
　事前に申し込みのない方も受診できます。検診日当日に各会場でお申し込みください。

胃がん検診の日程・会場・対象地区（５月分）胃がん検診の日程・会場・対象地区（５月分）

【唐桑・本吉地域】受付時間：午前７時15分から９時30分まで

対象年齢／35歳以上（昭和59年４月１日以前生まれ）の方
自己負担額／35～69歳の方：1,600円
　　　　　　70歳以上の方または65～69歳の方で後期高齢者医療制度に加入している方：500円

検診日 会場 対象地区

５/８（火）

５/９（水）

５/10（木）

５/11（金）

５/15（火）

５/16（水）

５/17（木）

５/18（金）

５/12（土）

小泉浜
津谷下町、津谷街、津谷仲町
大谷前浜、天ヶ沢、山谷
馬籠上沢、馬籠、馬籠町
小泉町、小泉西、小泉東
漆原、松ヶ沢、猪の鼻、表山田
中郷、上郷南、上郷北

登米沢、風越
日門、三島、大谷南、大谷東、大谷西、寺谷
風越

津谷上町、津谷舘岡、津谷大沢、林の沢、狼の巣、坊の倉、下川内、
上川内、高１・２

崎浜１・２、松圃１・２・３
中井１・２、小鯖２
只越２、舘１・２
中井３・４、小鯖１
小鯖３、中１
大沢１・２・３・４
中２・３
鮪立１・２・３・４・５
舞根１・２
石浜１・２・３、只越１
宿１・２・３

浜区多目的集会所
「いこい」
前浜マリンセンター
馬籠林業センター

小泉公民館
山田生活改善センター
上郷コミュニティセンター
風越コミュニティセンター

大谷公民館
風越コミュニティセンター

「いこい」

崎浜集会所

中井公民館
只越集会所
中井公民館
中集会所
只越集会所
中集会所
鮪立老人憩の家
舞根集会所
「燦さん館」
唐桑体育館第２室

●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

総合健診受診の際は一時託児がご利用できます総合健診受診の際は一時託児がご利用できます

　お子さん連れでも安心して健診を受けられるよう、一部健診会場内で一時託児（対象年齢：生後２か月
から未就学児）を実施します。託児の利用には受診日の５日前までに申込書の提出が必要です。詳しくは
お問い合わせください。

検診日 受付時間 会場

５/28（月）

５/30（水）

 6/15（金）

  9:00 ~10:00
13:30 ~14:00
  9:00 ~10:00
13:30 ~14:00
  9:00 ~10:00

「すこやか」

「燦さん館」

検診日 受付時間 会場

 7/ 20（金）

  9:00 ~10:00
  9:00 ~10:00
13:30 ~14:00
  9:00 ~10:00

「すこやか」

「いこい」

 7/ 1（日）

 7/ 3（火）
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■問い合わせ先／市健康増進課 予防係　☎ 21-1212

健康プラザ
Ｈealthy plaza

　市では、成人用肺炎球菌予防接種の費用の一部を助成しています。
　肺炎で一番多い病原菌は、肺炎球菌によるものです。肺炎球菌ワクチンを接
種することにより、肺炎予防や肺炎にかかっても軽い症状で済むことが期待で
きます。接種を希望する方は実施指定医療機関へ直接お申込みください。

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種の
費用を助成します
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種の
費用を助成します

■ご注意ください

対象年齢 (生年月日 )　※誕生日前でも接種できます 接種回数

１回

自己負担額
  65 歳　（昭和 28 年４月２日～昭和 29 年４月１日）
  70 歳　（昭和 23 年４月２日～昭和 24 年４月１日）
  75 歳　（昭和 18 年４月２日～昭和 19 年４月１日）
  80 歳　（昭和 13 年４月２日～昭和 14 年４月１日）
  85 歳　（昭和  ８年４月２日～昭和  ９年４月１日）
  90 歳　（昭和  ３年４月２日～昭和  ４年４月１日）
  95 歳　（大正 12 年４月２日～大正 13 年４月１日）
100 歳　（大正  ７年４月２日～大正  ８年４月１日）

