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。
う

福祉サポートまちだ

成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日２月２５日㈭午後２時～３時３０分
場南市民センター
内成年後見制度の概要や手続きの流
れ、
相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員
定１５人
（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで、
（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（町田市民
フォーラム４階、☎
☎ ７２０・９４６１返
７２５・１２８４）
へ。
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７
自由民権資料館

出

前

講

い

勝楽寺・町田天満宮・行幸道路等
定各２０人（申し込み順）
費１００円（資料代、保険料）
申２月９日正午からイベントダイヤ

しゃ こう いん ぐみ

せい

学芸員がガイドします。
日 ①３月１４日 ②３月２１日 ③３月２８
日、いずれも日曜日午前９時３０分～
午後０時３０分、集合はＪＲ町田駅前デ
ッキ
内①森野コース＝住吉神社・地神塔
・庚申塔・妙延寺等②金森コース＝
渋池弁財天・金森杉山神社・南平和児
童遊園等③原町田コース＝浄運寺・

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
下記以外の講座やワーク
ショップについては、子ども創造キ
ャンパスひなた村ホームページ等を
ご覧ください
【キャンプスキルワークショップ～
火おこし・たき火編】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日２月２８日㈰午前１０時～午後３
時
（小雨実施荒天中止）
場ひなた村野
外炊事場内火おこし体験、たき火の
応用や安全を考える講座定１０人（申
し 込 み 順 ）費３００円申２月３日 午 前
１０時から電話でひなた村へ

●大地沢青少年センター☎
☎ ７８２・
３８００
【親子陶芸教室】
マグカップを作ります対市内在
住、在学の小学生で、陶芸初心者の親
子日２月２８日、３月２１日、いずれも日
曜日午前１０時～午後０時３０分場同
センター内１日目＝成形、２日目＝絵
付け定５組（付添人を含めて１組４人
以内、抽選）／結果は２月１５日ごろ発
送します費１人６００円申ハガキに
「親
子陶芸教室申込」と書き、参加者全員
の住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・
年齢（学年）を明記し、２月９日まで
（必着）に大地沢青少年センター（〒
１９４ー０２１１、相原町５３０７－２）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。

本紙に掲載して
いる夜間・休日
※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。 診療情報等を配
※救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、 信しています。

他の医療機関につなげる場合があります。

きょう じん

スマホ版

登録はこちらから▶

携帯電話版

新型コロナウイルスの影響で医療機関や診療時間等が変更になる場合があります。受診
☎03
の前に、必ず電話・FAXで医療機関または東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
（☎
・5272・0303返０3・５２８５・８０８０）
へお問い合わせください。また、
休日耳鼻咽喉科の医院
については、
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。
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
日曜日
祝休日
診療日

午後7時～9時30分（電話受付は午後6時から）
午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）
診療時間

診療科

健康福祉会館内
☎710・0927
返710・0928
（下地図参照）

医療機関名（所在地）

電

話

2月1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
㈪
2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

3日㈬

午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

4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

5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

6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

内科
虫明クリニック（金森3-19-11）
小児科
午前9時～午後5時
7日㈰

内科

☎788・5078

小野寺クリニック
（本町田4394-9） ☎732・5605
しながわ内科・循環器クリニック（山崎町333-1） ☎791・1545

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田6-22-15） ☎722・3115
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎722・2230

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

8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

9日㈫

午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）

10日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

11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

たけいち内科クリニック
（小川1-14-1） ☎850・6555
内科 ミーナ町田ジェイクリニック（原町田4-1-17） ☎732・5120
おやま内科クリニック
（小山町233-1） ☎860・0326
内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

午前9時～翌朝9時

☎795・1668
☎799・6161

外科系

☎789・0502

多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
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 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

13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

熊谷医院（金森東4-33-4）
午前9時～午後5時
14日㈰

内科

☎795・5325

町田東口クリニック（森野1-35-8） ☎721・8855
にしむら内科クリニック
（大蔵町2222-5） ☎708・1024

耳鼻科 成瀬台耳鼻咽喉科
（成瀬台3-8-16） ☎729・3341
内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

