
乳幼児健康診査と教室・相談
　乳幼児健康診査は、市民健康管理セン
ター「すこやか」、本吉保健福祉センター
「いこい」のどちらの会場でも受けられま
す。居住地域の会場で受けることができな
い場合は、健診日の１週間前までに居住
地域の担当係までご連絡ください。来月の
予定は市ホームページをご覧ください。

休日当番医情報
　変更になる場合もありますので、あらかじめお問い
合わせの上、受診願います。診療時間 9:00~17:00
※歯科診療時間9:00~12:00、14：00～17：00（最終受付16：30）

葛内科胃腸科医院（田中前）    22-6750
※小学生以上
ファミリー歯科医院（田中前）   24-2822
すがわら内科クリニック(松崎萱)　25-8825
※9:00~11:30、14:00~16:30 内科系・高校生以上
条南整形外科（田中前）　　    29-6711
金沢歯科医院（新町）　　　    24-1155
大友病院（三日町）　　　　    22-6868　　　
田中前加藤歯科医院（田中前） 22-1167
おだか医院（田中前） 　        　22-3210
小野寺医院（赤岩五駄鱈）　    23-9890
条南歯科医院（田中前）   　　　　   23-5570
村岡外科クリニック（田中前）23-3990
三浦齒科医院（本吉町津谷明戸）　42-2418

日　程　 電話番号　　病院名（所在地）　

 ４日（日）

　
　　
11日（日）

18日（日）

　
21日（水・祝）

25日（日）

※営業時間は、各薬局にお問い合わせください。

電話番号

休日営業薬局情報
日　程 薬局名（所在地）　

21-2227
25-1381
25-8456
23-3110

11日（日）

25日（日）

条南マリン薬局（田中前）
田谷薬局（田中前）
仙台調剤薬局（松崎萱）
にこにこ堂調剤薬局（田中前）

市民健康管理センター「すこやか」会場市民健康管理センター「すこやか」会場（☎21-1212）

子育て相談

※「すこやか」での１歳６か月児健診・２歳６か月児健診・
３歳児健診の対象の方には、事前に通知を郵送していま
すので、日程をご確認ください。

４か 月 児
健康診査

４か 月 児
健康診査

平成29年11月1日
から30日生まれ

平成29年10月18日
から12月14日生まれ

就学前のお子さん
と保護者

８日（木）（12:15~12:30受付）

名　称 日　程 対象

６日（火）（9:30~10:30受付）

離乳食教室
（要予約）

生後５～６か月の
お子さんと保護者７日（水）（9:45~10:00受付）

献血日程

相談・教室
日　程 場　所受付時間

25日（日）     10:00～11:45   13:00～16:00  イオン気仙沼店

14 日（水）（12：00~12:15受付）

本吉保健福祉センター「いこい」会場本吉保健福祉センター「いこい」会場 　（☎25-7645）
名　称 日　程 対象

※「いこい」での１歳６か月児健診の対象の方には、事前に
　通知を郵送していますので、日程をご確認ください。

子育て相談 就学前のお子さん
と保護者20 日（火）（9:30~10:00受付）

子育て相談 就学前のお子さん
と保護者19 日（月）（9:30~10:00受付）

鮪立児童館 会場鮪立児童館 会場 （唐桑総合支所保健福祉課 ☎32-4811）
名　称 日　程 対象

○思春期・ひきこもり相談 
　８日（木）13:30~17:00 　県気仙沼保健所
　※ 要予約／１週間前までに健康増進課へお申し込みください。

○まちの保健室
　12日（月）10:00~15:00 　薬王堂気仙沼本吉店
　15日（木）10:00~15:00 　イオン気仙沼店

○アルコール相談・教室
 ・アルコール関連家族教室
　  20日（火）13:00~14:30　 県気仙沼保健所
 ・アルコール関連専門相談
　  20日（火）14:30~16:00　 県気仙沼保健所
　※ 要予約／１週間前までに健康増進課へお申し込みください。
 ・断酒会
　  26日（月）14:00~15:30　本吉保健福祉センター「いこい」
　   （問い合わせ先：ＮＰＯ法人宮城県断酒会事務局 　☎ 022-214-1870）

