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凡　例　　 申…申し込み、問…問い合わせ、費…費用

2018年（平成30年）1月10日第1623号

※4　耳鼻咽喉科・眼科の問い合わせ時間…午前9時～午後4時30分

日曜日・祝日 午前9時～午後5時（正午～午後1時はお休み）
耳鼻咽喉科 北または平塚市休日夜間急患診療所で実施　※4

眼科 当番医療機関で実施（南あるいは北へお問い合わせください）　※4

区分 平日夜 土曜夜 土曜深夜 日・祝日昼 日・祝日夜 日・祝日深夜

診療時間
※1

午後8時～
11時

午後6時～
11時

午後11時～
翌朝午前
7時30分

午前9時～
午後5時

（正午～午後
1時はお休み）

午後6時～
11時

午後11時～
翌朝午前
7時30分

内科
南 ○ ○ ○
北 ○ ○ ○※2 ○ ○ ○※2

小児科
南 ○

※3
○ ○

※3
北 ○ ○ ○ ○

※1　受付時間…平日は診療時間終了15分前まで、土・日曜日、祝日は30分前まで
※2　北内科の午後11時以降は要事前連絡
※3　小児科の午後11時以降は市民病院☎（25）3111へ（要事前連絡）

休日・夜間などの急患診療
南休日・夜間急病診療所

☎（23）5000 片瀬339-1
（藤沢市医師会館内）

北休日・夜間急病診療所

☎（88）7301 大庭5527-1（保健医療センター内）

日曜日・祝日（午前9時30分～午後0時30分、午後1時～4時）※5
歯　　科 南休日急患歯科診療所☎（26）3310鵠沼石上2-10-6（口腔保健センター内）

※5　受付時間…午前、午後ともに診療時間終了30分前まで

ふじさわ安心ダイヤル２４
薔0120（26）0070

24時間電話健康相談サービス
健康相談・医療相談・介護相談・育児相談・
メンタルヘルス相談・医療機関情報
　表中の診療時間以外はこちらへ

月～金曜日（夜間） 土曜日（午後6時～翌朝午前8時）

外科・　
整形外科

午後8時～翌朝午前8時
薔 0120（26）0070で案内

 1月 6日 藤沢湘南台病院� ☎（44）1451
    13日 藤沢脳神経外科病院� ☎（27）1511
    20日 藤沢湘南台病院� ☎（44）1451

日曜日・祝日
午前9時～翌朝午前8時 午前9時～午後5時

外科・　
整形外科

 1月 7日 藤沢湘南台病院� ☎（44）1451
     8日 藤沢湘南台病院� ☎（44）1451
    14日 藤沢脳神経外科病院� ☎（27）1511
    21日 藤沢湘南台病院� ☎（44）1451

 1月 7日 さくだ脳神経外科クリニック�☎（55）3151
     8日 山﨑脳神経外科クリニック�☎（81）3183
    14日 湘南台しらがクリニック� ☎（41）4192
    21日 明石医院� ☎（43）1123

産婦人科

 1月 7日 瀬戸山産婦人科� ☎（43）3335
     8日 湘南レディースクリニック� ☎（55）5066
    14日 辻堂レディースクリニック� ☎（21）9057
    21日 ﾗｲﾌﾒﾃ ィ゙ｶﾙ健診ﾌ ﾗ゚ｻ �゙☎（44）2000

全国版救急受診アプリ「Ｑ助」
突然の病気やケガのとき、救急車を呼ぶべきかを
判断する目安となります。また緊急時にはWEB版
からもアクセスできます。

消防庁　Q助 検 索

湘南台公民館 ☎（45）3070
薨（45）1604

●おもてなし英会話～あなたの知らな
い英語の世界　2月6日㈫、27日㈫午前
10時～11時20分、全2回。講師＝ブラ
イアン・カンポス氏ほか。成人20人。
申1月16日㈫から電話または来館で。
●オリンピック・パラリンピック競技
大会を知ろう　2月4日㈰午後2時～3時
30分。講演｢負けない心｣〈講師＝石井
雅史氏〉ほか。100人。申1月17日㈬か
ら電話または来館で。

