
　感染症胃腸炎は、細菌やウイルスによる感染症です。特にノロウイルスは感染力が強く、ほとんどの場合、
口から体内に入ることにより感染します。正しい予防対策を行えば、感染・拡大を防ぐことができますので、
以下の予防に努めましょう。

平成26年11月１日~平成27年１月27日生まれ

総合健診を行います 健康プラザ
Ｈealthy plaza

■問い合わせ先／
・市健康増進課                                       　 tel:21-1212
・唐桑保健福祉センター「燦さん館」     tel:32-4811
・本吉保健福祉センター「いこい」         tel:25-7645

　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。
　なお、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。

【本吉地域】
■受付時間…午前 /9:00~10:30、午後 /13:30~14:15
　　　　　　夜間 /17:00~19:00（7月11日のみ）

【総合健診の内容】
○生活習慣病の健康診査
○結核・肺がん検診
○肝炎ウイルス検診
○骨粗しょう症検診
※総合健診の詳細は、「広報けせんぬま５月１日号」　
をご覧ください。

　 日　程　　 時　間　　　　  受付会場    

７月５日（火）　 馬籠林業センター
浜区多目的集会場

小泉公民館

松ヶ沢コミュニティセンター
山田生活改善センター

本吉保健福祉センター
「いこい」

風越コミュニティセン
ター

大谷公民館

上郷地区コミュニティ
センター

７月６日（水）　 

７月７日（木）　 

７月８日（金）　 

７月10日（日）　 

午前
　　午後
午前
　　午後
午前
　　午後

７月11日（月）　 

７月12日（火）　 

午前
　　午後
午前のみ
（9:00~11:00）
午前
午後、夜間

７月13日（水）　 午前
　　午後

７月14日（木）　 

７月15日（金）　 

７月19日（火）　 

午前
　　午後

午前
　　午後
午前
　　午後
午前
　　午後

○大腸がん検診
○喀たん細胞診検査
○骨粗しょう症検診

　 日　程　　 受　付　　　　  会　場    

７月20日（水）　 市民健康管理センター
「すこやか」

松岩公民館７月21日（木）　 

午前
　　午後
午前
　　午後

【気仙沼地域】
■受付時間…午前 /9:00~11:00、午後 /13:30~14:15

感染症にご注意ください！

※ノロウイルスに感染すると、下痢や嘔吐の症状が現れ、乳幼児や高齢者は、脱水症状を起こすことが心
配されますので、早めに医療機関を受診しましょう。

石けんを使ってしっかり洗い
ましょう。（調理後・食事の前
後、おむつの交換後など）

手洗い
野菜やくだものなど、生で食
べるものは流水で十分に洗い
ましょう。

食材の洗浄
食品の中心まで十分に加熱し
ましょう。（中心温度 85 度で
1分以上が目安）

食材の加熱

　乳がん検診を下記の日程で実施します。今年度
の検診をお申し込みされた方には受診票を配付し
ますので、受診票をお持ちになり、受付時間内に
検診会場にお越しください。
　４月に気仙沼会場（松岩公民館）で実施した検
診の対象者で、まだ受診していない方は、下記の
日程のうち、都合の良い日時に受診してください。
　なお、受診票を紛失された方は、受診前に市健
康増進課までご連絡ください。

乳がん検診のお知らせ

　 日　程　　　　     　　受　付    
７月28日（木）
７月29日（金）

会場【市民健康管理センター「すこやか」】

８月１日（月）　 

  9:00~9:30、10:00~10:30　
12:30~13:00、13:00~13:30
14:30~15:00、15:00~15:30
17:30~18:00、18:00~18:30

８月２日（火）
　 

  9:30~10:00、10:30~11:00
13:00~13:30、13:30~14:00

８月３日（水）
８月４日（木）
８月５日（金）

  9:00~9:30、10:00~10:30　

12:30~13:00、13:00~13:30

※今年度の申し込みは終了しています。
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※行政区ごとに受け付け時間が異なります。詳しくは配
布する受診票に同封しているお知らせをご覧ください。

