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対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

出張認知症カフェ（Ｄカフェ）

市HP 町田市ホームページ

秋号を発行しました！ 町田市

認知症の方や家族、支援者など
が気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「出張認知症カフェ（Ｄカ
フェ）
」
を、市内のスターバックス
コーヒー各店舗で開催します。
対認知症の方や家族、支援者等

※飲食代は自己負担です。
※事前予約は必要ありませんが、
参加者多数の場合、市内在住の方
を優先させていただく場合があり
ます。
市HP Ｄカフェ 検索

市内スターバックスコーヒー各店の開催日
（10月・11月）

会 場
日 時
ルミネ町田店（原町田6-1-11）
10月2日㈬、11月25日㈪
町田東急ツインズ店（原町田6-4-1） 10月4日㈮、11月18日㈪
午前10時～正午
ぽっぽ町田店（原町田4-10-20）
10月7日㈪、11月20日㈬
多摩境店（小山ヶ丘3-2-8）
10月16日㈬、11月8日㈮
午前9時～11時
鶴川店（能ヶ谷1-5-1）
10月23日㈬、11月9日㈯
町田金森店（金森3-1-10）
10月26日㈯、11月4日
（振休）
小田急町田駅店（原町田6-12-20） 10月28日㈪、11月26日㈫
午前10時～正午
町田パリオ店（森野1-15-13）
10月30日㈬、11月22日㈮
南町田グランベリーパーク店（鶴間3-４-１）11月29日㈮

個性豊かなお菓子や工芸品等を
集めた
「まちだ名産品」、優れた技
術を用いて開発された「町田市ト
ライアル発注認定商品」、新鮮な地
元野菜
「まち☆ベジ」といった、町
田生まれ・町田育ちの商品を「まち
だのイチオシ！」として市内外に
発信しています。
これらの商品を紹介・販売する
「まちだイチオシ市場」を開催しま
す。
町田産新鮮野菜がいっぱい！

日曜朝市

日１０月６日㈰午前７時
～８時（ 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
まちだのイチオシ！

商品を紹介します

パネルや実際の商品見本を展示
します。
日１０月７日㈪～１１日㈮、午前８時

３０分～午後５時
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問産業政策課☎７２４・３２９６、観光
まちづくり課☎７２４・２１２８、農業
振興課☎７２４・２１６９
秋のまちだ名産品

まるごとマルシェ

郷土色あふれる個性豊かな「ま
ちだ名産品」を販売します。３３事
業者・６２商品が勢ぞろいし、認定
を受けたお店で組織する「まちだ
名産品のれん会」の皆さんが直接
販売します。商品の試食や調理販
売も実施しますので、ぜひお立ち
寄り下さい。
※マルシェのチラシを持参すると、
税込み５００円以上のお買い上げで
５０円引きになります。
日１０月７日㈪、８日㈫、午前１０時～
午後２時
場市庁舎前
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８、
産業政策課☎７２４・３２９６

問生涯学習センター☎７２８・００７１

います。
配布場所市庁舎、各市民センター、各市立図書館
等
※町田市ホームページでもご覧いただけます。
市HP 情報誌 生涯学習ＮＡＶＩ 検索

急病のときは

町田市メール配信サービス

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。

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

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
日曜日
祝休日
診療日

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）

午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）
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 町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

2日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

3日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121
4日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

5日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

内科、 とくとみ内科消化器科医院
小児科（南成瀬1-19-4）
午前9時～午後5時
6日㈰

☎729・1616

内科 町田エールクリニック
（中町1-9-22） ☎739・5533
☎734・1958

内科 鶴川胃腸科（鶴川2-17-1）

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町499-15） ☎725・1108
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎799・6161

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

7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

8日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 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 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

10日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

11日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

12日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

内科 なるせクリニック（西成瀬1-57-17） ☎721・6686
午前9時～午後5時

☎736・7720

内科、 若山クリニック（金井2-3-18）
小児科 泰生医院（小山町2470-5）

☎797・7423

耳鼻科 成瀬台耳鼻咽喉科（成瀬台3-8-16） ☎729・3341

13日㈰

内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）
午前9時～翌朝9時

子どものイベントカレンダー

外科系

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。
午前9時～午後5時

内科

☎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

吉野医院（金森2-12-31）

☎722・5729

飯田内科クリニック（森野1-33-12） ☎725・3801
さくらメディカルクリニック
（常盤町3200-1） ☎797・9671

14日㈷

午前10時30分
～午後5時

眼科

☎720・0530

氏川眼科医院（原町田6-1-11）

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎797・1511

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、 （下地図参照）
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） ＃ ８ ０ ０ ０
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

または☎03・5285・8898
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

または☎042・521・2323

24時間365日

原町田5-8-21

福祉会館前
町田街道

至町田

健康福祉
会館

コンビニ

至金森

ひ ま わ り

☎03・5272・0303

至旭町

●農業振興課☎７２４・２１６６
暮らしを学ぶ講大戸源流森の会定
【小山田四季彩の森収穫祭イベント】 ３０人（申し込み順）費１人４００円申
さつま芋掘りをしたあと、芋版を
１０月２日午前９時から電話で同セン
作りハロウィーンカードを作りま
ターへ
す。草木でお面を作って仮装をした
●いきいき総務課☎７２４・２９１６
ら、近隣へお菓子をもらいに行きま 【まちけあキッズ かいごのお仕事
す／汚れても良い服装でおいで下さ
体験～身近な地域の施設で、本格的
い対未就学児～小・中学生とその保
な体験にチャレンジしよう】
護者日１０月２０日㈰午前９時３０分～
対小学生日１１月１０日㈰午後２時～４
午後２時（小雨実施）場小山田四季彩
時場
（社福）月峰会杏林荘内お年寄り
の森定５０人（申し込み順）費１人３００
とのレクリエーション、体温や血圧
円（昼食代）申１０月２日正午～１１日
等の測定、車椅子やリフト車などの
に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・
体験を通して、介護施設で働いてい
る介護士や看護師、管理栄養士など
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ スコード
の仕事を知る定１０人（申し込み順）
１９１００２Ｃへ
申保護者とお子さんの氏名・電話番
●大地沢青少年センター☎７８２・
号・学校名・学年・保護者や同伴者の
３８００
付き添いの有無を明示し、１０月３１
【森林体験塾Ⅰ】
日までに電話またはＥメールで町田
対市内在住、
在学の小・中学生の親子
市介護人材開発センター（☎８５１・
日１０月２７日㈰午前１０時～午後３時
場同センター／ＪＲ横浜線相原駅西
９５７８遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ.ｊｐ、受
口～同センター間の無料送迎バスを
付時間＝祝休日を除く月～金曜日の
運行内山林整備や木工作を通し里山
午前９時～午後５時）へ

好き！学び！

市内や近隣で１０月～１２月に開催または募集
を開始する講座・イベント等の情報を掲載して

毎日

「まちだイチオシ市場」を開催します

講座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ

問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
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問 問い合わせ

