
72020．9．1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。

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
9月
1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

2日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

3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

4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

5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

6日㈰

午前9時～午後5時

内科 はなみ内科（鶴間1-19-35） ☎☎796・1111

内科 鶴川胃腸科（鶴川2-17-1） ☎☎734・1958

内科、
小児科 小出クリニック（木曽東1-15-40） ☎☎721・2918

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

町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎☎795・1668

7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

8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

9日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161

10日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

11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

12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

13日㈰

午前9時～午後5時

調整中
内科、
小児科 若山クリニック（金井2-3-18） ☎☎736・7720

内科 ただお整形外科・内科（忠生2-28-5）☎☎793・0201

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

14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
※調整中の医院については、決定次第、町田市医師会ホームページに掲載します。

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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健康福祉会館 原町田5-8-21

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索

問子育て推進課☎☎724・4468
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
　詳細は募集案内を参照募集戸数市
営住宅（一般世帯家族向〔２人以上向
＝１戸、３人以上向＝３戸〕、若年ファ
ミリー向＝２戸）、都営住宅地元割当

（単身者向シルバーピア＝４戸）配布
期間９月１０日まで配布場所市庁舎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で配
布（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９月１４
日まで（必着）問同公社都営住宅募集
センター☎☎７１３・５０９４

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。
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【①幼児ダンス②キッズダ
ンスＡ・Ｂ・Ｃ】
対①4～6歳の未就学児②小学生日
10月6日～11月24日の火曜日、①
午後3時30分～4時15分②Ａ＝午後
4時30分～5時30分、Ｂ＝午後5時
40分～6時40分、Ｃ＝午後6時50分
～7時50分、各全8回定①8人②各
15人／抽選費①4800円②各6400
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、9月22日まで（必着）に同プール

へ
●相原中央公園☎☎７７２・１４４９
【小学生硬式テニス教室】
対市内在住、在学の小学生
日9月20日㈰午前9時～正午定20人
（申し込み順）費300円申9月10日ま
でに直接同公園受付窓口へ（受付時
間＝午前9時～午後8時）
●町田市フォトサロン☎☎７３６・８２８１
【ダリア撮影会】
　初心者も歓迎です日10月3日㈯午
前10時～正午（小雨実施）場町田ダ
リア園

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グループアクティビティ　
申し込み受付中】
　ひなた村スタッフが子ども会等の
イベントをサポートします対市内の
子ども会や子どもサークル等内たき
火体験、野外炊事、工作等費施設使用
料、材料費
【②かんたん工作遊び～つくったり
あそんだり】
日9月2日、16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）日9月9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人形劇体験～かげ絵であそぼう】
対市内在住、在学の小学4年生～中
学生日9月13日㈰午前9時～正午場
ひなた村レクリエーションルーム内
かげ絵人形作りと発表定6人（申し
込み順）費100円
【⑤レッツ！サイエンス　科学クラブ
“ぷち”～花の実や種でごちそう！?
アクセサリーをつくろう！】
対市内在住、在学、在園の5歳～小学
3年生とその保護者（小学生は子ど
ものみの参加も可）日9月13日㈰午
前10時～正午場ひなた村工作室講
まちだ実験し隊定10人（申し込み
順）費300円
【⑥糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学2年生～18歳の方（小
学2年生は保護者同伴）日9月19日
㈯午後2時～4時場ひなた村工作室

内電動糸のこ盤を使って木のおもち
ゃ作り講町田糸鋸の会定5人（申し
込み順）費300円
【⑦親子陶芸教室】
対両日参加できる市内在住、在学の
小・中学生とその保護者日9月20日
㈰午前9時30分～午後0時30分＝形
作り、10月4日㈰午前10時～正午＝
釉薬がけ場ひなた村陶芸室内コップ
作り等講陶芸教室「徳」主宰・小口徳
子氏定12人（申し込み順）費大人
700円、子ども300円
【⑧新・アウトドアクッキング～親子
「まきで飯盒

ごう

ご飯を炊こう！」】
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日9月26日㈯午前9時30分～
午後0時30分場ひなた村炊事場内自
分で火を起こし、飯盒ご飯とカレー
を作る定10人（申し込み順）費1人
300円

◇
申①実施を希望する月の3か月（子
ども団体は8か月）前の1日午前10
時から電話でひなた村へ②③直接会
場へ④～⑧9月3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
●環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１
【子ども自然体験イベント～ザリガニ
を釣って水辺の生きものを知ろう！】
　さお・糸・えさは市で用意します。
大物を釣ったお子さんには大物賞も
あります対市内在住の小学生以下の
お子さん（保護者の同伴必須）日9月
19日㈯午前8時～10時30分（荒天
中止）場忠生公園内ザリガニを釣り、
生き物について学ぶ（ザリガニは1
匹のみ持ち帰り可）定15人（申し込
み順）申電話で環境・自然共生課へ

町田市子育て情報配信
サービス、ＬＩＮＥでも
ご覧いただけます

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

市庁舎をオレンジ色にライトアップします
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

　１９９４年、国際アルツハイマー病
協会（ＡＤＩ）と世界保健機関（ＷＨＯ）
が、毎年９月２１日を「世界アルツハイ
マーデー」に、９月を「世界アルツハ
イマー月間」と定めました。

　市では期間中、市庁舎を認知症の
シンボルカラーであるオレンジ色に
ライトアップします。
日９月２日～３０日の水曜日、午後７時
～９時

問町田市特別定額給付金コールセンター☎☎７２４・２９０９（受付時間＝月～
金曜日、午前９時～午後６時）

特別定額給付金の申請期限は9月１１日㈮までです