《表① 対象者・料金など》市内に住所がある方のうち下記にあてはまる方

（過去に１回も接種
  したことのない方）

（生活保護世帯は無料）

4,500 円

■助成期間／来年３月 31 日（日）まで
■持参するもの／自己負担額（下表①のとおり）、健康保険証（生活保護世帯の方は生活保護受給者証）
■対象者・料金・実施医療機関／下表①、②のとおり
■申込方法／事前に実施医療機関にお問い合わせのうえ、お申し込みください。
■その他／ 75 歳以上で下記の表に該当しない方（過去５年間接種していない方）は、１回 5,240
円で受けられます。詳しくは市健康増進課にお問い合わせください。

医療機関名（電話番号）

　 

医療機関名（電話番号）

　 

医療機関名（電話番号）

　 あいざわクリニック   　（21-1160）
猪苗代医院　　　　（24-7180）
猪苗代病院　　　　（22-7180）
うちクリニック　　（23-0087）
大里胃腸科内科医院　   （22-7157）
大島医院　　　　　 （28-2603）
大友病院             　    （22-6868）
おだか医院          　   （22-3210）
小野医院             　    （32-3128）

小野寺医院           　 （23-9890）
葛内科胃腸科医院  　 （22-6750）
小松クリニック    　   （21-5770）
齋藤外科クリニック　   （22-7260）
すがわら内科クリニック         （25-8825）
鈴木医院　　　       （27-2315）
条南整形外科　   　（29-6711）
村岡外科クリニック      （23-3990）
森産婦人科医院　    （22-6808）

森田医院　　 　　   （22-6633）
市立病院 　　　       （22-7100）
市立本吉病院        　   （42-2621）
もとよしクリニック       （25-7585）
歌津八番クリニック        （36-9511）
佐藤徹内科クリニック          （47-1175）
南三陸病院　 　      （46-3646）
ささはら総合診療科          （0220-21-5660）

《表② 実施指定医療機関》

※接種日に満 60 歳以上満 65 歳未満の方で、心臓、じん臓または呼吸器の機能に障害がある方や、免疫の機能
に障害がある方のうち、日常生活が大きく制限される方も対象となりますので、主治医にご相談ください。

・実施指定医療機関以外で接種する場合は、費用助成の対象となりません。
・過去に肺炎球菌ワクチン接種（23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）を受けた方は、
   費用助成の対象となりません。
・過去に肺炎球菌ワクチン接種を受けた方は、副反応が強く出現する可能性があるため、前回の
   接種から５年以上の間隔をあけなければ接種できません。

きょう　まく
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　事前に申し込みのない方も受診できます。検診日当日に各会場でお申し込みください。

胃がん検診の日程・会場・対象地区（５月分）胃がん検診の日程・会場・対象地区（５月分）

【唐桑・本吉地域】受付時間：午前７時15分から９時30分まで

対象年齢／35歳以上（昭和59年４月１日以前生まれ）の方
自己負担額／35～69歳の方：1,600円
　　　　　　70歳以上の方または65～69歳の方で後期高齢者医療制度に加入している方：500円

検診日 会場 対象地区

５/８（火）

５/９（水）

５/10（木）

５/11（金）

５/15（火）

５/16（水）

５/17（木）

５/18（金）

５/12（土）

小泉浜
津谷下町、津谷街、津谷仲町
大谷前浜、天ヶ沢、山谷
馬籠上沢、馬籠、馬籠町
小泉町、小泉西、小泉東
漆原、松ヶ沢、猪の鼻、表山田
中郷、上郷南、上郷北

登米沢、風越
日門、三島、大谷南、大谷東、大谷西、寺谷
風越

津谷上町、津谷舘岡、津谷大沢、林の沢、狼の巣、坊の倉、下川内、
上川内、高１・２

崎浜１・２、松圃１・２・３
中井１・２、小鯖２
只越２、舘１・２
中井３・４、小鯖１
小鯖３、中１
大沢１・２・３・４
中２・３
鮪立１・２・３・４・５
舞根１・２
石浜１・２・３、只越１
宿１・２・３

