
健康プラザ
Ｈealthy plaza

乳幼児健康診査と教室・相談
　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。
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。

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（tel:21-1212）

子育て相談

かみかみ教室 生後10～13か月のお
子さんとご家族（要予約）

※「すこやか」での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。

平成29年２月１日
～15日生まれ
平成29年２月16日
～28日生まれ

４ か 月 児
健 康 診 査

15 日（木）
（12:15~12:30受付）
16 日（金）
（12:15~12:30受付）

母子健康手帳、
問診票、バスタオル

母子健康手帳、
お手ふきなど

名　称 日　程 対　象 持ち物

21 日（水）
（9:45~10:00受付）

パパママ教室
（妊婦歯科健康診査）

妊婦とご家族
（要予約：15組）

19 日（月）
（13:10~13:25受付）

就学前のお子さ
んとご家族

14 日（水）
（9:30~10:30受付）

母子健康手帳

子育て相談 就学前のお子さ
んとご家族

27 日（火）
（9:30~10:00受付）

母子健康手帳

母子健康手帳

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:25-7645）

※営業時間は、各薬局にお問い合わせください。

日　程　

はしかみ調剤薬局（長磯牧通）

ししおり調剤薬局（東八幡前）

仙台調剤薬局（松崎萱）

にこにこ堂調剤薬局（田中前）

オルセー薬局（本吉町津谷明戸）

条南マリン薬局（田中前）

田谷薬局（田中前）

電話番号薬局名（所在地）　

27-5939

24-2252

25-8456

23-3110

31-1511

21-2227

25-1381

　
４日（日）

11日（日）

18日（日）

25日（日）

休日営業薬局情報

名　称 日　程 対　象 持ち物　

子育て相談 16 日（金）
（9:30~10:00受付）

就学前のお子さ
んとご家族 母子健康手帳

※「いこい」での２歳６か月児健診の対象者の方には、事前に通知を
　郵送しますので、日程をご確認ください。

大島児童館会場大島児童館会場 （tel:28-2655）
名　称 日　程 対　象 持ち物

相談・教室
○２日（金）
 こころの相談（13:30~17:00）　県気仙沼保健所
　（要予約／１週間前までに健康増進課へお申し込みください）

○15 日（木）
 まちの保健室（10:00~15:00）　イオン気仙沼店

○26 日（月）
    断酒会（14:00~15:30）　本吉保健福祉センター「いこい」
　（問い合わせ先：ＮＰＯ法人宮城県断酒会事務局 　tel：022-214-1870）　

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
※歯科診療時間9:00~12:00、14：00～17：00（最終受付16：00）

鈴木医院（長磯原ノ沢）　　　27-2315
※診療時間9:00~11:00、14:00~16:00
小松クリニック（東八幡前）　   21-5770
※内科　中学生以上
小松歯科医院（東八幡前）　　   23-5571
すがわら内科クリニック(松崎萱)   25-8825
※診療時間9:00~11:30、14:00~16:30
※高校生以上・内科系
村岡外科クリニック（田中前）23-3990
ファミリー歯科医院（田中前）24-2822
大友病院（三日町） 　　　　    22-6868
市立本吉病院（本吉町津谷明戸）　  42-2621
佐藤歯科医院（唐桑町馬場）     32-2309
条南整形外科（田中前）　　　29-6711
小野医院（唐桑町宿浦）　　　32-3128
※診療時間9:00~12:00、14:00~17:00
菅原歯科医院（南郷）　　　     24-1818

日　程　 電話番号　　病院名（所在地）　

４日（日）

11日（日）

18日（日）

25日（日）

献血日程
日　程　 場　所　　

10:00~12:00
受付時間

13:00~16:00
９日（金） 気仙沼市役所

イオン気仙沼店
10:00~11:45
13:00~16:00

25日（日）

子育て相談 就学前のお子さ
んとご家族

７月４日（火）
（9:30~10:30受付）

母子健康手帳

鮪立児童館会場鮪立児童館会場 （問 燦さん館　tel:32-4811）
名　称 日　程 対　象 持ち物
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６/ ７（水）
６/ ８（木）

６/ ９（金）

６/ 12（月）
６/ 13（火）
６/ 14（水）
６/ 15（木）
６/ 16（金）
６/ 19（月）
６/ 20（火）
６/ 21（水）
６/ 22（木）
６/ 23（金）
６/ 26（月）
６/ 27（火）

