
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（☎21-1212）

子育て相談

※「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５月１日
～15日生まれ
平成29年５月16日
～31日生まれ

４か 月 児
健康診査

７日（木）
（12:15~12:30受付）
８日（金）
（12:15~12:30受付）

母子健康手帳、
問診票、バスタオル

名　称 日　程 対　象 持ち物

パ パ マ マ
教 室
（妊 婦 歯 科
健 康 診 査）

内容：講話と健診、
妊娠中・産後の食
事のポイント
持ち物：母子健康手帳

21 日（木）
（13:10~13:25受付）

就学前のお子さ
んとご家族

妊婦とご家族
（要予約：15組）

20 日（水）
（9:30~10:30受付）

電話番号

休日営業薬局情報

※営業時間は、各薬局にお問い合わせください。

日　程　

にこにこ堂調剤薬局（田中前）
仙台調剤薬局（松崎萱）
かもめ薬局（東新城）
東新城薬局（東新城）
オルセー薬局（本吉町津谷明戸）

薬局名（所在地）　

23-3110
25-8456
21-1024
25-7956
31-1511

10日（日）
17日（日）
18日（月）
23日（土）
24日（日）

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16：30）

葛内科胃腸科医院（田中前）　22-6750
大友病院（三日町） 　　　　    22-6868
条南歯科医院（田中前）　　　23-5570
村岡外科クリニック（田中前）23-3990
三浦歯科醫院（本吉町津谷明戸）　  42-2418
すがわら内科クリニック(松崎萱)   25-8825
※内科系・高校生以上、診療時間9:00~11:30、14:00~16:30
熊谷歯科医院(八日町) 　　　  23-2211
佐々木小児科医院（本郷）　　22-6811
※小児科、診療時間9:00~11:30、14:00~16:00
齋藤外科クリニック(東新城)   22-7260
※診療時間9:00~13:00、14:00~16:00
小松歯科医院（東八幡前）　　23-5571
おだか医院（田中前）　　　　22-3210
うちクリニック（東新城）　　23-0087
※診療時間9:00~12:00、14:00~17:00
ファミリー歯科医院（田中前）24-2822
市立本吉病院（本吉町津谷明戸）　  42-2621
三条小児科医院（田中前）　　23-0088
※診療時間9:00~12:00、14:00~17:00
佐藤歯科医院（唐桑町馬場）     32-2309

日　程　 電話番号　　病院名（所在地）　
 　
３日（日）

　　
10日（日）

　
17日（日）

　
18日（月）

　

23日（土）

　

24日（日）

献血日程
日　程 場　所受付時間

 ９日（土）　10:00~11:45・13:00~16:00　イオン気仙沼店
14日（木）　　　－　　   13:30~14:30　本吉総合支所
18日（月）　10:00~11:45・13:00~16:00　イオン気仙沼店

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

母子健康手帳

離乳食教室 生後5～6か月のお子
さんとご家族（要予約）

６日（水）
（9:45~10:00受付）

母子健康手帳

相談・教室
○こころの相談 （＊）
　思春期・ひきこもり相談  14 日（木）13:30~17:00 県気仙沼保健所
　　　　　　　　　　10/  5 日（木）13:30~17:00 県気仙沼保健所

○アルコール相談・教室
　アルコール関連家族教室 (＊）19日（火）13:00~14:30 県気仙沼保健所
　アルコール関連専門相談 (＊）19日（火）14:30~16:00 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
　
○断酒会　
    25 日（月）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 　☎：022-214-1870）　
　
○まちの保健室 （保健師などによる血圧測定・健康相談）
　11 日（月）10:00~15:00　薬王堂気仙沼本吉店
　15 日（金）10:00~15:00　イオン気仙沼店

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 　（☎25-7645）
名　称 日　程 対　象 持ち物　

20 日（水）
（12:00~12:15受付）

子育て相談 就学前のお子さ
んとご家族

15 日（金）
（9:30~10:00受付） 母子健康手帳

４か 月 児
健康診査

平成29年4月20日
～6月20日生まれ

母子健康手帳、
問診票、バスタオル

子育て相談 就学前のお子さ
んとご家族

13 日（水）
（9:30~10:30受付）

母子健康手帳

保健福祉センター「燦さん館」会場保健福祉センター「燦さん館」会場 （☎32-4811）
名　称 日　程 対　象 持ち物
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健康プラザ
Ｈealthy plaza