外科系

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎789・0502
☎728・1111

おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337

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 日曜日、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
健康福祉会館内
歯科診療 午後4時30分まで）
☎725・2225
障がい者 水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、 （下地図参照）
歯科診療 受け付けは午後4時30分まで）

☎ 小児救急相談 子供の健康相談室（東京都） ＃ ８ ０ ０ ０
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

または☎03・5285・8898

東京都内の救急当番病院など

東京都医療機関案内サービス

または☎042・521・2323

☎03・5272・0303
返03・5285・8080
24時間365日

原町田5-8-21

福祉会館前
町田街道

健康福祉
会館

コンビニ

至町田

日2月15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

至金森

ひ ま わ り

健康福祉会館
小田急線

市役所まち☆ベジ市

●野津田公園☎
☎７３６・３１３１
【オリンピアンが教える「ジ
ュニア陸上教室」】
対市内在住、在学の新小学１～６年生
日４月～２０２２年３月の月曜日、午後
４時１５分～５時４５分／開催日の詳細
は同公園ホームページの教室サイト
をご覧ください内走る・跳ぶ・投げる
技術の習得講元北京オリンピック日
本代表・堀籠佳宏氏定１００人（抽選）
費年間５万１０００円（保険料、諸費用
込み）／前期（４月～９月分）のみ参加
もできます申３月１日～３１日に同公
園ホームページで申し込み
●鶴間公園☎
☎８５０・６６３０
【ピラティスベーシック】
体 幹 部 のコントロー ル
と、しなやかで強靭な身体づくりを
目指すクラスです対１６歳以上の方日
毎週月曜日、午前１１時１０分～１１時
５５分、第１・３・５木曜日、午前１１時５０
分～午後０時３５分定各１２人（申し込
み順）費８８０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）

町田市メール配信サービス

至旭町

●市立室内プール☎
☎７９２・
７７６１
【リフレッシュ体操】
対１６歳以上の方日毎週水・金曜日、
午後３時３０分～４時定１５人（申し込
み順）
費３００円申電話で同プールへ
【肩膝腰痛改善運動教室】
直接会場へおいでください対１６
歳以上の方日毎週木曜日、午後１時
～１時５０分定１５人（先着順）費６００
円
◇
いずれも除外日があります。詳細
はお問い合わせください
●サン町田旭体育館☎
☎７２０
・０６１１
【骨盤調整】
対市内在住、
在勤、
在学の１８歳以上の
方日毎週木曜日、午後０時４０分～１
時２５分定各３０人（開始３０分前から
整理券を配布、配布時点で定員を超
える場合は抽選）費大人３１０円、６５
歳以上・障がい者１００円／別途自由
参加教室料として１００円が必要です

ル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２１０２０９Ｃへ（１回ずつの申し
込みも可）。
問自由民権資料館☎
☎７３４・４５０８

急病のときは

町田の歴史を歩く２０２１

座

【①出前講座ｉｎ鶴川「小野路の生糸販
売組合 碓氷社甲寅組」
】
大正期、小野路で生糸販売組合を
営んでいた「碓氷社甲寅組」につい
て、産業組合法に注目しながら紹介
します。
日３月１３日㈯午後２時３０分～４時
場鶴川市民センター
【②出前講座ｉｎ忠生「幕末の日記『晴
うす

雨日記』を読む」】
図師村の村役人が記した「晴雨日
記」には、農業に関する記録等が記さ
れています。この日記から、当時の図
師村とその周辺の人々の暮らしを紹
介します。
日３月２７日㈯午後２時３０分～４時
場忠生市民センター
◇
定各５０人（申し込み順）
申１次受付＝２月１日正午～８日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード①２１０２０９Ａ②２１０２０９Ｂへ／２
次受付＝２月９日正午から①３月１１
日まで②３月２５日までに、イベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
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