
総合健診を実施しています　～年に１度健診を受け、生活習慣を見直しましょう！～ 
　総合健診では、生活習慣病の健康診査や結核・肺がん検診、前立腺がん検診などを一度
に同じ会場で受診できます。事前申し込みをしていなくても、当日会場でお申し込みでき
ます。日曜日にも総合健診を実施しますので、平日の受診が困難な方はご利用ください。
　また、一時託児を実施しています。詳しくは、お問い合わせください。
   
■総合健診の内容／生活習慣病の健康診査（一般健康診査・特定健康診査・後期高齢者健康診査）、大腸がん
　検診、結核・肺がん検診、喀

かく

たん細胞診検査、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診
■実施日・会場・受付時間・対象地区 ( ６月分）／     

健康プラザ
Healthy plaza

〔気仙沼地域〕受付時間：午前 ９時～ 11 時、午後 1 時 30 分～ 2 時 15 分、夜間 午後５時～７時
日 対　象　行　政　区 会　　場

20（水）午前 崎浜 午後 要害、新王平、亀山
大島開発総合センター21（木）午前 浅根、磯草 午後 長崎、廻舘

22（金）午前 田尻、浦の浜 午後 高井、外浜、大初平
25（月）午前 舘森 午後 石甲

松岩公民館
26（火）午前 赤岩五駄鱈、老松 午後 浦田、赤岩

27（水）午前 片浜、古谷館 午後 松崎五駄鱈、前浜
夜間 全地域（日中受診できない方）

28（木）午前 後沢 1・2 午後 後沢 3
29（金）午前 三峰、平貝 午後 牧沢・牧沢 2 総合体育館

〔唐桑地域〕受付時間：午前 ９時～ 10 時 30 分、午後 １時 30 分～２時 15 分、夜間 午後５時～７時
日 対　象　地　区 会　　場

11（月）午前 崎浜１・２ ー 崎浜集会所
ー 午後 松圃１・２・３ 中井公民館12（火）午前 中井１・２・３ 午後 中井４、小鯖１・２・３

13（水）午前 中１ 午後 中２・３ 中集会所
夜間 全地域（日中受診できない方） 「燦さん館」

14（木）午前 鮪立１・２・３・４・５ ー 鮪立老人憩の家
15（金）午前 石浜１・２ 午後 只越１ 「燦さん館」17（日）9:00 ～ 11:00　全地域（平日受診できない方）
18（月）午前 只越２、舘１・２ 午後 大沢１・２・３・４ 只越集会所
19（火）午前 宿１・２・３ 午後 石浜３、舞根１・２ 唐桑体育館第二体育室

日 対　象　行　政　区 会　　場
13（水）鶴巻１、上沢１、下沢

面瀬公民館14（木）上沢、千岩田
15（金）高谷、鶴巻２、赤田

19（火）上沢２・３、青葉が丘 上沢三区自治会館
早稲谷、上八瀬下・上、下八瀬 月立小学校体育館

20（水）最知高、川原 階上公民館
塚沢、関根、台 月立小学校体育館

21（木）七半沢、長磯高 階上公民館
日の口１・２、両沢 白山コミュニティセンター

22（金）長磯原 階上公民館
大浦、小々汐、梶ヶ浦、鶴ヶ浦 大浦公会堂

26（火）
森前林 階上公民館
栄町、新浜町１、西中才、
東中才１・２・３、東八幡

「やすらぎ」
（錦町）

胃がん検診 の日程・会場・対象地区（６・７月分）
※事前に申し込みのない方も受診できますので、当日検診会場にてお申込みください。
※気仙沼地区、松岩地区の胃がん検診は、９・10 月に実施します。

日 対　象　行　政　区 会　　場

27（水）

長磯浜 階上公民館
新浜町２、浜町、本浜町１・２、
錦町１・２、東みなと町、中
みなと町１・２、西みなと町、
西八幡町、浪板１・２

「やすらぎ」
（錦町）

28（木）波路上 階上公民館
田柄３、表松川

「すこやか」29（金）立沢、田柄１・２、高屋敷、
下廿一、上廿一、内松川

30（土）新城東、和野、金成沢、
下前木、上前木

7/3（火）高井、田尻、浦の浜、磯草、
外浜、大初平 大島開発総合

センター7/4（水）要害、長崎、廻舘
7/5（木）崎浜、浅根、新王平、亀山

■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

健　診　名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

４か月児健診

７日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年2月1日
～21日生まれ

乳幼児健診は、「すこやか」、「いこ
い」のどちらの会場でも受けること
ができます。ただし、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
の担当係へご連絡ください。