乳幼児健康診査と教室・相談

相談・教室

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 日　程　 対　　象　　

７日（木） 平成28年３月１日～22日生まれ

８日（金） 平成28年３月23日～31日生まれ

〈教室・相談〉

子育て相談

名　称　 日　時　 対　　象

12日（火）
9:30~10:30

就学前のお子さん
とご家族

発育や発達、食事・
歯に関する相談

内　　容

離乳食教室
（要予約）

６日（水）
9:45~10:00

生後５～６か月の
お子さんとご家族

簡単な調理実習と
講話など

【子育て相談の持ち物】母子健康手帳
【離乳食教室の持ち物】母子健康手帳、問診票、筆記用具、エプロン、
三角巾、お手ふき、ミルク、おむつ、おんぶ帯

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

　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。

〈健康診査〉（受付時間：午後0時15分から0時45分まで）

４か月児
名　称 日　程　 対　　象　　

20日（水） 平成28年２月26日~４月20日生まれ

27日（水） 平成26年11月１日~平成27年１月27日生まれ１歳６か月児

〈相談〉

子育て相談

名　称　 日　時　 対　　象
22日（金）
9:30~10:00

就学前のお子さん
とご家族

発育や発達、食事・
歯に関する相談

内　　容

アルコール関連
家族教室

名　称　 日　時　

19日（火）
14:30~16:00

要予約。１週間前まで
に市健康増進課（tel：
21-1212）へお申し込
みください。

申し込み　　

アルコール関連
専門相談

25日（月）
14:00~15:30

19日（火）
13:00~14:30

断酒会 予約不要

場　所　　

宮城県気仙沼
保健所

本吉保健福祉
センターいこい

要予約。１週間前まで
に市健康増進課（tel：
21-1212）へお申し込
みください。

まちの保健室

名　称　 日　時　 内　容　
15日（金）
10:00~15:00

場　所　　

血圧測定・健康相談イオン
気仙沼店

こころの健康相
談

名　称　 日　時　 申し込み　
14日（木）
13:30~17:00

場　所　　

宮城県気仙沼
保健福祉事務
所思春期・ひきこ

もり相談
21日（木）
13:30~17:00

〈アルコール相談〉

〈健康相談〉

〈こころの相談〉

献血日程
日　程　

２日（土）

場　所　　

イオン気仙沼店

24日（日）　

10:00~11:45
13:00~16:00

受付時間　

東北電力気仙沼営業所
気仙沼水道事務所
海の市

11日（月）
  9:30~11:00
12:30~14:30
15:30~16:30

イオン気仙沼店10:00~11:45
13:00~16:00

休日当番医情報休日当番医情報
　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

３日(日)３日(日)

10日(日)10日(日)

17日(日)17日(日)

18日(月・祝）18日(月・祝）

31日(日）31日(日）

24日(日）24日(日）

◆葛内科胃腸科医院（田中前）
◆佐々木小児科医院（本郷）
　　※診療時間9:00~11:30、14:00~16:30
◆田中前加藤歯科医院（田中前）

◆大友病院（三日町）
◆森田医院（八日町）
◆金沢歯科医院（新町）

◆市立本吉病院（本吉町津谷）
　    ※診療時間9:00~11:00、13:30~15:00
◆齋藤外科クリニック（東新城）
◆菅野歯科医院（古町） 

◆おだか医院（田中前）
◆条南歯科医院（田中前）

◆三条小児科医院（田中前） 
◆すがわら内科クリニック（松崎萱）
　　※高校生以上、内科系
◆三浦齒科醫院（本吉町津谷）

◆村岡外科クリニック（田中前）
◆熊谷歯科医院（八日町）

tel：22-6750
tel：22-6811

tel：22-1167

tel：22-6868
tel：22-6633
tel：24-1155

tel：42-2621

tel：22-7260
tel：22-2235

tel：22-3210
tel：23-5570

tel：23-0088
tel：25-8825

tel：42-2418

tel：23-3990
tel：23-2211

※営業時間は、各薬局にお問い合わせください。

休日営業薬局情報
日　程　

八日町調剤薬局（八日町）
本吉調剤薬局（本吉町津谷）
かもめ薬局新城店（東新城）
仙台調剤薬局（松崎萱）
にこにこ堂調剤薬局（田中前）

電話番号　　薬局名（所在地）　
21-1510
42-1088
21-1026
25-8456
23-3110

10日（日）
17日（日）

24日（日）
31日（日）

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。
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乳幼児健康診査と教室・相談

