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親 子 で 里 山 散 策 と 
タ ケ ノ コ 掘 り 体 験
　緑豊かな北部丘陵の里山と谷戸を
散策し、小野路町奈良ばい谷戸でタ
ケノコ掘り体験を楽しみませんか。
※タケノコのお土産付きです。
対５歳～中学生とその保護者
日４月２０日㈯午前１０時～正午（小雨
実施、中止の場合は４月２７日に延期）
定１５家族（抽選）
費１組１０００円（材料費、保険料等）
申４月２日正午～４日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１９０４０２Ｃへ。
問（特）まちだ結の里事務局☎０８０・
７４６５・７６５１、町田市農業振興課☎
７２４・２１６４

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。いずれも売り

切れ次第終了です。
【日曜朝市】
日４月７日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場

【市役所まち☆ベジ市】
日４月１５日㈪午前１１時
～午後１時
場市庁舎前

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【春に息づく花と昆虫】
　春のいきものを観察します。
日４月７日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６

情報コーナー
●八王子都税事務所～便利な電子申
告・電子納税等をご利用下さい
　東京都では、法人事業税・地方法人
特別税・法人都民税について、ｅＬＴＡ
Ｘ（地方税ポータルシステム）を利用
した電子申告・電子納税等の受け付
けを行っています問電子申告、電子
申請・届出について＝同事務所事業
税課法人事業税班☎０４２・６４４・
１１１５、電子納税について＝同事務
所徴収課徴収管理班☎０４２・６４４・
１１２２
●東京労働局からのお知らせ

【女性の活躍推進の取り組み】
　女性が働きやすい、魅力ある職場
づくりは「働き方改革」の近道です。
市内事業者におかれても、自社の女
性の活躍状況の把握・課題分析やそ
れに基づく行動計画の策定、社内へ
の通知・公表により、女性の活躍推進
に積極的に取り組みませんか。詳細
は同局ホームページ「女性活躍推進
法特設ページ」を参照対市内事業者
問同局雇用環境・均等部指導課☎０３
・３５１２・１６１１

【家族の介護を行う労働者の離職を
防ぐために】
　労働者が家族の介護で突然離職し
てしまわないよう、社内で利用でき
る制度（介護休業・介護休暇・介護勤
務時間等の短縮の措置・所定労働時
間の制限〔介護勤務時間等の短縮の
措置との併用も可〕）の内容や必要な
手続き、給付制度等について、あらか
じめ労働者へ周知しましょう／詳細
は同局ホームページを参照／会社の
制度が育児・介護休業法の内容を上
回る場合もありますので、就業規則
等も併せてご確認下さい問同局雇用
環境・均等部指導課☎０３・３５１２・
１６１１

【家内労働の「委託状況届」は５月７日
までに提出して下さい】
　家内労働者へ仕事（内職）を委託し
ている事業主は、家内労働法による
「委託者」になりますので、「委託状況
届」の提出が必要です。これは、毎年
４月１日現在の家内労働者数等につ
いて、所管労働基準監督署を通じて
東京労働局に届け出るものです。詳
細は同局ホームページを参照対家内
労働者へ仕事を委託している事業主

申用紙（労働基準監督署で配布、同局
ホームページでダウンロードも可）
に必要事項を記入し、５月７日までに
同局へ提出問同局労働基準部賃金課
☎０３・３５１２・１６１４、八王子労働基
準監督署町田支署☎７１８・８３４２
●人事院関東事務局～国家公務員募
集
受付期間①一般職試験（大卒程度試
験）＝４月５日～１７日②一般職試験
（高卒者試験、社会人試験〔係員級〕）
＝６月１７日～２６日第１次試験日①６
月１６日②９月１日申国家公務員試験
採用情報ＮＡＶＩホームページで申し
込み問人事院関東事務局☎０４８・
７４０・２００６～２００８
●町田市観光コンベンション協会～
春爛

らん

漫
まん

「かたかごの森」と桜を訪ねる
ガイドウォークツアー
日４月６日午前９時～午後３時ごろ、
集合は小田急町田駅ビル東口広場
（カリヨン広場）／小雨実施コース町
田駅～忠生公園がにやら自然館～梁
田寺～長慶寺～日大さくら通り～町
田さくらまつり尾根緑道会場～矢箭
八幡宮～桜美林大学前バス停解散
（約８㎞）費１２００円（保険料、ガイド
料、資料代等）／別途路線バス代が必
要申参加者住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・生年月日・性別を明記し、４
月４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）
●町田商工会議所～新入社員・若手
社員の仕事意識とビジネスマナー実
践講座
対市内中小企業の新入社員・若手社
員日４月１１日午前９時３０分～午後５
時３０分場同会議所費１万円（非会員
企業１人につき１万５０００円）申電話
で同会議所（☎７２４・５９５７）へ
●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４月２日～４日、午前９時～正午、４
月９日～１１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

●子どもセンターつるっこ☎７０８・
０２３６
【１４周年記念イベント～あにばーさ
りぃ１４】
日４月１４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、模擬店（午前１１時から、有料）
等／駐車場は利用できません
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【春の子ども俳句教室】

子どものイベントカレンダー
　詳細は、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。

対小学生日４月２０日、５月１８日、６月
１５日、いずれも土曜日午前９時～正
午、全３回（雨天実施）場同館、沢谷戸
自然公園、小山田緑地、薬師池公園内
同館からバスで各施設へ移動し、散
策しながら俳句を創作講俳人・市村
栄理氏、庄原明美氏定１２人（申し込
み順）申４月２日午前９時から電話で
同館へ

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

毎日 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
（下地図参照）日曜日

祝休日 午前９時～午後４時３０分（電話受付は午前８時４５分から）

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、祝休日の午前９時～午後５時（予約制、受け付けは
午後４時３０分まで） 健康福祉会館内

☎7２５・２２２５
（下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前９時～午後５時（予約制、
受け付けは午後４時３０分まで）

※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急病のときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１日㈪

午後7時～翌朝８時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎7９7・１５１１

２日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４7） ☎7９５・１６６８

３日㈬ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎7８９・０５０２

４日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８） ☎7９８・１１２１

５日㈮ 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎7２２・２２３０

６日㈯ 午後１時～翌朝８時 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎7２８・１１１１

7日㈰

午前９時～午後５時

内科
町田東口クリニック（森野１-３５-８） ☎7２１・８８５５

榛名坂たなか内科クリニック（金井３-１7-１３）☎7３7・３８６０

内科
小児科 泰生医院（小山町２４7０-５） ☎7９7・7４２３

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町４９９-１５） ☎7２５・１１０８

午前９時～翌朝９時

内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎7８９・０５０２

外科系
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎7９８・7３３7

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎7９９・６１６１

８日㈪

午後7時～翌朝８時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎7９7・１５１１

９日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４7） ☎7９５・１６６８

１０日㈬ 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎7９９・６１６１

１１日㈭ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎7８９・０５０２

１２日㈮ あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎7２８・１１１１

１３日㈯ 午後１時～翌朝８時 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎7８９・０５０２

１４日㈰

午前９時～午後５時 内科

甲斐内科クリニック（成瀬が丘２-２４-２）☎7９６・８7１１

川口内科クリニック（中町１-３０-２４）☎7２５・６２０６

横沢クリニック（大蔵町５００２-２） ☎7０８・８５５０

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎7９９・６１６１

外科系
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎7２８・１１１１

町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎7２２・２２３０

または☎042・521・2323

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
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健康福祉会館 原町田5-8-21

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～11時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前９時～午後11時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・５28５・8898


