凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

催し・講座

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

介護予防普及啓発講座
【コロナに負けるな！おうちで体操
やってみよう！】
コロナ禍で身体の衰えを防ぐため
に自宅でできる体操を紹介します。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方
日５月２４日㈪午後１時３０分～３時３０
分
場和光大学ポプリホール鶴川
講理学療法士・倉地洋輔氏
定１５人
（申し込み順）
申５月８日までに電話で鶴川第２高齢
者支援センター
（☎
☎７３７・７２９２、受
付時間＝祝休日を除く午前９時～午
後５時）
へ。
※オンライン受講も可能です。詳細
は、同センターへお問い合わせくだ
さい。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４６

対６歳以上の方
日６月２７日㈰午後２時３０分開演
場町田市民ホール
曲目Ｇ線上のアリア（Ｊ．Ｓ．バッハ）、ヴ
ァイオリン・ソナタ イ長調（フラン
ク） 他（予定）
費一般１５００円、高校生以下 ５００円
（全席指定）
※（公財）三井住友海上文化財団助成
による特別料金で開催します。
申４月６日から電話で町田市民ホー
ル
（☎
☎７２８・４３００）へ。
※かわせみオンラインチケット（イ
ンターネット）で申し込みもできま
す。詳細は町田市民ホールホームペ
ージをご覧ください。
※公演内容に関することは町田市民
ホールへお問い合わせください。
問文化振興課☎
☎７２４・２１８４

イベントカレンダー

●市立総合体育館☎
☎７２４・
込み順）費大人５００円、小学４～６年
３４４０
生３００円（保険料、材料費込み）／小
【フラダンス教室】
学４年生未満は１人まで無料、２人目
対１８歳以上の方日５月７日～７月９日
からは１人につき３００円必要申４月１
の金曜日、午後４時３０分～５時３０分、 日午前９時から電話で野津田公園へ
全１０回定３０人（抽選）費８０００円申
（受付時間＝午前９時～午後５時）／
往復ハガキに必要事項を明記し、４
野津田公園ホームページで申し込み
月８日まで（必着）に同館へ（同館ホ
も可
ームページで申し込みも可）
●町田市自然休暇村☎
☎0267・99・
●市立室内プール☎
2912
☎７９２・
【山菜狩りツアー】
７７６１
１日目は自然休暇村周辺の山、２日
【①水中運動公開指導②は
目は川上村内の山で山菜狩りをしま
じめての水中エアロ教室】
す。両日とも地元ガイドと職員が対
対１６歳以上の方日①４月８日～７月
応します対市内在住、在勤、在学の方
１５日の木曜日
（６月を除く、除外日有
とその同行者（１８歳以上の方に限
り、要問い合わせ）
、午前１０時１０分
る）
日５月１９日㈬、２０日㈭、１泊２日
～１１時②４月９日～３０日、午後２時
／集合は１９日午後０時３０分に自然
１０分～３時定各２０人（先着順）費①
休暇村です。町田ターミナルプラザ
１００円（別途利用券が必要）②５００円
からの送迎バスはありません宿泊先
（利用料含む）
申当日直接２階受付へ
町田市自然休暇村（長野県南佐久郡
●鶴間公園☎
☎８５０・６６３０
川上村）／最少催行人数は２０人です
【ヨガリラックス】
（ 定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 ）費
対１６歳以上の方日毎週金
１万１８００円（宿泊費、１日目夕食～２
曜日、午前１１時１０分～１１時５５分定
日目昼食、ツアー手数料、ガイド料含
各１２人（申し込み順）費８８０円申電
む）旅行企画・実施ＪＷＴジャパンウ
話で鶴間公園へ（鶴間公園ホームペ
インズツアー（株）、長野県知事登録
ージで申し込みも可）
第2-399号、全国旅行協会会員・長野
●野津田公園☎
☎７３６・３１３１
県旅行業協会会員（長野県佐久市今
【植物観察教室～春の植物観察】
井533-1、☎0267・66・1268
対小学４年生以上の方（保護者同伴
〔代〕）
の 場 合 は 小 学４年 生 未 満 の 参 加 も
申４月１日午前８時３０分～１５日午後
可、大人１人での参加も歓迎）日４月
５時に電話で自然休暇村（錆0120・
１７日㈯午前９時～正午講（株）アスコ
55・2838）へ／４月２９日以降の取り
ット代表・若林芳樹氏定２０人（申し
消しはキャンセル料が必要です

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

急病のときは

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。

登録はこちらから▶

スマホ版

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
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。

日曜日
祝休日
診療日

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
電話受付時間＝午後6時～9時30分
（診療は午後7時から） 健康福祉会館内
☎710・0927
電話受付時間＝午前8時45分～午後4時30分（診療は午前 返710・0928
9時から）
（下地図参照）
診療時間

診療科

医療機関名（所在地）

電

話

4月
1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

2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

3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

鹿島内科クリニック
（金森東1-25-29） ☎710・1800
午前9時～午後5時

内科 榛名坂たなか内科クリニック（金井3-17-13） ☎737・3860
金子内科クリニック（根岸2-1-14） ☎792・3010

4日㈰

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎799・6161

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

5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

6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

7日㈬

午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

8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

9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
☎722・2230

10日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

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

内科

平野クリニック（西成瀬3-18-1）

☎732・1321

川村クリニック（本町田2943-1） ☎724・7727

11日㈰

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

12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
13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

14日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

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 受付時間＝日曜日、祝休日の午前9時～午後4時30分（予約
健康福祉会館内
歯科診療 制）
☎返725・2225
障がい者 受付時間＝水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後4 （下地図参照）
歯科診療 時30分
（予約制）

☎ 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

ひ ま わ り

または☎042・521・2323

☎03・5272・0303
返03・5285・8080
24時間365日

健康福祉会館

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4月4日㈰午前7時～ 8時
（売り切れ次第終了）場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166

至金森

町田産新鮮野菜がいっぱい ! 日曜朝市

町田市メール配信サービス

小田急線

２０２６年３月３１日までに取得したも
のとなります。また、本措置の名称が
「ＺＥＶ導入促進税制」に変更されま
す問東京都自動車税コールセンター
☎０３・３５２５・４０６６（受付時間＝月
～金曜日の午前９時～午後５時）
【新型コロナウイルス感染症の影響
で納税が困難な方に対する猶予制度
があります】
申請により納税を猶予する制度が
あります。詳細はご相談ください問
同事務所☎
☎０４２・６４４・１１２２

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

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

至旭町

●八王子都税事務所からのお知らせ
【自動車税種別割に係る課税免除の
期間が延長されました（ＺＥＶ導入促
進税制）
】
環境負荷の小さい次世代自動車の
取得を税制面から支援するため、電
気自動車等を取得した場合に初回新
規登録を受けた年度及び翌年度５年
度分の自動車税種別割を免除する措
置 を、５年 間 延 長 し ま す。 対 象 は

問子育て推進課☎
☎724・4468

毎日

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。
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問 問い合わせ

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

三井住友海上文化財団～ときめくひ
ととき

成田達輝ヴァイオリン
・ リ サ イ タ ル

情報コーナー

市HP 町田市ホームページ

