
72019．6．15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。

日6月17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市役所まち☆ベジ市 ☎

町田市農業研修事業
夏 野 菜 収 穫 体 験
　市では、農業研修（2年間）の修了
生を対象に、農業経営のノウハウの

習得などを目標にしたフォロー研修
を行っています。この研修で育てた
夏野菜を収穫しませんか。
※新鮮野菜も販売予定です。
対市内在住、在勤、在学の方（小学生

以下は保護者同伴）
日7月7日㈰午前9時～11時（雨天中
止）
場町田市農業研修農場第2圃

ほ

場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。
内1口＝トマト3個、ナス5本、ピーマ
ン5個、インゲン20本（栽培状況によ
り変更になる場合も有り）

定20人（申し込み順）
費1口500円（1人2口まで）
申6月18日正午～27日にイベント
ダイヤル（☎724・5656）またはイ
ベシスコード190618Cへ。
※収穫口数・現地への交通手段（駐車
台数に限り有り）を明示して下さい。
問農業振興課☎724・2164

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【初心者和弓教室】
対市内在住、在勤、在学のこれから和
弓を始める１６歳以上の方日９月１日
～１１月１７日の日曜日（９月１５日、２２
日、１０月２７日、１１月３日を除く）、午
前９時３０分～１１時３０分、全８回講町
田市弓道連盟定２５人（抽選）費５０００
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、７月２９日まで（消印有効）に同館へ
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【太極拳講習会】
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日①第２・４・５月曜日②毎週木曜
日、いずれも午前９時～９時５０分費
大人３００円、６５歳以上・障がい者
１００円／別途公開指導料として１００
円が必要

●野津田公園☎７３６・３１３１
【元五輪選手・新宅雅也氏が
教える「ウォーキング（ジョ
ギング）教室」】
対２０歳以上の方日７月１日、８日、８月
１９日、２６日、９月２日、９日、３０日、い
ずれも月曜日午前１０時３０分～正午、
全７回内正しい歩き方・姿勢のつく
り方を学ぶ定５０人（申し込み順）費
３５００円（保険料、指導料込み）申電
話で同公園へ（受付時間＝午前９時
～午後５時、土・日曜日、祝休日も可）
●小野路宿里山交流館☎８６０・
４８３５
【うどん作り教室】
日７月５日㈮午前１０時３０分～正午定
８人（申し込み順）費１０００円（材料
代）申６月２０日正午からイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０６２０Ａへ

イベントカレンダー
詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

子どものイベントカレンダー
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またはまちだ子育てサイトをご覧下さい。

●さがまちコンソーシアム
事務局☎７４７・９０３８、生涯
学習センター☎７２８・００７１
【さがまちカレッジ～こども体験講
座】
　夏休みに開催するこども体験講座
の受講者を募集します。英語や工作、
プログラミング、理科の研究、親子で
学ぶ講座など、夏休みの自由研究に
も役立つ講座です。詳細は、講座案内
チラシ（生涯学習センター、各市民セ
ンター、各市立図書館等で配布）をご
覧下さい（さがまちコンソーシアム
ホームページでダウンロードも可）
／講座ごとに定員が異なります（抽
選、いずれも講座は有料）対乳幼児～
小学生とその保護者（講座により異
なる）場生涯学習センター等申受講
申込書に記入し、７月４日まで（必着）

に、郵送またはＦＡＸでさがまちコン
ソーシアム事務局へ（同コンソーシ
アムホームページで申し込みも可）
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【夏期子ども講座～紙版画でつくる、
ワクワクいきものオリンピック】
対両日参加できる小学３～６年生日７
月２７日㈯、２８日㈰、午前１０時３０分
～午後３時３０分、全２回場同館内厚
紙を使った多色刷りの凹凸版画で、
色々な生き物による空想オリンピッ
クのワンシーンを作る講東京学芸大
学教授・清野泰行氏、同大学生定２０
人（抽選、結果は７月１１日ごろ郵送）
費２０００円申７月７日までにイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０６１２Ｈへ（同館ホ
ームページで申し込みも可）

夏の平和イベント
問生涯学習センター☎７２８・００７１

【平和づくりを現場から発信する～
上智大学・東大作教授を迎えて】
　町田市出身で、ＮＨＫディレクター
として11年間戦争と平和に関する数
々のＮＨＫスペシャルを企画制作した
東氏の講演です。私たちが世界の平
和にどうつながっているのか、また
その平和づくりにどう関与し、参加し
ていけるのか、共に考えていきます。
日7月20日㈯午後2時～4時30分
場同センター
講上智大学教授・東大作氏
定128人（申し込み順）
申1次受付＝6月15日正午～17日午
後7時にイベシス（＝インターネッ
ト）コード190618Ｂへ／2次受付＝
6月18日正午～7月10日にイベント
ダイヤル（☎724・5656）またはイ
ベシスへ。

【戦時体験　１枚のハガキを募集し
ます】
　戦時中・戦後の体験を、子どもや孫
の世代に伝えませんか。
対市内在住の戦時中・戦後の体験を
伝えたい方
申ハガキ表面（宛名面）に、住所・氏名
・電話番号・年齢を明記し、裏面（通
信面）に、体験（時期・場所なども）を
書いて、7月25日午後5時まで（必
着）に直接または郵送で生涯学習セ
ンター「1枚のハガキ」担当（〒194
－0013、原町田6－8－1）へ。
※8月5日～9日に同センターで掲示
します（ハガキ裏面のみ、内容によっ
ては掲示しない場合も有り）。
※代筆やパソコンの使用も可能で
す。なお、ハガキの返却はできませ
ん。

※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急診療・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
１５日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

１６日㈰

午前９時～午後５時

内科 いのうえ内科クリニック（鶴間１-１８-１３）☎７０６・２６３０
内科、
小児科 佐藤寿一クリニック（原町田１-７-１７）☎７１０・２２５１

内科 小野寺クリニック（本町田４３９４-９） ☎７３２・５６０５

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

１７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
１８日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８
１９日㈬ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２
２０日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８） ☎７９８・１１２１
２１日㈮ あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１
２２日㈯ 午後１時～翌朝８時 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

２３日㈰

午前９時～午後５時

内科 鹿島内科クリニック（金森東１-２５-２９）☎７１０・１８００

内科、
小児科

アツミ医院（中町３-６-１３） ☎７２２・２１８５
たかはしクリニック（常盤町３２００-１）☎７９８・７７５５

耳鼻科 耳鼻咽喉科・アレルギー科のぶクリニック
（能ヶ谷１-５-８） ☎７３７・１１８７

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
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

２４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
２５日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８
２６日㈬ 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１
２７日㈭ 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３０
２８日㈮ あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１
２９日㈯ 午後１時～翌朝８時 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３０

３０日㈰

午前９時～午後５時

内科
フォレスト呼吸器内科クリニック町田
（原町田６-２８-１５） ☎７１０・４１００

鶴川台ウィメンズクリニック（真光寺２-３７-７）☎７３７・１１０３
内科、
小児科 多摩境きむらクリニック（小山ヶ丘５-２-６） ☎７７４・１７００

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科（玉川学園７-１-６） ☎７２８・８７３７

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
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１
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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会館

コンビニ

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～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898

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）

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）