●バドミントン・卓球開放　1月18日
㈭午後6時～8時30分。※小学生以下は
保護者同伴。
●親子トランポリン開放　1月21日㈰
午後1時～2時30分。

湘南大庭公民館 ☎（87）1112
薨（87）1110

●｢みんなの音楽祭｣出場者募集　3月3
日㈯午後1時～3時。市内在住の方10組
（サークル不可）。※詳細はお問い合わ
せください。申2月8日㈭までに電話ま
たは来館で。
●大庭子育てさろん～ぴよぴよ広場　
1月16日㈫午前9時30分～正午。乳幼児
と保護者のフリースペース。
●おもちゃのへやメリーゴーランド　
1月20日㈯午前10時～午後3時。障がい
児・未就学児と保護者・家族がおも
ちゃを通して交流するスペース。
●卓球開放　1月18日㈭午後1時30分～
4時30分。

善行公民館 ☎（90）0097
薨（81）4441

●親子3B体操　2月5日㈪午前10時30
分～11時30分。2～3歳児と保護者20組。
申1月17日㈬から電話または来館で。
●あかちゃんとのふれあいタイムオイ
ルトリートメント　2月22日㈭午前10
時30分～11時30分。4～7カ月児と保護
者10組(初めての方優先)。費1組500円。
申1月25日㈭から電話で。
●卓球開放　2月7日㈬、13日㈫午前9
時～11時。25日㈰午前9時～正午。
●バドミントン開放　2月15日㈭午前9
時～11時。25日㈰午後1時～4時。

六会公民館 ☎（90）0203
薨（83）2298

●認知症を知ろう　2月3日㈯午後2時
～4時。講師＝片岡侑史氏。100人。申

1月15日㈪から電話または来館で。
●香り立つ二八そばを打つ　2月24日㈯
午前10時～午後2時。成人15人（抽選）。
費800円。申2月13日㈫までに電話また
は来館するか、はがき・ファクスに講
座名・住所・氏名・電話番号を書いて、
六会公民館〈〒252-0813亀井野4-8-1〉へ。
●むつあい子育てひろば　1月22日㈪
午前10時～正午。未就学児と保護者の
フリースペース。
●バドミントン開放　1月24日㈬午後6
時～9時。2月4日㈰午前9時～11時30分。
●卓球開放　2月7日㈬午後1時30分～4
時30分。

片瀬公民館 ☎（29）7171
薨（25）8907

●えほんのおへや　1月16日㈫午前10時
30分～10時50分。2歳以上の子と保護者。
●おひざの上のおはなし会　1月16日
㈫午前11時～11時30分。乳幼児と保護
者。
●おもちゃの病院　1月20日㈯午後1時
30分～3時30分。おもちゃの修理。※
部品交換などは実費。

片瀬しおさいセンター☎（29）6668
薨（29）6674

●講師付きスポーツ開放｢簡単なツボ
をもんで体をほぐしましょう｣　1月18
日㈭午前9時15分～10時45分。講師＝
吉岡聡美氏。
●手芸のじかん　1月17日㈬午前10時
～正午。好きな手芸を楽しむフリース
ペース。

長後公民館 ☎（46）7373
薨（46）7034

●講演会「やる気を引き出す魔法の言
葉」　1月28日㈰午後1時30分。講師＝
日本ペップトーク普及協会代表理事岩
﨑由純氏。※手話通訳・保育あり〈2歳
以上の未就学児〉。申1月17日㈬から長
後市民センター☎（44）1622へ電話また
は来館で。
●ジャズコンサート　2月11日㈷午後1
時30分～3時。出演＝湘南スウィング
ジャズオーケストラ。
●おはなし会　1月13日㈯、20日㈯午
後2時30分～3時。
●サウンドテーブルテニス開放　2月8
日㈭午後1時30分～4時。

