対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

催し・講座
幼児の保護者向け講座・保育付き

今日から変わるニコニコ子育て

対市内在住で全回参加できる２歳以
上の未就学児の保護者
日１１月８日、１５日、２２日、２９日、いず
れも金曜日午前１０時～正午、全４回
場生涯学習センター
講玉川大学教授・大豆生田啓友氏、臨
床心理士・植松紀子氏
定保育付き＝１３人、保育無し＝１０
人
（過去に乳幼児・幼児講座を受講し
ていない方を優先のうえ、抽選）
費保育利用者のみ２００円
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、
講座名・住所・氏名（ふりがな）
・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者

情報コーナー
●八王子年金事務所～１０月１日から
年金生活者支援給付金制度が始まり
ます
年金生活者支援給付金は、公的年
金等の収入や所得額が一定基準額以
下の年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給される
ものです。受け取りには請求書の提
出が必要です。ご案内や事務手続き
は、日本年金機構
（年金事務所）が実
施します対老齢基礎年金受給者＝次
のすべての要件を満たす方 ①６５
歳以上である②世帯員全員の市民税
が非課税である③年金収入額とその
他所得額の合計が約８８万円以下であ
る、障害基礎年金・遺族基礎年金受給
者＝前年の所得額が約４６２万円以下
の方申２０１９年４月１日以前から年金
を受給している方＝日本年金機構か

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

（１１月１日時点で８か月以上の未就
学児）は子どもの名前（ふりがな）
・生
年月日を明記し、１０月４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（〒１９４－００１３、原町
田６－８－１）へ（所定の用紙〔同セン
ターに有り〕に記入し、直接同センタ
ーへ申し込みも可）。
問同センター☎７２８・００７１

町田産新鮮野菜の販売

市HP 町田市ホームページ

急病のときは

他の医療機関につなげる場合があります。
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健康福祉会館
小田急線

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

24時間365日

町田街道
至町田

健康福祉
会館

コンビニ

至金森

または☎042・521・2323

☎03・5272・0303

至旭町

ひ ま わ り

原町田5-8-21

福祉会館前

診療時間

診療科

医療機関名（所在地）

伊藤診療所（鶴川4-35-2）

内科

16日㈷

午前9時～翌朝9時

外科系

19日㈭

午後7時～翌朝8時

☎735・0166
☎795・1668

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
☎796・4807

内科 内山胃腸科（旭町1-15-23）

☎728・1371

内科、
小泉医院（玉川学園2-5-24）
小児科

☎725・8411

耳鼻科 川野医院（森野1-11-9）

☎726・7673

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

外科系

17日㈫
18日㈬

話

ただお整形外科・内科（忠生2-28-5） ☎793・0201

内科、 虫明婦人科内科小児科医院
小児科（金森3-19-10）
午前9時～午後5時

電

内科、
小阪内科クリニック
（金森東4-44-3） ☎799・3933
小児科

内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）
午前9時～翌朝9時

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

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121

20日㈮

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

21日㈯ 午後1時～翌朝8時

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

成瀬小林医院（成瀬8-4-33）

☎725・2233

午前9時～午後5時
22日㈰

内科

こばやしクリニック（原町田6-3-3） ☎710・3183
川村クリニック（本町田2943-1）

☎724・7727

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田6-22-15） ☎722・3115
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎722・2230

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

佐藤寿一クリニック
（原町田1-7-17） ☎710・2251
内科、
小児科 藤の台診療所
☎722・2832
午前9時～午後5時
（本町田3486 藤の台団地1-55）

詳細は、
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。

キ

健康福祉会館内
☎710・0927
午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から） （左下地図参照）

