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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
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
95-3121

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（ 95-2119）へお問い合わせください。休日歯
科診療所でも歯周病検診・妊婦歯科検診を実施してい
ます

乳幼児健康診査･相談  11/4~24実施分
母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほか、
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

ごっくん離乳食教室
4カ月〜6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ
▪時11月28日（月）午後1時15分〜3時（受付は午後1
時〜）▪場市役所分室▪定15人（申込順）

集団がん検診（担当へ要申込） 12/3~23実施分

胃がん検診▪対40歳以上の人▪費1200円◇受付時間=午
前8時30分~10時30分�大腸がん検診▪対40歳以上の人
▪費500円◇受付時間=午前8時30分~11時、午後1時~�
2時30分�肺･結核検診▪対40歳以上の人▪費200円◇受付
時間=午前8時30分~11時、午後1時~2時30分�乳が
ん検診（マンモグラフィ）▪対40歳以上の女性▪費1500円
◇受付時間=午前8時30分~11時、午後1時~2時30分�
子宮がん検診▪対20歳以上の女性▪費900円◇受付時間=
午前8時30分~11時、午後1時~2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、歯周病検診とがん検診の受
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。

実施日 実施会場 検査項目
12/ 3（土） 市役所分室 胃 大腸

8（木）伊勢原シティプラザ 大腸 乳 子宮

23（金）市民文化会館 胃 大腸 肺・結核
乳 子宮 骨量

※□は午前のみ、■は午前･午後実施（定員に達している場合あり）。
受付時間は目安であり、実施会場や予約状況などで変動します

オミクロン株対応のワク
チン接種について
　オミクロン株対応ワクチンの接種間隔は、最
後にワクチン接種を行った日から「3カ月経過以
降」に短縮されました（従来は5カ月）。
　市では接種券を作成しており、次の日程で送
付を予定しています◇接種券が届いた人から予
約可能です

対　　象　12歳以上で初回（1・2回目）接種を完
了した人
接種間隔　最後にワクチン接種をした日から3
カ月経過以降
予約方法
集団接種 �新型コロナワクチン予約専用ダイヤ
ル（ 0120-080-955、午前8時45分〜午後5時）に
電話か、市ホームページ｢新型コロナウイルスワ
クチン接種WEB予約｣から予約してください。
個別接種  各医療機関で予約方法などが異なり
ます。接種券同封のチラシか、市ホームページ
を確認してください。
早めの初回（1･2回目）接種の検討を
　初回接種に使用している従来株ワクチン
は、年内で国からの供給が終了する見込みで
す。オミクロン株対応ワクチンによる追加（3
回目以降）接種を受けるためには、初回接種
を完了する必要があります。早めの接種をご
検討ください※接種券を紛失した場合は、ワ
クチン接種に関する問い合わせ用ダイヤル
（ 0570-090-655、午前8時45分〜午後5時）に
電話し、再発行の申請をしてください。

▪担健康づくり課 92-1117

新型コロナウイルス関連情報

　安心して子育てができる｢いせはら｣を発信
し、子育て世代をサポートする取り組みなどを
お知らせするイベントです。オンラインと来場
型（事前予約制）の両方で開催します。お子さん
と一緒に楽しめるイベントや情報
が盛りだくさん。LINEアプリ内
で「伊勢原市」を検索するか、右の
QRコードから｢友だち登録｣をし
てご参加ください。
オンラインの主な内容
◆離れた家族に写真付きメッセージを送ろう◆
なぞとき?ミニゲーム◆市内で活動する子育て
サークルや幼稚園・保育園の紹介◆手遊びや歌、
紙芝居を配信◆幼児食レシピや乳児の健康ケア
を配信◆公園や観光スポットの紹介
▪担子育て支援課 94-4633

　市民活動団体が活動成果を発表するととも
に、市民との交流を深めるイベントです◇内容
など詳しくは広報いせはら11月15
日号、または右のQRコードからご
覧ください
と　き　11月26日（土）･27日（日）
の午前9時30分〜午後3時
ところ　いせはら市民活動サポートセンター

ボランティアを募集します
　活動団体の魅力をアピールするポスター制
作や、イベント当日の運営などをお手伝いし
ていただける人を募集します※一部有償。詳
しくは問い合わせ先にご連絡ください
対　象　市民活動やボランティアに興味のあ
る高校生以上の人

秋のイベントを開催 有料広告を募集し
ます

▪担子育て支援課 94-4637

かながわ小児救急ダイヤル
045-722-8000　18：00〜翌日8：00（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・歯科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

▪担健康づくり課 94-4616
骨量測定相談会
骨量測定、健康･食事･歯と歯ぐきの相談▪時12月
23日(金)午前9時30分〜11時30分▪場市民文化会
館◇当日受付

項　目 対　　象 日程･受付時間
4カ月児
� 健康診査 令和 4年 7月 1日〜15日生 11/15（火） 12：30〜

　13：30
7カ月児
� 健康相談

令和 4年 3月 1日〜15日生 11/ 4（金）  9：15〜
　10：15令和 4年 3月16日〜31日生 11/18（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

令和 3年 4月16日〜30日生 11/ 4（金）

12：30〜
　13：30

令和 3年 5月 1日〜15日生 11/18（金）
2歳児歯科
� 健康診査

令和 2年11月 1日〜15日生 11/17（木）
令和 2年11月16日〜30日生 11/24（木）

3歳児
� 健康診査 令和元年10月16日〜31日生 11/16（水）

検診を行う順番について
胃がん検診と肺･結核検診は、男性の検診後に女
性の検診を行います。

友だち登録

サポセン
フェスタ

子育て応援フェスタ202211/5日（土）～20日（日）

対　象 接種券発送時期 対象者数

これから4回目
接種を行う人

10月25日から順次
発送中 約4万人

これから5回目
接種を行う人

11月10日から順次
発送予定 約2万6000人

※3回目の接種券は10月12日に発送済み

▪問いせはら市民活動サポートセンター
94-5300

▪担サポセンフェスタ実行委員会（市民協働課内）
94-4714

　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
　多くの人が目にする、市役所本庁舎内に有料
広告を掲出しませんか。
掲載場所　エレベーター
横の壁（上枠：2階〜5階、
下枠：1階〜5階）
規　　格　縦50cm以内×
横70cm以内（指定図を含
む。下10cm部分には指
定図が入ります。指定図
を含んだ広告を作成していただきます）
掲載期間　12月21日（水）から1年間
広 告 料　見積もり合わせによる※別途使用料
としてエレベーター扉横壁面1万円（1枠）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
に記入し、必要書類と見積書を添えて直接担当
にご提出ください
締め切り　11月15日（火）
▪担管財契約検査課 94-5020

（上）広告枠

（下）広告枠

70cm

50cm50cm

ごみと資源収集カレンダー
　市内全世帯および転入者に配布するカレン
ダーに広告を掲載しませんか。
掲載物品　令和5年度版ご
みと資源収集カレンダー
規　　格　縦25mm×横140�
mm、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5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（火）
▪担環境美化センター 94-7502

広 告 広 告

仕様：カラー、A3判、
両面

サポセンフェスタ202211/26日（土）・27日（日）