古町三区自治会館
条南分館
古町三区自治会館
条南分館
古町三区自治会館
条南分館
市民健康管理センター「すこやか」
田中四区自治会館
南郷コミュニティセンター
水梨文化館
松岩公民館
気仙沼公園住宅集会所
松岩公民館
気仙沼公園住宅集会所
松岩公民館
松岩公民館
松岩公民館
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」
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」

古町１・２・３、福美町
田中２、神山
古町４・５、化粧坂
田中１、田中前２、田谷
古町６、滝の入１・２、新町１・２
田中３、田中前１
九条１
田中４
南郷１・２・３
金取、羽田、水梨、前田、大石倉
舘森、赤岩五駄鱈、老松
沢田、南町１・４、柏崎
前浜、三峰、平貝
河原田１・２、南が丘
後沢３、石甲、牧沢２
片浜、古谷館、松崎五駄鱈、後沢１・２
牧沢、浦田、赤岩
九条２・３・４
九条５、四反田、本郷１・２
本町１・２、舘山１・２
三日町１・２、八日町１・２、魚町１・２・３、陣山、太田１・２
入沢、南町２・３、港町、幸町１・３・４、仲町、魚市場前、
弁天町１・２、潮見町１・２、内の脇１・２・３、川口町

　
9/13（水）

9/14（木）

9/15（金）

9/16（土）

9/20（水）

　
9/21（木）

9/22（金）

9/26（火）
9/27（水）
9/28（木）
9/29（金）
10/3（火）
10/4（水）
10/5（木）

10/6（金）

月　日 会　場 対象地区

「胃がん検診」を実施します

　結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起こる病気です。結核
菌が咳やくしゃみと一緒に空気中に飛び散り、それを周りの人が
吸い込むことによって感染します。
　日本で結核と診断される方の70％が60歳以上の人であり、今で
も年間で約２万人の人が亡くなっています。
　結核の予防には、栄養バランスのとれた食事・十分な睡眠・適度
な運動など、免疫力を高める生活習慣を心がけることが大切です。
　また、早期発見には胸のレントゲン検査が有効です。感染症法に
より、65歳以上の方は年1回の検診が義務づけられています。市や
職場での検診を積極的に利用して、年に1回は胸部レントゲン検査
を受けましょう。

～ 35歳以上の方（昭和 58年 4月 1日以前生まれ）の方が対象です～
■自己負担額／①35 歳から 69 歳まで･･･1,600 円　         ②70 歳以上･･･　500 円
　　　　　　　③65歳から 69 歳で後期高齢者医療制度に加入している方･･･　500 円
                                   （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）
■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）
■期日・会場・対象地区／

９月 24日から 30日は「結核予防週間」です
年に１回は「胸部レントゲン検査」を受けましょう

※事前に申し込みの
ない方も受診でき
ますので、当日検
診会場にてお申し
込みください。

　結核の初期症状は、普通の
風邪とよく似ています。
「せきが 2 週間以上続く」「た
んが出る」「からだがだるい」
「微熱が続いている」などの
症状がある場合には、早めに
医療機関を受診しましょう。
　早期発見は、本人の重症化
を防ぐだけではなく、周囲の
人への感染の拡大を防ぐため
にも重要です。

■受付時間／
午前７時 15分から
９時 30分まで
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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（☎21-1212）

子育て相談

※「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５月１日
～15日生まれ
平成29年５月16日
～31日生まれ

