギーについて－つくる、ため
学３～６年生（保護者同伴での参加も
る、つかうを実験で体験する
可）日３月３０日㈯午後２時～４時場町
模型を使った実験を通して、エネ
田新産業創造センター講日本弁理士
ルギーについて学びます対小学４～
会所属弁理士・伊藤夏香氏、本谷孝夫
６年生日３月２９日㈮午前１０時１５分
氏、遠田利明氏定３０人（申し込み順）
～午後０時１５分場町田市子どもセン
申同センターホームページで申し込
み
●さがまちコンソーシアム事務局☎
７４７・９０３８、町田市生涯学習センタ
ー☎７２８・００７１
●東京都住宅供給公社～公営住宅入
【さがまちカレッジこども体験講座】 居者募集
詳細は講座案内チラシ（生涯学習
募集戸数市営住宅（一般世帯家族向
センター、各市民センター、各市立図 〔３人以上向＝１戸〕、若年ファミリー
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
向＝２戸、単身者用車いす使用者向
ちコンソーシアムホームページでダ
＝１戸）、都営住宅地元割当分（単身
ウンロードも可）
者向シルバーピア＝９戸、２人世帯向
○町田市子どもセンターまあち共催
シルバーピア＝２戸）／いずれも詳
～レジンを使って自分だけのストラ
細は募集案内を参照配布期間３月１１
ップやブローチを作ろう！
日 ま で配布場所 市 庁 舎１階 総 合 案
内、各市民センター、木曽山崎連絡
プラ板とＵＶレジンを使って、カ
所、各駅前連絡所、同公社町田窓口セ
ラフルで立体的な形のオリジナルス
ンター等で配布（各施設で開所日時
トラップを作ります対小学２～６年
が異なる）／同公社ホームページで
生（市内在住、在学の方優先）日３月
配布期間中に限りダウンロードも可
２５日㈪午後２時～３時３０分場町田市

急病のときは
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外科系

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

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

11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

子供の健康相談室
（東京都）
12日㈫ 午後7時～翌朝8時
☎ 小児救急相談
月～金曜日
午後６時～午後11時

内科系

町田慶泉病院

☎795・1668 南町田2-1-47

13日㈬ 午後7時～翌朝8時

内科系

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

14日㈭ 午後7時～翌朝8時

内科系

町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

24時間365日

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

町田産新鮮野菜がいっぱい ! 日曜朝市 日3月3日㈰午前7時30分～ 8時30分（売り切れ次第終了）場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166

