
72020．9．15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23日㈬午前11時～午後1時（売り切れ次第終了）場市庁舎前問農業振興課　724・2166市役所まち☆ベジ市 ☎

北朝鮮による日本人拉致問題
ドキュメンタリー映画
「 め ぐ み 」上 映 会
　映画「めぐみ～引き裂かれた家族
の３０年」を上映します。その後、政府
拉致問題対策本部事務局から、政府
の取り組みについてお話しします。
※２０２０年制作の映画「めぐみへの

誓い」とは異なりますのでご注意く
ださい。
日１０月１７日㈯午前１０時～正午
場生涯学習センター
定７０人（申し込み順）
申９月１７日正午～１０月１４日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２００９１７Ａへ。　
問福祉総務課☎☎７２４・２１３３

●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０
【ビューティーボディ体操
教室】
対市内在住、在勤、在学の１８～６０歳
未満の女性日１０月２１日～１１月１８
日の水曜日、午前９時１５分～１０時
１５分、午前１０時３０分～１１時３０分、
各全５回定各５０人（初参加者優先の
うえ、抽選）費２５００円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、９月２２日まで
（消印有効）に同館へ
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【週末ヨガ】
日毎月第１土曜日、午前１０時～１１時
費８００円
【青竹ビクス＆バランスコーディネ

ーション】
日毎月第２・４金曜日、午後１時３０分
～２時３０分費６００円

◇
対１６歳以上の方定各１５人（先着順）
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・４８３５
【さつま芋掘り体験】
　小野路の畑で「紅はるか」を掘って
みませんか。１株に大きい芋が３～４
本ついています。家族での参加も歓
迎です／汚れても良い服装でおいで
ください日１０月１１日㈰午前９時３０
分～正午（小雨実施）定２０組（１組４
人まで、申し込み順）／グループ単位
で申し込みしてください費１株３００
円申９月２５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２００９２５Ｕへ

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。

情報コーナー情報コーナー
●八王子年金事務所からのお知らせ
【国民年金保険料の一部納付が承認
された皆さんへ】
　国民年金保険料の免除申請を行
い、４分の１・半額・４分の３の免除が
承認された場合、残りの納付すべき
保険料納付書が送付されますので、
期限内に銀行・郵便局・コンビニエン
スストア等で納めてください。この
保険料を納めることにより、一部免
除が承認された期間は、老齢・障害・
遺族基礎年金の受給資格期間に含ま
れ、老齢基礎年金額にも反映されま
す。期限内に納められなかった場合
は、未納期間となり、受給資格期間に
含まれませんので、納め忘れのない
ようご注意ください。また、前年の所
得が一定額を超える場合でも、
２０２０年２月以降に新型コロナウイ
ルス感染症の影響で収入が減少した
場合は、臨時特例措置として免除申
請の手続きを行うことができます問
同事務所☎☎０４２・６２６・３５１１
【扶養親族等申告書が送付されます】
　国民年金や厚生年金等から支給さ
れる年金のうち、老齢または退職に
より支給される年金は雑所得として
所得税及び復興特別所得税が課され
ます（障害年金・遺族年金は課税され
ません）。原則、年金額が６５歳未満の
方は１０８万円以上、６５歳以上の方は
１５８万円以上の場合は、年金支払い
時に所得税が源泉徴収されます。日
本年金機構から対象者に、２０２１年
分の年金の所得税額の計算に必要な
「扶養親族等申告書」が９月下旬から
順次送付される予定です。提出する
ことで、扶養控除等の各種控除が受
けられますので、期限までに提出し
てください問ねんきんダイヤル☎☎
０５７０・０５・１１６５、八王子年金事務

所☎☎０４２・６２６・３５１１
●八王子都税事務所～都税における
納税証明書は、すべての都税事務所
・都税支所・支庁で申請できます
　納税証明書は、すべての都税事務
所・都税支所・支庁で申請できます。
ただし、申告・納付後１～２週間以内
に納税証明書を申請する場合は、領
収証書の原本（領収印のあるもの）と
申告書の控え（受付印のあるもの、申
告税目のみ）の両方をお近くの都税
事務所等の窓口へお持ちください問
八王子都税事務所☎☎０４２・６４４・
１１２２、青梅都税支所☎☎０４２８・２２・
１１５２、町田都税支所☎☎７２８・５１１１
●東京法務局～公証週間　未来への
約束を、公正証書が守ります
　１０月１日～７日は「公証週間」で
す。東京公証人会では、期間中、特設
電話を設置して電話相談を実施しま
す（土・日曜日も受け付け）。詳細は、
お近くの公証役場や東京公証人会へ
お問い合わせを日１０月１日～７日、
午前９時３０分～正午、午後１時～４時
３０分特設電話番号☎☎０３・３５０２・
８２３９問東京公証人会☎☎０３・３５０２・
８０５０
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日１０
月６日、１１月４日、午前９時３０分から
場わくわくプラザ町田３階講習室問
同センター☎☎７２３・２１４７
●東京都福祉保健局～都立看護専門
学校生募集
　一般入学試験、推薦入学試験、社会
人入学試験の募集（いずれも３年課
程）／受験資格等の詳細は同局ホー
ムページをご覧いただくかお問い合
わせを問同局医療政策部医療人材課
☎☎０３・５３２０・４４４２

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
９月
１５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

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

２０日㈰

午前９時～午後５時

内科
しあわせ野医院（成瀬台２-４０-１） ☎☎７３９・０４７７
加藤医院（玉川学園５-２４-４０） ☎☎７３２・８５６６

内科、
小児科 牧内科医院（山崎町１９２１-１） ☎☎７９３・３８７３

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 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

外科系
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２１日㈷

午前９時～午後５時 内科
たけいち内科クリニック（小川１-１４-１）☎☎８５０・６５５５
近藤医院（成瀬１-６-７） ☎☎７２８・６８９８
南東京ハートクリニック（木曽西２-１８-１２）☎☎７８９・８１００

午前９時～翌朝９時
内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

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

２２日㈷

午前９時～午後５時 内科
南町田クリニック（鶴間３-２-２） ☎☎７９６・１５５５
鶴川診療所（鶴川６-７-１） ☎☎７３５・２３８７
やました内科・脳神経クリニック（山崎町２０５５-２） ☎☎７９４・６３２７

午前１１時～午後５時 眼科 氏川眼科医院（原町田６-１-１１） ☎☎７２０・０５３０

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

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

２７日㈰

午前９時～午後５時 内科
広瀬クリニック（小川４-１７-１２） ☎☎７９９・５１６１
なるせクリニック（西成瀬１-５７-１７） ☎☎７２１・６６８６
たまがわ医院（玉川学園４-１６-４０） ☎☎７２０・３８８８

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
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

２８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
２９日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
３０日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

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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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。


