救急協力医

事前に電話または HP でご確認を !!

平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

科

望月医院

１７時〜２１時
１２時〜１８時
８ 時〜１８時

☎055–958–0119

小児科

平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

１７時〜２１時
１２時〜１８時
８ 時〜１８時

931-5362 下香貫宮脇
991-5111 清水町伏見 田中医院

1 ㈰ 稲玉クリニック
大庭クリニック

杉谷小児科

ホームページアドレス

http://www.city.numazu.
shizuoka.jp/kyouryokui/

外

科

平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

沼津整形

921-2053 高島町

１７時〜２１時
１２時〜１８時
８ 時〜１８時

921-3791 共栄町

五十嵐クリニック 934-6700 志下

995-1123 裾野市佐野

2 ㈪ 村岡クリニック

954-2000 大岡

923-6543 筒井町

田沢医院

962-1205 大手町

3 ㈫ 清水館医院

993-2323 裾野市茶畑 すずきファミリー 960-0333 一本松

守重医院

931-2511 我入道江川

4 ㈬ つかだ医院

983-1577 清水町堂庭 りゅうじん医院

5 ㈭ 旭医院

966-0031 原

6 ㈮ かとう内科医院

946-5562 大岡

７ ㈯ 池田病院

986-1212 長泉町本宿 よざ小児科

田沢医院

988-3133 長泉町下土狩 さくら胃腸科

994-1008 裾野市御宿

坂小児科

931-3233 下香貫前原 池田病院

986-1212 長泉町本宿

まるやま小児科

981-8577 清水町堂庭 山本整形外科

989-8111 長泉町南一色

967-5722 原

962-1205 大手町

8 ㈰ 清流クリニック

941-8688 清水町堂庭 杉谷小児科

9 ㈪ 小林医院

966-7700 今沢

さくら胃腸科

923-6543 筒井町

田中医院

池田病院

986-1212 長泉町本宿

関外科

921-2185 花園町

鈴木（州）医院

993-0430 裾野市佐野

大沢クリニック

929-1313 若葉町

ひがしおかクリニック 941-8269 清水町柿田

994-1008 裾野市御宿
921-2053 高島町

10 ㈫ べっく ･ クリニック 921-1300 西沢田

すずきファミリー 960-0333 一本松

11 ㈬ 高田クリニック

962-1410 仲町

大橋内科 ･ 小児科 992-2800 裾野市佐野 頴川医院

921-5148 高島本町

12 ㈭ おおい医院

922-8886 北高島町

西村医院

986-1212 長泉町本宿

13 ㈮ 花クリニック

987-9145 長泉町下土狩 まるやま小児科

981-8577 清水町堂庭 西方外科

921-1333 共栄町

14 ㈯ 杉山病院

963-4114 錦町

りゅうじん医院

988-3133 長泉町下土狩 聖隷沼津

952-1000 松下

境医院

971-6510 長泉町下土狩 池田病院

975-8021 長泉町竹原

15 ㈰ 武藤医院

931-0088 三園町

いずみクリニック 993-4760 裾野市平松
南一色セントラル 980-5777 長泉町南一色

西村医院

971-6510 長泉町下土狩

992-1881 裾野市伊豆島田

守重医院

921-5520 高沢町

田中クリニック

992-1881 裾野市伊豆島田

こんどうクリニック 925-2420 岡宮

18 ㈬ 本村クリニック

969-0001 大塚

田中医院

921-2053 高島町

おおしろクリニック 976-0027 清水町堂庭

19 ㈭ きせがわ病院

952-8600 大岡

白十字小児科

933-5111 下香貫馬場 池田病院

20 ㈮ 薬袋クリニック

933-0148 清水町徳倉 杉谷小児科

８時〜１７時

眼科 ７月

８時〜１７時

産婦人科 ７月

８時〜１７時

歯科

８時〜１７時

1㈰ わたなべ耳鼻咽喉科 0545-65-6787 富士市松岡

986-1212 長泉町本宿

酒井医院

966-1755 今沢

8㈰ 三島耳鼻咽喉科 935-6681 下香貫樋ノ口

15㈰ かみで耳鼻咽喉科 0545-53-3321 富士市伝法

8㈰ 山内眼科

975-8338 三島市中田町

15㈰ むらまつ眼科 993-8855 裾野市深良

8㈰ 市立病院

924-5100 東椎路

15㈰ いながきレディース 926-1709 宮前町

8㈰ 後藤歯科医院 925-3511 東椎路

15㈰ 斎藤歯科医院 935-6355 玉江町

16㈷ サイラクリニック 935-1133 市場町
1㈰ 矢田眼科
16㈷ 山秋眼科

962-2006 三枚橋町
924-4680 筒井町

1㈰ ウスイクリニック 980-5580 長泉町下土狩
16㈷ かまたクリニック 988-2488 三島市文教町

７月 1㈰ 黒木歯科診療所 931-3367 本郷町

16㈷ 酒井歯科医院 968-1551 今沢

夜間や休日のこどもの病気や怪我で
受診させるべきか迷ったときはこちらへ

静岡こども救急電話相談

近隣市町の協力医についてはこちらへ

沼津夜間救急医療センター
内

平
日
土・日曜日、
祝休日

科

20時30分〜翌朝7時
18時〜翌朝7時

☎＃8000 または ☎ 054-247-9910

静岡県広域災害救急医療情報システム ☎ 0800-222-1199

☎926-8699 ※お間違いのないよう
ご注意下さい。
小

平
日
土・日曜日、祝休日

児

科

20時30分〜翌朝7時
18時〜翌朝7時

日の出町1-15
外

平
日
土・日曜日、祝休日

科

20時30分〜翌朝7時
18時〜翌朝7時

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119
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と