浜区多目的集会所
「いこい」
前浜マリンセンター
馬籠林業センター

小泉公民館
山田生活改善センター
上郷コミュニティセンター
風越コミュニティセンター

大谷公民館
風越コミュニティセンター

「いこい」

崎浜集会所

中井公民館
只越集会所
中井公民館
中集会所
只越集会所
中集会所
鮪立老人憩の家
舞根集会所
「燦さん館」
唐桑体育館第２室

●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

総合健診受診の際は一時託児がご利用できます総合健診受診の際は一時託児がご利用できます

　お子さん連れでも安心して健診を受けられるよう、一部健診会場内で一時託児（対象年齢：生後２か月
から未就学児）を実施します。託児の利用には受診日の５日前までに申込書の提出が必要です。詳しくは
お問い合わせください。

検診日 受付時間 会場

５/28（月）

５/30（水）

 6/15（金）

  9:00 ~10:00
13:30 ~14:00
  9:00 ~10:00
13:30 ~14:00
  9:00 ~10:00

「すこやか」

「燦さん館」

検診日 受付時間 会場

 7/ 20（金）

  9:00 ~10:00
  9:00 ~10:00
13:30 ~14:00
  9:00 ~10:00

「すこやか」

「いこい」

 7/ 1（日）

 7/ 3（火）
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●問い合わせ先／市循環型社会推進課 ☎ 22-9680
　「循環型社会」とは、
　大量採取・生産・消費・破棄の社会に代わり、製品
の再生利用や再資源化などを進めて新たな資源投入を
抑え、廃棄物ゼロを目指す社会（出典：三省堂 大辞林 第三版）

　　  「紙」リサイクルマーク　　　が付いていても、リサイクルできないものがあります。

・紙コップやカップ麺のフタ・容器（防
水加工のあるもの）
・アルミ箔が貼られている紙容器
・洗剤や線香の箱など（においのつい
ているもの）
・書類を綴じる金具やプラスチック
類、外装フィルムが付いているもの
・写真のアルバム
　  レシートや宅配伝票などは
　　 リサイクルできません。
・レシートなどの感熱紙、宅配伝票な
どのノンカーボン紙、カーボン紙
　　  紙袋のビニールや布は取り除いてください。

・取っ手がビニールや布ひもの紙袋は、そのままではリサイクルできませんので、その取っ手
部分を取り除いてください。

リサイクルできない紙類は、燃やせるごみに出してください。

リサイクルにご協力くださいリサイクルにご協力ください

　「雑がみ」を燃やせるごみにする
と１㎏当たり 15 円の処理経費がか
かりますが、資源ごみにすると１㎏
当たり３円が市の収入になります。

第１回目　

第２回目

５月 18 日 ( 金 )
午後１時 30 分
から４時まで

６月 29 日 ( 金 )
午後１時 30 分
から４時まで

・介護予防サポーターの役
　割について
・介護予防体操の体験 など

・介護予防体操の実際
・地域で介護予防体操を安
　全に行うには など

市民健康管
理センター
「すこやか」

市 ワ ン・テ
ン庁舎２階
大ホール

　高齢になっても住み慣れた地域でお互いに支え合い、
地域の仲間と高齢期を元気に過ごすことを応援する
「介護予防サポーター」の養成講座を開催します。
■対象／介護予防に関心があり、同講座を受けたこと
のない方　※両日に参加できる方
■日時・会場・内容／

 
■講師／東京都健康長寿医療センター研究所 江尻 愛美 氏
　　　　気仙沼訪問リハビリステーション 理学療法士 小野寺 裕志 氏
■申し込み方法／５月 11 日 ( 金 ) までに電話でお申し
込みください（定員 70 名・参加費無料）。
■申し込み・問い合わせ先／市地域包括支援センター
　☎22-6600 内線 418・419　

介護予防サポーター養成講座 参加者募集

え  じり　まなみ

　  お   の  でら  ゆうし

　認知症カフェ「ここっ茶」は、介
護のこと・物忘れのことなど色々な
ことを気兼ねなく話せる場です。参
加者との交流・情報交換もできます。
お気軽にご参加ください。
■日時／５月 16 日（水）
　午後１時30分から３時まで
■場所／本吉保健福祉センター
                「いこい」
■参加費／無料（申込不要）
■問い合わせ先／
・認知症疾患医療センター（三峰病院） 
☎ 22-6685
・市地域包括支援センター
　☎ 22-6600
　内線 418・419

