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健康づくり課
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特定健診（健康診査）を忘れずに受けましょう

　年に一度は健診を受け健康状態を把握しましょう。健診期間中は沼津市健康診査受診券で
費用が安く、または無料で受けられます。
健診期限　１０ 月 ３１ 日㈬
ところ　各実施医療機関等
対　象　�① 4０ 歳以上で沼津市の国民健康保険加入者

②後期高齢者医療制度加入者等
持ち物　受診券、健康保険証
健診料　① ８００ 円　②無料

※�受診券は６月上旬に送付しています。お
持ちでない人は、お問い合わせ下さい。

※�4０ 歳以上で沼津市の国民健康保険加入
者以外の人は、加入している健康保険組
合等にご確認下さい。

※詳細は、市ホームページをご覧下さい。
広報ぬまづ

　沼津夜間救急医療センターは、夜間に体調が急変した人や、けがをした人に対する応急的な
処置を行う施設です。不要不急の受診は、緊急を要する人への適切な処置等が遅れ、大切な
命が救えなくなる可能性が懸念されます。施設の適正利用にご理解とご協力をお願いします。

沼津夜間救急医療センターを適正に利用しましょう

持ち物　�筆記用具、エプロン、
　　　　三角巾、手拭きタオル
申込方法　�９月 １０ 日㈪、
　　　　９時から電話で
※お母さんは運動のできる服装でお越し下さい。
健康づくり課　☎︎ 055-951-３４８0

　栄養バランスのとれたランチをパパとお子さんが楽しくクッキング！ママはその間、リン
パマッサージで心と体をリフレッシュ。調理の後は家族みんなでおいしいランチを楽しめま
す。ぜひご参加下さい！

パパとキッズのわくわくクッキング！参加者募集

と　き　�９月 ２4 日㉁、１０ 時〜 １３ 時（受
け付けは９時 １５ 分から）

ところ　保健センター調理実習室他
対　象　�年長〜小学校３年生とその保護者
定　員　１２ 組（先着順）
参加料　１人５００ 円（食材費・保険料）

　全国の自殺者数は減少傾向にありますが、沼津市の自殺者数はほぼ横ばいで、特に ５０ 代
男性の自殺率が高い傾向にあります。一人で悩まず誰かに相談してみませんか。

９月 １０ 日〜 １６ 日は自殺予防週間です《相談窓口のご案内》

�静岡いのちの電話　☎︎ 05４-２７２-４３４３
相談時間　毎日 １２ 時〜 ２１ 時
�健康づくり課　☎︎ 055-951-３４８0
相談時間　�月〜金曜日（年末年始・祝休日を

除く）、８時 ３０ 分〜 １７ 時

�こころの電話　☎︎ 055-9２２-55６２
相談時間　�月〜金曜日（年末年始・祝休日を

除く）
　　　　８時 ３０ 分〜 １6 時 ３０ 分（１１ 時 4５
　　　　分〜 １３ 時を除く）

〜働くあなたの体と心を癒す ２Days 〜

参加料　７００ 円（材料費・保険料等）
持ち物　�飲み物、筆記用具、汗拭きタオル、

室内用シューズ
申込方法　��９月 １０ 日㈪、９時から講座名、希

望コース、住所、氏名（ふりがな）、生
年月日、年齢、電話番号、メールアド
レスまたはファクス番号を明記し
て、電子メールまたはファクスで

※申込み後、一週間連絡がない場合はお問い合わせ下さい。
健康づくり課　� 055-951-5４４４

　メールアドレス　kenkou@city.numazu.lg.jp

コース と　き（全２回）
水曜日 １０ 月 １７ 日㈬、３１日㈬、１９ 時 ３０ 分〜 ２１ 時
金曜日 １０ 月 １２ 日㈮、２６日㈮、１９ 時 ３０ 分〜 ２１ 時

　２日間の健康講座に参加して、疲れた体と心のバランスを整えてみませんか？

ところ　保健センター保健指導室
内　容　�１日目＝脂肪燃焼エクササイズと

ストレスチェック
　　　　�２日目＝アロマケアストレッチと

こだわりのバランス食の試食
対　象　�市内に住むか通勤する ２０〜 ５０ 代の

人で、両日ともに参加できる人
定　員　�各コース ２０ 人（先着順）
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協力医は変更される場合があります
事前に電話またはHPでご確認を!!