４か 月 児
健康診査

７日（木）
（12:15~12:30受付）
８日（金）
（12:15~12:30受付）

母子健康手帳、
問診票、バスタオル

名　称 日　程 対　象 持ち物

パ パ マ マ
教 室
（妊 婦 歯 科
健 康 診 査）

内容：講話と健診、
妊娠中・産後の食
事のポイント
持ち物：母子健康手帳

21 日（木）
（13:10~13:25受付）

就学前のお子さ
んとご家族

妊婦とご家族
（要予約：15組）

20 日（水）
（9:30~10:30受付）

電話番号

休日営業薬局情報

※営業時間は、各薬局にお問い合わせください。

日　程　

にこにこ堂調剤薬局（田中前）
仙台調剤薬局（松崎萱）
かもめ薬局（東新城）
東新城薬局（東新城）
オルセー薬局（本吉町津谷明戸）

薬局名（所在地）　

23-3110
25-8456
21-1024
25-7956
31-1511

10日（日）
17日（日）
18日（月）
23日（土）
24日（日）

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16：30）

葛内科胃腸科医院（田中前）　22-6750
大友病院（三日町） 　　　　    22-6868
条南歯科医院（田中前）　　　23-5570
村岡外科クリニック（田中前）23-3990
三浦歯科醫院（本吉町津谷明戸）　  42-2418
すがわら内科クリニック(松崎萱)   25-8825
※内科系・高校生以上、診療時間9:00~11:30、14:00~16:30
熊谷歯科医院(八日町) 　　　  23-2211
佐々木小児科医院（本郷）　　22-6811
※小児科、診療時間9:00~11:30、14:00~16:00
齋藤外科クリニック(東新城)   22-7260
※診療時間9:00~13:00、14:00~16:00
小松歯科医院（東八幡前）　　23-5571
おだか医院（田中前）　　　　22-3210
うちクリニック（東新城）　　23-0087
※診療時間9:00~12:00、14:00~17:00
ファミリー歯科医院（田中前）24-2822
市立本吉病院（本吉町津谷明戸）　  42-2621
三条小児科医院（田中前）　　23-0088
※診療時間9:00~12:00、14:00~17:00
佐藤歯科医院（唐桑町馬場）     32-2309

日　程　 電話番号　　病院名（所在地）　
 　
３日（日）

　　
10日（日）

　
17日（日）

　
18日（月）

　

23日（土）

　

24日（日）

献血日程
日　程 場　所受付時間

 ９日（土）　10:00~11:45・13:00~16:00　イオン気仙沼店
14日（木）　　　－　　   13:30~14:30　本吉総合支所
18日（月）　10:00~11:45・13:00~16:00　イオン気仙沼店

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

母子健康手帳

離乳食教室 生後5～6か月のお子
さんとご家族（要予約）

６日（水）
（9:45~10:00受付）

母子健康手帳

相談・教室
○こころの相談 （＊）
　思春期・ひきこもり相談  14 日（木）13:30~17:00 県気仙沼保健所
　　　　　　　　　　10/  5 日（木）13:30~17:00 県気仙沼保健所

○アルコール相談・教室
　アルコール関連家族教室 (＊）19日（火）13:00~14:30 県気仙沼保健所
　アルコール関連専門相談 (＊）19日（火）14:30~16:00 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
　
○断酒会　
    25 日（月）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 　☎：022-214-1870）　
　
○まちの保健室 （保健師などによる血圧測定・健康相談）
　11 日（月）10:00~15:00　薬王堂気仙沼本吉店
　15 日（金）10:00~15:00　イオン気仙沼店

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 　（☎25-7645）
名　称 日　程 対　象 持ち物　

20 日（水）
（12:00~12:15受付）

子育て相談 就学前のお子さ
んとご家族

15 日（金）
（9:30~10:00受付） 母子健康手帳

４か 月 児
健康診査

平成29年4月20日
～6月20日生まれ

母子健康手帳、
問診票、バスタオル

子育て相談 就学前のお子さ
んとご家族

13 日（水）
（9:30~10:30受付）

母子健康手帳

保健福祉センター「燦さん館」会場保健福祉センター「燦さん館」会場 （☎32-4811）
名　称 日　程 対　象 持ち物
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－下水道の利用にご協力を－－下水道の利用にご協力を－
９月10日は「下水道の日」です ●問い合わせ先／

　市下水道課 業務係　☎ 23-1010

　下水道の普及促進を目的に９月10日は、「下水道の日」と定められ、全国一斉にＰＲ活動が行われています。
　市でも、下水道の普及によりトイレの水洗化や生活排水が浄化されたことで、気仙沼湾の水質
が良くなっています。未来に美しい気仙沼の海を残し、より快適な生活を実現させ
るためにも、下水道処理区域内では、早期に下水道を利用していただきますようお
願いします。
　なお、下水道接続工事にあたっては、工事費の融資あっせん制度などもあります
ので、詳しくは、お問い合わせください。

