
2022年6月3日（金） ちゃんと21

千歳市・恵庭市 2022年6月
夜間・休日当番医案内

外科系 内科系
救急当番医療機関 休日夜間急病センター

平日  17 時～深夜０時  19 時～翌朝７時

土曜日  12 時～深夜０時  14 時～翌朝７時

日曜日、祝日
9時～深夜 0時

※5日は9時～19時
※12日は12時～18時
※26日は14時～20時

 ９時～翌朝７時

夜間・休日救急診療体制

※上記の診療時間と異なる日程がありますので、ご留意願います。
※ 当日の救急当番医は急きょ変更になることがあります。最新情報は千歳市ホームページにてご確認願います。
※体調不良のときは、「ちとせ健康・医療相談ダイヤル 24」をご利用ください。

ちとせ健康・医療相談ダイヤル 24
千歳市にお住まいの方がご利用になれます。
0120-010-293

（24時間対応　通話料・相談料無料　携帯可）
IP 電話からは 03-5524-8500（通話料有料）

北海道小児救急電話相談
夜間の子どもの急な病気やけがなどの際に、看護師や小児科医師
が電話により助言を行います。

☎ 011-232-1599（相談時間：毎日 19時～翌朝 8時）
【短縮ダイヤル】♯ 8000
（※この短縮ダイヤルは、プッシュ回線、携帯電話からご利用いただけます。）

注）外科診療とは、救急当番医療機関でのけが等の外傷の軽症外来患者の診療です。外科診療日には、
内科医不在のため、内科診療はできません。夜間･休日急病診療所で受診してください。夜間・休日
急病診療所は、子どもから大人まで対応するために内科・小児科系診療を行っておりますが、小児科
専門の診療所ではありませんので、あらかじめご理解のうえ受診されますようお願い致します。

開　設　日 内科・小児科系診療 
《夜間 ･休日急病診療所》

外科診療（けが等の外傷）
《救急当番医療機関》

平日（月～金曜） 20時～翌朝 7時
 （受付 6時 30分まで） 18時～ 21時 30分

土曜日 14時～翌朝 7時
 （受付 6時 30分まで） 14時～ 20時

日曜日、祝日 9時～翌朝 7時
 （受付 6時 30分まで） 9時～ 20時

夜間・休日救急診療体制

恵庭市 6月の診療日程
日 曜日 内科・小児科系 外科（けが等の外傷）

4 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ☎ 25-5891 恵み野病院

14時～ 20時 ☎ 36-7555

5 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ☎ 25-5891 えにわ病院

9時～ 20時 ☎ 33-2333

11 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ☎ 25-5891 えにわ病院

14時～ 20時 ☎ 33-2333

12 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ☎ 25-5891 恵み野病院

9時～ 20時 ☎ 36-7555

18 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ☎ 25-5891 恵み野病院

14時～ 20時 ☎ 36-7555

19 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ☎ 25-5891 恵庭第一病院

9時～ 20時 ☎ 34-1155

25 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ☎ 25-5891 えにわ病院

14時～ 20時 ☎ 33-2333

26 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ☎ 25-5891 恵み野病院

9時～ 20時 ☎ 36-7555

千歳市 6月の診療日程
日 曜日 外科系 内科系
4 土 市立千歳市民病院   ☎24-3000 休日夜間急病センター☎  25-6131

5 日 休日夜間急病センター※ ☎25-6131 休日夜間急病センター☎  25-6131

11 土 休日夜間急病センター☎  25-6131

12 日 休日夜間急病センター※ ☎25-6131 休日夜間急病センター☎  25-6131

18 土 休日夜間急病センター☎  25-6131

19 日 休日夜間急病センター☎  25-6131

25 土 休日夜間急病センター☎  25-6131

26 日 休日夜間急病センター※ ☎25-6131 休日夜間急病センター☎  25-6131

 千歳市教育委員会生涯学習課社会教育係
  ☎0123-24-0848　FAX 0123-27-3743

Eメール shogaigakushu@city.chitose.lg.jp

対 象 ① 平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた
方で、千歳市はたちのつどいに参加する方（千歳市内在住か
どうかは問いません）

 ②千歳市内で行う会議に参加できる方（年8回程度）
募集人数 4 ～ 6人程度
活動内容 企画・運営、案内はがきやしおりのデザインなど
申込方法  WEBフォーム（https://www.harp.lg.jp/v5LbltA0）または電

話、FAX、Eメールで申込
申込期限 6月30日（木）まで

千歳市教育委員会からのお知らせ

問合せ
申込

新メンバーを募集します
令和5年「千歳市はたちのつどい」を企画する

　千歳市教育委員会では「千歳市はたちのつどい」を令和5年
1月8日（日）に開催します。
　開催にあたっては、協働会議新メンバーと市民団体で構成され
る「はたちのつどい協働会議」が様々な企画を考え、式典が生涯の素晴らしい
思い出となるよう準備を進めていきます。
　現在、はたちのつどいを一緒に作り上げる新メンバーを募集しています。一
生の思い出を作りたい、地元で新たな仲間と出会いたい、千歳市らしい楽しい
ことを企画してみたい等、少しでも興味のある方はお気軽にご連絡ください。
　なお、会議や当日の様子はFacebookとTwitterで公開しています。「千歳
市はたちのつどい」と検索し、ご覧ください。

令和5年

1月8日（日）
開 催

　千歳市環境整備事業協同組合（茎津俊爾代表理事）は５月16日、千歳
市に奨学基金として30万円を寄付しました。当日は、茎津代表理事と今
野弘隆専務理事が市役所を訪れ、山口幸太郎千歳市長に目録を贈呈。こ
れに対し、山口市長から茎津代表理事に感謝状が贈られました（写真右
から山口市長、茎津代表理事、今野専務理事、佐々木智教育長）。
　市長応接室を訪れた茎津代表理事は「千歳市内の高校を卒業した学生
が将来、大学で学んだのち地元の企業に戻ってきてもらえることを期待
しています」と挨拶。山口市長は「昨年にも増して大学生の応募が増えて
いる状況。次代を担う子どもたちの健全な育成のために活用させていた
だきます」と感謝の言葉を伝えました。
　千歳市環境整備事業協同組合は、１９８４（昭和59）年５月18日に発
足。１９８６年以降、奨学基金への
寄付をはじめ、まちの緑化振興およ
び福祉振興に関わる寄付など、市に
対し累計で１０００万円を超える寄
付を実施。これにより１９９０年～
２０２０年までに計７回、千歳市の
善行表彰を受賞しています。

千歳市環境整備事業協同
組合が千歳市奨学基金に

30万円を寄付

☎0123-42-2268
●営業時間/10～18時 ●定休日/日曜・年末年始

北海道公安委員会 第134080000071号

お売りください！！
不要な金・貴金属、ダイヤ、ブランド品、切手等を売るなら専門店だからこそできる「おたからや」にお任せください。
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どんな状態でもOK！ どんな状態でもOK！

・金
・プラチナ
・貴金属

・ダイヤモンド
・宝石

など 高価買取！！高価買取！！ブランド時計 ブランドバッグ
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