明治公民館 ☎（34）5660
薨（33）5727

●教育講演会｢生き生きとした心とか
らだを取り戻そう～子育てをしている
すべての親へ｣　1月21日㈰午後2時～4
時。講師＝篠秀夫氏。100人。
●てづくりごっこ～ころころかざわ　
1月19日㈮午後3時～4時。幼児～小学生。
●おはなし会　1月17日～31日毎週水
曜日午後3時30分～4時。幼児～小学生。
●わらべうたであそぼう！　1月26日
㈮午前11時～11時30分。※未就学児は
保護者同伴。
●サーキットトレーニング講座　1月
26日㈮午後7時30分～8時30分。講師＝
健康運動指導士植松育子氏。50人。
●卓球開放　1月19日㈮午前9時～11時
30分。
●バドミントン開放　1月21日㈰午前9
時～11時30分。

遠藤公民館 ☎（86）9611
薨（87）3008

●ズパゲッティで編むおしゃれなク
ラッチバッグ作り　1月29日㈪午前9時
30分～午後0時30分。成人12人。申1月
15日㈪から電話または来館で。

●すくすく広場　1月16日㈫午前10時
～正午。乳幼児と保護者のフリース
ペース。
●のびのび広場　1月23日㈫午前10時
～正午。乳幼児と保護者のフリース
ペース。

藤沢公民館 ☎（22）0019
薨（22）0293

●みんなではじめる｢おもてなしイング
リッシュ｣　2月13日～3月27日隔週火曜
日午前10時～11時30分、全4回。街歩き
などで英語に親しむ。講師＝大久保政
治氏。これから英語を学びたいおおむ
ね60歳以上の方12人。申1月16日㈫午前
9時から電話または来館で。
●おはなしのへや　1月24日㈬午後2時
30分。お話と折り紙。幼児～小学生。
●保育室開放～子育てフリースペース　
1月22日㈪午前10時～正午。2歳以下の
子と保護者の交流の場。

鵠沼公民館 ☎（33）2002
薨（33）2203

●落語鑑賞会 1月26日㈮午後1時30分
～3時。 出演＝三遊亭吉窓。 150人。
●おもちゃのへや 1月19日㈮午前10時
30分～正午。布や木のおもちゃで遊ぶ。
小学生以下の方。 ※未就学児は保護者
同伴。
●おひざのうえのおはなし会　1月19
日㈮午前11時～11時15分。
●おててつないで（保育専用室開放）　
1月24日㈬午前10時～午後2時30分。 乳
幼児と保護者。
●おもちゃの病院　1月28日㈰午後1時
30分～3時30分。 おもちゃの修理。 ※
部品交換などは実費。
●鵠っ子囲碁・将棋ルーム 1月21日㈰
午前10時～正午。 小・中学生。

辻堂公民館 ☎（34）9151
薨（34）4187

●親子であそぼう　冬～親子で楽しく
リトミック♪　2月9日㈮午前10時～11
時。講師＝リトミック研究センター上
級指導士由井美香氏。1歳6カ月以上の
未就園児と保護者20組。申1月25日㈭か
ら電話または来館で。
●ラッコの広場　2月1日～15日毎週木
曜日午前10時～正午。親子自由参加の
サロン。乳幼児と保護者。
●あそびの広場　2月1日～22日毎週木
曜日午後3時10分～4時30分。読み聞か
せ、工作、折り紙ほか。4歳児～小学生。
●卓球開放　2月1日～22日毎週木曜日
午後1時～3時。6日～27日毎週火曜日午
前9時～11時。

村岡公民館 ☎（23）0634
薨（23）0641

●おひざの上のおはなし会　2月2日㈮
◎午前10時20分～10時50分◎午前11時
～11時30分。 1～3歳児と保護者各20組。
申村岡市民図書室☎（28）6939へ電話ま
たは来室で。
●本とおはなしのへや　2月7日㈬午後
3時30分～4時。
●卓球開放　2月1日～22日毎週木曜日
午後3時～5時。 4日㈰午後1時～3時。
●囲碁 ・ 将棋開放　2月4日㈰午前9時
～午後3時。