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

ホームページアドレス救急協力医テレホンサービス

☎055–958–0119

沼津夜間救急医療センター　　☎926-8699 ※お間違いのないよう
　ご注意下さい。　　　 日の出町1-15

内　　科
　　　 平　 　日　　20時30分〜翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時〜翌朝7時　 　

小　児　科
　　　 平　 　日　　20時30分〜翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時〜翌朝7時　 　

外　　科
　　　 平　 　日　　20時30分〜翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時〜翌朝7時　 　

静岡こども救急電話相談　☎＃8000 または ☎054-247-9910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

静岡県広域災害救急医療情報システム　☎0800-222-1199近隣市町の協力医についてはこちらへ

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119

2018年

9救急協力医
月１日㈯〜20日㈭
内　科�

平　　　日　 １７時〜２１時
土　曜　日　 １２時〜１８時
日曜日、祝休日　 ８時〜１８時

小児科�
平　　　日　 １７時〜２１時
土　曜　日　 １２時〜１８時
日曜日、祝休日　 ８時〜１８時

外　科�
平　　　日　 １７時〜２１時
土　曜　日　 １２時〜１８時
日曜日、祝休日　 ８時〜１８時

９月 1 ㈯ 望星第一クリニック922-0222 柳町 坂小児科 931-3233 下香貫前原 池田病院 986-1212 長泉町本宿

2 ㈰
大沢医院
花クリニック
新井クリニック

931-1019
987-9145
992-0811

御幸町
長泉町下土狩
裾野市久根

杉谷小児科 923-6543 筒井町
守重医院
遠藤クリニック

931-2511
975-8801

我入道江川
清水町久米田

3 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 田沢医院 962-1205 大手町

4 ㈫ 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 田中クリニック 992-1881 裾野市伊豆島田

5 ㈬ つかだ医院 983-1577 清水町堂庭 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 さくら胃腸科 994-1008 裾野市御宿

6 ㈭ 青沼クリニック 929-6205 大岡 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿

7 ㈮ 小林医院 966-7700 今沢 坂小児科 931-3233 下香貫前原 駿東整形 922-8855 高沢町

8 ㈯ 沼津リハビリテーション931-1911 上香貫蔓陀ケ原 よざ小児科 967-5722 原 聖隷沼津 952-1000 松下

９ ㈰
高田クリニック
杉山（和）医院
杉山（茂）医院

962-1410
972-3223
992-0028

仲町
清水町伏見
裾野市平松

西村医院 971-6510 長泉町下土狩
山本整形外科
こんどうクリニック

989-8111
925-2420

長泉町南一色
岡宮

10 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 裾野市御宿 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 田沢医院 962-1205 大手町

11 ㈫ 森医院 966-2017 石川 さくま小児科　 992-6303 裾野市茶畑 沼津整形 921-3791 共栄町

12 ㈬ 高桑医院 997-0486 裾野市岩波 大橋内科 ･小児科992-2800 裾野市佐野 大沢クリニック 929-1313 若葉町

13 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 すずきファミリー960-0333 一本松 池田病院 986-1212 長泉町本宿

14 ㈮ おおい医院 922-8886 北高島町 杉谷小児科 923-6543 筒井町 五十嵐クリニック934-6700 志下
15 ㈯ 池田病院 986-1212 長泉町本宿 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿

16 ㈰
さはこクリニック
小林内科医院
須山診療所

999-3850
921-2165
998-0006

長泉町中土狩
米山町
裾野市須山

坂小児科 931-3233 下香貫前原
西方外科
えがわ医院

921-1333
921-5148

共栄町
高島本町

17 ㈷
南一色セントラル
きせがわ病院
さくら胃腸科

980-5777
952-8600
994-1008

長泉町南一色
大岡
裾野市御宿

りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩
関外科
駿東整形

921-2185
922-8855

花園町
高沢町

18 ㈫ 清流クリニック 941-8688 清水町堂庭 田中医院 921-2053 高島町 ひがしおかクリニック941-8269 清水町柿田
1９ ㈬ 森本クリニック 976-5221 長泉町竹原 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 おおしろクリニック976-0027 清水町堂庭
20 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 すずきファミリー960-0333 一本松 池田病院 986-1212 長泉町本宿

耳鼻科
８時〜１７時

９月 2㈰わかばやし耳鼻咽喉科 933-3311御幸町 ９㈰しんふじ耳鼻咽喉科 0545-65-0600富士市川成新町 16㈰なめり竹山耳鼻咽喉科 980-4133長泉町納米里
17㈷ つちや耳鼻咽喉科 0545-30-8003富士市厚原

眼科
８時〜１７時

９月 2㈰中ノ森眼科 921-3217緑ヶ丘 ９㈰アミクリニック 981-3341清水町長沢 16㈰永井眼科 980-1777三島市萩
17㈷吉村眼科内科 984-1333三島市長伏

産婦人科
８時〜１７時

９月 2㈰島田産婦人科 972-6100清水町伏見 ９㈰市立病院 924-5100東椎路 16㈰岩端医院 962-1368大手町
17㈷かやま産婦人科 997-3551裾野市岩波

歯科
８時〜１７時

９月 2㈰シラカベ歯科医院 952-3333下一丁田 ９㈰ベル歯科医院 924-8088中沢田 16㈰鈴木歯科クリニック 934-1111志下
17㈷ ながさわ原町歯科医院 969-2212原


