
72021．3．1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。

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

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をご覧ください。
●町田新産業創造センター
☎☎８５０・８５２５、町田市産業
政策課☎☎７２４・３２９６
【まちだキッズ発明体験教室（春）～
おうちで使ってみたい「おそうじ道
具」を作ってみよう！】
　日本弁理士会との協定に基づき、
対面とオンラインで開催します。電
子紙芝居や発明工作を通して発明に
ついて学びます／オンラインの場

合、発明工作の材料は各自で用意が
必要です。詳細は同センターホーム
ページをご覧ください対小学４～６
年生日３月２７日㈯午後２時～４時場
対面＝同センター、オンライン＝Ｚｏ
ｏｍ講日本弁理士会関東会所属弁理
士定対面＝１５人、オンライン＝７０
人／申し込み順申３月１日正午から
同センターホームページで申し込み

●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【桜を見ながら歩こう！ポ
ールウォーキング（約５ｋｍコース）】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日３月２２日㈪午前９時３０分～正
午（雨天時は３月２６日に延期）定２０
人（申し込み順）費１０００円（ポール
レンタル込み）申３月２０日までに電
話で同館へ
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【ヨガベーシック】
対１６歳以上の方日毎週火
・金・土曜日、午後０時５分～０時５０分
定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）
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【①幼児スクール②小学生
スクール】
　４月から、小学生スクールに初級
クラス（水慣れ～けのび程度）を各時
間帯に新設します。各クラス等の詳
細はお問い合わせください対①４～
６歳の未就学児(火曜日Aクラス、水
曜日A・Bクラス、木曜日Aクラス)②
小学生(火曜日A～Cクラス、水曜日
A・Bクラス、木曜日A～Cクラス)日４

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。

月６日～５月２０日の火～木曜日(４月
２９日、５月４日～６日を除く)、午後３
時３０分～７時４５分(A～Cクラス各１
時間)定①各２０人②各４０人／抽選
費火・水クラス＝各４８００円(各全６
回)、木クラス＝４０００円(全５回) 
【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４
月６日～５月１８日の火曜日（５月４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６回定①１０人②各１５人
／抽選費①３６００円②各４８００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
３月２５日まで（必着）に同プールへ
●町田市フォトサロン 
☎☎７３６・８２８１
【春の薬師池公園撮影会】
日３月２７日㈯午前１０時～正午（小雨
実施）／集合は同サロン横の円形広
場です

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（一般世帯単身者向＝１戸、一
般世帯家族向〔２人以上向＝３戸、３人
以上向＝８戸〕、若年ファミリー向〔３
人以上向〕＝１戸、単身者向シルバー
ピア＝１戸、二人世帯向シルバーピ
ア＝１戸）、都営住宅地元割当（単身
者向シルバーピア＝３戸、二人世帯
向シルバーピア＝２戸）配布期間３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（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３月１２日まで（必着）
問同公社都営住宅募集センター☎☎
７１３・５０９４
●八王子年金事務所～確定申告で国
民年金保険料の控除を希望する方へ
　２０２０年１月～１２月に納付された
国民年金保険料は、確定申告で社会
保険料控除の対象となります。申告
の際には、国民年金保険料の納付を
証明する「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」や国民年金保険料の

「領収証書」をご提出ください。なお、
２０２０年１月１日～９月３０日に納付し
た方の控除証明書は、２０２０年１０月
３１日に送付しています。また、２０２０
年１０月１日以降に初めて保険料を納
付した方には、２月５日に送付してい
ます。紛失等による再発行はお問い
合わせください問ねんきん加入者ダ
イヤル☎☎０５７０・００３・００４、０５０か
ら始まる電話の方＝☎☎０３・６６３０・
２５２５、同年金事務所☎☎０４２・６２６・
３５１１
●町田消防署～春の火災予防運動
　３月１日～７日は春の火災予防運動
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傷者の発
生を防ぎ、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、
２０２０年中に１０３件の火災が発生し
ました。出火原因の第１位は電気設
備機器、第２位は放火・放火の疑い、
第３位はガス設備機器の順となって
います。住宅火災は４５件発生し、原
因の第１位は電気設備機器です／昨
年の災害状況は速報値です。住宅用
火災警報器をすべての居室・台所・階
段に設置し、火災を早期に発見する
ことで命を守りましょう問町田消防
署☎☎７９４・０１１９

　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

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
東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303
返03・5285・8080
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健康福祉会館 原町田5-8-21

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
３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

７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
原町田さわだ内科・泌尿器科(原町田６-２９-３) ☎☎８５１・７８１８
おおくら医院(大蔵町３１６５) ☎☎７３７・８０２０

午前１０時３０分～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
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

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） ☎☎７９５・１６６８
１０日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
１１日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
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

１４日㈰

午前９時～午後５時

内科
小児科 とくとみ内科消化器科医院(南成瀬１-１９-４) ☎☎７２９・１６１６

内科 なるせクリニック(西成瀬１-５７-１７) ☎☎７２１・６６８６
内科

小児科 泰生医院(小山町２４７０-５) ☎☎７９７・７４２３

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

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
返７１０・０９２８

（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

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」
（☎☎０３・５２７２・０３０３返０３・５２８５・８０８０）へお問い合わせください。また、休日眼科の医
院については、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。