原則として市内在住・在勤・在学の方
が対象、申し込みは土・日曜日、祝日
を除きます

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

公   民   館

� 精神科医師による精神保健福祉相
談・もの忘れ相談

★一般精神保健福祉相談…1月24日㈬
午後1時～3時。精神的な病気やひきこ
もりなどでお悩みの方または家族。★
大人の発達障がい相談…2月8日㈭午前
9時30分～11時30分。発達障がいなど
でお悩みの方または家族。★もの忘れ
相談…2月7日㈬午後1時～3時。もの忘
れなどの心配がある方または家族。※
二段階方式脳機能テストあり。画像検
査はなし。申 問電話で保健予防課☎
（50）3593、薨（28）2121へ。※既に治療中
の方は、職員が開庁時間に相談をお受
けします。

� うつ病セミナー「躁
そ う

うつ病の方の体
験談と復職支援プログラム」

2月3日㈯午前10時～正午。講師＝加藤
伸輔氏ほか。市内在住・在勤でうつ病
やその他ストレス関連疾患などで療養
中の方など30人。申 問電話で保健予防
課☎（50）3593、薨（28）2121へ。

� 健康増進課臨時職員(歯科衛生士)
勤務場所＝保健所。勤務日時＝週5日、
1日7時間45分。任期＝2月1日～5月31
日。対象・人員＝歯科衛生士の資格を
有する方1人。時給＝1150円(交通費別
途支給)。申 問1月22日㈪までに電話連
絡の上、履歴書と資格証の写しを持っ
て、健康増進課☎(50)8430、薨(28)2121
へ。

� 学校看護介助員
職務内容＝医療的ケアを必要とする児
童・生徒への処置や介助など。勤務場
所＝市立小・中学校、白浜養護学校。
勤務時間＝1日4時間。任期＝4月1日か
ら1年間(8月を除く)。対象・人員＝看
護師資格を有する方で、児童・生徒へ
の介助や支援に関心のある方4人程度。
※詳細はお問い合わせください。申 問

1月29日㈪〈必着〉までに履歴書を教育
指導課〈〒251-8601朝日町1-1〉☎内線
5221、薨(50)8424へ郵送または持参で。

�  市民病院職員
　(医療ソーシャルワーカー)
対象・人員＝社会福祉士の資格を有す
る方若干名。試験日＝1月20日㈯。申
問1月15日㈪までに申込書類を病院総
務課☎(25)3111、薨(25)3545へ。※受
験案内は同課で配布（郵送可）している
ほか、市民病院のホームページからダ
ウンロードもできます。

� 文化芸術課常勤嘱託職員
　(美術専門員)
勤務場所＝アートスペース。勤務日時
＝週5日、1日7時間45分(土・日曜日、
祝日を含む)。任期＝4月4日～2019年3
月31日。対象・人員＝学芸員の資格を
有し、美術館などで企画・立案経験が
5年以上ある方1人(選考)。月額＝21万
6500円(交通費別途支給)。 申 問1月10
日㈬～24日㈬〈必着〉に履歴書・資格証
の写しと任意の用紙に志望動機を800
字以内で書いて、文化芸術課〈〒251-
0026鵠沼東8-1〉☎(23)2415、薨(25)1525
へ郵送または持参で。

� 2018年度ロビーコンサート出演者
演奏内容＝クラシック。対象＝市内在
住・在勤・在学の過去にロビーコン
サートに出演経験がなく、専門的に音
楽を修得(音楽大学卒業などに準ずる)
し、現在も演奏活動をしている方。※
合奏・合唱は市外の方との参加も可。
学生は3月に大学卒業見込みの方また
は専攻科・大学院生に限る。申 問2月
23日㈮〈必着〉までに各市民センター・
公民館などにある応募用紙を書いて、
(公財)藤沢市みらい創造財団芸術文化
事業課☎(28)1135、薨(25)1525へ。※
書類選考の上、3月7日㈬にオーディ
ションを実施。

