
72020．8．15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。

日9月6日㈰午前7時～ 8時（売り切れ次第終了） 場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

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。

●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０
【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９月５日～１０月３日の土曜日、午前
９時３０分～１１時３０分、全５回定２０
人（初参加者を優先のうえ、抽選）費
３０００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、８月２２日まで（消印有効）に
同館へ
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【キッズヨガスクール】
対４歳～小学３年生日９月２日～１０月
１４日の水曜日（９月２３日を除く）、午
後３時３０分～４時３０分、全６回定１５
人（抽選）費４８００円
【フラダンススクール】
対１６歳以上の方日９月１０日～１１月
１２日の木曜日、午後３時～４時、全１０
回定１５人（抽選）費８０００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
８月２４日まで（必着）に同プールへ
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・
４８３５
【里山農業体験】
　小野路で地元農家の指導を受けな
がら、冬野菜の植え付けから収穫ま
での農業体験をしませんか（家族で
の参加も歓迎）。作業を４～５回行い、
年内に収穫予定です／農作業ができ
る服装でおいでください日・内説明
会及び植え付け作業＝９月６日㈰午
前１０時～正午（雨天時は９月１３日に
延期）／２回目以降のスケジュール
は説明会でご案内します定１０組（申
し込み順）／グループ単位で申し込
みをしてください（１組４人まで）費１
組７０００円（苗、種、肥料等）申８月２１
日正午からイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２００８２１Ａへ

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、車いす使用者向、シルバーピア
（単身者向・二人世帯向）、病死等の発
見が遅れた住宅等】
　都内に３年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間８月１７日～２５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、
都庁等（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送で８
月２８日まで（必着）問同公社都営住
宅募集センター☎☎０５７０・０１０・８１０
●東京都教育庁～２０２０年度就学義
務猶予免除者等の中学校卒業程度認
定試験
　合格者には高等学校の入学資格が
与えられます対就学義務猶予免除
者、病気等のやむを得ない理由によ
り義務教育を修了できなかった方、
日本国籍を有しない方等試験日１０
月２２日場東京都教職員研修センタ
ー（文京区）申９月４日までに願書を
提出／詳細は受験案内を参照（東京
都教育庁地域教育支援部義務教育課
小中学校担当〔都庁第一本庁舎４０階
北側〕で配布）問東京都教育庁☎☎０３
・５３２０・６７５２
●東京労働局～改正パートタイム・
有期雇用労働法・パワーハラスメン
ト対策の周知
　パートタイム・有期雇用労働法が
施行され、正社員と非正規社員（パー
ト・アルバイト等）の間の不合理な待
遇差が禁止されます（中小企業は
２０２１年４月１日から適用）。また、６
月１日からパワーハラスメント対策
が事業主の義務となりました（中小
企業は２０２２年３月３１日まで努力義
務）。対策内容等の詳細はパンフレッ
ト（同局ホームページでダウンロー
ド）を参照し、安心・安全な職場環境
整備にお役立てください問同局雇用

環境・均等部指導課☎☎０３・３５１２・
１６１１
●（社福）町田市社会福祉協議会～
「初めて学ぶ災害ボランティア講座」
受講生募集
日９月１３日、２７日、午後１時～４時場
町田市民フォーラム内災害ボランテ
ィアの基礎知識についての講義、災
害ボランティアセンター運営シミュ
レーション費１１００円（税込み）申電
話で町田ボランティアセンター（☎☎
７２５・４４６５）へ
●（一財）町田市地域活動サポートオ
フィス～支える人を支えたい！「み
んなでコロナを乗り越えるぞ基金＠
町田」クラウドファンディングを実
施しています
　新型コロナウイルス感染症で影響
を受けている方を支える市民活動が
次々と生まれています。このような
市民活動を行う団体を助成する基金
を立ち上げるため、（社福）町田市社
会福祉協議会と（一財）町田市地域活
動サポートオフィスが実行委員会を
組織し、１００万円を目標にクラウド
ファンディングを実施しています。
詳細はＦＡＡＶＯ町田ホ
ームページ（右記二次
元バーコード）を参照
実施期間９月１６日まで
問同サポートオフィス☎☎７８５・
４８７１
●町田商工会議所からのお知らせ
【手書きＰＯＰ講座】
対経営者・従業員日９月１７日午後２
時～４時内伝わりやすい、購買意欲
を呼ぶ手書きＰＯＰのコツを、ワーク
を交えて実践的に学ぶ
【働き方改革関連法２０２０年改正と
運用講座】
対個人事業主・中小法人等日９月２５
日午後２時～４時内「働き方改革関連
法」に盛り込まれる時間外労働の上
限規制や同一労働・賃金など、企業経
営に大きな影響を与える内容を分か
りやすく説明

◇
場同会議所申電話で同会議所（☎☎
７２２・５９５７）へ

献血にご協力ください
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　市庁舎で献血を実施します。輸
血用血液の需要は年々増加してい
ます。継続的なご協力をお願いし
ます。

日８月２１日㈮、午前１０時～１１時
４５分、午後１時１５分～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１
階）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
８月
１５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

１６日㈰

午前９時～午後５時
※ミーナ町田ジェイクリニッ
クは午前１０時から診療開始

内科
仁愛医院（高ヶ坂６-１９-３１） ☎☎７２８・１０５５
ミーナ町田ジェイクリニック（原町田４-１-１７） ☎☎７３２・５１２０
西村内科（根岸２-３３-３） ☎☎７９３・２６７７

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田６-２２-１５）☎☎７２２・３１１５

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

１７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
１８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
１９日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
２０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
２１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
２２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

２３日㈰

午前９時～午後５時
内科

内山胃腸科（旭町１-１５-２３） ☎☎７２８・１３７１
横沢クリニック（大蔵町５００２-２） ☎☎７０８・８５５０
いしかわ内科クリニック（森野４-２１-５）☎☎７２７・４９７０

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川１-２-３２）☎☎７９６・８７３３

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
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２４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
２５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
２６日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
２７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
２８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
２９日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

３０日㈰

午前９時～午後５時 内科
小阪内科クリニック（金森東４-４４-３）☎☎７９９・３９３３
原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-２９-３）☎☎８５１・７８１８
学園ハートクリニック（玉川学園１-２１-１５）☎☎７２５・８４６８

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

３１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

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

小
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至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

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。