６/ 28（水）

６/ 29（木）
６/ 30（金）
７/ ２（日）
７/ ３（月）
７/ ４（火）
７/ 20（木）
７/ 21（金）

条南中学校体育館
条南中学校体育館
月立小学校体育館
五右衛門ヶ原運動場住宅集会所
階上公民館
階上公民館
階上公民館
面瀬公民館
面瀬公民館
面瀬中学校体育館
面瀬中学校体育館
大島開発総合センター
大島開発総合センター
大島開発総合センター
松岩公民館
松岩公民館
松岩公民館
松岩公民館
松岩公民館
総合体育館「ケー・ウエーブ」
市民健康管理センター「すこやか」
市民健康管理センター「すこやか」
市民健康管理センター「すこやか」
ワン・テン庁舎２階大ホール
松岩公民館

　　　　　日程・会場・対象地区
　■受付時間・・・午前は９時から 11時まで、 　午後は１時 30分から２時 15分まで、
　　　　　　　　　夜間は午後５時から７時まで

※総合健診の内容・一時託児については、広報けせんぬま5月 1号をご覧ください。
※本吉地域の日程については、広報けせんぬま7月 1号でお知らせします。

月　日 会　場 対　象　地　区
【午前】九条２、田中２　　　　　【午後】九条3・４
【午前】田中前１・２、神山　　　【午後】田中３・４
【午前】早稲谷、上八瀬上、上八瀬下、塚沢、関根、台
【午後】五右衛門ヶ原運動場住宅・テニスコート住宅・野球場住宅にお住いの方
【午前】波路上（旧向原・牧・上町・岩井崎・内田・杉ノ下）【午後】長磯原
【午前】森前林　　　　　　　　　【午後】七半沢、最知高
【午前】長磯高、川原　　　　　　【午後】長磯浜
【午前】鶴巻１　　　　　　　　　【午後】鶴巻２、尾崎
【午前】上沢　　　　　　　　　　【午後】高谷
【午前】上沢１、下沢　　　　　　【午後】上沢2・3、青葉が丘
【午前】千岩田　　　　　　　　　【午後】赤田
【午前】要害、新王平、亀山　　　【午後】崎浜
【午前】浅根、磯草　　　　　　　【午後】長崎、廻舘
【午前】田尻、浦の浜　　　　　　【午後】外浜、大初平、高井
【午前】石甲　　　　　　　　　　【午後】舘森
【午前】赤岩五駄鱈、老松　　　　【午後】赤岩、浦田
【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）
【午前】後沢1・2　　　　　　　　【午後】後沢3
【午前】三峰、平貝　　　　　　　【午後】牧沢・牧沢2
【9:00～11:00】全地域（平日受診できない方）
【午前】田柄1・２・3　　　　　　【午後】新城東
【午前】上廿一、下廿一、高屋敷、下八瀬　【午後】立沢、金成沢、和野、上前木、下前木
【午前・午後】全地域
【午前・午後】全地域

健康プラザ
Ｈealthy plaza

　■問い合わせ先／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

『総合健診」

対象地区
日の口１・２、両沢

大浦、小々汐、梶ヶ浦、鶴ヶ浦

早稲谷、上八瀬下、上八瀬上、下八瀬
上沢２・３、青葉が丘
塚沢、関根、台
波路上（旧 牧・上町・岩井崎・内田）
長磯浜、波路上（旧向原・杉ノ下）
七半沢、長磯高、川原
　－
長磯原
森前林
最知高

市民福祉センター
「やすらぎ」

市民福祉センター
「やすらぎ」
面瀬公民館

面瀬公民館
大島開発総合センター
大島開発総合センター
大島開発総合センター
「すこやか」
面瀬公民館
面瀬公民館
「すこやか」
「すこやか」

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
栄町、新浜町１、西中才、東八幡、
東中才１・2・３
鶴巻１

尾崎、鶴巻２、上沢１、下沢
高井、田尻、浦の浜、磯草、外浜、大初平
要害、長崎、廻舘
崎浜、浅根、新王平、亀山
田柄３、表松川
上沢、千岩田
高谷、赤田
新城東、和野、金成沢、内松川