８日（金）12:15～12:30 すこやか 平成30年2月22日
～28日生まれ

7/4（水）12:00～12:15 いこい 平成30年2月10日
～4月4日生まれ

子育て相談

８日（金） 9:30～10:00 いこい
就学前のお子さ
んと保護者

内容：お子さんの発育・発達、食事、
歯磨き、トイレトレーニングなどの
子育てに関する相談
持ち物：母子健康手帳

13日（水） 9:30～10:30 すこやか
19日（火） 9:30～10:00 大島児童館
21日（木） 9:30～10:30 鮪立児童館

かみかみ教室
※要予約 27日（水） 9:30～ 9:50 すこやか 生後 10 ～ 13 か月

のお子さんと家族
持ち物：母子健康手帳・筆記用具・
お手ふき・おむつなど

パパママ教室
Ｂ（妊婦歯科健康
診査）※要予約

30日（土）13:10～13:25 すこやか 妊婦及び家族
（定員 15 組）

内容：歯医者さんによる講話と健診、
妊娠中・産後の食事のポイント（講話）
持ち物：母子健康手帳

※ 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、
　ご確認ください。

乳幼児健康診査と教室・相談

■予約・問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

日 診療機関（所在地）・電話番号・備考 診療機関（所在地）・電話番号 薬局（所在地 )・電話番号

３日（日）
葛内科胃腸科医院（田中前）
☎ 22-6750・小学生以上、
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167 －

10日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

17日（日）大友病院（三日町）
☎ 22-6868

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235 －

24日（日）
森田医院（八日町）
☎ 22-6633・内科のみ、
8:30 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00

条南歯科医院（田中前）
☎ 23-5570

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

まちの保健室

休日当番医・調剤薬局

日 時　間 場　所 内　　容

15日(金) 10:00～15:00 イオン気仙
沼店

保健師や看護師
等による血圧測
定・健康相談

日 場　所 受付開始

12日（火）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

24日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

献血日程

■問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

                                 
　　　気をつけましょう！「６つのコ食」
孤食：１人で孤独な食事をすること
個食：家族で同じ献立を食べずバラバラなものを食べること
固食：いろいろ食べず、好きなものだけを食べること
濃食：味の濃いものばかり食べること
小食：食べる量が少ないこと
粉食：パン、パスタなど、粉もの中心の料理を食べること

　左記のなかで、ご家庭であてはまる
「コ食」はありましたか？家族や友人な
どと一緒に食べると、一人で食べるよ
り一段とおいしく感じられます。
　また、楽しい食卓は
子どものマナーや社会
性を育て、良い習慣や
正しい知識を身につけ
ます。

～ 家族や友人と一緒に食事をして、食べる楽しさを実感しましょう ～ 【第３次気仙沼市食育推進計画より】

食食育育

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）

断酒会、思春期・引きこもり相談は19ページに掲載しています。
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総合健診を実施しています　～年に１度健診を受け、生活習慣を見直しましょう！～ 
　総合健診では、生活習慣病の健康診査や結核・肺がん検診、前立腺がん検診などを一度
に同じ会場で受診できます。事前申し込みをしていなくても、当日会場でお申し込みでき
ます。日曜日にも総合健診を実施しますので、平日の受診が困難な方はご利用ください。
　また、一時託児を実施しています。詳しくは、お問い合わせください。
   
■総合健診の内容／生活習慣病の健康診査（一般健康診査・特定健康診査・後期高齢者健康診査）、大腸がん
　検診、結核・肺がん検診、喀

かく

たん細胞診検査、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診
■実施日・会場・受付時間・対象地区 ( ６月分）／     

