
３ 広  報第1185号　令和元（2019）年10月1日

各種コンクールの市審査結果

種時点で65歳以上の人と心臓などに機能障がい
がある60～64歳の人▪場市内の契約医療機関（秦
野･平塚･厚木市の一部機関を含む）▪費1600円※
生活保護世帯の人、世帯全員が住民税非課税の
人は接種料が免除されます。接種日の1週間前
までに担当へ申請してください
39歳以下健康診査
身体測定や医師の診察、血液検査など▪時12月4日

（水）①午前9時30分～②午前10時～③午前10時30
分～④午前11時～▪場伊勢原シティプラザ▪対市内
在住で昭和55年4月2日以降に生まれた人80人（申
込順）▪費3000円▪締10月31日（木）◇託児あり（7カ月
児以上、要予約）
骨量測定相談会
骨量･血圧測定や健康･食事･歯と歯ぐきの相談�
▪時10月25日（金）午前9時30分～11時30分▪場成瀬
コミュニティセンター◇当日受付
集団がん検診（担当へ要申込）10/12～11/7実施分
実施日 会　場 検査項目

10/12（土） 市役所分室 胃 大腸 肺･結核

18（金） 成瀬コミュニティ�
センター 胃 大腸

20（日） 市役所分室 大腸 乳 子宮

25（金） 成瀬コミュニティ�
センター

大腸 肺･結核 子宮
骨量

31（木） 胃 大腸
11/ 3（日） 市役所分室 胃 大腸 肺･結核

5（火） 成瀬公民館 大腸 肺･結核
7（木） 胃 大腸

※� は午前のみ、■は午前・午後実施

胃がん検診▪対40歳以上の人▪費1200円◇受付時間＝
（男性）午前8時～8時30分（女性）午前9時～10時�大腸
がん検診▪対40歳以上の人▪費500円◇受付時間＝午前
10時～10時30分、午後2時～2時30分�肺･結核検診▪対

40歳以上の人▪費200円◇受付時間＝【成瀬コミュニ
ティセンター･成瀬公民館】午前9時～11時30分【市役
所分室】（男性）午前8時30分～9時（女性）午前10時～10
時30分�乳がん検診（視触診＋マンモグラフィ）▪対40歳
以上の女性▪費1700円◇受付時間＝午前9時～、午前10
時30分～、午後1時～、午後2時～�子宮がん検診▪対20
歳以上の女性▪費900円◇受付時間＝午前9時30分～10
時、午後1時～1時30分
受診料免除　①70歳以上②生活保護世帯③世帯全員が住
民税非課税の人は、がん検診の受診料が免除になりま
す。②③の人は受診日の1週間前までに担当へ申請して
ください。

乳幼児健康診査･相談� 10/15～25実施分
母子健康手帳と健康診査票のほか、1歳6カ月児
健康診査と2歳児歯科健康診査は歯ブラシ、3歳
児健康診査は歯ブラシと視聴覚アンケートをお
持ちください▪場伊勢原シティプラザ（お誕生日前
健康診査を除く）▪費無料
項　目 対　　象 日程･受付時間

4カ月児
　健康診査 令和元年�6月�1日～15日生 10/15（火） 12：30～

　13：30
7カ月児
　健康相談

平成31年 2月 1日～15日生 10/18（金）  9：15～
　10：15平成31年 2月16日～28日生 10/25（金）

お誕生日前
　健康診査

満10カ月～誕生日前日に指定した医療機関
で受診。受診票は医療機関にあります。　

1歳6カ月児
　健康診査

平成30年 3月16日～31日生 10/18（金）

12：30～
　13：30

平成30年 4月 1日～15日生 10/25（金）
2歳児歯科
　健康診査 平成29年10月16日～31日生 10/17（木）

3歳児
　健康診査 平成28年 9月16日～30日生 10/16（水）

ごっくん離乳食教室
4～6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ。親の
み試食あり▪時10月24日（木）午後1時30分～3時15分
（受付は午後1時～）▪場市役所分室▪定25人（申込順）

▪担子育て支援課薀94-4637

健康・子育て健康・子育て健康・子育て
休日夜間急患診療（1次救急）

伊勢原2丁目7-31　伊勢原シティプラザ内�
診療所名 区　分 診療受付時間

休日夜間急患診療所
薀93-5019
内科･小児科･外科

休日
（日曜日･祝日）

 9：00～11：30
14：00～16：30

夜間
（休日を含む毎日） 19：30～22：45

休日歯科診療所
薀95-3121

休日
（日曜日･祝日）

 9：00～11：30
13：00～16：30

10月は、がん検診受診率50％達成に向けた
集中キャンペーン�ピンクリボン月間
がんは、早期発見･早期治療が大切です。また、
ピンクリボンは乳がんに関する正しい知識や検
診普及のシンボルです。土･日曜日にも検診を
行っていますので、ご利用ください※日程は健
康家族カレンダーなどで確認を
高齢者インフルエンザ予防接種を助成
助成期間は令和2年1月31日（金）までです※健康
家族カレンダーに掲載した助成期間から変更が
ありました。ご注意ください▪対市内在住で、接

