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食食育育 発 信
地産地消とは…地産地消とは…

～３月 19日は「食育の日」です～　

「四季折々の旬の食材や、年中行事に合わせた食事を
  取り入れましょう」
                                              【第 2次気仙沼市食育推進計画】

　「地元で生産されたものを地元で消費する」という意
味で言われていますが、食に対する安全・安心志向が
高まる中、地元で消費するだけでなく、消費しようと
する活動を通じて、生産者と消費者を結び付け、地域
農業と関連産業の活性化につながる取り組みとしても
期待されています。

　また、地産地消は日本型食生活や食文化の継承や、
食料自給率を高めることにつながります。
　食卓に今が旬の「春告げやさい」や「イチゴ」など
を取り入れて、地元食材で季節を味わってみませんか。

　■問い合わせ先／市農林課   農政係   tel:22-6600  内線 542

　介護予防とは、寝たきりや認知症など介護が必要な状態に
ならないように心身の衰えを予防する取り組みをいいます。
　介護予防教室では、65 歳以上の方を対象に介護予防のため
の体操や健康づくりの講話を行います。

介護予防教室に参加してみませんか？ 3/22火 3/29火
1回目1回目 ２回目２回目

～   実技や講話など　全２回  ～     （参加無料）

■日　時／３月 22 日（火）・３月 29 日（火）    
　　　　　午後１時 30 分から３時まで（受付：午後１時から）
■場　所／市民健康管理センター「すこやか」（東新城）
■内　容／理学療法士による介護予防に関する実技と講話
■対　象／ 65 歳以上の方（２回とも参加できる方）
■定　員／ 30 名（先着順。定員となり次第、締切となります）
■申込方法・締切日／電話にて３月 14 日（月）までに市健康増進課にお申し込みください。
■その他／飲み物を持参し、動きやすい服装、運動靴（サンダル不可）でお越しください。
■申し込み・問い合わせ先／市健康増進課　tel:21-1212

　安全に食べ、発声発語を良くするための注意点やトレーニングについて学んでみませんか？
ぜひご参加ください。

「コミュニケーション支援・食支援」について学びます ３/２水   講演会を開催します（参加無料）

■日　時／３月２日（水）午後２時から４時まで
■場　所／市民健康管理センター「すこやか」多目的ホール
■内　容／講演会：テーマ「話すことと飲み込むこと」
　　　　　　　　　～認知機能低下による影響も含めて～
　　　　　講　師：長谷川賢一氏（東北文化学園大学教授）
■対　象／どなたでも参加いただけます
■その他／事前申込不要です。直接会場にお越しください。
■問い合わせ先／市健康増進課　tel:21-1212

  は       せ     が わ  け ん  い ち

健康プラザ
Ｈealthy plaza

　「春告げやさい」は、１～３月に出荷される
７種類の野菜（ちぢみほうれんそう、春立ちな
ばな、ちぢみ小松菜、菜花、ふきのとう、ちぢ
みゆきな、アスパラ菜）で、地域ブランドとし
て直売所等で販売されています。

健康プラザ
Ｈealthy plaza

　■問い合わせ先／
　・市健康増進課　    　　　　tel:21-1212
　・唐桑総合支所 保健福祉課   tel:32-4811
　・本吉総合支所 保健福祉課   tel:25-7645

　
　必要な予防接種は
　　　　お済みですか
　　　　　　　　
　　　　　　　　

~子ども予防接種週間～
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　　子どもがかかりやすい病気のなかで、もっとも多いの
が「感染症」です。感染症には、さまざまな種類があり
ますが中にはかかると重い後遺症が残る病気もあります。
　　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ので、対象年齢や期間
を確認し、きちんと接種しましょう。
　　定期予防接種 法律によって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。

※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、
     市健康増進課にお問い合わせください。

任意予防接種 法律で決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。

　次の方で昨年４月以降、麻しん風しんの予防接種を受けていないお子さんは、３月 31 日（木）までに
予防接種を受けてください。（4月 1日（金）以降は任意接種となり、料金が全額自己負担となります）。
　
　○４月に小学校に入学されるお子さん（平成 21年 4月 2日から平成 22年 4月 1日までに生まれたお子さん）
　

麻しん風しん【MR】予防接種の受け忘れはありませんか？

３/１～３/７３/１～３/７

対象年齢・期間対象年齢・期間 回　数回　数予防接種の種類予防接種の種類
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）