15日㈰

午～１０月２3日にイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９０９２０Ｂへ
●男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
【登録団体企画～父子でまなんであ
そぼう、ビジュアルプログラミング
「ビスケット」】
対５～１０歳くらいの子どもとその父
親（または祖父）日１０月２７日㈰午後
１時３０分～４時場町田市民フォーラ
ム内タブレットで「ビスケット」とい
うアプリを使い、簡単な絵を描きな
がらプログラミングの基本を楽しく
学ぶ／父子で１台タブレットを用意
します講
（特）アクティブＳＩＴＡ・中村
理氏定１５組（申し込み順）申９月１８
日正午～１０月２０日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１９０９１８Ｆへ。保育希望者
（１歳６か月以上の未就学児、申し込
み順に８人）は、１０月１２日までに併
せて申し込みを

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

午後7時～9時30分（電話受付は午後6時から）

午前9時～午後5時

子どものイベントカレンダー

●スポーツ振興課☎７２４・４０３6
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日１０月１９日㈯午後０時３０分～２時
３０分場サン町田旭体育館内トラン
ポリンや複合種目、ボッチャ等講町
田市スポーツ推進委員定７０人（申し
込み順）費１人２００円（保護者も参加
費が必要）申９月２０日正午～３０日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
へ
【まちだの体力向上プロジェクト～
ＫＩＤＳʼ ＦＵＮ ＴＩＭＥ】
対市内在住、在学の小学１～３年生日
１０月２６日㈯、２７日㈰、午後１時３０分
～２時３０分場子どもセンターぱお内
リズムに合わせてジャンプする等、
ゲーム感覚で運動不足・運動嫌いの
子どもの体力向上を図る講日本スポ
ーツ協会公認アクティブ・チャイル
ド・プログラム講師 宮田洋之氏定
各４０人（申し込み順）申９月２０日正

町田市メール配信サービス

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

診療日

ら請求手続きのご案内が９月上旬か
ら順次届きます。同封のハガキ（年金
生活者支援給付金請求書）に記入し
提出して下さい／２０１９年４月２日以
降から年金を受給している方は、原
則、年金請求時に給付金の請求書も
受け付けしているため手続きは不要
です問年金生活者支援給付金専用ダ
イヤル☎０５７０・０５・４０９２
●総務省東京行政評価事務所～東京
１日合同行政相談所開設
１０月７日～１３日の行政相談週間
の関連事業として、１日合同行政相
談所を開設します日１０月３日午前
１０時～午後４時場新宿西口広場イベ
ントコーナー内年金・保険・国税・登
記・道路等の行政に関する苦情・要望
等の相談（無料、秘密厳守）／行政苦
情１１０番（総務省行政相談センター
きくみみ東京）
〔☎０５７０・０９０１１０、Ｉ
Ｐ電話＝☎０３・３３６３・１１００〕でも相
談を受け付けます
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本紙に掲載して
いる夜間・休日
※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。 診療情報等を配
※救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、 信しています。

日曜日
祝休日

【市役所まち☆ベジ市】
市内の認定農業者が
作った町田産新鮮野菜
の販売です。
日９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

問 問い合わせ

内科

23日㈷
午前9時～翌朝9時

しながわ内科・循環器クリニック
（山崎町333-1）

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

外科系

24日㈫
25日㈬
26日㈭

午後7時～翌朝8時

☎791・1545

内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

27日㈮

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

28日㈯ 午後1時～翌朝8時

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

内科

29日㈰

甲斐内科クリニック
（成瀬が丘2-24-2） ☎796・8711
榛名坂たなか内科クリニック
（金井3-17-13）

午前9時～午後5時 内科、
木曽診療所（木曽東4-21-37）
小児科
耳鼻科

外科系

☎791・2088

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

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

☎737・3860

☎789・0502

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

30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

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 日曜日、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
健康福祉会館内
歯科診療 午後4時30分まで）
☎725・2225
障がい者 水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、 （左地図参照）
歯科診療 受け付けは午後4時30分まで）

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都） ＃8000
（または☎03・5285・8898）月～金曜日＝午後6時～翌朝8時、土・日曜日・祝休日＝午前8時～翌朝8時