▪担健康づくり課薀94-4616

芸術の秋を楽しもう 黒岩知事との｢対話の広場｣

◎中央公民館 ☆当日に参加できるイベント

催　事 日　程 時　間

作品展（絵画、盆栽、俳
句、短歌、連句）

10/18（金）～
20（日）　 � 9:30～17:00

（20日は16時
まで）こども･親子華道展 10/19（土）･

20（日）
伊勢原華道協会いけば
な伝統文化こども･親子
教室｢公開活け込み｣

10/19（土）

① 9:30～
②15:30～

☆マジック教室
（先着20人） 13:30～15:30

俳句大会 12:00～15:00
☆真柏の仕立て方 13:00～15:00
☆いけばな体験

（先着20人） 10/20（日）
10:00～12:00

短歌大会 13:00～16:00
作品展（書道、写真、工
芸、手工芸）

10/25（金）～
27（日）

� 9:30～17:00
（27日は16時
まで）華道展

10/26（土）･
27（日）

☆ストラップ、押絵、
編み物、ちりめん干支
ねずみ、X'masオーナ
メント（各日先着20人）

13:30～15:30

☆抹茶体験（先着100人）
10/27（日） 10:00～15:00

茶　会

◎その他の催し
催　事 日　程 時 間 場　所

菊花展 11/2（土）～
9（土）

9:00～
15:00

総合運動
公園

伊勢原市文化団
体連盟創立50周
年記念式典

11/3（日） 10:30～
12:30

市民文化
会館
小ホール

姉妹都市茅野市
文化交流展

11/7（木）～
13（水）

9:00～
17:00

中央公民
館

　日ごろの芸能活動の発表、絵画や
写真などの展示を通じて、地域の伝
統文化や芸術にふれる絶好の機会で
す。皆さんも芸術の秋を楽しみませ
んか。
　なお、ご来場の際には公共交通機
関をご利用ください。
▪担社会教育課（中央公民館内）
薀93-7500

テーマは｢持続可能な神奈川に向けて�笑いあふれ
るコミュニティづくりへ、あなたの力を｣。湘南地域
の活性化について、県知事と一緒に考えましょう。
と　　き　10月17日（木）午後6時30分～8時
と こ ろ　藤沢公民館･労働会館等複合施設｢Ｆプレ
イス｣（藤沢市本町1丁目）
定　　員　200人（申込多数の場合は抽選）
申し込み　氏名、電話番号またはメールアドレス、在住の市町村名、
託児･手話通訳の希望有無を明記し、ハガキ（〒254-0073平塚市西八幡
1-3-1）かファクシミリ、または電話で問い合わせ先にお申し込みくだ
さい※問い合わせ先のホームページからも申し込めます
締め切り　10月9日（水）◇託児を希望する場合は10月7日（月）
▪問湘南地域県政総合センター企画調整課薀22-9186 23-0599
▪担経営企画課薀94-4845

※眼科･耳鼻咽喉科（9：00～16：30）と2次救急の当番医は、
消防署（薀95-2119）へお問い合わせください�

かながわ小児救急ダイヤル
薀045-722-8000　18：00〜24：00（年中無休）

※休日夜間急患診療所･休日歯科診療所受診後は、
必ずかかりつけ医を受診してください

「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」
「かかりつけ薬局」を持ちましょう 

◎市民文化会館
催　事 日　程 時　間

郷土芸能発表会
10/12（土）

10:30～16:00

日本舞踊の会発表
会 13:30～16:00

ハワイアン＆フラ
フェスティバル 10/13（日）

13:00～15:40

小唄会 13:30～16:00

剣詩舞舞踊大会 10/19（土） 12:30～16:00

箏・尺八演奏会
10/20（日）

11:00～15:30

いせはらフィルコン
サート 14:00～16:00

市民合唱祭
10/26（土）

12:55～16:10

フラ＆大正琴
ジョイントフェスタ 13:00～16:00

吟詠吟舞のつどい
10/27（日）

10:00～16:00

新舞踊大会 10:30～15:30

民謡・民舞踊大会
11/�2（土）

10:00～16:00

マジックフェスティ
バル 13:30～15:30

は大ホールが会場

伊勢原市民文化祭を開催

 明るい選挙啓発ポスターコンクール 

　応募総数875点（小学生823点、中
学生52点）の中から、優秀作品に13
点、佳作に57点が選ばれました。
　優秀受賞者は次の皆さんです（敬
称略）。作品は市ホームページに
掲載しています。
小学校の部　越地亜衣（伊勢原小5
年）、関西凰次朗（大山小5年）、村
上渡梨（桜台小5年）、落合美羽（伊
勢原小6年）、杉山雅重（同）、町田
悠日（同）�
中学校の部　山田一輝（山王中1年）、
高木咲帆（同2年）、打田美咲（伊勢
原中 2年）、古津清正（自修館中 2
年）、小野寺陸（山王中3年）、大場
泰之（同）、桐谷こなみ（成瀬中3年）
▪担選挙管理委員会事務局薀74-5273

 市統計グラフコンクール 

　応募総数51点の中から、最優秀
に5点、優秀に5点、佳作に10点が
選ばれました。
　最優秀受賞者は次の皆さんです

（敬称略）。入賞作品は県統計グラ
フコンクールに出品します。
小学校1･2年生の部　中山雅菜（成
瀬小1年）
小学校3･4年生の部　白石彩珠（成
瀬小3年）
小学校5･6年生の部　海野佳織･白
石真菜（成瀬小6年）※合作
中学生の部　間口友蒼（伊勢原中1
年）
パソコンの部　鈴木康介（伊勢原
中1年）
▪担経営企画課薀74-5608