� 生活困窮世帯を対象とした各種事業の
事業者

対象事業などプロポーザルの詳細は、
市のホームページの地域包括ケアシス
テム推進室のページをご覧ください。申
問1月10日㈬～24日㈬に地域包括ケアシ
ステム推進室☎内線3253、薨(50)8412へ。

�  院内公開講座｢健康寿命を延ばそう
～ロコモティブシンドロームとは？
それを避けるには？ ｣  

1月24日㈬午前11時～正午。市民病院。
講師＝市民病院整形外科医師。申 問病
院総務課☎（25）3111、薨（25）3545へ。�

� 生涯学習大学放送通信コース「憧れ
の湘南～メディアにみる藤沢の姿」

放送日＝1月30日～3月20日毎週火曜日
午前10時30分～11時(再放送は同週土
曜日午後1時～1時30分)、全8回。※ス
クーリングあり〈3月27日㈫午前10時～
正午〉。講師＝(続)藤沢市史編さん委
員加藤厚子氏。受講方法＝レディオ湘
南(FM83.1MHz)または市のホームペー
ジの生涯学習大学のページから。申 問

1月19日㈮〈必着〉までにはがきまたは
ファクス・Eメールに件名を｢憧れの
湘南｣とし、郵便番号・住所・氏名(ふ
りがな)・年齢・性別・電話番号を書
いて、生涯学習総務課〈〒251-8601朝
日町1-1〉☎内線5312、薨（29）1354、
fj1-manabi@city.fujisawa.lg.jpへ。

� 第2回教養講座～日本の話芸｢落語・
講談｣を楽しむ

2月23日㈮午後1時30分～3時30分。総
合市民図書館。視覚障がい者30人。申
問2月9日㈮までに点字図書館☎（44）�
2662、薨（44）2388へ。

� 教育委員会とフリースクールなどに
よる不登校相談会

2月3日㈯午後1時～4時30分。大和市渋
谷学習センター。座談会、フリースクー
ルなどの活動紹介、個別相談会ほか。
問県子ども教育支援課☎045(210)8292
または市学校教育相談センター☎内線
5252、薨(50)8423。

　生花やリボンを使ったフラワーアレンジメントを楽しく学びます。
　と　き　2月18日㈰午前10時～正午
　ところ　ふじさわ宿交流館
　講　師　藤沢マイスター和田晃一氏
　対象・定員　高校生以上の方20人 ( 抽選 )
　費　用　1000円
　申し込み・問い合わせ　
　2月8日㈭〈必着〉までにはがきまたはファクス・Eメールに郵便番号・住所・
氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を書いて、産業労働課〈〒251-8601朝日
町1-1〉☎内線2227、薨(26)8839、　fj-indus@city.fujisawa.lg.jp へ
　※抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします

　小学校16校、中学校12校、特別支援学校2校の児童・生徒の絵画・手芸・
書・陶芸・木工などの力作を展示します。各学校が「ふしぎな森」をテー
マに創造した作品の集合展示も行います。
　と　き　1月30日㈫～2月4日㈰午前10時～午後7時
　　　　　(4日は午後5時まで )
　ところ　市民ギャラリー
　問い合わせ　教育指導課☎内線5221、薨(50)8424

市内小・中学校特別支援学級、
特別支援学校作品展

　　　　第 42 回のびゆく子ら作品展

小学校16校 中学校12校 特別

　　　　

氏
町

「ふしぎな森」をテー

明記のないものは…
●先着順　●受け付け＝平日午前8時30分～午後5時(休所日を除く)
●当日会場へ　●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

市役所へのお電話は☎（25）1111へダイヤルし、交換手に内線番号または課名などをお伝えください


