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健康プラザ
Ｈealthy plaza

乳幼児健康診査と教室・相談（４月）乳幼児健康診査と教室・相談（４月）休日当番医情報（４月）休日当番医情報（４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。

3日(日)3日(日)

24日(日)24日(日)

相談・教室相談・教室 (無料)(無料)

◆菅野歯科医院（古町）　　　　    tel：22-2235

17日(日）17日(日）

10日(日）10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　　
14日（木）平成27年12月１日～16日生まれ
15日（金）平成27年12月17日～31日生まれ

1歳6か月児
2歳6か月児
3歳児 21日（木）平成24年９月１日～30日生まれ

20日（水）平成25年９月１日～23日生まれ
 22日（金）平成26年９月１日～23日生まれ

＜相談・教室 ＞

子育て相談

名　　称 実施日（受付時間）　　 対　　象

13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

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
＜健康診査＞
名　　称 対　　象実施日（受付時間）　　

１歳6か月児 26日（火） （12:15~12:45）平成26年８月18日～10月31日生まれ

※本吉地区の4か月児健診と3歳児健診は５月に行う予定です。

＜相談 ＞

子育て相談

名　　称 実施日（受付時間）　　 対　　象

15日（金）（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

（tel:25-7645）

（tel:21-1212）

◆条南歯科医院（田中前） tel：23-5570

献血日程（４月）献血日程（４月）（全血）
期　日　 会　　　　　　場　　 受付時間

９日（土）

15日（金）

10:00~11:45
ビッグハウス本郷店

13:00~16:00
10:00~12:00

県気仙沼保健福祉事務所 13:00~16:00

24日（日）イオンリテール㈱イオン気仙沼店
10:00~11:45
13:00~16:00

29日(金・祝)29日(金・祝)

　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。

かもめ薬局東新城店（東新城）

42-1088本吉調剤薬局（本吉町津谷明戸）

休日営業薬局情報（４月）休日営業薬局情報（４月）
期　日　薬　局　名（所在地）　　 電話番号

17日（日）

24日（日）

29日（金・祝）

※営業時間は、各薬局にお問い合わせください。

にこにこ堂調剤薬局 （田中前） 23-3110

23-7753

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（金）
（10:00~15:00）

本吉公民館会場本吉公民館会場
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18日（月）（14:00~15:30）

（問合せ先：NPO法人宮城県断酒会 022-214-1870）

◆葛内科胃腸科医院（田中前） tel：22-6750
◆遠藤婦人科医院（本郷）　　　　tel：22-6828
 　※婦人科のみ　診療時間　午前9時～正午
◆小野医院（唐桑町宿浦）　　　　tel：32-3128

◆大友病院（三日町） tel：22-6868
◆佐藤徹内科クリニック（南三陸町） tel：47-1175

◆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
◆三浦齒科医院（本吉町津谷明戸） tel：42-2418

◆熊谷歯科医院（八日町） tel：23-2211
◆村岡外科クリニック（田中前） tel：23-3990

◆齋藤外科クリニック（東新城） tel：22-7260
◆小松歯科医院（東八幡前） tel：23-5571

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

気仙沼保健所からのお知らせ

　県気仙沼保健所では上記血液検査を実施しています。
　検査は事前予約制で原則無料です。また保健師が個別
に対応し、結果は本人に直接お知らせします。
　電話や面接による相談も行っていますので、電話にてご連絡ください。

　
「HIV・エイズ」「クラミジア」
 「梅毒」「肝炎検査」を実施しています

■検査・登録受付日時／毎月第２・４水曜日の午後１時から３時まで
■場　　所／県気仙沼保健所（東新城３丁目３－３）
■予約・問い合わせ先／県気仙沼保健所  疾病対策班　tel:22-6662

○HIV・エイズ、クラジミア、梅毒検査は匿名で受けることができます。
○肝炎検査は、保健所のほか、住民健診、県指定の医療機関でも受けることができます。
　※県指定の医療機関は、県疾病・感染症対策室 感染症対策班ホームページでご確認ください。

骨髄バンクドナー ( 提供者 ) 登録にご協力ください
　「骨髄バンク」は、白血病をはじめとする血液疾患などのため「骨髄移植」
が必要な患者さんと、それを提供するドナーをつなぐ公的事業です。　
　県気仙沼保健所では、ドナー登録受付（無料）を行っています。登録の
手続きなど、詳しくはお問い合わせください。

　各種検査、ドナー登録を希望される方は…
　これらの検査や登録受付は、原則無料で、保健師が個別に対応します。事前予約が必要ですので
はじめに、お電話にてお問い合わせください。

■検査日時／毎月第２・４水曜日の午後１時から午後３時まで
■場　　所／県気仙沼保健所（東新城３丁目３－３）
■検査内容／問診・採血
■検査費用／原則無料
■申し込み・問い合わせ先／
　　　　　　電話にて県気仙沼保健所  疾病対策班　tel:22-6662
　　　　　　にご連絡ください。
　　　　　　（受付時間：午前８時 30 分から午後５時 15 分まで　※土日・祝日を除く）

　市では、食生活の改善による健康の維持・増進を基
本とした「食育」の観点に立ったまちづくりを進める
ため、「第３次気仙沼市食育推進計画」（計画期間：平
成 28 年度から平成 32 年度）を策定しました。
　この計画は、右記の基本目標をもとに、健全な食生
活の実践や地産地消の推進など本市の特性を生かした
食育を推進し、「人と自然が輝く食彩豊かなまち」を目
指すものです。家庭や学校、地域が協力し、みんなで
取り組みを進めていきましょう。
　

　■問い合わせ先／市健康増進課      tel:21-1212

食食育育 発 信

第 3次気仙沼市食育推進計画を
策定しました
　

第 3次気仙沼市食育推進計画を
策定しました
　

①健全な食生活の実践を 
　通して、心身の健康増
　進を目指します
②食を楽しむ心と食への感謝の心をはぐくみ、
　豊かな人間形成を目指します
③食を通して、人と自然が輝く活力あるまち
　を目指します

【基本目標】
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