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春季火災予防運動
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この時季は強風で火災の被害が広が 市内の火災発生状況（ ）内は前年比
る傾向があります。特に山火事は容易
種 別
令和元（平成31）年件数
建 物
10件（－5）
に消火できず、その後の回復に年月を
2件（±0）
要します。伊勢原の森林を守るため、 林 野
3件（±0）
火気の取り扱いに十分注意しましょう。 車 両
その他
12件
（±0）
期間中は、併せて｢山火事予防運動」
計
27件（－5）
「車両火災予防運動｣が行われます。消
防署と消防団では、消防車による巡回広報、営業用･自家用バスや危険物
運搬車両の査察、ひとり暮らし高齢者宅の訪問などを行います。
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10

74

担 消防本部予防課薀95-2118
▪

救急安心キットを配布しています

象

者

配布窓口
介護高齢課

◇ひとり暮らしの障がい者＊、障がい者だけの世帯、障がい者と65
歳以上の人の世帯
障がい福祉課
＊障がい者…障害者手帳1･2級の人、療育手帳Ａ1･Ａ2の人、精神障害者保健
福祉手帳1級の人

入手方法 市役所1階の各配布窓口にある利用申込書に記入し、提出してく
ださい。希望に応じて医療情報シートの記入をお手伝いしますので、
保険証、
お薬手帳、かかりつけ医や緊急連絡先が分かるものをご持参ください※配布
は1世帯1セット、申込書は市ホームページ｢健康･福祉｣→｢高齢者・介護｣から
も入手できます
担 福祉総務課薀94-4718
▪

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
診療所名

伊勢原シティプラザ内
区
休日

分

診療受付時間
9：00〜11：30

休日夜間急患診療所 （日曜日・祝日） 14：00〜16：30

薀93-5019
内科・小児科・外科

休日歯科診療所
薀95-3121

夜間
19：30〜22：45
（休日を含む毎日）
休日
9：00〜11：30
（日曜日・祝日） 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
▪

3月1日～7日は子ども予防接種週間

受けていない予防接種がないか確認し、必要性
や副反応について理解した上で接種しましょう。

高部屋
小学校前

14

乳幼児健康診査･相談

対

2歳児歯科
健康診査
3歳児
健康診査

専修大学セミナー広場
（臨時駐車場②）

会計年度任用職員を募集しています
市役所業務の事務補助や、専門的な業務
を行う非常勤職員を随時募集しています。
業務内容や勤務条件などは職種により異な
ります。詳しくは市ホームページ｢職員採
用｣をご覧ください。

3/4～13実施分

象

日程･受付時間

令和元年 7月 1日～15日生 3/ 6（金）
令和元年 7月16日～31日生 3/13（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
健康診査

至別れ道

従事内容や応募要件など詳しくは、市役所4階の担当にお問い合
わせください。
応募方法 市ホームページ｢募
集｣の専用フォームから、また
は電話か直接担当にお申し込み
ください※右のＱＲ
コードからも応募で
きます
締め切り 3月31日
（火）
担 経営企画課薀94-4845
▪

12：30〜
4カ月児
令和元年11月 1日～15日生 3/10（火）
13：30
健康診査

7カ月児
健康相談

高部屋公民館

臨時駐車場②に入る道が狭くなって
います。ご注意ください

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

文

高部屋小学校
（臨時駐車場①）

温泉入口

担 子育て支援課薀94-4637
▪

項

旧堀江邸

至日向

国勢調査の調査員を募集中！

ひとり暮らしの高齢者などが自宅で救急車を呼び、医療行為を受ける際に
必要な個人情報を備えるものです。キットに緊急時の連絡先や現在かかって
いる病気、かかりつけ医などの情報を記入した医療情報
シートを入れて冷蔵庫に保管することで、万が一の救急
時に迅速な救命活動を行う手助けとなります。ほかにも、
健康保険証やお薬手帳の写しなどを入れておくと安心で
す。詳しくは担当にお問い合わせください。
対

15

研究成果の展示、絵はがきに見
るむかしの大山、浮世絵多色刷
り体験、竹灯籠と絵カードづく
り
（一部有料） ほか

※臨時駐車場は 日は①のみ、
日は②午前９時～午後１時①
午後１時～４時
教育総務課薀 ５-１０９
担
▪

住宅火災を防ぐポイント
◇寝たばこは絶対にやめる
◇ストーブは燃えやすい物から離す
◇ガスコンロから離れるときは火を消す
◇住宅用の火災警報器や消火器を設置
◇寝具やカーテンは燃えにくい素材に
◇隣近所で協力し合える関係づくりを

◇65歳以上のひとり暮らしの人
（昼間１人になる人も含む）
◇65歳以上の人だけの世帯
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文 化 財フェスタ２０２０ 春
･

3/1～7

私たちが住むまちの歴史や文
化にふれて、先人たちの思いを
感じてみませんか。
大山こまの製作技術や大山観
光絵図の展示のほか、伊勢原の
昔話を題材とした紙芝居、 大｢
山詣り が｣テーマの落語などを
行います。また、子どもも一緒
に楽しめる体験コーナーもあり
ます。
（日）
と き ３月 日
（土） ･日
の午前 時～午後３時
ところ 旧堀江邸
（西富岡１２
１４）
交 通 伊勢原駅北口３番バス
のりば 日｢向薬師 行｣きで 高｢部
屋小学校前 下｣車徒歩 分
内 容 市民団体による調査・

３ 第1194号

平成30年 8月16日～31日生 3/ 6（金）
平成30年 9月 1日～15日生 3/13（金）
平成30年 3月 1日～15日生 3/ 5（木）
平成30年 3月16日～31日生 3/12（木）
平成29年 2月 1日～15日生 3/ 4（水）
平成29年 2月16日～28日生 3/11（水）

12：30〜
13：30

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
時 3月12日
のみ試食あり▪
（木）午後1時30分～3時
場 市役所分室▪
定 25人
15分（受付は午後1時～）
▪
（申
込順）

チャレンジデー 伊勢原2020
開催決定！
5月27日（水）午前0時～午後9時
チャレンジデー協力店舗を募集します
当日に参加報告書の回収ボックスを設置
し、閉店後に集計した人数を担当に報告して
いただく店舗を募集します。協力店舗には
ボックス設置の目印となる、のぼり旗を貸し
出します。
申し込み 店名、担当者名、連絡先、設置で
きる時間を明記し、ファクシミリか電子メー
ルで担当にお申し込みください
締め切り 3月23日（月）
担 スポーツ課薀94-4628 93-8389
▪
sports@isehara-city.jp

