凡例

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

子どものイベントカレンダー

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ください。

●子ども創造キャンパス
ひなた村☎
☎７２２・５７３６
【新・手づくりのじかん～
すてっぷ「ぷるぷる透明なジェルキ
ャンドルをつくろう！」
】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日４月２５日㈯午前１０時～正午
場ひなた村工作室内透き通る不思議
なキャンドルを作る定２０人（申し込
み順）
費５００円

【新・アウトドアクッキング～親子
「たけのこ掘ってたべてみよう！」
】

対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日４月２９日㈷午前９時３０分～
午後０時３０分場ひなた村野外炊事場
定２０人（申し込み順）費子ども２００
円、大人３００円
◇
申３月１５日午前１０時から電話でひ
なた村へ／その他の講座やワークシ
ョップについては、ひなた村ホーム
ページ等をご覧ください
●国際版画美術館☎
☎７２６・２８８９
【子ども講座～幸せ探し・たのしいを
持ち歩こう】
対小学生日４月２９日㈷午後１時３０分
～４時３０分場同館内足踏み版画でエ
コバッグを作る講版画家・粟千紗都
氏定１５人（抽選、結果は４月１０日ご
ろ郵送）費５００円申４月５日までにイ
ベントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）ま
た は イ ベ シ スコード２００３１１Ｈへ
（同館ホームページで申し込みも可）

市HP 町田市ホームページ

急病のときは

情報コーナー

他の医療機関につなげる場合があります。

自転車条例

検索

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）
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

健康福祉会館内
☎710・0927
（下地図参照）

医療機関名（所在地）

電

話

たけいち内科クリニック
（小川1-14-1） ☎850・6555
午前9時～午後5時

内科 原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田6-29-3） ☎851・7818
おおくら医院（大蔵町3165）

3月
15日㈰

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎737・8020
☎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

16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
17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

18日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

19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

午前9時～午後5時
20日㈷

午前9時～翌朝9時

多摩境内科クリニック
（小山ヶ丘3-24） ☎703・1920
中島医院（原町田2-15-2）

☎722・2409

内科、
木曽診療所（木曽東4-21-37）
小児科

☎791・2088

耳鼻科 川野医院（森野1-11-9）

☎726・7673

内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

外科系

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

21日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
甲斐内科クリニック
（成瀬が丘2-24-2） ☎796・8711
午前9時～午後5時
22日㈰

内科 鶴川診療所（鶴川6-7-1）

☎735・2387

南東京ハートクリニック
（木曽西2-18-12） ☎789・8100
耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733
内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

午前9時～翌朝9時

外科系

☎789・0502

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

23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
24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

25日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

26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

27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

28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

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

内科 学園ハートクリニック（玉川学園1-21-15） ☎725・8468
やました内科・脳神経クリニック（山崎町2055-2） ☎794・6327

29日㈰

内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎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

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
31日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 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

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

もっと見やすくリニューアル！ 町田市ホームページ

☎03・5272・0303
24時間365日

福祉会館前
町田街道

会館

コンビニ

至金森

3月17日

東京都

●北関東防衛局～防音工事（機能復
旧工事）の受付対象を変更しました
国では、厚木飛行場周辺における
防音建具及び空気調和機器の機能復
旧工事について、住宅防音工事希望
届の受付対象を「平成１８年３月３１日
までに防音工事が完了した住宅」か
ら「防音工事が完了して１０年以上経
過した住宅」に変更しました／詳細
は北関東防衛局ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください
問同局住宅防音課☎
☎ ０４８・６００・
１８２１
●町田商工会議所～町田屋外広告物
コンクール「教えて！あなたの好きな
町田の看板」入賞決定
２０１９年９月３０日～１０月３１日に
応募があった１４４件の中から、専門
家が審査を行い、次の事業者が入賞
及び入選しました。詳細は同会議所
ホームページをご覧ください／大賞
＝こがさかベイク、会頭賞＝富沢商
店、審査委員会特別賞＝ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉ
ｅ ｃｈｉｒｏ、優秀賞＝割烹蒲焼 八十八、
お 好 み 焼 吉、 入 選 ＝ ０ １ ZERO
ONE CAFE、燈火、パティスリーア
ンカド、Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ、鮨と酒 切り
札、Gｒｅｅｋｅｄ UP問同会議所☎
☎７２２
・５９５７
●町田市シルバー人材センター～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４
月７日、５月７日、６月２日、午前９時３０
分から場わくわくプラザ町田３階講
習室問同センター☎
☎７２３・２１４７

スマホ版

登録はこちらから▶

至旭町

●八王子年金事務所からのお知らせ
【就職、
退職などに伴う国民年金の手
続きについて】
就職、
退職などにより、国民年金の
手続きが必要な場合があります。就
職により厚生年金保険や共済組合に
加入した方は、国民年金の資格を喪
失する手続きは不要です。退職によ
り厚生年金保険や共済組合の資格を
喪失した方は、退職日の翌日から国
民年金に加入する手続きが必要で
す。
手続きの際は、
年金手帳と資格喪
失証明書などの退職日が分かる書類
をお持ちください。
また、厚生年金保
険や共済組合に加入している方に扶
養されている６０歳未満の配偶者は、
次の場合に国民年金の手続きが必要
です。①扶養している方が退職した
時②扶養している方が６５歳以上で、
老齢による年金を受け取ることがで
きるようになった時③扶養されてい
る方が扶養されなくなった時／な
お、毎年４月は窓口が混雑し、お待ち
いただくことがあります問同事務所
☎０４２・６２６・３５１１
【年金を受けている方が亡くなられ
たとき】
年金を受けている方が亡くなった
ときは、年金事務所へ届け出が必要
です。
ただし、
日本年金機構に個人番
号
（マイナンバー）
が登録されている
方については原則不要です。なお、年
金を受けている方が亡くなった際
に、受け取っていない年金がある場
合は、生計を同じくしていた遺族の
方がその年金を受け取ることができ
る場合があります問ねんきんダイヤ
ル☎
☎０５７０・０５・１１６５、０５０から始
ま る 電 話 の 方 ＝ ☎ ０ ３・６ ７ ０ ０・
１１６５、
同事務所☎
☎０４２・６２６・３５１１
●東京都都民安全推進本部～４月１
日から自転車損害賠償保険への加入
が義務化されます
都条例の改正に伴い、自転車の利
用者やその保護者は、自転車利用中
の事故により他人にけがをさせてし

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。

内科

まった場合などの損害を賠償できる
保険等への加入が義務となります。
ただし、自転車に点検日から１年以
内のＴＳマークが貼られている場合
や、既に加入している保険等に個人
賠償責任保険が付帯されている場合
は、新たに加入する必要はありませ
ん。詳細は、東京都都民安全推進本部
ホームページをご確認ください問同
本部総合推進部交通安全課☎
☎０３・
５３８８・３１２７
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問 問い合わせ

至町田

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