３種混合（ジフテリア・百日せき・
 破傷風）

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
特例措置者

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(いわゆる年長児)
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）

11 歳～ 13 歳未満（標準：小学６年生）

○「不活化ポリオワクチン」を接種するお子さんで、生ポリ　
　オワクチンを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お子さんが対象です。

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歳～４歳に達するまで）
　（標準：追加　４歳～５歳に達するまで）

９歳～ 13 歳（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 　○19 歳まで接種可能です。

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

水痘（みずぼうそう） ２回

対象年齢(費用助成年齢)対象年齢(費用助成年齢) 回　数回　数予防接種の種類予防接種の種類

おたふくかぜ １歳～６歳未満 １回

自己負担金自己負担金

1,000 円

１歳～３歳未満



９
広報

2016. 3. 1

食食育育 発 信
地産地消とは…地産地消とは…

～３月 19日は「食育の日」です～　

「四季折々の旬の食材や、年中行事に合わせた食事を
  取り入れましょう」
                                              【第 2次気仙沼市食育推進計画】

　「地元で生産されたものを地元で消費する」という意
味で言われていますが、食に対する安全・安心志向が
高まる中、地元で消費するだけでなく、消費しようと
する活動を通じて、生産者と消費者を結び付け、地域
農業と関連産業の活性化につながる取り組みとしても
期待されています。

　また、地産地消は日本型食生活や食文化の継承や、
食料自給率を高めることにつながります。
　食卓に今が旬の「春告げやさい」や「イチゴ」など
を取り入れて、地元食材で季節を味わってみませんか。

　■問い合わせ先／市農林課   農政係   tel:22-6600  内線 542

　介護予防とは、寝たきりや認知症など介護が必要な状態に
ならないように心身の衰えを予防する取り組みをいいます。
　介護予防教室では、65 歳以上の方を対象に介護予防のため
の体操や健康づくりの講話を行います。

介護予防教室に参加してみませんか？ 3/22火 3/29火
1回目1回目 ２回目２回目

～   実技や講話など　全２回  ～     （参加無料）

■日　時／３月 22 日（火）・３月 29 日（火）    
　　　　　午後１時 30 分から３時まで（受付：午後１時から）
■場　所／市民健康管理センター「すこやか」（東新城）
■内　容／理学療法士による介護予防に関する実技と講話
■対　象／ 65 歳以上の方（２回とも参加できる方）
■定　員／ 30 名（先着順。定員となり次第、締切となります）
■申込方法・締切日／電話にて３月 14 日（月）までに市健康増進課にお申し込みください。
■その他／飲み物を持参し、動きやすい服装、運動靴（サンダル不可）でお越しください。
■申し込み・問い合わせ先／市健康増進課　tel:21-1212

　安全に食べ、発声発語を良くするための注意点やトレーニングについて学んでみませんか？
ぜひご参加ください。

「コミュニケーション支援・食支援」について学びます ３/２水   講演会を開催します（参加無料）

■日　時／３月２日（水）午後２時から４時まで
■場　所／市民健康管理センター「すこやか」多目的ホール
■内　容／講演会：テーマ「話すことと飲み込むこと」
　　　　　　　　　～認知機能低下による影響も含めて～
　　　　　講　師：長谷川賢一氏（東北文化学園大学教授）
■対　象／どなたでも参加いただけます
■その他／事前申込不要です。直接会場にお越しください。
■問い合わせ先／市健康増進課　tel:21-1212

  は       せ     が わ  け ん  い ち

健康プラザ
Ｈealthy plaza

　「春告げやさい」は、１～３月に出荷される
７種類の野菜（ちぢみほうれんそう、春立ちな
ばな、ちぢみ小松菜、菜花、ふきのとう、ちぢ
みゆきな、アスパラ菜）で、地域ブランドとし
て直売所等で販売されています。
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乳幼児健康診査と教室・相談（３月）乳幼児健康診査と教室・相談（３月）休日当番医情報（３月）休日当番医情報（３月）

■診療時間…午前9時から午後5時まで

※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。

６日(日)６日(日)

27日(日)27日(日)

相談・教室相談・教室 (無料)(無料)