き

受付時間

７/１０ ㈮・２３ ㈪、 ９ 時〜１１ 時 ２０ 分、
保健センター ８/２４ ㈮・２７ ㈪、 １３ 時〜１５ 時 ２０ 分
９/２０ ㈭・２１ ㈮、 ※７/２３、８/２７、１０/３１
１０/２９ ㈪〜３１ ㈬
は午前のみ。
サンウェル ８/ ７㈫〜１０ ㈮、 ９ 時１５分〜１１時２０分、
ぬまづ １０/２５ ㈭・２６ ㈮ １３ 時〜１５ 時 ２０ 分
※８/１０ は午前のみ。
多目的ホール

内
対

容 歯
 周疾患検査、ブラッシング指導等
象 市内に住む ２０ 歳以上の人

※当日、直接会場へどうぞ。

♥沼津市民健康増進会議委員募集

任 期 １０ 月１日から２年間
応募資格 市内に住む １８ 歳以上の人
公募人数 ５人
選考方法 「沼津市民の健康づくりについて」

をテーマとした小論文（千字程度）
及び面接
応募方法 履歴書と小論文を直接、郵送また
は電子メールで
応募期限 ８月９日㈭（当日消印有効）
健康づくり課 〒４１0-0８８１ 八幡町９７
電子メールアドレス kenkou＠city.numazu.lg.jp

と き
ところ
テーマ

７月 ２２ 日㈰、１１ 時〜 １２ 時 ２０ 分

サンウェルぬまづ大会議室
オーガニックな生活とヒトの腸内
細菌・健康のはなし

定 員 ４０ 人（先着順）
申込方法 ７月８日㈰、９時から電話で
N P O法人静岡県傾聴ボランティアネ
ットワーク 中野さん ☎︎ 0８0-４４４0-７5４5

♥訪問看護師就業セミナー

訪問看護のやりがいや楽しさを知って頂
くためのセミナーを開催します。
と き ①８月１日㈬・８日㈬、９時 ４５ 分
〜 １１ 時 ４５ 分
② ８月１日㈬〜８日㈬のうち希望
する日（３時間程度）
ところ 千本プラザ大会議室
内 容 ①セミナー②実習

対 象 看護職有資格者
申込方法 ７月 ３１ 日㈫までに電話またはファクスで
※託児があります（１０ 日前までに要予約）。
健康づくり課
一般社団法人静岡県訪問看護ステーシ
（保健センター）
ョン協議会事務局
☎055-95１-３４８0
☎︎ 05４-２７5-３３３９  05４-２７5-３３３８

仕事や暮らしのことなどで経済的に困っている人の相談に応
じ、自立に向けた支援を行います。

沼津市自立相談支援センター

御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

すずきファミリー 960-0333 一本松

耳鼻科 ７月

ところ

931-2511 我入道江川

東医院

1７ ㈫ こんどうクリニック 925-2420 岡宮

923-6543 筒井町

むし歯や歯周病を予防するため、毎日の
お口のケアと定期的なチェックが必要です。

♥統合医療を推進する健康増進セミナー

設置場所 : サンウェルぬまづ２階
開設時間 : ９時〜 17 時 45 分
（日曜日、祝休日、第３月曜日及び年末年始を除く）
☎ ０1２０-８６-1６２０
 市内に住み、借金など経済的な問題で
困っている、長く失業している、子ども
が引きこもりやニートで悩んでいる等、
現在、生活していく上で悩み事を抱えて
いる人に対し、無料で相談に応じます。
※詳細は、お問い合わせ下さい。

法テラス弁護士による出張法律相談会
借金、離婚、相続など法律に関するこ
とで悩んでいて、経済的に余裕のない人
のための相談会です。
 月 １９ 日㈭、８月１６ 日㈭、１３
７
時〜 １５ 時（３０ 分程度、予約制）
ところ 沼津市自立相談支援センター
※詳細は、お問い合わせ下さい。
と

き

◦主な支援サービス
◆就労に向けた支援

社会との関わりに不安がある等の理由で、

すぐに就労することが困難な人に対して、
社会適応力の習得や作業訓練の機会を提供

する等の就労に向けた準備支援を行います。

◆住居確保の支援

離職により住居を失った人、または失う

おそれの高い人に対して、就職活動をする
ことなどを条件に、期限付きで家賃相当額
を支給します。

◆一時的な生活支援

住居を持たない人に対して、緊急的に一
定期間、宿泊場所や衣食を提供すると共に、
将来に向けて安定した居住生活が送れるよ
う自立支援を行います。

◆子どもへの学習支援

生活困窮者の自立を支援します

田中クリニック

大橋内科 ･ 小児科 992-2800 裾野市佐野

♥歯周病検診を受けよう！

一人で悩まず相談を

16 ㈷ 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町
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救急協力医テレホンサービス

月１日㈰〜20日㈮

内

７月

協力医は変更される場合があります

保 健センターから の
お知 ら せ

7
2018 年

!

生活困窮世帯の中学生等とその保護者に

対して、学習支援や進学に関する支援、中
退防止に関する支援を行うなど、子どもの
明るい未来をサポートしていきます。

社会福祉課
☎055-９３４-４８６３
☎055-９３２-６１１１
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