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広 報

令和元
（2019）
年11月1日

11月は児童虐待防止推進月間
（いちはやく）
～１８９
ちいさな命に待ったなし～

全ての子どもは適切な養育を受け、健やかな成長･発達や自立が図られること
を保障される権利があります。虐待は、社会全体で防止しなければなりません。
｢虐待を受けていると思われる子ども｣に気付いたら、迷わずにご連絡くださ
い。子どもの安全を第一に考えて対応します。その連絡は子どもを救うだけで
なく、虐待をしている大人に支援の手を差し伸べる第一歩にもなります。連絡
者や内容に関する秘密は厳守されます。虐待ではなかった場合も責任を問われ
ることはありません。
相談･連絡先

  ※緊急の場合は１１０番通報を

子ども家庭相談課
月～金曜日の午前８時30分～午後５時
（祝日、年末年始を除く）
県平塚児童相談所 薀73-６８８８
月～金曜日の午前８時30分～午後５時15
分（祝日、年末年始を除く）

児童相談所全国共通ダイヤル 薀１８９
24時間対応
（地域の児童相談所につな
がります）
虐待相談かながわ 薀90-２２６０
月･水曜日の午前10時～午後４時
（祝日
を除く）

有料広告を募集します

必要書類など詳しくは、各担当か市ホームページ｢募集｣でご確
認ください。

市役所本庁舎
掲載場所
規
格

 エレベーター横の壁面（1～5階）②冷水機前面（1階）
①
①縦50cm以内×横70cm以内、各階2枠（1階のみ1枠）
②縦60cm以内×横30cm以内、1枠
掲載期間 12月21日（土）から1年間
広 告 料 見積もり合わせによる※別途使用料として1枠につき
年額①1万円②7000円がかかります
申し込み 市役所3階の担当で配布する申込書に記入の上、必要
書類と見積書を添付し直接担当にご提出ください
締め切り 11月15日（金）午後3時
①
●
②
●
70ｃｍ

50ｃｍ

児童虐待防止啓発オレンジリボンキャンペーンを開催
市要保護児童対策地域協議会が啓発グッズなどを配布します。
と き 11月１日（金）午後５時45分～６時30分
ところ 伊勢原駅

秋季火災予防運動
（令和元年度全国統一防火標語）

空気が乾燥し、暖房器具などで火気を扱う機会も多くなり、火災が発生しや
すくなる季節です。大切な生命や財産を守るため、火気の扱いには十分注意し
ましょう。期間中は、一人暮らし高齢者宅の訪問や消防車による巡回広報など
を行います。

備えていますか？ 消火器・住宅用火災警報器
消火器の使用期限を確認し、期限が切れているものは交換
を。住宅用火災警報器を設置していない場合は早めに設置し
てください。また、設置後10年を目安に交換しましょう。
※悪質な訪問販売にはご注意ください
担 消防本部予防課薀95-2117
▪

健康・子育て
休日夜間急患診療（1次救急）
伊勢原シティプラザ内

診療所名

区

分

休日

休日夜間急患診療所 （日曜日･祝日）

薀93-5019
内科･小児科･外科

休日歯科診療所
薀95-3121

診療受付時間
9：00〜11：30
14：00〜16：30

夜間
19：30〜22：45
（休日を含む毎日）
休日
（日曜日･祝日）

9：00〜11：30
13：00〜16：30

※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）

「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

※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

担 健康づくり課薀94-4616
▪

骨量測定相談会

広告

◇下10cm部分に指定図を含んだ広告を作成していただきます

ひとつずつ いいね ! で確認 火の用心

伊勢原2丁目7-31

60ｃｍ

広告

担 子ども家庭相談課薀94-４６４２
▪

11/9～15

30ｃｍ

広告

時 ①11月21日
骨量･血圧測定や健康･食事相談▪
（木）②11月28日（木）の午前9時30分～11時30分
場 ①成瀬公民館②伊勢原シティプラザ◇当日受
▪
付、②は歯と歯ぐきの相談も実施

担 管財契約検査課薀94-5020
▪

ごみと資源収集カレンダー（令和2年度版･カラーA3判両面）
市内全世帯や転入者に配布します。
規
格 縦25mm×横140mm、4枠
広 告 料 1枠5万円
発行部数 約6万7000部
発行予定 令和2年2月
申し込み 担
 当で配布する申込書に記
入し、直接担当にご提出く
ださい※申込書は市ホーム
ページ｢募集｣からも入手で
きます
締め切り 11月15日(金)
担 環境美化センター薀94-7502
▪

11/12～12/8実施分
集団がん検診
（担当へ要申込）

実施日

会

場

検査項目

11/12（火）
21（木） 成瀬公民館
27（水）
28（木） 伊勢原シティプラザ

胃 大腸

12/ 3（火） （要申込）

大腸 乳 子宮

◇28日は午前保育あり

8（日） 市役所分室

大腸 乳＊ 子宮 骨量
胃 大腸
大腸 乳 子宮 骨量

胃 大腸 肺･結核

※ は午前のみ、■は午前・午後実施
＊午前の部は締め切りました

対 40歳以上の人▪
費 1200円◇受付時間＝
胃がん検診▪
（男

性）
午前8時～8時30分
（女性）
午前9時～10時 大腸がん
対 40歳以上の人▪
費 500円◇受付時間＝午前10時～
検診▪
対 40歳以
10時30分、午後2時～2時30分 肺･結核検診 ▪
費 200円◇受付時間＝
（男性）
午前8時30分～9時
上の人▪

（女性）
午前10時～10時30分 乳がん検診
（視触診＋マン
対
費
モグラフィ）
40歳以上の女性
1700円◇受付時間＝
▪
▪
午前9時～、午前10時30分～、午後1時～、午後2時～
対 20歳以上の女性▪
費 900円◇受付時間＝
子宮がん検診▪
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。

担 子育て支援課薀94-4637
▪

乳幼児健康診査･相談

11/12～22実施分

母子健康手帳と健康診査票のほか、1歳6カ月児

広告

広告

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
場 伊勢原シティプラザ
持ちください▪
（お誕生日前
費 無料
健康診査を除く）
▪
項

目

対

象

日程･受付時間

令和元年 6月16日～30日生 11/12（火） 12：30〜
4カ月児
13：30
健康診査 令和元年 7月 1日～15日生 11/19（火）
平成31年 3月 1日～15日生 11/15（金）
7カ月児
健康相談 平成31年 3月16日～31日生 11/22（金）

9：15〜
10：15

お誕生日前 満10カ月～誕生日前日に指定した医療機関
健康診査 で受診。受診票は医療機関にあります。
1歳6カ月児 平成30年 4月16日～30日生 11/15（金）
健康診査 平成30年 5月 1日～15日生 11/22（金）
2歳児歯科 平成29年11月 1日～15日生 11/14（木） 12：30〜
13：30
健康診査 平成29年11月16日～30日生 11/21（木）
平成28年10月 1日～15日生 11/13（水）
3歳児
健康診査 平成28年10月16日～31日生 11/20（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
時 11月18日
み試食あり▪
（月）
午後1時30分～3時15分
場 市役所分室▪
定 25人
（受付は午後1時～）
▪
（申込順）

母親･父親学級

時 11月26日
時間など詳しくは、担当へ▪
（火）
、12
場 伊勢原シティプ
月9日
（月）
･19日
（木）の全3回▪
対
ラザほか▪ 初めてお母さん･お父さんになる人
24組
（申込順）