下水道マスコットキャラクター
　          「スイスイ」

●問い合わせ先／市廃棄物対策課　☎ 23-1017

　一般家庭の「燃やせないごみ」の収集について、祝日の９月 18 日（敬老の日）
が収集日にあたっている地区は、次のとおり収集日を振り替えて特別収集を
実施しますので、午前８時30分まで最寄りの集積所にごみを出してください。

特別収集日　　　　　　　　　対象地区　　　　　　　　　　　　　対象品目

家庭ごみの特別収集を行います

９月 21日（木）
※18日（月・祝）の振り替え 田中１～４、田中前１・２

金属・硬質プラスチック類
陶磁器・ガラス類

９月は
「廃棄物不法投棄防止強化月間」
　人目につきにくい山間部や河川に不
法投棄される廃棄物が増えています。
ルールを守らないこのような行為は、郷
土の自然や生活環境を損なうものであ
り、重大な犯罪です。
　不法投棄から、美しい気仙沼を守り次
世代につなげるため一人ひとりの取り
組みが必要です。

■決められたルールでごみ処理を
　不法投棄をなくし、環境を守るため、
ごみの減量化に努めるとともに、自分が
出したごみは責任を持って決められた
ルールに従って処理しましょう。

■防止のための環境づくりにご協力を
　市では、看板の設置や巡回パトロール
を実施し、不法投棄防止や早期発見に努
めています。
　土地の所有者（管理者）の方も、空き
地の草刈りや、ロープを張るなどして不
法投棄を防止するための環境づくりに
ご協力ください。

新聞紙やペットボトルなど

資源ごみの分別にご協力ください

　市では、新聞、雑誌、段ボール、ペットボトルの分
別を徹底し、燃やせるごみの減量化と資源化率の向
上に取り組みます。市内で排出される年約２万トン
の燃やせるごみを減量することは、焼却炉の負担を
軽減し、焼却灰の減量となるため、焼却場や最終処
分場の延命化にもつながります。
　つきましては、来年１月４日から新聞、雑誌、段
ボールは「資源ごみ」、ペットボトルは「燃やせる
ごみのリサイクルするもの」として取り扱います
ので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いしま
す（９月１日から12月末までの４か月間を移行期
間とします）。
　来年１月４日以降は、新聞、雑誌、段ボール、ペッ
トボトルが混入した燃やせるごみは、違反ごみ扱
いとなりますので、ご注意ください。

ご注意ください！１月４日以降違反ごみになります

ペットボトルが
混入したもの

新聞紙、雑誌が
混入したもの

段ボールが
混入したもの
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●問い合わせ先／
　市ガス課 事業推進係　
　☎ 22-7090

●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
　☎ 0225-21-5657

●申込方法／
　専用の申込用紙に記入し、郵送で申し込みください（９月12日（火）消印有効）。
　申込用紙・案内書は次の場所で配付します。
○市建築・公営住宅課 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
○宮城県住宅供給公社 気仙沼出張所（第２庁舎２階）　○宮城県住宅供給公社 東部管理事務所

市営住宅 の入居者を募集します

鹿折住宅①
鹿折住宅②

建設住宅名 所在地

東中才 442-6 昭和 50 年度

募集戸数
１戸（１階）
１戸（２階）

住戸タイプ その他

３K

【入居資格】次のいずれにも該当する方
・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　　・持家のない方
・市税の滞納のない方　　・暴力団員でない方　　・所得が基準額以下の方　
・同居する親族がいる方　

●募集住宅・入居資格／

金 火９９ １１月 日 1212日
申込期間申込期間

いずれも単身不可で
駐車場はありません

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　９月１日から11月30日まで、ガスの使用に伴う事故防止を目的として「ガスと暮らしの安心運動」を実
施します。安全にガスを使用するため、ガス機器の正しい使い方と管理をしっかり行いましょう。
　

ガスを安全に使うために
ガスと暮らしの安心運動 を実施します

換気が不十分だと有害な一
酸化炭素が発生し、中毒に
なるおそれがあります。屋
内でガス機器を使用する場
合は、換気扇を回す、窓を
開けるなど、必ず換気しま
しょう。　

ガス機器の使用中は 
必ず換気（給気と排気）

敷地内の古いガス管は 
早めに交換

敷地内のガス管はお客様の
資産です。埋設された亜鉛
メッキ鋼管（白ガス管）は
古くなって腐食が進むとガ
ス漏れのおそれがあります。
早めに交換しましょう。

24 時間安心を見守る
警報器の設置・交換
ガス漏れや有害な一酸化炭
素が発生した場合、ランプ
と警報音でおしらせします。
交換期限は５年間です。期
限前に交換しましょう。「複
合型警報器」の設置がおす
すめです。