◆葛内科胃腸科医院（田中前）　    tel：22-6750
◆小松クリニック（東八幡前）　　 tel：21-5770
◆大谷仮設歯科診療所（本吉町三島）tel：44-3131

20日(日）20日(日）

13日(日）13日(日）

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
＜健康診査＞（受付時間：午後0時15分から0時30分まで）

　
　

４か月児
名　　称 実 施 日　 対　　象　　

17日（木）平成27年1１月1日～30日生まれ

1歳6か月児

2歳6か月児

3歳児 10日（木）平成24年８月９日～31日生まれ

４日（金）平成26年８月16日～31日生まれ

９日（水）平成25年８月６日～31日生まれ

 ３日（木）平成26年７月28日～８月15日生まれ

＜相談・教室 ＞

子育て相談

名　　称 実施日（受付時間）　　 対　　象

16日（水）（9:30~10:30） 就学前のお子さ
んとご家族

身体計測、個別
相談(希望者)

内　　容

【各健康診査の持ち物】①母子健康手帳　②問診票　③バスタオル
　※2歳6か月児健診は、仕上げ用歯ブラシもお持ちください。
【各種教室・相談の持ち物】①母子健康手帳　②筆記用具

＜健康診査＞
（tel:25-7645）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

（tel:21-1212）

名　　称 対　　象実施日（受付時間）　　
４か月児 ９日（水） （12:15~12:45）平成27年10月14日～12月９日生まれ

２歳６か月児 16日（水） （12:15~12:45）平成25年６月10日～10月16日生まれ

＜相談 ＞

子育て相談

名　　称 実施日（受付時間）　　 対　　象

２日（水）（9:30~10:00） 就学前のお子
さんとご家族

身体計測、個別
相談(希望者)

内　　容

◆大友病院（三日町）　　  　　　 tel：22-6868
◆市立本吉病院（本吉町津谷）　　    tel：42-2621
　　※診療時間　午前9時～11時、午後1時30分～3時
◆猪苗代歯科医院（松川前）　　     tel：22-7184

◆すがわら内科クリニック（松崎萱） tel：25-8825
     ※高校生以上・内科系
◆本郷遠藤歯科医院（本郷）　  　      tel：24-2825

献血日程（３月）献血日程（３月）（全血）
期　日　 会　　　　　　場　　 受付時間

８日（火）

27日（日）

10:00~12:00
県気仙沼合同庁舎（赤岩杉ノ沢）

13:00~16:00
10:00~11:45イオンリテール（株）イオン

気仙沼店（赤岩舘下） 13:00~16:00

21日(月・祝)21日(月・祝)
◆齋藤外科クリニック（東新城）　   tel：22-7260
◆佐々木小児科医院（本郷）　　　 tel：22-6811
　※小児科のみ　診療時間午前9時～午後4時30分
◆田中前加藤歯科医院（田中前）     tel：22-1167

◆森田医院（八日町）　　　　　  tel：22-6633
◆うちクリニック（東新城）　　　 tel：23-0087
◆金沢歯科医院（新町）　　　　　 tel：24-1155

かもめ薬局東新城店（東新城）

オルセー薬局 （本吉町津谷明戸）

休日営業薬局情報（３月）休日営業薬局情報（３月）
期　日　薬　局　名（所在地）　　 電話番号

13日（日）

20日（日）

21日（月・祝）

25-8456

※営業時間は、各薬局にお問い合わせください。

仙台調剤薬局気仙沼店（松崎萱）

21-1026

31-1511

27日（日）
八日町調剤薬局 （八日町） 21-1510

新城調剤薬局 （東新城） 25-7956

本吉公民館会場本吉公民館会場

イオンリテール株式会社　イオン気仙沼店会場イオンリテール株式会社　イオン気仙沼店会場
名　　称 実施日（時間）　　事前申込み　　 内　　容

まちの保健室 保健師などによる血圧測定、
健康相談など

不　要
15日（火）
（10:00~15:00）

気仙沼保健所会場気仙沼保健所会場
名　　称 実施日（時間）　　 事前申込み　　内　　容

アルコール関連問題家族教室 15日（火）
（13:00~14:00）

勉強会「1年の
まとめ・質問」

個別相談アルコール関連専門相談 15日（火）
（14:00~16:00）

８日（火）までに
健康増進課へ

不　要

健康プラザ
Ｈealthy plaza

　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
られますが、居住地域以外の会場で受ける場合は、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。

