
72020．7．1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。

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

男女平等推進センター
アンガーマネジメントで
毎 日 笑 顔
　新しい生活がスタートして、日常
生活のバランスの変化により、子ど
もやパートナーに不満などが募って
しまいがちになります。そんなイラ
イラや怒りとの上手な付き合い方を
学びます。夫婦での参加も歓迎です。
日７月３１日㈮午前１０時～１１時３０分
場町田市民フォーラム
講（一社）日本アンガーマネジメント
協会認定アンガーマネジメントファ
シリテーターTM
定３０人（申し込み順）
申１次受付＝７月１日正午～午後７時
にイベシス（インターネット）コード
２００７０２Ｅへ／２次受付＝７月２日正
午～２４日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスへ。保
育希望者（１歳６か月以上の未就学
児、申し込み順に６人）は、７月１７日
までに併せて申し込みを。
問同センター☎☎７２３・２９０８

ダンボールコンポスト講習会
　ダンボールコンポスト１セット
（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２㎝、重さ
約７㎏）をお持ち帰りいただけます。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日７月２８日㈫、３０日㈭、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申７月２日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００７０２Ａへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０　

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者
が作った町田産新鮮
野菜の販売です。い
ずれも売り切れ次第
終了です。
【日曜朝市】
日７月１２日、１９日、いずれも日曜日

午前７時～８時
場教育センター駐車場
【市役所まち☆ベジ市】
日７月２０日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前

◇
問農業振興課☎☎７２４・２１６６
かしの木山自然公園
自 然 観 察 会

【夏を彩る花と昆虫】
日７月１９日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）
場かしの木山自然公園
※集合はかしの木山自然公園管理事
務所前です。
※駐車場はありません。
定１０人（申し込み順）
申７月９日午前９時から電話で忠生公
園へ。
問忠生公園☎☎７９２・１３２６

福祉サポートまちだ
【高齢者・障がい者のための福祉法律
相談】
　法律に関する問題について、経験
豊富な弁護士が相談に応じます。
対市内在住の高齢者、障がいのある
方、またはその家族や関係者
日７月２１日、８月１８日、９月１５日、い
ずれも火曜日午後２時～４時２０分（１
人３０分程度）
場町田市民フォーラム
内成年後見制度、相続、遺言、贈与、財
産分与、権利侵害などの相談
【成年後見制度出張講座〜ご存知で
すか？成年後見制度】
日７月３０日㈭午後２時～３時３０分
場小山市民センター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等　
講福祉サポートまちだ職員
定２０人（申し込み順）

◇
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（町田市民
フォーラム４階、☎☎７２０・９４６１返
７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

●自衛隊町田募集案内所〜一般曹候
補生・航空学生・自衛官候補生募集
　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①一般曹候補
生②自衛官候補生＝採用予定月の１
日現在１８歳以上３３歳未満の方／③
航空学生（海上）④航空学生（航空）＝
高校卒業者または高等専門学校３年
次修了者（いずれも見込み含む）で、
③１８歳以上２３歳未満の方④１８歳以
上２１歳未満の方試験日①９月１８日
～２０日のうち指定する１日②受付時
に連絡③④９月２２日／新型コロナウ
イルスの影響により試験日を変更す
る場合も有り申①③④９月１０日まで
（必着）②通年受け付け問同案内所☎☎
７２３・１１８６
●東京都住宅供給公社〜東京都施行
型　都民住宅入居者募集
　都内に居住等、要件有り。詳細は募
集案内を参照配布期間７月２日～１０

日配布場所市庁舎１階総合案内、各
市民センター、各連絡所、同公社町田
窓口センター等（各施設で開所日時
が異なる）／配布期間中に限り、同公
社ホームページでダウンロードも可
申郵送で７月１５日まで（必着）問同公
社都営住宅募集センター☎☎７１３・
５０９４
●（一財）日本遺族会〜戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業
　２０２０年度「戦没者遺児による慰
霊友好親善事業」の参加者を募集／
締め切りや日程等は実施地域により
異なります。詳細は日本遺族会事務
局へお問い合わせを対戦没者遺児実
施地域旧ソ連、旧満州、西部ニューギ
ニア、ボルネオ・マレー半島、トラッ
ク諸島、パラオ諸島、ソロモン諸島、
フィリピン、マリアナ諸島、ミャンマ
ー・タイ、東部ニューギニア、ビスマ
ーク諸島、台湾・バシー海峡、マーシ
ャル諸島、中国費１０万円申電話で
（一財）東京都遺族連合会（☎☎０３・
３８１２・１７９６）へ問同事務局☎☎０３・
３２６１・５５２１

情報コーナー情報コーナー

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
7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

町田南ホームクリニック（南町田5-3-28） ☎☎788・2581
中島医院（原町田2-15-2） ☎☎722・2409
玉川学園土屋クリニック（南大谷219-23） ☎☎729・5228

耳鼻科 成瀬台耳鼻咽喉科（成瀬台3-8-16）☎☎729・3341

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
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎☎722・2230
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎☎798・7337

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、
小児科

虫明婦人科内科小児科医院（金森3-19-10） ☎☎796・4807
沼田医院（鶴川6-2-1） ☎☎735・2019

内科 こじま内科（小山町3245-1） ☎☎770・2513

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
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎☎795・1668

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）

※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

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

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。

ブルーベリーの美味しい季節です

摘み取りに出かけませんか
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

　期間、営業時間、料金等は農園ごとに異なりますので、各農園へお問い
合わせください。

農園名 所在地 問い合わせ・予約先
①相原ブルーベリー農園 相原町2052 ☎☎080・5088・7588
②町田里山ベリー園（食べ放題） 上小山田町2663 ☎☎797・3246
③小山田ブルーベリー園 下小山田町1014 ☎☎719・5486
④浅沼ブルーベリー農園 木曽西5-14 ☎☎080・1149・9630（予約不要）
⑤小野路ブルーベリー園 小野路町1014 ☎☎090・8302・2209
⑥南町田ブルーベリー園 鶴間5-12-38 ☎☎090・9645・5511
⑦友井ブルーベリーガーデン 小川6-12-1 ☎☎090・4526・2435
⑧B factory（ビーファクトリー）山崎町1877-1 ☎☎851・9213