古くなったガス機器は 
安全型に交換

ガス機器は古くなると、部
品が劣化して火災や事故を
起こすおそれがあります。
安全装置の付いたガス機器
へ早めに交換しましょう。

ガス機器とガス栓は 
正しく接続

ガス機器とガス栓は、種類
によって接続具が違います。
正しく接続しないとガス漏
れの原因になります。取扱
説明書をよく読み、接続す
る口の形や大きさに合わせ
た正しい接続をしましょう。

地震が起きたら

あせらず、まず身の安全を確
保しましょう。震度５相当以
上の地震の場合は、ガスメー
ターが自動的にガスを遮断し
ます。揺れがおさまってから、
使用中のガス機器を止めて、
ガス栓も閉めてください。
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－下水道の利用にご協力を－－下水道の利用にご協力を－
９月10日は「下水道の日」です ●問い合わせ先／

　市下水道課 業務係　☎ 23-1010

　下水道の普及促進を目的に９月10日は、「下水道の日」と定められ、全国一斉にＰＲ活動が行われています。
　市でも、下水道の普及によりトイレの水洗化や生活排水が浄化されたことで、気仙沼湾の水質
が良くなっています。未来に美しい気仙沼の海を残し、より快適な生活を実現させ
るためにも、下水道処理区域内では、早期に下水道を利用していただきますようお
願いします。
　なお、下水道接続工事にあたっては、工事費の融資あっせん制度などもあります
ので、詳しくは、お問い合わせください。

下水道マスコットキャラクター
　          「スイスイ」

●問い合わせ先／市廃棄物対策課　☎ 23-1017

　一般家庭の「燃やせないごみ」の収集について、祝日の９月 18 日（敬老の日）
が収集日にあたっている地区は、次のとおり収集日を振り替えて特別収集を
実施しますので、午前８時30分まで最寄りの集積所にごみを出してください。

特別収集日　　　　　　　　　対象地区　　　　　　　　　　　　　対象品目

家庭ごみの特別収集を行います

９月 21日（木）
※18日（月・祝）の振り替え 田中１～４、田中前１・２

金属・硬質プラスチック類
陶磁器・ガラス類

９月は
「廃棄物不法投棄防止強化月間」
　人目につきにくい山間部や河川に不
法投棄される廃棄物が増えています。
ルールを守らないこのような行為は、郷
土の自然や生活環境を損なうものであ
り、重大な犯罪です。
　不法投棄から、美しい気仙沼を守り次
世代につなげるため一人ひとりの取り
組みが必要です。

■決められたルールでごみ処理を
　不法投棄をなくし、環境を守るため、
ごみの減量化に努めるとともに、自分が
出したごみは責任を持って決められた
ルールに従って処理しましょう。

■防止のための環境づくりにご協力を
　市では、看板の設置や巡回パトロール
を実施し、不法投棄防止や早期発見に努
めています。
　土地の所有者（管理者）の方も、空き
地の草刈りや、ロープを張るなどして不
法投棄を防止するための環境づくりに
ご協力ください。

新聞紙やペットボトルなど

資源ごみの分別にご協力ください

　市では、新聞、雑誌、段ボール、ペットボトルの分
別を徹底し、燃やせるごみの減量化と資源化率の向
上に取り組みます。市内で排出される年約２万トン
の燃やせるごみを減量することは、焼却炉の負担を
軽減し、焼却灰の減量となるため、焼却場や最終処
分場の延命化にもつながります。
　つきましては、来年１月４日から新聞、雑誌、段
ボールは「資源ごみ」、ペットボトルは「燃やせな
いごみのリサイクルするもの」として取り扱いま
すので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いし
ま す（９月１日から12月末までの４か月間を移行
期間とします）。
　来年１月４日以降は、新聞、雑誌、段ボール、ペッ
トボトルが混入した燃やせるごみは、違反ごみ扱
いとなりますので、ご注意ください。

ご注意ください！１月４日以降違反ごみになります

ペットボトルが
混入したもの

新聞紙、雑誌が
混入したもの

段ボールが
混入したもの
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