健康プラザ
Healthy plaza

〔気仙沼地域〕受付時間：午前 ９時～ 11 時、午後 1 時 30 分～ 2 時 15 分、夜間 午後５時～７時
日 対　象　行　政　区 会　　場

20（水）午前 崎浜 午後 要害、新王平、亀山
大島開発総合センター21（木）午前 浅根、磯草 午後 長崎、廻舘

22（金）午前 田尻、浦の浜 午後 高井、外浜、大初平
25（月）午前 舘森 午後 石甲

松岩公民館
26（火）午前 赤岩五駄鱈、老松 午後 浦田、赤岩

27（水）午前 片浜、古谷館 午後 松崎五駄鱈、前浜
夜間 全地域（日中受診できない方）

28（木）午前 後沢 1・2 午後 後沢 3
29（金）午前 三峰、平貝 午後 牧沢・牧沢 2 総合体育館

〔唐桑地域〕受付時間：午前 ９時～ 10 時 30 分、午後 １時 30 分～２時 15 分、夜間 午後５時～７時
日 対　象　地　区 会　　場

11（月）午前 崎浜１・２ ー 崎浜集会所
ー 午後 松圃１・２・３ 中井公民館12（火）午前 中井１・２・３ 午後 中井４、小鯖１・２・３

13（水）午前 中１ 午後 中２・３ 中集会所
夜間 全地域（日中受診できない方） 「燦さん館」

14（木）午前 鮪立１・２・３・４・５ ー 鮪立老人憩の家
15（金）午前 石浜１・２ 午後 只越１ 「燦さん館」17（日）9:00 ～ 11:00　全地域（平日受診できない方）
18（月）午前 只越２、舘１・２ 午後 大沢１・２・３・４ 只越集会所
19（火）午前 宿１・２・３ 午後 石浜３、舞根１・２ 唐桑体育館第二体育室

日 対　象　行　政　区 会　　場
13（水）鶴巻１、上沢１、下沢

面瀬公民館14（木）上沢、千岩田
15（金）高谷、鶴巻２、赤田

19（火）上沢２・３、青葉が丘 上沢三区自治会館
早稲谷、上八瀬下・上、下八瀬 月立小学校体育館

20（水）最知高、川原 階上公民館
塚沢、関根、台 月立小学校体育館

21（木）七半沢、長磯高 階上公民館
日の口１・２、両沢 白山コミュニティセンター

22（金）長磯原 階上公民館
大浦、小々汐、梶ヶ浦、鶴ヶ浦 大浦公会堂

26（火）
森前林 階上公民館
栄町、新浜町１、西中才、
東中才１・２・３、東八幡

「やすらぎ」
（錦町）

胃がん検診 の日程・会場・対象地区（６・７月分）
※事前に申し込みのない方も受診できますので、当日検診会場にてお申込みください。
※気仙沼地区、松岩地区の胃がん検診は、９・10 月に実施します。

日 対　象　行　政　区 会　　場

27（水）

長磯浜 階上公民館
新浜町２、浜町、本浜町１・２、
錦町１・２、東みなと町、中
みなと町１・２、西みなと町、
西八幡町、浪板１・２

「やすらぎ」
（錦町）

28（木）波路上 階上公民館
田柄３、表松川

「すこやか」29（金）立沢、田柄１・２、高屋敷、
下廿一、上廿一、内松川

30（土）新城東、和野、金成沢、
下前木、上前木

7/3（火）高井、田尻、浦の浜、磯草、
外浜、大初平 大島開発総合

センター7/4（水）要害、長崎、廻舘
7/5（木）崎浜、浅根、新王平、亀山

■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

健　診　名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

４か月児健診

７日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年2月1日
～21日生まれ

乳幼児健診は、「すこやか」、「いこ
い」のどちらの会場でも受けること
ができます。ただし、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
の担当係へご連絡ください。

８日（金）12:15～12:30 すこやか 平成30年2月22日
～28日生まれ

7/4（水）12:00～12:15 いこい 平成30年2月10日
～4月4日生まれ

子育て相談

８日（金） 9:30～10:00 いこい
就学前のお子さ
んと保護者

内容：お子さんの発育・発達、食事、
歯磨き、トイレトレーニングなどの
子育てに関する相談
持ち物：母子健康手帳

13日（水） 9:30～10:30 すこやか
19日（火） 9:30～10:00 大島児童館
21日（木） 9:30～10:30 鮪立児童館

かみかみ教室
※要予約 27日（水） 9:30～ 9:50 すこやか 生後 10 ～ 13 か月

のお子さんと家族
持ち物：母子健康手帳・筆記用具・
お手ふき・おむつなど

パパママ教室
Ｂ（妊婦歯科健康
診査）※要予約

30日（土）13:10～13:25 すこやか 妊婦及び家族
（定員 15 組）

内容：歯医者さんによる講話と健診、
妊娠中・産後の食事のポイント（講話）
持ち物：母子健康手帳

※ 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、
　ご確認ください。

乳幼児健康診査と教室・相談

■予約・問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

日 診療機関（所在地）・電話番号・備考 診療機関（所在地）・電話番号 薬局（所在地 )・電話番号

３日（日）
葛内科胃腸科医院（田中前）
☎ 22-6750・小学生以上、
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167 －

