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詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

女性のお仕事応援セミナー
気持ちも、第一印象もア
ップするヘア・メイク術
　場面に応じたイメージアップのポ
イントを学びます。普段のメイクで
おいで下さい。
対市内在住で介護の仕事に関心のあ
る女性
日９月２５日㈬午後１時３０分〜４時
※セミナー終了後、清掃や配膳など
の周辺業務から始められ、無資格・

●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
募集戸数市営住宅（一般世帯家族向
〔２人以上向＝１戸、３人以上向＝７
戸〕、単身者向シルバーピア＝１戸、２
人世帯向シルバーピア＝２戸、若年
ファミリー向＝１戸）、都営住宅地元
割当（単身者向シルバーピア＝６戸、
２人世帯向シルバーピア＝４戸）／い
ずれも詳細は募集案内を参照配布期
間９月２日〜１１日配布場所市庁舎１
階総合案内、各市民センター、木曽山
崎連絡所、各駅前連絡所、同公社町田
窓口センター等で配布（各施設で開
所日時が異なる）／同公社ホームペ
ージで配布期間中に限りダウンロー
ドも可申郵送で、９月１３日まで（必
着）問同公社都営住宅募集センター
☎７１３・５０９４
●東京都福祉保健局～令和元年度東
京都子育て支援員研修（第２期）受講
生募集
　カリキュラムや日程等の詳細は、
募集要項または東京リーガルマイン
ドホームページを参照対都内在住、
在勤で、今後子育て支援員として就
業する意欲のある方募集コース地域
子育て支援コース、放課後児童コー
ス申所定の申込書（町田市子ども総
務課〔市庁舎２階〕で配布、東京リー
ガルマインドホームページでダウン
ロードも可）を９月２日〜１８日（必
着）に書留で郵送問（株）東京リーガ
ルマインド☎０３・５９１３・６２２５、本
研修制度全般について＝同局少子社
会対策部計画課☎０３・５３２０・４１２１
子育て支援員 東京リーガルマインド 検索

●八王子年金事務所～扶養親族等申
告書が送付されます
　国民年金や厚生年金等から支給さ
れる年金のうち、老齢または退職に
より支給される年金は、雑所得とし
て所得税及び復興特別所得税が課さ
れます（障害年金・遺族年金は課税さ
れません）。原則、年金額が６５歳未満
の方は１０８万円以上、６５歳以上の方
は１５８万円以上の場合は、年金支払
い時に所得税が源泉徴収されます。
対象者には、日本年金機構から
２０２０年分の年金の所得税額の計算
に必要な「扶養親族等申告書」が９月
から順次送付される予定です。提出
することで、扶養控除等の各種控除
が受けられますので、期限までに提
出して下さい問ねんきんダイヤル☎
０５７０・０５・１１６５、同年金事務所☎
０４２・６２６・３５１１
●町田市老人クラブ連合会～健康講
座　自分でできる介護予防
　無理なく体を動かし、健康寿命を

未経験でできる、介護の仕事につい
ての相談登録会を行います。
場町田商工会議所
講町田美容専門学校副校長・山本剛
氏
定２０人（申し込み順）
申９月１８日までに電話で町田市介護
人材開発センター（☎８５１・９５７８、
受付時間＝祝休日を除く月〜金曜日
の午前９時〜午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

延ばしましょう対市内在住の６０歳
以上の方日９月１８日午後１時３０分〜
３時場鶴川市民センター申往復ハガ
キに講座名・住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・年齢を明記し、９月１０日ま
で（必着）に町田市老人クラブ連合会
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、わ
くわくプラザ町田３階）へ問同連合
会☎７２５・４６１３
●町田商工会議所からのお知らせ
【消費増税寸前、今からでも間に合う
！売上・利益倍増の攻めの価格改定
のヒケツ】
日９月２４日午後６時３０分〜８時３０分
【業務の効率を高める～タイムマネ
ジメントセミナー】
日９月２５日午後６時〜８時
【顧客心理を掴め！売上拡大のため
のＨＰ活用術】
日９月２６日午後２時〜４時

◇
対経営者・従業員場同会議所申電話
で同会議所（☎７２２・５９５７）へ
●町田市シルバー人材センターから
のお知らせ
【入会説明会】
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日９
月３日、１０月２日、午前９時３０分から
場わくわくプラザ町田３階講習室
【就業体験～わかりやすい！障子の
張替え】
対市内在住の６０歳以上で、シルバー
人材センター未入会の方日９月１８日
午後１時〜４時３０分場わくわくプラ
ザ町田内障子張りに必要な知識につ
いての講義と実習申電話で（公財）東
京しごと財団シルバー講習担当係
（☎０３・５２１１・２３２６、受付時間＝祝
休日を除く月〜金曜日の午前９時〜
午後５時）へ

◇
問同センター☎７２３・２１４７
●（社福）町田市社会福祉協議会から
のお知らせ
【初めて学ぶ災害ボランティア講座】
日９月１５日、２２日、午後１時〜４時場
町田市民フォーラム内災害ボランテ
ィアの基礎知識についての講義、ロ
ールプレイング体験費１０８０円（税
込み）
【ここから始まるボランティア参加
者募集】
日１０月２６日午後１時３０分〜４時場
健康福祉会館内ボランティアグルー
プの活動紹介、ボランティア活動者
との交流、ボランティア相談費３３０
円（税込み）

◇
申電話で町田ボランティアセンター
（☎７２５・４４６５）へ

情報コーナー

問子育て推進課☎724・4468

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

※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

1日㈰

午前9時～午後5時
内科

広瀬クリニック（小川4-17-12） ☎799・5161

近藤医院（成瀬1-6-7） ☎728・6898

内科、
小児科 牧内科医院（山崎町1921-1） ☎793・3873

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

2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

3日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

4日㈬ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

5日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘
1-3-8） ☎798・1121

6日㈮ 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

7日㈯ 午後1時～翌朝8時 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

8日㈰

午前9時～午後5時
内科

もとはしクリニック（中町2-14-10）☎727・9930

にしむら内科クリニック（大蔵町
2222-5） ☎708・1024

内科、
小児科 小出クリニック（木曽東1-15-40） ☎721・2918

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
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

9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

10日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

11日㈬ 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

12日㈭ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

13日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

14日㈯ 午後1時～翌朝8時 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511

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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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）


