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凡　例　　 申…申し込み、問…問い合わせ、費…費用 ●➡藤沢市役所の連絡先　☎0466(25)1111（代）、0466(25)1114（休日・夜間）、 0466(24)5928

藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928

□ふじさわオリジナル体操リーダー講習会
7月5日㈭、12日㈭午前9時30分～正午、全2回。遠藤
公民館。市内在住の方30人。FG6月7日㈭から電
話またはファクスに住所・氏名・電話番号を書いて、
（公財）藤沢市保健医療財団☎ （88）7311、J（86）6065
へ。

□精神科医師による精神保健福祉相談・もの忘れ相談
★精神保健福祉相談…6月27日㈬。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の方。★も
の忘れ相談…6月29日㈮。もの忘れなどの心配があ
る方または家族の方。※二段階方式脳機能テストあ
り。画像検査はなし。ともに午後1時～3時。FG電
話で保健予防課☎（50）3593、J（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。

□断酒会酒害相談研修と当事者体験発表
6月21日㈭午後7時～9時。講演「アルコール依存症?
の人に手を差しのべるには…」〈講師=大石クリニッ
ク山村桂子氏〉ほか。FファクスまたはEメールに
氏名・電話番号を書いて、藤沢断酒新生会☎・J04
67（82）3565、Ihiro2818@icloud.comへ。G同会
または保健予防課☎（50）3593、J（28）2121。

□藤沢わかちあいの会
6月19日㈫午後2時～4時。藤沢商工会館ミナパーク。
大切な人を自死で亡くした方。※秘密厳守。G保健
予防課☎（50）3593、J（28）2121。

□認知症高齢者を介護する家族の会～ふれあい会
6月27日㈬午後1時～4時。現在介護をしている方の
情報交換と交流。FG電話で保健予防課☎（50）35
93、J（28）2121へ。

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
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

　 ☎(50)3522
 J(50)0668

□お母さんと子どもの健康相談
【妊産婦・1歳未満のお子さん】6月5日㈫…南保健セ
ンター。19日㈫…北保健センター。【1歳～就学前の
お子さん】6月12日㈫…南保健センター。26日㈫…北
保健センター。いずれも午後1時30分～2時30分。健
康・食事・育児・歯に関することなどの相談。

□生活習慣病対策講座・脂質異常症編
　～コレステロールや中性脂肪を改善しましょう
7月3日㈫､ 10日㈫午後1時30分～3時30分､ 全2回｡
保健所ほか｡ 脂質異常症を予防改善する食生活や運
動｡ 市内在住･在勤の方30人｡ FG6月5日㈫から
電話またはファクスに住所･氏名･ 電話番号を書
いて､(公財)藤沢市保健医療財団☎(88)7311､J(86)
6065へ｡

 65歳からの健康づくり

※会場への問い合わせ、車での来所はご遠慮ください   
※各講座の詳細は地域包括ケアシステム推進室にあるチラシまたは市のホームページの同室のページをご覧ください

対象は市内在住の65歳以上の方。ファクスで
申し込みの場合は、講座名・開催日・住所・
氏名・生年月日・電話番号をご記入ください。地域包括ケアシステム推進室 ☎内線3285､ J(50)8415

講座名 内容 とき・ところ・定員 申し込み

元気はつらつ
健康講座

簡単な体力テスト
と､ 健康づくりや介
護予防に役立つ内容
について学びます

5月31日～6月14日毎週木曜日
午前9時30分～11時30分､ 全
3回｡ 鵠沼公民館｡ 20人

スポーツクラブルネサンス大和☎ 046
(265)3222､ J046(265)3225へ(木曜
日､ 祝日を除く午前11時～午後6時)

6月21日～7月5日毎週木曜日
午前9時30分～11時30分､ 全
3回｡ 長後公民館｡ 20人

5月25日㈮からスポーツクラブルネ
サンス大和☎046(265)3222､ J046
(265)3225へ(木曜日､ 祝日を除く午
前11時～午後6時)

認知症予防講座

認知症を予防するた
めに、認知症の簡単
なチェックや日常生
活での工夫などにつ
いて学びます

6月1日～15日毎週金曜日午前
9時30分～11時30分､全3回｡
藤沢公民館｡ 20人 スポーツクラブルネサンス大和☎046

(265)3222､ J046(265)3225へ(木曜
日､ 祝日を除く午前11時～午後6時)6月22日～7月6日毎週金曜日

午前9時30分～11時30分､ 全3
回｡ 御所見公民館｡ 20人

認知機能アップ
教室

認知症の理解と日常
生活で取り組める予
防法について学びま
す

6月19日～7月17日毎週火曜日
午後1時30分～3時30分､ 全5
回｡ 鵠沼公民館｡ 20人

5月29日㈫から藤沢病院☎(23)2343､
J(24)5050へ(平日午前10時～午後4
時)

ロコモ予防
チャレンジ講座

ロコモティブシンド
ローム予防の簡単な
チェックや、体操な
ど日常生活で実践で
きる方法を学びます

6月12日㈫午前9時30分～11時
30分｡ 御所見公民館｡ 20人

神奈中フィットネスクラブライフティッ
ク平塚☎0463(24)1010､ J0463(23)
6142へ(平日午後1時～5時)

※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～正午、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
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
K0120（26）0070で案内

5月19日 藤沢湘南台病院 ☎(44)1451
   26日 藤沢湘南台病院 ☎(44)1451
6月 2日 藤沢脳神経外科病院 ☎(27)1511
    9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

5月20日 藤沢湘南台病院 ☎(44)1451
   27日  藤沢湘南台病院 ☎(44)1451
6月 3日  藤沢脳神経外科病院 ☎(27)1511
   10日 藤沢湘南台病院 ☎(44)1451

5月20日 湘南藤沢クリニック ☎(52)0588
   27日  ほり整形外科クリニック ☎(24)3777
6月 3日  木下整形外科 ☎(90)5898
   10日 森川整形外科クリニック ☎(33)0303

産婦人科
5月20日  吉田クリニック ☎(88)1103
   27日  黒川産科婦人科医院 ☎(81)0500
6月 3日  とやま産婦人科医院 ☎(22)1103
   10日 瀬戸山産婦人科 ☎(43)3335

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
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