10日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

17日（日）大友病院（三日町）
☎ 22-6868

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235 －

24日（日）
森田医院（八日町）
☎ 22-6633・内科のみ、
8:30 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00

条南歯科医院（田中前）
☎ 23-5570

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

まちの保健室

休日当番医・調剤薬局

日 時　間 場　所 内　　容

15日(金) 10:00～15:00 イオン気仙
沼店

保健師や看護師
等による血圧測
定・健康相談

日 場　所 受付開始

12日（火）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

24日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

献血日程

■問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

                                 
　　　気をつけましょう！「６つのコ食」
孤食：１人で孤独な食事をすること
個食：家族で同じ献立を食べずバラバラなものを食べること
固食：いろいろ食べず、好きなものだけを食べること
濃食：味の濃いものばかり食べること
小食：食べる量が少ないこと
粉食：パン、パスタなど、粉もの中心の料理を食べること

　左記のなかで、ご家庭であてはまる
「コ食」はありましたか？家族や友人な
どと一緒に食べると、一人で食べるよ
り一段とおいしく感じられます。
　また、楽しい食卓は
子どものマナーや社会
性を育て、良い習慣や
正しい知識を身につけ
ます。

～ 家族や友人と一緒に食事をして、食べる楽しさを実感しましょう ～ 【第３次気仙沼市食育推進計画より】

食食育育

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）

断酒会、思春期・引きこもり相談は19ページに掲載しています。
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総合健診を実施しています　～年に１度健診を受け、生活習慣を見直しましょう！～ 
　総合健診では、生活習慣病の健康診査や結核・肺がん検診、前立腺がん検診などを一度
に同じ会場で受診できます。事前申し込みをしていなくても、当日会場でお申し込みでき
ます。日曜日にも総合健診を実施しますので、平日の受診が困難な方はご利用ください。
　また、一時託児を実施しています。詳しくは、お問い合わせください。
   
■総合健診の内容／生活習慣病の健康診査（一般健康診査・特定健康診査・後期高齢者健康診査）、大腸がん
　検診、結核・肺がん検診、喀

かく

たん細胞診検査、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診
■実施日・会場・受付時間・対象地区 ( ６月分）／     

健康プラザ
Healthy plaza

〔気仙沼地域〕受付時間：午前 ９時～ 11 時、午後 1 時 30 分～ 2 時 15 分、夜間 午後５時～７時
日 対　象　行　政　区 会　　場

20（水）午前 崎浜 午後 要害、新王平、亀山
大島開発総合センター21（木）午前 浅根、磯草 午後 長崎、廻舘

22（金）午前 田尻、浦の浜 午後 高井、外浜、大初平
25（月）午前 舘森 午後 石甲

松岩公民館
26（火）午前 赤岩五駄鱈、老松 午後 浦田、赤岩

27（水）午前 片浜、古谷館 午後 松崎五駄鱈、前浜
夜間 全地域（日中受診できない方）

28（木）午前 後沢 1・2 午後 後沢 3
29（金）午前 三峰、平貝 午後 牧沢・牧沢 2 総合体育館

〔唐桑地域〕受付時間：午前 ９時～ 10 時 30 分、午後 １時 30 分～２時 15 分、夜間 午後５時～７時
日 対　象　地　区 会　　場

11（月）午前 崎浜１・２ ー 崎浜集会所
ー 午後 松圃１・２・３ 中井公民館12（火）午前 中井１・２・３ 午後 中井４、小鯖１・２・３

13（水）午前 中１ 午後 中２・３ 中集会所
夜間 全地域（日中受診できない方） 「燦さん館」

14（木）午前 鮪立１・２・３・４・５ ー 鮪立老人憩の家
15（金）午前 石浜１・２ 午後 只越１ 「燦さん館」17（日）9:00 ～ 11:00　全地域（平日受診できない方）
18（月）午前 只越２、舘１・２ 午後 大沢１・２・３・４ 只越集会所
19（火）午前 宿１・２・３ 午後 石浜３、舞根１・２ 唐桑体育館第二体育室

