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ください。
子どもセンターただＯＮ

式 町 水 晶 ポ ッ プ
バ イ オ リ ン ラ イ ブ

脳性まひを抱えるバイオリニスト
・式町水晶さんの演奏とトークです。
乳幼児から大人までさまざまな世代
へ笑顔と希望を届けます。
日３月１５日㈰、①午後１時３０分から
②午後２時５分から

情報コーナー
●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
〔３人以上向〕
＝４戸、若年ファミリー
向＝１戸、単身者向シルバーピア＝２
戸、 単 身 者 用 車 い す 使 用 者 向 ＝１
戸）
、都営住宅地元割当（単身者向シ
ルバーピア＝１３戸、２人世帯向シル
バーピア＝２戸）／いずれも詳細は
募集案内を参照配布期間３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、
各駅前連絡所、木曽
山崎連絡所、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

場ただＯＮ
曲目①「Ｌｅｔ ｉｔ ｇｏ」
「夢をかなえてド
ラえもん」
「パプリカ」等②「メイオ
ウ」
「希望への道」
「人生のメリーゴー
ランド」等／予定
問ただＯＮ☎
☎７９４・６７２２
大地沢青少年センター

青

空

ア

ト

リ

エ

電動糸のこや、のこぎりなどを使
送で３月１３日まで（必着）問同公社都
営住宅募集センター☎
☎７１３・５０９４
●自衛隊町田募集案内所～自衛隊一
般幹部候補生・一般曹候補生募集
詳細は同案内所へお問い合わせい
ただくか、自衛隊東京地方協力本部
ホームページを参照対①一般幹部候
補生＝２２歳以上２６歳未満の方、２０
歳以上２２歳未満の大学卒業者また
は２８歳未満の修士課程修了者等（い
ずれも見込み含む）②一般曹候補生
＝１８歳以上３３歳未満の方（ただし、
３２歳の方は採用予定月の末日現在、
３３歳に達していない方に限る）１次
試験日①５月９日、１０日②５月２３日
申①５月１日まで②５月１５日まで（い
ず れ も 必 着 ）問 同 案 内 所 ☎ ７２３・
１１８６

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ください。

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ください。 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。

スマホ版

登録はこちらから▶

携帯電話版

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
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
内科

午前9時～午後5時

医療機関名（所在地）

電

話

広瀬クリニック（小川4-17-12）

☎799・5161

加藤医院（玉川学園5-24-40）

☎732・8566

内科、
小出クリニック（木曽東1-15-40） ☎721・2918
小児科

3月
1日㈰

☎799・6161

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
外科系

おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

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㈫

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

4日㈬

午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

5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

6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

7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

☎727・9930
もとはしクリニック
（中町2-14-10）☎
午前9時～午後5時

☎735・0166

ただお整形外科・内科（忠生2-28-5） ☎793・0201

8日㈰

☎799・6161

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

9日㈪

内科 伊藤診療所（鶴川4-35-2）

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

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㈫ 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

11日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

12日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

13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

14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

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

東京都内の救急当番病院などの 健康福祉会館 原町田5-8-21
お問い合わせ
健康福祉
小田急線

東京都医療機関案内サービス

ひまわり

または☎042・521・2323

☎03・5272・0303
24時間365日

福祉会館前
町田街道

会館

コンビニ

至町田

日3月16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

至金森

市役所まち☆ベジ市

各コースの時間等の詳細はお問い
合わせください対４～６歳の未就学
児、小学生日４月７日～５月21日（４月
２９日、５月５日～７日を除く）、午後３
時３０分～７時４５分（Ａ～Ｃ各１時間）、
火、木コース＝全６回、水コース＝全
５回定幼児スクール＝各３０人、小学
生スクール＝各４０人／抽選費火、木
コース＝４８００円、水コース＝４０００
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、３月１９日まで（必着）に同プール
へ
【スタート専用コースとして開放し
ます】
高水位時に、５０ｍプールの１コー
スをスタート専用の練習コースとし
て開放します。希望者には簡単なレ
クチャーも行います／直接スタート
専用コース前で受け付けます対２０
歳以上の方日３月２１日㈯午後６時１０
分～８時費施設利用料／プールの満
水状況により、開放時間が変更とな
る場合があります。なお、飛び込みに
は危険が伴いますので、誓約書にご
署名をお願いします
〈お知らせ〉

第１６回フィンスイミング日本学
生選手権大会・日本マスターズ大会
のため、３月２２日㈰はプールの一般
利用はできません（トレーニング室
は通常どおり利用可）。なお、大会前
日は、
５０ｍプールが高水位（１．
４ｍ～
１．７ｍ）になり、水温が１～２度ほど
低くなりますのでご注意ください
● 町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン ☎ ７３６・
８２８１
【春の薬師池公園撮影会】
うららかな春の風景を一緒に撮影
してみませんか日３月２８日㈯午前
１０時～正午（小雨実施）／集合は同
サロン横の円形広場です

前１０時～午後３時（雨天実施）
※開催時間内であれば、何時からで
も参加できます。
場同センター研修棟
費１００～５２０円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎
☎７８２・３８００

至旭町

●市立総合体育館☎
☎７２４・
３４４０
【①ハッスルバドミントン
教室】
対市内在住、在勤、在学の１８～６０歳
の方日４月４日～６月２７日の土曜日
（５月９日、１６日、３０日を除く）、午後
６時３０分～８時３０分、全１０回講町田
市バドミントン連盟定５０人（抽選）
費４５００円申往復ハガキに必要事項
を明記し、3月15日まで（消印有効）
に同館へ
【②初心者アーチェリー教室】
対市内在住、
在勤、
在学のこれからア
ーチェリーを始める１６歳以上の方
日４月４日～５月２日の土曜日、午前９
時３０分～１１時３０分、全５回講町田
市アーチェリー協会定２０人（申し込
み順）費３０００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、3月20日まで（消印
有効）
に同館へ
【③親子ふれあい体操教室】
対市内在住の４～６歳の未就学児と
その保護者日４月４日～６月２７日の
土曜日（５月２日、９日、６月６日を除
く）
、午前９時３０分～１１時、全１０回
定３０組（抽選）費５０００円申同館ホー
ムページで申し込み
●市立室内プール☎
☎７９２・
７７６１
【プール春祭り２０２０】
当日は、施設を無料で利用できま
す
（駐車場は有料）
。
また、閉館時間も
１時間延長します／直接会場へおい
でください日３月１５日㈰午前９時～
午後１０時内ミニゲーム、工作、トレ
ーニング室の特別プログラム、食品
売店でのセール、市内の授産施設に
よる展示即売会等
【幼児スクールＡ
（火、木コース）Ａ・Ｂ
（水コース）
、小学生スクールＡ～Ｃ
（火、
木コース）
Ａ・Ｂ
（水コース）】

い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります。特別プログラムは、さかな
つりセット（８日）とキューブカレン
ダー（２９日）の予定です。
※直接同センター事務室へおいでく
ださい。
日３月８日、２９日、いずれも日曜日午

午前9時～翌朝9時

イベントカレンダー
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