相談・教室

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 日　程　 対　　象　　

７日（木） 平成28年３月１日～22日生まれ

８日（金） 平成28年３月23日～31日生まれ

〈教室・相談〉

子育て相談

名　称　 日　時　 対　　象

12日（火）
9:30~10:30

就学前のお子さん
とご家族

発育や発達、食事・
歯に関する相談

内　　容

離乳食教室
（要予約）

６日（水）
9:45~10:00

生後５～６か月の
お子さんとご家族

簡単な調理実習と
講話など

【子育て相談の持ち物】母子健康手帳
【離乳食教室の持ち物】母子健康手帳、問診票、筆記用具、エプロン、
三角巾、お手ふき、ミルク、おむつ、おんぶ帯

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

　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。

〈健康診査〉（受付時間：午後0時15分から0時45分まで）

４か月児
名　称 日　程　 対　　象　　

20日（水） 平成28年２月26日~４月20日生まれ

27日（水） 平成26年11月１日~平成27年１月27日生まれ１歳６か月児

〈相談〉

子育て相談

名　称　 日　時　 対　　象
22日（金）
9:30~10:00

就学前のお子さん
とご家族

発育や発達、食事・
歯に関する相談

内　　容

アルコール関連
家族教室

名　称　 日　時　

19日（火）
14:30~16:00

要予約。１週間前まで
に市健康増進課（tel：
21-1212）へお申し込
みください。

申し込み　　

アルコール関連
専門相談

25日（月）
14:00~15:30

19日（火）
13:00~14:30

断酒会 予約不要

場　所　　

宮城県気仙沼
保健所

本吉保健福祉
センターいこい

要予約。１週間前まで
に市健康増進課（tel：
21-1212）へお申し込
みください。

まちの保健室

名　称　 日　時　 内　容　
15日（金）
10:00~15:00

場　所　　

血圧測定・健康相談イオン
気仙沼店

こころの健康相
談

名　称　 日　時　 申し込み　
14日（木）
13:30~17:00

場　所　　

宮城県気仙沼
保健福祉事務
所思春期・ひきこ

もり相談
21日（木）
13:30~17:00

〈アルコール相談〉

〈健康相談〉

〈こころの相談〉

献血日程
日　程　

２日（土）

場　所　　

イオン気仙沼店

24日（日）　

10:00~11:45
13:00~16:00

受付時間　

東北電力気仙沼営業所
気仙沼水道事務所
海の市

11日（月）
  9:30~11:00
12:30~14:30
15:30~16:30

イオン気仙沼店10:00~11:45
13:00~16:00

休日当番医情報休日当番医情報
　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

３日(日)３日(日)

10日(日)10日(日)

17日(日)17日(日)

18日(月・祝）18日(月・祝）

31日(日）31日(日）

24日(日）24日(日）

◆葛内科胃腸科医院（田中前）
◆佐々木小児科医院（本郷）
　　※診療時間9:00~11:30、14:00~16:30
◆田中前加藤歯科医院（田中前）

◆大友病院（三日町）
◆森田医院（八日町）
◆金沢歯科医院（新町）

◆市立本吉病院（本吉町津谷）
　    ※診療時間9:00~11:00、13:30~15:00
◆齋藤外科クリニック（東新城）
◆菅野歯科医院（古町） 

◆おだか医院（田中前）
◆条南歯科医院（田中前）

◆三条小児科医院（田中前） 
◆すがわら内科クリニック（松崎萱）
　　※高校生以上、内科系
◆三浦齒科醫院（本吉町津谷）

◆村岡外科クリニック（田中前）
◆熊谷歯科医院（八日町）

tel：22-6750
tel：22-6811

tel：22-1167

tel：22-6868
tel：22-6633
tel：24-1155

tel：42-2621

tel：22-7260
tel：22-2235

tel：22-3210
tel：23-5570

tel：23-0088
tel：25-8825

tel：42-2418

tel：23-3990
tel：23-2211

※営業時間は、各薬局にお問い合わせください。

休日営業薬局情報
日　程　

八日町調剤薬局（八日町）
本吉調剤薬局（本吉町津谷）
かもめ薬局新城店（東新城）
仙台調剤薬局（松崎萱）
にこにこ堂調剤薬局（田中前）

電話番号　　薬局名（所在地）　
21-1510
42-1088
21-1026
25-8456
23-3110

10日（日）
17日（日）

24日（日）
31日（日）

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。
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