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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
【レッツ！サイエンス　
科学クラブ～炎の科学】
　ロウソクの炎の神秘を実験で解き
明かし、花火の美しい色の不思議を
観察します対市内在住、在学の小学
３年生～中学生日１１月２２日㈰午前
１０時～正午場ひなた村レクリエー
ションルーム講町田わくわく！サイ
エンス・池田勇五氏定１０人（申し込
み順）費３００円申１１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
●小野路公園☎☎７３７・３４２０
【どんぐりでオリジナルオブジェを
つくろう】
対４歳～小学生（小学２年生までは保
護者同伴）日１１月３日㈷、７日㈯、①
午前１０時～１１時②午前１１時２０分
～午後０時２０分③午後１時３０分～２
時３０分④午後２時５０分～３時５０分
（受け付け＝①②午前９時３０分から
③④午後１時から）場鶴川中央公園
芝生広場講小野路公園スタッフ定各
１２人（先着順）費１００円

●市立総合体育館
☎☎７２４・３４４０
【エンジョイ！バスケット
ボール教室】
対市内在住の小学４～６年生日１２月
４日～２０２１年３月１９日の金曜日
（１２月２５日、１月１日、１５日、２月５
日、２６日、３月１２日を除く）、午後４時
３０分～５時４５分、全１０回定２５人（抽
選）費１万円申１１月１５日～２２日に
同館ホームページで申し込み
●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
１２月１日～２０２１年１月２６日の火曜
日（１２月２９日を除く）、①午後３時
３０分～４時１５分②午後４時３０分～７

時５０分（Ａ～Ｃ各１時間）、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、１１月１７日まで（必着）
に同プールへ
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【障がい者卓球教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１１月７日～２１日の土曜日、午
後１時～２時３０分、全３回定１５人（申
し込み順）費１回２００円申１１月１３日
までに電話で同館へ
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【２歳からの運動教室】
対２～４歳日毎週水曜日、午
前１０時１５分～１１時定各８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）

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
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①世帯向（一般募集住宅）②若年夫
婦・子育て世帯向（定期使用住宅）③
居室内で病死等があった住宅】
　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１１月４日～１２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１１
月１７日まで（必着）問同公社都営住
宅募集センター☎☎０５７０・０１０・８１０
●町田消防署～秋の火災予防運動
　１１月９日～１５日は秋の火災予防
運動です。火災予防に対する意識を
高め、火災の発生や火災による死者
の発生を防ぎ、貴重な財産の損失を
防ぐことを目的に実施しています。
市内では、２０１９年中に１０４件の火
災が発生しました。出火原因の第１
位は放火・放火の疑い、第２位は電気
関係、第３位はガス設備機器となっ
ています。住宅火災は４３件発生して
おり、原因の第１位は電気関係です。
なお、住宅用火災警報器は、火災の早
期発見に大変有効です。すべての居
室や台所に設置し、定期的に作動状
態の確認をしましょう。また、設置か
ら１０年を経過したものは新しいも
のに交換しましょう問町田消防署☎☎

７９４・０１１９
●八王子年金事務所からのお知らせ
【「年金の日」にご自身の年金記録を
確認しましょう】
　厚生労働省では、国民一人ひとり
にねんきんネット等を活用しなが
ら、高齢期の生活設計に思いを巡ら
していただく日として、１１（いい）月
３０（みらい）日を日本「年金の日」と
しています。この機会に、一度ご自身
の年金記録や将来の年金受給見込額
を確認してみてはいかがでしょう
か。ねんきんネットでは、ご自身の国
民年金・厚生年金保険の加入記録、国
民年金保険料の納付状況、年金見込
額等をインターネットで２４時間ご
覧いただけます問ねんきん定期便・
ねんきんネット等専用ダイヤル☎☎
０５７０・０５８・５５５（０５０から始まる
電話の方＝☎☎０３・６７００・１１４４）
【年金を受けている方が亡くなられ
たとき】
　年金を受けている方が亡くなった
ときは、年金事務所へ届け出が必要
です。ただし、日本年金機構に個人番
号（マイナンバー）が登録されている
方は原則不要です。なお、年金を受け
ている方が亡くなった際に、受け取
っていない年金がある場合は、生計
を同じくしていた遺族の方がその年
金を受け取ることができる場合があ
ります。詳細は、ねんきんダイヤル
（☎☎０５７０・０５・１１６５、０５０から始ま
る電話の方＝☎☎０３・６７００・１１６５）
へお問い合わせを問八王子年金事務
所☎☎０４２・６２６・３５１１

　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）

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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１１月
１日㈰

午前９時～午後５時
内科 かどわきクリニック（つくし野４-９-８）☎☎７９９・２２０２

内科、
小児科

小泉医院（玉川学園２-５-２４） ☎☎７２５・８４１１
泰生医院（小山町２４７０-５） ☎☎７９７・７４２３

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
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１
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 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

３日㈷

午前９時～午後５時
内科

さぬき診療所（小川２-２５-１４） ☎☎７０６・８７６６
町田東口クリニック（森野１-３５-８）☎☎７２１・８８５５
田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷２-１２-６）☎☎７３５・５６６７

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
５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
６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
７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

８日㈰

午前９時～午後５時
内科

いのうえ内科クリニック（鶴間１-１８-１３） ☎☎７０６・２６３０
榛名坂たなか内科クリニック（金井３-１７-１３） ☎☎７３７・３８６０
川村クリニック（本町田２９４３-１） ☎☎７２４・７７２７

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 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

外科系
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７
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 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１
１０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
１１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
１２日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
１３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
１４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

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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線
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旭
町

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

休日耳鼻咽喉科の医院は、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
ージの「休日診療」のページをご覧ください。


