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詳細はお問い合わせください。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131移動図書館“そよかぜ号” 検索町田市立図書館

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１

〈お知らせ〉�  
　７月２１日～８月３１日の夏季期間
（無休）は小・中学生の施設利用料が

イベントカレンダー
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。

有料（１００円）となります。なお、７月
１８日～８月３１日は、開館時間を３０
分早め、午前８時３０分から開館しま
す（閉館は午後９時）

　環境を大切にした「新しい生活
様式」を心掛けましょう。
【市庁舎をライトアップします】

６月は環境月間です 　はすのんをイメージしたカラー
でライトアップします。
日6月17日、24日いずれも水曜
日、午後7時～9時
問環境政策課☎☎724・4386

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
6月
１5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

１6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
１７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東4-２１-4３） ☎☎７８９・０5０２
１８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
１９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
２０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

２１日㈰

午前９時～午後5時 内科
大村内科医院（成瀬台３-８-4） ☎☎７２１・２００１
伊藤診療所（鶴川4-３5-２） ☎☎７３5・０１66
ちょう内科医院（本町田２９３８-１） ☎☎７２９・5３4１

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
町田病院（木曽東4-２１-4３） ☎☎７８９・０5０２
おか脳神経外科（根岸町１００９-4） ☎☎７９８・７３３７

２２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
２３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
２4日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-１） ☎☎７９９・6１6１
２5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
２6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
２７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

２８日㈰

午前９時～午後5時
内科

成田クリニック（成瀬が丘２-２３-１6） ☎☎７９5・１２８１
なかの整形外科・内科（能ヶ谷１-5-８）☎☎７３７・３66９
さくらメディカルクリニック（常盤町３２００-１） ☎☎７９７・９6７１

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

午前９時～翌朝９時
内科系 町田病院（木曽東4-２１-4３） ☎☎７８９・０5０２

外科系
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
南町田病院（鶴間4-4-１） ☎☎７９９・6１6１

２９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
３０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
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）

※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

休日耳鼻・眼科の医院は、新型コロナウイルスの影響で診療時間等が変更にな
る可能性があるため、受診を希望する方は東京都耳鼻咽喉科医会ホームペー
ジまたは東京都眼科医会ホームページの「休日診療」のページをご覧ください。

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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参加しませんか

高齢運転者安全運転教室
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

　加齢に伴い、運転に必要な認知
機能・身体機能は低下します。この
機会にご自身の状態を把握し、改
めて安全運転について考えてみま
せんか。
※運転免許証の更新時に受講する
法定講習とは異なります。
※町田ドライヴィングスクールの
送迎バス（町田駅発のみ）をご利用
いただけます。運行時間・乗車場所
については同スクールホームペー

ジをご覧ください。
対市内在住の車を運転する6５歳
以上の方
日7月16日㈭午前9時1０分～午後
０時3０分
場同スクール（南大谷1－５５）
内交通安全講話、運転適性検査、実
車走行等
申6月16日正午～3０日にイベン
トダイヤル（☎☎724・５6５6）また
はイベシスコード2００616Ｂへ。

　推定震度５弱以上の地震の際に
発信する緊急地震速報を、町田市
防災行政無線屋外拡声スピーカー
で市内全域に放送する訓練です。
※災害等の発生により、予告なく
中止となる場合があります。

日6月17日㈬午前1０時ごろ
内緊急地震速報のチャイム音が鳴
り、「緊急地震速報。大地震です。大
地震です。これは訓練放送です」と
いう音声を3回繰り返し放送
市HP 緊急地震速報  検索

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送
緊急地震速報訓練� 問防災課☎☎７２４・３２18

６月は食育月間です
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

　家族そろって楽しく食卓を囲ん
だり、バランスの良い食事を心掛
けるなど、身近なところから食育
に取り組んでみませんか。
【毎月１9日は「食育の日」です】
　6月19日㈮に、市庁舎2階食堂
でヘルシーメニューを61０円で販
売します。
　ぜひお立ち寄りください。
【食育に関わる本を置いています】
期間7月8日㈬まで
場中央図書館4階児童コーナー

町田新産業創造センター

創業・起業に関する相談会　オンラインセミナー
問同センター☎☎8５０・8５２５、町田市産業政策課☎☎７２４・２1２９

【町田創業～ファーストステップ
相談会】
日6月2０日、27日、いずれも土曜
日午後1時～５時（1人1時間）
申参加希望日の3日前までに同セ
ンターホームページで申し込み。
【町田創業～ファーストステップ
セミナー】
　Ｚｏｏｍミーティングでのオン
ラインセミナーで創業の基礎知識
を学びます。
日①6月19日㈮午後2時～3時②6
月19日㈮午後3時1５分～4時1５
分③6月2５日㈭午後2時～3時④6
月2５日㈭午後3時1５分～4時1５
分
内①経営～事業コンセプトを考え
よう②財務～決算書（損益計算書
・貸借対照表）の読み方を知ろう

③人材育成～労務管理の基礎につ
いて学ぼう④販路開拓～Ｗｅｂサ
イトの仕組みと始め方・ＳＮＳの特
徴を知ろう
講（株）ウィルパートナーズ①辺見
香織氏②④馬場郁夫氏③藤田知哉
氏
定各3０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時まで
に同センターホームページ（＝下
記二次元バーコード）で申し込み。
※後日、同センターからメールで
Ｚｏｏｍミーティング招待ＵＲＬをお
送りします。

◇
対創業予定の方、創業
して間もない方等
場同センター

市内で生産、加工されている
ほうれん草、柿、ハム、ごはん、
牛乳のキャラクターです。

町田市食育推進キャラクター
“まちだ食育クインズ”


