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　11月21日は
  世界COPDデー

COPD とは
　慢性閉塞性肺疾患のことで、
タバコなどの有害な空気を吸い込む
ことによって、気管支や肺などに障害が生じ
る病気です。長期間にわたる喫煙習慣が主な
原因で、日本には 500 万人以上の COPD 患者
がいると推定されています。

　COPD の最大の原因は「喫煙」です。高齢者
の喫煙者の約５割は COPD を発症しています。
禁煙すれば、COPD の発症を予防したり進行を
防止することができます。自分のためにも、家
族のためにも、禁煙にチャレンジしましょう。

予防も治療も　　　  が重要です「禁煙」

　　禁煙のポイント
　
①禁煙開始日を設定する
　　大きなストレスのかかる時期
　は避け、気持ちを整えましょう。
②喫煙道具を片付ける
③周囲の協力を得る
　　禁煙外来を利用したり、家族に宣言する
など周囲の協力を得ましょう。

④継続する強い意志を持つ
　　禁煙を始めて 1週間程度はイライラした
り集中できなかったり辛い時期があります。
覚悟して禁煙に挑みましょう。

■問い合わせ先／市健康増進課　☎ 21-1212

□現在、たばこを吸っている。
　または、以前吸っていたことがある。
□坂道を歩いたり、運動をすると、 息切れ

しやすい。
□運動の後に、なかなか動悸が治まらない。
□せきやたんが出やすい。

上記のような症状がある場合には、COPDの可能
性があります。悪化する前に、病院を受診しま
しょう。

ご存知ですか？

思いあたることは
ありませんか

　ドクターヘリのランデブーポイントとし
て、これまで、市内の学校の校庭など 27 か
所が登録されていますが、今回、次の４か所
が追加登録されました。

　　鹿折中学校　　　　　  旧浦島小学校　

　　大谷小・中学校　　　  旧小泉中学校　

ランデブーポイントを追加

　お口の健康についての相
談を電話で受け付けます。
寄せられた相談については、
３日以内に歯科医師が直接
相談者にお答えします。
■日時／ 11 月８日（木）　
　　　　午前 10 時から午後４時まで
■電話番号／ 022-265-1667
■問い合わせ先／
　宮城県保険医協会　☎ 022-265-1667

「イイ歯デー」
歯科健康テレホン相談

傷病者の救命率向上

　医師や看護師が搭乗したドクターヘリが、
ランデブーポイントを使用することで、救
急現場付近に着陸することができます。
　ドクターヘリに搭乗した医療スタッフが、
早い段階から治療を始めることができるた
め、傷病者の救命率向上や後遺症軽減など
の効果が期待されています。

運航にご協力を

　離着陸する際に、一時的に騒音や風が発
生する場合があります。ご理解とご協力を
お願いします。
 
■問い合わせ先／市健康増進課　☎ 21-1212

ランデブーポイントと
は、ドクターヘリと救
急車の合流地点 ( 場外
離着陸場 ) のこと。
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健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

４か月児健診

８日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年７月1日～
31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。

14日（水）12:00～12:15 いこい 平成30年６月13日～
８月14日生まれ

子育て相談
６日（火） 9:30～10:00 大島児童館

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
９日（金） 9:30～10:00 いこい
21日（水） 9:30～10:30 すこやか

離乳食教室
※要予約 ７日（水） 9:30～9:50 すこやか

生後５～６か月のお
子さんと家族

（定員 15 名）

・持ち物：母子健康手帳・筆記用
具・お手ふき・ミルク・おむつ・
問診票・エプロン・三角巾

パパママ教室
Ｂ
※要予約

12月
１日（土）13:10～13:25 すこやか

妊婦とご家族
（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（土・祝）
すがわら内科クリニック（松崎萱）
☎ 25-8825・高校生以上、内科系
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818

仙台調剤薬局（松崎萱）
☎ 25-8456

４日（日）
小松クリニック（東八幡前）
☎ 21-5770・精神科・内科（内科は中
学生以上）9:00～12:00、14:00～17:00

山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577

ししおり調剤薬局（東八幡前）
☎ 24-2252

11日（日）三条小児科医院（田中前）
☎23-0088・9:00～12:00、14:00～17:00

鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827 ー

18日（日）鈴木医院（長磯原ノ沢）
☎27-2315・受付9:00～11:00、14:00～16:00

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360

はしかみ調剤薬局（長磯牧通）
☎ 27-5939

23日（金・祝）

うちクリニック（東新城）
☎23-0087・9:00～12:00、14:00～17:00 みうら歯科クリニック（長

磯舩原）☎ 27-4145

新城調剤薬局（東新城）
☎ 25-7956

三峰病院（松崎柳沢）
☎ 22-6685・内科（小児科不可）

三峰調剤薬局（松崎柳沢）
☎ 21-1217

25日（日）村岡外科クリニック（田中前）
☎ 23-3990

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611

にこにこ堂調剤薬局（田中前）
☎ 23-3110

まちの保健室 日 時　間 場　所 内　　容

12日(月) 10:00～15:00 サンデーホームマート本吉店 保健師や看護師等による
血圧測定・健康相談15日(木) 10:00～15:00 イオン気仙沼店

日 場　所 受付時間

８日（木）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00、  13:00 ～ 17:00

９日（金）宮城県気仙沼合同庁舎 　　　―　　　 13:00 ～ 16:00

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

献血日程

休日当番医・調剤薬局 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）
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■問い合わせ先／市健康増進課 ☎ 21-1212

