
72020．10．15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。

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”ご利用ください！ 検索町田市立図書館

忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【秋を彩る草花】
日１１月１日㈰午前９時３０分～１１時
３０分（雨天中止）

場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
定１０人（申し込み順）
申１０月１９日午前９時から電話で同
公園（☎☎７９２・１３２６）へ。

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【シェイプアップエアロ】
対１６歳以上の方日１１月３日～１２月
８日の火曜日、午後１時３０分～２時
３０分、全６回定１０人（抽選）費４８００
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、１０月２２日まで（必着）に同プー
ルへ
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【個人参加フットサル】
対１６歳以上の方日毎週木
曜日、午後７時～９時定各２０人（申し
込み順）費９９０円申電話で同公園へ
（同公園ホームページで申し込みも
可）
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・
４８３５
【①小野路の里山みのりの秋観察会】
日１１月６日㈮午前９時３０分～午後１
時（小雨実施）内森林インストラクタ
ー・池田倫子氏のガイドのもと、草花
を観察定１５人（申し込み順）費１５００
円（ガイド料、保険料、資料代、昼食
代）
【②秋の小野路　歴史ガイドウォー
ク】
日１１月１８日㈬午前９時３０分～午後

３時（小雨実施）内まちだ観光案内人
のガイドのもと、新撰組とゆかりの
ある小野路を歩く定１５人（申し込み
順）費１５００円（ガイド料、保険料、資
料代、昼食代）
【③紅葉まつり】
日１１月２２日㈰午前１０時～午後３時
（小雨実施）内地元産の野菜の即売、
模擬店（焼きそば、豚汁等）、ビンゴ大
会／即売と模擬店は売り切れ次第終
了です。なお、小野路うどんの提供は
行いません
【④小野路の秋みつけた！２０２０～ア
ートコンテスト作品募集】
　小野路や、その周辺の秋を感じる
写真や絵画等の作品を募集します。
審査方法及び結果発表等の詳細は、
町田市ホームページまたは同館で配
布する募集要項をご覧ください

◇
申①１０月２３日正午から②１０月３０
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
①２０１０２３Ａ②２０１０３０Ａへ③直接
会場へ④作品の裏面に氏名・作品名
を書き、募集要項裏面の応募用紙に
必要事項を記入し、１２月５日まで（必
着）に直接または郵送で同館へ

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。

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新・アウトドアクッキン
グ～親子「ねじりパンを焼こう！」】
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日１０月３１日㈯午前９時３０分
～午後０時３０分（小雨実施）場ひなた
村野外炊事場定１０人（申し込み順）
費１人３００円
【②人形劇体験～ビニール袋で巨人
を作ろう】
対市内在住、在学の小学４年生～中
学生日１１月３日㈷午前９時～正午場
ひなた村レクリエーションルーム内

ビニール製の操り人形作りと簡単な
野外劇定６人（申し込み順）費５００円
【③工作クラブ～竹ぽっくりを作ろ
う！】
対市内在住、在学の小学生日１１月３
日㈷午前１０時～正午（雨天中止）場
ひなた村野外炊事場定１０人（申し込
み順）費３００円

◇
申①電話でひなた村へ②③１０月１７
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

情報コーナー情報コーナー
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス新規購入のご案内
　７０歳以上の都民の方は、都内を運
行している民営バス等を利用できる
「東京都シルバーパス（２０２１年９月
３０日まで有効）」を購入することが
できます（毎年９月に更新が必要）対
・費７０歳以上の都民（寝たきりの方
を除く）で、①住民税が課税で前年の
合計所得金額が１２５万円を超える方
＝２万５１０円②住民税が非課税また
は前年の合計所得金額（長期譲渡所
得または短期譲渡所得に係る特別控
除の適用がある場合は、合計所得金

額から特別控除額を控除して得た
額）が１２５万円以下の方＝１０００円
申住所・氏名・生年月日を確認できる
書類と、②は所得が確認できる書類
（住民税課税非課税証明書等）をお持
ちのうえ、直接神奈川中央交通町田
営業所・町田駅前サービスセンター
・町田ターミナルサービスセンター
等の都内シルバーパス取扱窓口へ
（必要書類に不足がある場合は手続
きできません）／特別控除の適用が
ある方は、必要書類が異なる場合が
ありますので、お問い合わせくださ
い問同協会シルバーパス専用電話☎☎
０３・５３０８・６９５０（受付時間＝土・日
曜日、祝休日を除く午前９時～午後５
時）

息苦しさ、高熱、強いだるさなど症状がある時は
新型コロナウイルス感染症相談先

　かかりつけ医がいる方は、電話でかかりつけ医にご相談ください。
相談先帰国者・接触者電話相談センター☎☎７２４・４２３８（月～金曜日の午
前９時～午後５時〔祝休日を除く〕）、都・特別区・八王子市・町田市合同電話
相談センター☎☎０３・５３２０・４５９２（上記以外の曜日・時間帯）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１０月
１５日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１６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

１７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

１８日㈰

午前９時～午後５時 内科

鹿島内科クリニック（金森東１-２５-２９）☎☎７１０・１８００

増子クリニック（能ヶ谷７-１１-５） ☎☎７３５・１４９９

多摩境内科クリニック（小山ヶ丘３-２４）☎☎７０３・１９２０

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
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

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 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

２０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

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

２２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

２３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

２４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

２５日㈰

午前９時～午後５時 内科

フォレスト呼吸器内科クリニック町田（原町田６-２８-１５） ☎☎７１０・４１００

にしむら内科クリニック（大蔵町２２２２-５）☎☎７０８・１０２４

金子内科クリニック（根岸２-１-１４）☎☎７９２・３０１０

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

２６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

２７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

２８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 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 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８）☎☎７９８・１１２１

３０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

３１日㈯ 午後１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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健康福祉会館 原町田5-8-21


