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石名坂温水プール ☎（82）5131
薨（82）5132

◆夜のリラックスヨガ　10月16日〜12
月4日毎週月曜日午後7時〜8時30分、
全8回。30人（ 抽 選 ）。 費4800円。 申 9
月11日㈪〜18日㈷に来館で。
◆シニアサンクスデー　9月20日㈬。㋐
足裏健康講座…午前10時30分、㋑水泳
教室…◎午前11時30分◎午後2時。㋐は
15人、㋑は60歳以上のクロールで25ｍ
泳げるようになりたい方各15人。費 ㋐
900円。申㋐は9月13日㈬午後3時、㋑は
14日㈭午前10時から電話で。
◆楽・楽ナイタースイム〜レベルアッ
プ編 　10月7日〜11月25日毎週土曜日
午後7時〜8時30分、全8回。クロール
で25ｍ泳げる方15人(抽選)。費4800円。
申 9月14日㈭〜20日㈬に来館で。
◆ナイトアクア　10月16日〜11月20日
毎週月曜日午後7時〜8時、全6回。20
人(抽選)。 費3600円。 申 9月20日㈬〜
25日㈪に来館で。
◆ベビースイムDay in 石名坂　9月26
日㈫午前9時30分〜午後0時20分。6カ
月〜6歳の未就学児と保護者(保護者1人
につき子ども2人まで)。費プール入場料。

秩父宮記念体育館 ☎（22）5335
薨（28）5749

◆ゆったりシニアヨガ　10月3日〜11
月14日毎週火曜日(10月10日を除く)午
前9時45分〜10時45分、全6回。60歳以
上の方15人。 費4200円。 申 9月19日㈫
午前9時から電話で。
◆骨盤セルフストレッチ　10月4日〜11
月22日毎週水曜日午後1時15分〜2時15
分、全8回。18歳以上の方30人。費5600
円。申 9月20日㈬午前9時から電話で。
◆ノルディックウオーキング〜江の島
へ行こう！　10月6日〜27日毎週金曜
日午前10時〜正午、全4回。18歳以上
の方15人。 費2800円。 申 9月22日㈮午
前9時から電話で。
◆小学生スポーツクライミング体験　
9月17日㈰午前10時〜正午。小学生。
費100円。

鵠沼運動公園 ☎（36）1607
薨（36）1754

◆こどもグループレッスン　㋐クロー
ル背泳ぎマスター編…10月4日〜18日
毎週水曜日㋑息継ぎマスター編…10月
6日〜20日毎週金曜日。ともに午後5時
〜6時。八部公園プール。小学生で㋐
はクロールで15ｍ以上泳げる方、㋑は
面かぶりクロールで10ｍ以上泳げる方
各日24人。 費1回1000円。 申 9月20日㈬
から来所で(午後7時から電話も可)。
◆おとなグループレッスン　10月3日
〜31日毎週火･木曜日(10日、24日、26
日を除く)午前11時20分〜午後0時30分。
八部公園プール。18歳以上の方各日18
人。費1回1000円。申 9月26日㈫から来
所で(午後7時から電話も可)。
◆障がい者ふれあいグループスイム　
10月17日㈫、31日㈫午後6時〜7時。八
部公園プール。障がいのある方各日10
人。 費1回600円。 申 9月26日㈫午後1時
から電話で。
◆㋐ステップアップ水泳　◎10月17日
〜12月12日(10月24日を除く)毎週火曜
日 ◎10月19日 〜12月21日(10月26日、
11月23日を除く)毎週木曜日。ともに
午後1時50分〜3時、全8回。八部公園
プール。クロールで25ｍ以上泳げる18
歳以上の方各24人(抽選)。費7200円。
◆㋑健康水中運動教室　10月17日〜12
月26日毎週火曜日(10月24日を除く)午
後7時〜8時、全10回。八部公園プール。
講師＝相模女子大学准教授ほか。※体
力測定あり。18歳以上の方20人(抽選)。
費9000円。
◆㋒腰痛教室〜予防・改善のために　
◎10月18日 〜12月20日(10月25日 を 除
く)毎 週 水 曜 日 ◎10月6日 〜12月22日
(10月27日、11月3日、24日を除く)毎週
金曜日。ともに午前10時30分〜正午、
全9回。八部公園プールほか。18歳以
上の方各24人(抽選)。費8100円。
◆㋓初級水泳　10月13日〜12月22日毎
週金曜日(10月27日、11月3日、24日を
除く)午後0時50分〜2時、全8回。八部
公園プール。18歳以上の方24人(抽選)。
費7200円。
◆㋔ナイター水泳　10月18日〜12月13
日毎週水曜日(10月25日を除く)午後7
時〜8時15分、全8回。八部公園プール。
18歳以上の方24人(抽選)。費7200円。