６/ 20（火）

６/ 21（水）

６/ 22（木）

６/ 23（金）
６/ 28（水）
６/ 29（木）
６/ 30（金）
７/ １（土）
７/ ４（火）
７/ ５（水）
７/ ６（木）
７/ ７（金）

白山コミュニティ
センター

大浦公会堂

月立小学校体育館
上沢３区自治会館
月立小学校体育館
階上公民館
階上公民館
階上公民館
　　－
階上公民館
階上公民館
階上公民館

月　日 会　場 対象地区 会　場

　　　　　　日程・会場・対象地区　■受付時間・・・午前７時 15分から９時 30分まで

※気仙沼・松岩地区の胃がん検診は９・１０月に実施します。

『胃がん検診」

立沢、田柄１・２、高屋敷、下廿一、上廿一、下前木、上前木
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健康プラザ
Ｈealthy plaza

乳幼児健康診査と教室・相談
　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。
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。

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（tel:21-1212）

子育て相談

かみかみ教室 生後10～13か月のお
子さんとご家族（要予約）

※「すこやか」での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。

平成29年２月１日
～15日生まれ
平成29年２月16日
～28日生まれ

４ か 月 児
健 康 診 査

15 日（木）
（12:15~12:30受付）
16 日（金）
（12:15~12:30受付）

母子健康手帳、
問診票、バスタオル

母子健康手帳、
お手ふきなど

名　称 日　程 対　象 持ち物

21 日（水）
（9:45~10:00受付）

パパママ教室
（妊婦歯科健康診査）

妊婦とご家族
（要予約：15組）

19 日（月）
（13:10~13:25受付）

就学前のお子さ
んとご家族

14 日（水）
（9:30~10:30受付）

母子健康手帳

子育て相談 就学前のお子さ
んとご家族

27 日（火）
（9:30~10:00受付）

母子健康手帳

母子健康手帳

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:25-7645）

※営業時間は、各薬局にお問い合わせください。

日　程　

はしかみ調剤薬局（長磯牧通）

ししおり調剤薬局（東八幡前）

仙台調剤薬局（松崎萱）

にこにこ堂調剤薬局（田中前）

オルセー薬局（本吉町津谷明戸）

条南マリン薬局（田中前）

田谷薬局（田中前）

電話番号薬局名（所在地）　

27-5939

24-2252

25-8456

23-3110

31-1511

21-2227

25-1381

　
４日（日）

11日（日）

18日（日）

25日（日）

休日営業薬局情報

名　称 日　程 対　象 持ち物　

子育て相談 16 日（金）
（9:30~10:00受付）

就学前のお子さ
んとご家族 母子健康手帳

※「いこい」での２歳６か月児健診の対象者の方には、事前に通知を
　郵送しますので、日程をご確認ください。

大島児童館会場大島児童館会場 （tel:28-2655）
名　称 日　程 対　象 持ち物

相談・教室
○２日（金）
 こころの相談（13:30~17:00）　県気仙沼保健所
　（要予約／１週間前までに健康増進課へお申し込みください）

○15 日（木）
 まちの保健室（10:00~15:00）　イオン気仙沼店

○26 日（月）
    断酒会（14:00~15:30）　本吉保健福祉センター「いこい」
　（問い合わせ先：ＮＰＯ法人宮城県断酒会事務局 　tel：022-214-1870）　

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
※歯科診療時間9:00~12:00、14：00～17：00（最終受付16：00）

鈴木医院（長磯原ノ沢）　　　27-2315
※診療時間9:00~11:00、14:00~16:00
小松クリニック（東八幡前）　   21-5770
※内科　中学生以上
小松歯科医院（東八幡前）　　   23-5571
すがわら内科クリニック(松崎萱)   25-8825
※診療時間9:00~11:30、14:00~16:30
※高校生以上・内科系
村岡外科クリニック（田中前）23-3990
ファミリー歯科医院（田中前）24-2822
大友病院（三日町） 　　　　    22-6868
市立本吉病院（本吉町津谷明戸）　  42-2621
佐藤歯科医院（唐桑町馬場）     32-2309
条南整形外科（田中前）　　　29-6711
小野医院（唐桑町宿浦）　　　32-3128
※診療時間9:00~12:00、14:00~17:00
菅原歯科医院（南郷）　　　     24-1818

日　程　 電話番号　　病院名（所在地）　

４日（日）

11日（日）

18日（日）

25日（日）

献血日程
日　程　 場　所　　

10:00~12:00
受付時間

13:00~16:00
９日（金） 気仙沼市役所

イオン気仙沼店
10:00~11:45
13:00~16:00

25日（日）

子育て相談 就学前のお子さ
んとご家族

７月４日（火）
（9:30~10:30受付）

母子健康手帳

鮪立児童館会場鮪立児童館会場 （問 燦さん館　tel:32-4811）
名　称 日　程 対　象 持ち物
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