名　　称 実施日（時間）　　 事前申込み　　内　　容

断酒会
体験談など
の話し合い 不　要14日（月）（14:00~15:30）

問い合わせ先：ＮＰＯ法人宮城県断酒会tel:022-214-1870

思春期・ひきこもり相談
10日（木）までに
健康増進課へ

17日（木）
（13:00~16:00） 個別相談

こころの健康相談（精神保健
福祉相談）

14日（月）
（13:30~15:30） 個別相談７日（月）までに

健康増進課へ

 information information
　暮らしの情報
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市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します

■【入居資格】／次のいずれにも該当する方
①持ち家がなく、現在住宅に困っている方　②市税の滞納がない方　
③暴力団員でない方 ④所得が基準額以下の方　⑤同居する親族がいる方
三日町住宅のみ、次のいずれかに該当しなければなりません。

■申込期間／３月１日（火）から 12 日（土）まで　
■申込方法／専用の申込用紙に必要事項を記入のうえ、郵送に
　てお申込みください。３月 12 日（土）までの消印有効
　※申込用紙・案内書は次の場所で配布します。
　　○市建築住宅課  市営・仮設住宅係　○唐桑総合支所建設課　○本吉総合支所建設課
　　○県住宅供給公社  気仙沼出張所（市役所第 2庁舎 2階）　　○県住宅供給公社  東部管理事務所

■申し込み・問い合わせ先／
　  宮城県住宅供給公社  東部管理事務所
　 〒986-0815　石巻市中里 7丁目 1番 3号 
　  tel：0225-21-5657

■募集内容／

住宅名 所在地 建設 募集戸数 住戸タイプ その他

面瀬住宅（単身可） 岩月宝ケ沢274-1 昭和46年度 １戸　 ２Ｋ　 駐車場なし

■入居資格／次のいずれにも該当する方
①市内に就業または定住を希望し、かつ現在住宅に困っている方　②市税の滞納がない方
③暴力団員でない方　④世帯の年間総所得が 826,200 円以上ある方（総収入ではありません）

■募集内容／ 市内に就業・居住を希望する方を支援するため、面瀬住宅の入居者を募集します。

住宅名 所在地 建設 募集戸数 住戸タイプ その他

三日町住宅（高齢者世帯向単身可）三日町三丁目1－1 平成17年度 １戸　 ２Ｋ　 駐車場なし

鹿折住宅（単身不可） 東中才442-6 昭和50年度 １戸　 ３Ｋ　 駐車場なし

《面瀬住宅》

《三日町住宅・鹿折住宅》

①65 歳以上の方を含む夫婦世帯    ②65 歳以上の単身者世帯（自立できることが条件となります。）
③入居者および同居者が 65 歳以上で構成される世帯   ④障害手帳（１級・２級・下肢障害３級） 
　の交付を受けている方で、市長が認めるもの。
※①のみに該当する方で昭和 31 年 4月 1日以降に生まれた方を含む世帯は、一般階層世帯の収入基準になります。

県営住宅の入居者を募集します県営住宅の入居者を募集します
申込期間、案内所配布場所、申込方法は、上記と同じです。詳しくはお問い合わせください。

市内の認可保育所で働く臨時保育士を募集します

■雇用期間／ 4 月 1 日から９月 30 日まで（６か月の更新可）
■対　　象／保育士資格をお持ちの方、または取得見込みの方
■勤務条件など／
　　　　　　▷勤 務 日：月曜日から土曜日までのうち５日間
　　　　　　▷勤務時間：午前７時 30 分から午後６時 30 分までのうち７時間 45 分（シフト制）
　　　　　                             （津谷保育所のみ午後７時まで）
　　　　　　▷賃金など：日額 7,700 円（市基準による通勤手当相当額を加算）、社会保険・雇用保険加入
■申込方法／市販の履歴書（顔写真付き）、保育士資格証の写し、ハローワーク気仙沼の紹介状を
　　　　　　下記に持参してください（郵送不可）。
■そ  の  他／・保育士資格のある方の登録制度を導入します。登録された方の中から必要に応じ
　　　　　　   て連絡しますので、登録にご協力ください。
　　　　　　・随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。
■応募・問い合わせ先／
　　　　　　市子ども家庭課（市役所ワン・テン庁舎２階）tel:22-6600 内線 445 