申㋐〜㋔は9月19日㈫〜24日㈰に来所で。

太陽の家体育館 ☎（33）1411
薨（34）4342

◆フロアバレーボールの集い　9月17日
㈰午前9時〜正午。障がいのある方と
関心のある方。
◆アーチェリーの集い　9月22日㈮午後
5時〜8時30分。障がいのある方と市内
在住・在勤・在学の経験者。
◆サウンドテーブルテニスの集い　9月
23日㈷午前9時〜正午。視覚障がいの
ある方と関心のある方。
◆レクリエーションダンスの集い　9月
23日㈷午後1時30分〜3時30分。障がい
のある方と関心のある方。
◆ローリングバレーボールの集い　9月
24日㈰午前9時〜正午。障がいのある
方と関心のある方。
◆障がい者卓球の集い　9月24日㈰午後
1時〜4時30分。障がいのある方と関心
のある方。

秋葉台文化体育館 ☎（88）1111
薨（88）8687

◆親子リトミック＆リズム体操　10月
3日〜11月7日毎週火曜日午後3時30分
〜4時30分、全6回。2012年4月2日〜16
年4月1日生まれの方と保護者15組。費

1組5400円。 申 9月20日㈬午後1時30分
から電話で。
◆ノルディックウオーキング　10月18
日㈬午前10時30分〜午後1時30分。八
部公園〜江の島〜奥田公園ほか。5km
以上歩ける方20人。費700円(ポール代
別途)。 申 9月27日㈬午後1時30分から
電話で。
◆親子やきゅう　10月14日㈯午前9時
〜10時30分。秋葉台公園芝生広場。小
学1〜3年生と保護者20組。費1組900円。
申 9月30日㈯午後1時30分から電話で。
◆サイクルオープンDay　9月18日㈷
正午〜午後4時。駐車場を自転車の練
習場所として提供します。費100円。
※小学3年生以下は保護者同伴。

秋葉台公園プール☎（88）1811
薨（88）0081

◆臨時休館のお知らせ　9月11日㈪〜13
日㈬は設備点検などのため休館します。
◆グループスイムレッスン　㋐10月3
日〜31日毎週火曜日(10日を除く)午後5
時〜6時…面かぶりクロール。㋑10月5
日〜26日毎週木曜日午後4時〜5時…け
のびからバタ足。㋐は小学1〜4年生、
㋑は2011年4月2日〜12年4月1日生まれ
の方各日10人。 費1回1000円。 申 9月20
日㈬午後2時から電話で。
◆アクアビクス(初級編)　10月5日〜
11月30日毎週木曜日(11月23日を除く)
午前9時〜10時、全8回。18歳以上の方
20人。費6000円。申 9月21日㈭午後2時
から電話で。

スポーツ推進課 ☎（50）8243
薨（22）7116

◆スポーツまつりふじさわ2017グラウ
ンドゴルフ　11月12日㈰午前9時〜午後
3時。秋葉台公園球技場。※申し込み方
法など詳細は、各運動施設･市民セン
ターなどにあるチラシをご覧ください。
◆第28回藤沢市議長杯社会人ソフト
ボール大会　10月29日〜11月12日毎週
日曜日。桐原公園野球場ほか。市内在
住・在勤・在学の一般男子(高校生以
下は不可)。費1チーム1万円。※詳細
は藤沢市体育協会のホームページをご
覧になるか、お問い合わせください。
問 大谷☎090（3141）7727またはスポー
ツ推進課。
◆藤沢市民総合体育大会継承大会

【太極拳】　11月19日㈰午前9時30分〜
午後3時30分。秩父宮記念体育館。個
人競技･団体競技。市内在住の方。費

個人1500円、団体4000円。申 ファクス
に住所・氏名を書き、高野☎･薨（27） 
5191へ申込書を請求･記入し、9月30日
㈯〈必着〉までに高野へ。問高野また
はスポーツ推進課。
◆特別支援学級児童トランポリン　9
月24日、 10月22日、 11月26日、 12月10
日、 2018年1月28日、 2月25日毎回日曜
日午前11時〜正午。善行小学校。障が
いのある18歳以下の方。費1回1200円。
申 Eメールに氏名･電話番号を書い 
て、善行大越スポーツクラブ☎（77） 
5345、 zosc@cityfujisawa.ne.jpへ。
問同クラブまたはスポーツ推進課。
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明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

　市民病院は、2018年7月の完成を目指して再整備事業を進めており、本年
10月に新しい東館の残りの部分（メインエントランスを除く）が完成します。
　1階には、総合受付や外来ホールが移転するほか、24時間利用できるコン
ビニエンスストアなどを新たに設置します。
　2階には、患者さんやご家族がゆったりとくつろげるスペースとして、食
事ができるカフェや、図書の閲覧・貸し出しができる情報コーナーなどがで
きます。
　また1〜3階はエスカレーターで移動できるようになります。

