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生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

昔の道具で想い出語り
　三輪緑山にある「三輪の森ビジタ
ーセンター」には、鶴川地域で使われ
ていた昔の道具が展示されていま
す。

　今回は、三輪の森ビジターセンタ
ーの紹介とともに、市立博物館に所
蔵している昔の道具を見たり触った
りしながら、想い出を語り合いませ
んか。市立博物館の学芸員が解説し
ます。
日４月１５日㈬、午前１０時～１１時、午
後１時～２時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
定各４５人（先着順）

問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

親 子 で 里 山 散 策 と 
タ ケ ノ コ 掘 り 体 験
　緑豊かな北部丘陵の里山と谷戸を
親子で散策しながら、小野路町奈良
ばい谷戸でタケノコ掘りを楽しみま
せんか。
※タケノコのお土産付きです。
対５歳～中学生とその保護者
日４月１８日㈯午前１０時～正午ごろ

（雨天時は４月２５日に延期）
※集合は、都立小山田緑地第一駐車
場です。
定１５家族（抽選）
費１家族１０００円（保険料等）
申４月２日正午～８日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード２００４０２Ａへ。
問（特）まちだ結の里事務局☎☎０８０・
７４６５・７６５１、町田市農業振興課☎☎
７２４・２１６６

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
【①団体向けアクティビティ　
７月・８月分申し込み】
　ひなた村で子ども会などのイベン
トを行いませんか対市内の子ども会
や子どもサークル等場ひなた村内カ
レー作り、工芸、キャンプファイア等
費施設利用料、材料費
【②かんたん工作遊び～つくったり
あそんだり】
日４月１５日、５月２０日、いずれも水曜
日午後３時３０分～４時３０分場ひなた
村てっぺん広場内小学生向けの工作
と遊び
【③一輪車であそぼう】
　一輪車の貸し出しもあります／未
就学児は保護者同伴でおいでくださ
い日４月２２日、５月１３日、２７日、いず
れも水曜日午後３時３０分～４時３０分
（雨天中止）場ひなた村池の前広場
【④レッツ！サイエンス　科学クラ
ブ～あがれ！噴水】
対市内在住、在学の小・中学生日４月
２６日㈰午前１０時～正午場ひなた村
工作室内水をくみ上げる動力がなく
ても高く噴き上がる仕組みを考えな
がら実験工作する講町田わくわく！
サイエンス・池田勇五氏定２０人（申
し込み順）費３００円
【⑤ネイチャークラブ～草花の叩

たた

き
染めでオリジナルの手拭いを作ろう！】
対市内在住、在学の小学生日４月２６
日㈰午前１０時～午後１時場ひなた村
陶芸室　他内ひなた村の野草を使っ

た叩き染めで世界で１つの手拭いを
作る定２０人（申し込み順）費２００円
【⑥春のひなた村まつり】
日５月６日（振休）午前１１時～午後３
時内野外体験、工作、アウトドアクッ
キング等（模擬店と工作は一部有料）
【⑦子どものための日本舞踊教室】
対市内在住、在勤、在学の全回参加で
きる小学生～１８歳日５月２０日、６月
３日、１７日、７月８日、９月９日、３０日、
１０月２１日、１１月１１日、いずれも水
曜日午後５時～６時３０分、全８回場ひ
なた村和室内日本舞踊を学ぶととも
に、作法の基本や浴衣の着方などの
日本文化も学ぶ講尾上流師範・尾上
菊右佐氏定１０人（申し込み順）費
２０００円

◇
申①４月１日午前１０時～１５日午後５
時に電話でひなた村へ②③⑥直接会
場へ④⑤⑦４月１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
●町田市民文学館☎☎７３９・３４２０
【春の子ども俳句教室】
対小学生日４月１８日、５月１６日、６月
２０日、いずれも土曜日午前９時～正
午、全３回（雨天実施）場同館、東雲
寺、ひなた村、寺家ふるさと村内同館
からバスで各施設へ移動し、散策し
ながら俳句を創作する講俳人・市村
栄理氏、庄原明美氏定１２人（申し込
み順）申４月１日午前９時から電話で
同館へ

情報コーナー情報コーナー
●東京労働局～家内労働の「委託状
況届」は４月３０日までに提出してく
ださい
　家内労働者へ仕事（内職）を委託し
ている事業主は、家内労働法による
委託者になりますので「委託状況届」
の提出が必要です。詳細は東京労働
局ホームページを参照申届出用紙
（最寄りの労働基準監督署で配布、東
京労働局ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、４月３０日までに提
出問東京労働局労働基準部賃金課家
内労働係☎☎０３・３５１２・１６１４
●東京都福祉保健局～令和２年度東
京都子育て支援員研修（第１期）受講
生募集
　今回は「地域保育コース」の募集で
す。カリキュラムや日程等の詳細は
募集要項または（公財）東京都福祉保
健財団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申所定の申込
書（町田市子ども総務課〔市庁舎２
階〕で配布、同財団ホームページでダ

ウンロードも可）を、４月３日～１７日
（必着）に、書留で郵送問同財団☎☎０３
・３３４４・８５３３、研修制度全般につい
て＝東京都福祉保健局少子社会対策
部計画課☎☎０３・５３２０・４１２１
●町田税務署～申告・納付期限等が
延長されました
　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、令和元年分の確定
申告（所得税、贈与税、消費税）の申告
・納付期限が４月１６日まで延長され
ました。申告書の作成・相談・提出の
受け付けは町田税務署で行っていま
す。なお、駐車場は利用できません受
付時間午前８時３０分～午後４時（提
出は午後５時まで、混雑時は受け付
けを早めに締め切る場合も有り）相
談時間午前９時～午後５時／振替納
税を利用している方の振替納付日に
ついても、所得税は５月１５日、消費税
は５月１９日に延長されました／マイ
ナンバーカードや税務署で発行する
ＩＤ・パスワードがあれば、ご自宅等
からスマートフォンやパソコンを使
って電子申告（ｅ－Ｔａｘ）できます問
同税務署☎☎７２８・７２１１

催し・講座催し・講座

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

４月
１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２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

３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

４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

５日㈰

午前９時～午後５時
内科

かどわきクリニック（つくし野４-９-８）☎☎７９９・２２０２

玉川クリニック（玉川学園７-５-６） ☎☎７２５・８２０７

いしかわ内科クリニック（森野４-２１-５）☎☎７２７・４９７０

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町４９９-１５）☎☎７２５・１１０８

午前９時～翌朝９時

内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

６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

７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

８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

９日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１０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

１１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

１２日㈰

午前９時～午後５時 内科

さぬき診療所（小川２-２５-１４） ☎☎７０６・８７６６

しあわせ野医院（成瀬台２-４０-１） ☎☎７３９・０４７７

鶴川胃腸科（鶴川２-１７-１） ☎☎７３４・１９５８

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
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

１３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

１４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

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）

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
☎ ＃＃ ８８ ００ ００ ００

または☎０３・5２85・8898

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

※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。
※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 携帯電話版

町田市メール配信サービス急病急病ののときはときは