「ここっ茶」を開催します

「雑がみ」でもリサイクルできない紙類がありますので、ご確認を

×
紙コップ・カップ麺容器

×
アルミ箔が貼られている紙容器

×
におい付き

×
金具・プラスチック付き

×
フィルム

リ
サ
イ
ク
ル
で
き
な
い
例

 information information
　暮らしの情報
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健康プラザ
Ｈealthy plaza

乳幼児健康診査と教室・相談
　乳幼児健康診査は、「すこやか」、「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）

小野医院（唐桑町宿浦）    　　32-3128
※内科・小児科 9:00~12:00、14:00~17:00　
鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）    22-0827
小野寺医院（赤岩五駄鱈) 　  23-9890
※内科のみ（小児科除く） 9:00~11:30、13:30~16:30
千葉歯科医院（東新城）              22-1360
佐々木小児科医院（本郷）　　22-6811
※小児科 9:00~11:30、14:00~16:30　
葛内科胃腸科医院（田中前）　22-6750
※小学生以上9:00~11:30、14:00~16:30
みうら歯科クリニック（長磯船原）　 27-4145
齋藤外科クリニック（東新城） 22-7260
※9:00~13:00、14:00~16:00
おだか医院（田中前） 　        　22-3210
皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）    22-9611
森田医院（八日町） 　        　　22-6633
※内科のみ8:30~11:30、13:30~16:00
条南整形外科（田中前）　    　29-6711
米倉歯科クリニック（南郷）　  22-9955
大友病院（三日町）　　　　    22-6868
市立本吉病院（本吉町津谷明戸）    42-2621
※内科9:00~15:00
大谷歯科診療所（本吉町三島）   44-3131
三条小児科医院（田中前）　23-0088
※9:00~12:00、14:00~17:00
猪苗代歯科医院（松川前）　22-7184

日　程　 電話番号　　病院名（所在地）　

 ３日（木・祝）

 ４日（金・祝）

 ５日（土・祝）

 6日（日）

　
13日（日）

20日（日）

27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）　

21-1026
21-1510
21-2227
25-1381
42-2523

かもめ薬局（東新城）
八日町薬局（八日町）
条南マリン薬局（田中前）
田谷薬局（田中前）
中上薬局（本吉町津谷松岡）

「すこやか」会場「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30年1月1日
から12日生まれ

平成29年12月15日から
平成30年2月9日生まれ

平成30年1月13日
から31日生まれ
就学前のお子さん
と保護者

10 日（木）（12:15~12:30受付）

11 日（金）（12:15~12:30受付）

名　称 日　程 対象

８日（火）   （9:30~10:30受付）

９日（水）   （9:30~9:50受付）

９日（水）   （12:00~12:15受付）

献血日程

相談・教室

日　程 場　所受付時間

27日（日）     10:00～11:45   13:00～16:00    イオン気仙沼店

「いこい」会場「いこい」会場　（☎25-7645）

※「いこい」では今月１歳６か月健診があります。対象の方
には、事前に通知を郵送していますので、ご確認ください。

子育て相談 就学前のお子さん
と保護者18 日（金）（9:30~10:00受付）

名　称 日　程 対象

○まちの保健室
 ・14日（月）10:00~15:00 　サンデーホームマート本吉店
 ・15日（火）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（※）
　  15日（火）13:00~14:30　 県気仙沼保健所
 ・アルコール関連専門相談（※）
　  15日（火）14:30~16:00 　県気仙沼保健所
 ・断酒会
　  21日（月）   14:00~15:30 　 「いこい」
　   （問い合わせ先：宮城県断酒会事務局 　☎ 022-214-1870）

※要予約

※要予約

妊婦および家族
（定員15組）

生後5～6か月のお
子さんと保護者

パパママ教室

離乳食教室

31 日（木）　（13:10~13:25受付）

 6日（日）

13日（日）

20日（日）

○こころの相談 
 ・思春期・引きこもり相談（※）
　   10日（木）　  13:30~17:00 　県気仙沼保健所
　・こころの相談（※）
　   6月7日（木）13:30~17:00 　県気仙沼保健所

（※）予約が必要です。１週間前までに
       健康増進課へお申し込みください。

広報
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