専門外来は紹介予約制です

小児科外来は受け付け順です

救急外来の受診を希望する方へ

　市民病院では、同病院医師などが健康づ
くりや治療について分かりやすくお話しす
る院内公開講座を毎月開催しています。お
気軽に参加ください。

腎臓と塩のはなし
〜どれくらいの水を飲めばいいのか？
　と　き　9月27日㈬午前11時〜正午
　ところ　市民病院
　講　師　市民病院腎臓内科医師
　申し込み・問い合わせ　
　病院総務課へ

地域の医療機関と連携しています

紹介状をお持ちでない患者さんの費用負担について
　2016年度の診療報酬改定により、患者さんに次の定額負担が義務付けられました。
　◎非紹介患者初診料
　紹介状がなく、当院を初めて受診する場合は、保険適用の初診料とは別に保険外で、
医科診療5400円・歯科診療3240円（各税込）、出産診療7500円が掛かります
　◎紹介済患者再診料
　当院の医療を終え、他の医療機関に紹介した後、再度当院を受診した場合は、保険
適用の再診料とは別に保険外で、医科診療2700円・歯科診療1620円（各税込）が掛かり
ます

総 合 受 付 が 新 し い 東 館 へ 移 転
〜 カ フ ェ や 情 報 コ ー ナ ー な ど 、 く つ ろ げ る 空 間 へ

総合受付・外来ホールが新しくなります

市民病院の受診のご案内

　市民病院は、高度医療を担う
地域の基幹病院です。再整備事
業の状況や受診の方法などをお
知らせします。
　問い合わせ　
　病院総務課☎（25）3111、薨（25） 
3545

特集 市民病院からのお知らせ

院内公開講座を開催しています

　専門外来を受診するには、かかりつけ医からの紹介状が必
要です。
　ただし市民病院で出産を希望する妊婦で、近くに産婦人科
がないときなどは、紹介状がなくても電話で予約の上、受診
できます。
　※ 予約日が確定していない場合や時間変更希望の場合は、

地域医療連携室☎（25）3111にご連絡ください

　市民病院では、地域の医療機関から専門的な医療や検査が必要と診断され、紹介され
た患者さんに医療を提供しています。
　患者さんが紹介によって市民病院で受診した際は、紹介元の医療機関と治療について
の情報を共有しています。また病状が安定し治療方針が決まった患者さんは、紹介元の
医療機関で治療を続けられるように案内しています。

　小児科外来では、緊急性を要している
ことも想定されるため、地域の医療機関
からの紹介状がない場合でも、受け付け
順に診療します。受付時間は午前8時30
分〜11時です。
　初診の方や市民病院で1年以上受診し
ていない方は1階外来窓口「初診受付」
で手続きが必要です。

　救急外来の受診を希望する場合は、事前に電話で確認してください。
　原則として来院順に診察しますが、重症・重篤な患者さんを優先しますので、順
番が変わり待ち時間が長くなることがあります。
　※健康保険証、各種医療証、診療券（お持ちの方）をお持ちください
　※比較的症状の軽い方は、広報ふじさわに掲載している「休日・夜間などの急患
　　診療」をご利用ください

予約紹介のフローチャート

地域の医療機関
初期診療などを担当

市民病院
専門的な医療や検査などを担当

⑤紹介患者が
　受診した旨を報告

①受診

③市民病院への紹介状、
　診療・検査予約票を発行

②患者の受診を予約
　（診療・検査）

⑥診療報告書を送付

⑦地域の医療機関へ紹介

地域医療連携室

診療科

④受診

　旧東館にある診療科などが新しい東館・西館に移転します
　移転日などの詳細は、院内の掲示などでお知らせします。
　◎新しい東館に移転する診療科など…地域医療連携室（1階）、　血液内科・リウマチ科・専門外科・消化器外科（2階）
　◎西館に移転する診療科など…小児科（1階）、　小児専門外来・外来化学療法室（2階）

　11月から旧東館の解体工事を行います。工事期間中、病院内へは
西館出入口を利用してください。工事による騒音や振動などご迷惑
をお掛けしますが、引き続きご理解をお願いします。
　今後のスケジュール（予定）
　☆旧東館の解体
　☆メインエントランスの建設
　☆平面駐車場・路線バスの乗り入れを可能とするロータリー整備

引き続き
再整備事業を

進めていきます

「敬老の日」
スポーツ施設無料使用

　と　き　 9月18日㈷
　ところ　八部公園プール、秋葉
台公園プール、秩父宮記念体育館
トレーニング室、八部公園プール
トレーニング室・サウナ浴室、秋
葉台文化体育館トレーニング室・
サウナ浴室
　※ 石名坂温水プールは、9月20

日㈬に無料で利用できます
  ※ トレーニング室の利用は事前

の登録が必要です
　対　象　 60歳以上の方
　申し込み　 
　各施設受付で身分証などを提示
　問い合わせ
　各施設または(公財)藤沢市みら
い創造財団スポーツ事業課☎（22） 
5633、薨（28）5749