日 対　象　行　政　区 会　　場
13（水）鶴巻１、上沢１、下沢

面瀬公民館14（木）上沢、千岩田
15（金）高谷、鶴巻２、赤田

19（火）上沢２・３、青葉が丘 上沢三区自治会館
早稲谷、上八瀬下・上、下八瀬 月立小学校体育館

20（水）最知高、川原 階上公民館
塚沢、関根、台 月立小学校体育館

21（木）七半沢、長磯高 階上公民館
日の口１・２、両沢 白山コミュニティセンター

22（金）長磯原 階上公民館
大浦、小々汐、梶ヶ浦、鶴ヶ浦 大浦公会堂

26（火）
森前林 階上公民館
栄町、新浜町１、西中才、
東中才１・２・３、東八幡

「やすらぎ」
（錦町）

胃がん検診 の日程・会場・対象地区（６・７月分）
※事前に申し込みのない方も受診できますので、当日検診会場にてお申込みください。
※気仙沼地区、松岩地区の胃がん検診は、９・10 月に実施します。

日 対　象　行　政　区 会　　場

27（水）

長磯浜 階上公民館
新浜町２、浜町、本浜町１・２、
錦町１・２、東みなと町、中
みなと町１・２、西みなと町、
西八幡町、浪板１・２

「やすらぎ」
（錦町）

28（木）波路上 階上公民館
田柄３、表松川

「すこやか」29（金）立沢、田柄１・２、高屋敷、
下廿一、上廿一、内松川

30（土）新城東、和野、金成沢、
下前木、上前木

7/3（火）高井、田尻、浦の浜、磯草、
外浜、大初平 大島開発総合

センター7/4（水）要害、長崎、廻舘
7/5（木）崎浜、浅根、新王平、亀山

■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

健　診　名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

４か月児健診

７日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年2月1日
～21日生まれ

乳幼児健診は、「すこやか」、「いこ
い」のどちらの会場でも受けること
ができます。ただし、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
の担当係へご連絡ください。

８日（金）12:15～12:30 すこやか 平成30年2月22日
～28日生まれ

7/4（水）12:00～12:15 いこい 平成30年2月10日
～4月4日生まれ

子育て相談

８日（金） 9:30～10:00 いこい
就学前のお子さ
んと保護者

内容：お子さんの発育・発達、食事、
歯磨き、トイレトレーニングなどの
子育てに関する相談
持ち物：母子健康手帳

13日（水） 9:30～10:30 すこやか
19日（火） 9:30～10:00 大島児童館
21日（木） 9:30～10:30 鮪立児童館

かみかみ教室
※要予約 27日（水） 9:30～ 9:50 すこやか 生後 10 ～ 13 か月

のお子さんと家族
持ち物：母子健康手帳・筆記用具・
お手ふき・おむつなど

パパママ教室
Ｂ（妊婦歯科健康
診査）※要予約

30日（土）13:10～13:25 すこやか 妊婦及び家族
（定員 15 組）

内容：歯医者さんによる講話と健診、
妊娠中・産後の食事のポイント（講話）
持ち物：母子健康手帳

※ 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、
　ご確認ください。

乳幼児健康診査と教室・相談

■予約・問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

日 診療機関（所在地）・電話番号・備考 診療機関（所在地）・電話番号 薬局（所在地 )・電話番号

３日（日）
葛内科胃腸科医院（田中前）
☎ 22-6750・小学生以上、
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167 －

10日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

17日（日）大友病院（三日町）
☎ 22-6868

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235 －

24日（日）
森田医院（八日町）
☎ 22-6633・内科のみ、
8:30 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00

条南歯科医院（田中前）
☎ 23-5570

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

まちの保健室

休日当番医・調剤薬局

日 時　間 場　所 内　　容

15日(金) 10:00～15:00 イオン気仙
沼店

保健師や看護師
等による血圧測
定・健康相談

日 場　所 受付開始

12日（火）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

24日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

献血日程

■問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

                                 
　　　気をつけましょう！「６つのコ食」
孤食：１人で孤独な食事をすること
個食：家族で同じ献立を食べずバラバラなものを食べること
固食：いろいろ食べず、好きなものだけを食べること
濃食：味の濃いものばかり食べること
小食：食べる量が少ないこと
粉食：パン、パスタなど、粉もの中心の料理を食べること

　左記のなかで、ご家庭であてはまる
「コ食」はありましたか？家族や友人な
どと一緒に食べると、一人で食べるよ
り一段とおいしく感じられます。
　また、楽しい食卓は
子どものマナーや社会
性を育て、良い習慣や
正しい知識を身につけ
ます。

～ 家族や友人と一緒に食事をして、食べる楽しさを実感しましょう ～ 【第３次気仙沼市食育推進計画より】

食食育育

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）

断酒会、思春期・引きこもり相談は19ページに掲載しています。
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