　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。今年度の対象者のうち、まだ接種を受けていない方で、接種を希望する方はお申し込みください。

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種の費用を助成しています成人用肺炎球菌ワクチン予防接種の費用を助成しています

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

（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 日まで
■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。
■対象者・料金など／市内に住所がある方のうち、まだ接種を受けていない方

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）
齊藤外科クリニック　   （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）

■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。

  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）

　今年度まだ受けられていない方は、忘れずに受診しましょ
う。事前に申し込みのない方も受診できますので、当日会場
でお申し込みください。
　希望する方は、検査前日の午後８時までに夕食を済ませ、
当日は飲食せず会場にお越しください。

お忘れでは

ありませんか
今年度最後の胃がん検診 を実施します

■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／
①35 歳から 69 歳の方 1,600 円
②65～69歳で後期高齢者医療制度に加入

している方（受診当日必ず後期高齢者医療被
保険者証（保険証）をご提示ください）500 円

③70 歳以上の方　500 円

■問い合わせ先／市健康増進課 ☎ 21-1212

■内容／問診、胃部レントゲン撮影（バリウムを飲み、
胃の内部を撮影します）

■対象地区／全地区
■日程・会場／

11月29日（木）
11月30日（金）
12月 1日（土）

午前 7 時 15 分
から 9 時 30 分
まで

市 民 健 康 管 理 セ ン
ター「すこやか」

月　日　　　  受付時間　　　     会　　場

広報
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健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

４か月児健診

８日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年７月1日～
31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。

14日（水）12:00～12:15 いこい 平成30年６月13日～
８月14日生まれ

子育て相談
６日（火） 9:30～10:00 大島児童館

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
９日（金） 9:30～10:00 いこい
21日（水） 9:30～10:30 すこやか

離乳食教室
※要予約 ７日（水） 9:30～9:50 すこやか

生後５～６か月のお
子さんと家族

（定員 15 名）

・持ち物：母子健康手帳・筆記用
具・お手ふき・ミルク・おむつ・
問診票・エプロン・三角巾

パパママ教室
Ｂ
※要予約

12月
１日（土）13:10～13:25 すこやか

妊婦とご家族
（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（土・祝）
すがわら内科クリニック（松崎萱）
☎ 25-8825・高校生以上、内科系
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818

仙台調剤薬局（松崎萱）
☎ 25-8456

４日（日）
小松クリニック（東八幡前）
☎ 21-5770・精神科・内科（内科は中
学生以上）9:00～12:00、14:00～17:00

山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577

ししおり調剤薬局（東八幡前）
☎ 24-2252

11日（日）三条小児科医院（田中前）
☎23-0088・9:00～12:00、14:00～17:00

鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827 ー

18日（日）鈴木医院（長磯原ノ沢）
☎27-2315・受付9:00～11:00、14:00～16:00

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360

はしかみ調剤薬局（長磯牧通）
☎ 27-5939

23日（金・祝）

うちクリニック（東新城）
☎23-0087・9:00～12:00、14:00～17:00 みうら歯科クリニック（長

磯舩原）☎ 27-4145

新城調剤薬局（東新城）
☎ 25-7956

三峰病院（松崎柳沢）
☎ 22-6685・内科（小児科不可）

三峰調剤薬局（松崎柳沢）
☎ 21-1217

25日（日）村岡外科クリニック（田中前）
☎ 23-3990

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611

にこにこ堂調剤薬局（田中前）
☎ 23-3110

まちの保健室 日 時　間 場　所 内　　容

12日(月) 10:00～15:00 サンデーホームマート本吉店 保健師や看護師等による
血圧測定・健康相談15日(木) 10:00～15:00 イオン気仙沼店

日 場　所 受付時間

８日（木）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00、  13:00 ～ 17:00

９日（金）宮城県気仙沼合同庁舎 　　　―　　　 13:00 ～ 16:00

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

献血日程

休日当番医・調剤薬局 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）
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＜児童館＞
●気仙沼児童センター　☎ 23-4648
　・24 日（土）10:30~
　　（対象：小学生）
　    児童あそびの日
　　  「クリスマス飾りをつくろう」
　　場所：児童センター「ぎゃらりー」

●鹿折児童館　 ☎ 22-6877
　・17 日（土）10:00~
　　（対象：小学生）
        児童遊びの日
　　 「ウォークラリーを楽しもう」
　・21 日（水）10:30~（対象：乳幼児親子）
         乳幼児親子遊びの日「新聞紙で遊ぼう」