コミュニケーションコミュニケーションに関する講演会

●日時／３月28日 (水 )　
　　　　10:00～11:30（受付開始 9：30～）
●場所／市民健康管理センター「すこやか」
　　　　多目的ホール
●内容／講演：「言語障碍のある方々から学
ぶコミュニケーション」

　講師：小野寺 清栄 氏（障害者支援施設 只
越荘 言語聴覚士）

●対象／個人、団体を問わずどなたでも
●参加費／無料
●申込方法／3月23日（金）までに電話で市
健康増進課にお申し込みください。

お　  の　でら　 きよ  えい

しょう がい
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●問い合わせ先／
・市健康増進課　☎ 21-1212  ・唐桑総合支所 保健福祉課　☎ 32-4811  ・本吉総合支所 保健福祉課 　☎ 25-7645

健康プラザ
Ｈealthy plaza

～予防接種はお済みですか～子ども予防接種週間
　予防接種は病原体に対して免疫をつけ、感染症から子どもを守るも
のです。対象年齢や期間などを確認し、必ず母子健康手帳をお持ちに
なり、接種しましょう。

３月１日～７日は

定期予防接種 法律により種類と対象者が定められています。対象年齢期間内は無料で接種できます。

ＢＣＧ　　　　　
麻しん風しん（ＭＲ）１期　 
麻しん風しん（ＭＲ）２期

不活化ポリオワクチン

４種混合
（ジフテリア・百日せき・破傷風・ 
  不活化ポリオワクチン）

２種混合（ジフテリア・破傷風）
ヒブワクチン
小児用肺炎球菌

日本脳炎１期

日本脳炎２期
日本脳炎予防接種
特別措置者
水痘（みずぼうそう）

Ｂ型肝炎

　　　予防接種の種類　　　　　　　　　   　　　　　 対象年齢　　　　　　　　   　　 回数　　
 １歳まで（標準：生後５～８か月）
 １歳～２歳未満　 
 小学校入学前１年間（年長児）
 生後３か月～７歳6か月未満
 （標準：初回　生後３か月～ 12 か月）
   （標準：追加　初回終了から 12 月～ 18 月間隔をおく）
○「不活化ポリオワクチン」を接種するお子さんで、生
ポリオを１回受けている場合は３回接種してください

○「４種混合」は不活化ポリオワクチンと３種混合ワク
チンのどちらも接種していない方
11歳～13歳未満（標準：小学6年生）

生後２か月～５歳未満

生後６か月～７歳6か月未満
　（標準：初回　３～４歳に達するまで）
　（標準：追加　４～５歳に達するまで）

９歳～13歳未満（標準：小学4年生）
平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれで４
回の接種が終わっていない方（20歳未満まで接種可能）
１歳～３歳未満
生後１歳未満
※母子感染予防として、出生後にＢ型肝炎ワクチンの接
種を受けた方を除く

　１回
　１回　 
　１回

　４回

　１回
　
 １～４回

 初回２回
 追加１回   
　１回

不足分の回数

　２回

　３回

任意予防接種 法律で定められた予防接種ではありませんが、保護者の希望により受けることができます。

●おたふくかぜ　対象年齢（費用助成年齢）：１～６歳未満　回数：１回　自己負担金：1,000円　

　本年４月に小学校に入学されるお子さん（平成23年４月２日～平成24年４月１日生まれの方）は、
４月１日以降は定期接種の対象外となり、接種料金が全額自己負担になります。
　昨年４月以降、まだ予防接種をしていないお子さんは３月31日（土）までに接種を受けましょう。

※予防接種は個別接種指定医療機関で実施しています。
　個別接種指定医療機関については、下記までお問い合わせください。

麻しん風しん（ＭＲ）予防接種の受け忘れはありませんか
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