●赤岩児童館　☎ 22-6879
　・10 日（土）10:00~（対象 : どなたでも）
 　　世代間交流事業「焼き芋＆芋煮会」
　　   ※雨天時はホール

　・22 日（木）10:30~
　　（対象：乳幼児親子）
         幼児あそびの日
　　 「誕生会＆音であそぼう♪」

●大島児童館　 ☎ 28-2655
　・６日 ( 火 ) 10:00~（対象：乳幼児親子）
　　「すこやか移動子育て相談＆誕生会」
　・10 日（土）10:00~（対象：小学生）
　　学童あそびの日・世代間交流
　　「芋煮会 with かめりあ」

●鮪立児童館   ☎ 32-3189
　・10 日（土）10:00~（対象：小学生）
   　  「食材王国みやぎ『伝え人』」
　　   活用促進事業 ※要申込
　　～『食』作って食べて
　　　感じよう！！
　　　ソーセージ作り～
　　場所：「燦さん館」  調理室
　・21 日（水）10:30~（対象：乳幼児親子）
          「誕生会＆よい歯の勉強会」

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ

＜子育て支援センター＞（児童センター内）
●気仙沼子育て支援センター　☎ 23-4648
　・８日（木）10:30~　
　　とことこあそびの日
　　「秋田大館からあそび隊がやってくる♪」
　・21 日（水）10:30~　
　　ぴよぴよあそびの日
　　「ふわふわタオルであそぼう」
　・14 日（水）10:30~
　　「お誕生会」
　　（場所はいずれも「みんなのひろば」）

●本吉子育て支援センター　☎ 42-2031
　（津谷保育所内）
　・15 日（木）9:50~（9:30 受付開始）
　　「親子クッキング」
　　【予約】

　　  11 月 9 日まで
に電話でお申し込
みください。

　　【対象・定員】３歳以上児の親子 10 組
　　【参加費】親子で 500 円
　　※アレルギーのあるお子さんはご相談

ください。
　・29 日（木）10:00~
　　「11 月生まれのお誕生会」
　　「助産師さんとのおはなし会」
　　（場所はいずれも「いこい」）

11 月の児童センター、児童館、子育て支援センターのイベントをお知らせします。
市内の各児童館では、幼児の親子や小学生を対象にした様々な行事を開催しています。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

＜11 月のおでかけ児童館＞
●日時／ 15 日（木）10:30~11:30
●場所／「やすらぎ」
●内容／「親子で楽しくあそぼう！」
　秋のお魚・海の仲間と一緒

に遊びましょう♪
　ダンスやごっこ遊び

をします。
●対象／乳幼児親子
●問い合わせ先／
　赤岩児童館、鹿折児童館
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■日時／ 11 月 11 日（日）
　午前 10 時から 12 時 30 分まで
■対象／小中学生、幼児（保護者同伴）、一

般の方も歓迎
■内容／ホヤぼーやトランポリン、新聞紙

プールコーナー、バルーンアート、シュシュ
作り、わくわくアートコーナー、ジュニア・
リーダーによる各種企画コーナー、生け花
展示など盛りだくさん！

■持ち物／上靴と外靴を入れる袋
■場所／気仙沼市本吉総合体育館
■問い合わせ先／市生涯学習課　☎22-3442

わくわくキッズ☆ランド 2018わくわくキッズ☆ランド 2018
南三陸地方青年文化祭

みんなおいでよ！

■日時／ 11 月 17 日（土）
　午後１時から４時まで
　（受付 12 時 20 分から）
■内容／
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　　　   守ってあげられるのは私たち大人です～

　　【講師】八神 純子 氏（シンガー・ソングライター）
　・トークセッション（土井 浩之 氏、小林 純子 氏、

八神 純子 氏）
　・八神純子ミニコンサート
■場所／はまなすホール
■問い合わせ先／
　・市青少年育成支援センター  ☎24-0766
　・鹿折小学校　☎22-6876

第 13 回気仙沼市家庭教育大会
気仙沼市 PTA 連合会地区セミナー
宮城県人権教育セミナー  を開催します

や  がみじゅんこ

ど     い   ひろ ゆき こ ばやしじゅん こ

●参加無料
●託児所あります

申込不要

11 月は児童虐待防止推進月間です。
身体的虐待　殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく
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　（津谷保育所内）
　・15 日（木）9:50~（9:30 受付開始）
　　「親子クッキング」
　　【予約】

　　  11 月 9 日まで
に電話でお申し込
みください。

　　【対象・定員】３歳以上児の親子 10 組
　　【参加費】親子で 500 円
　　※アレルギーのあるお子さんはご相談

ください。
　・29 日（木）10:00~
　　「11 月生まれのお誕生会」
　　「助産師さんとのおはなし会」
　　（場所はいずれも「いこい」）
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