
10月は

「乳がん月間」です  

■30歳代から急増
　日本では年々、乳がんにかかる人が増加
しています。30歳代から増えはじめ、30歳
から64歳では死亡原因のトップとなってい
ます。

■早期発見が重要
　乳がんは、早期の段階で見つ
けて治療すれば、より高い確率
で完全に治すことができます。
定期的な検診と月１回のセルフ
チェックで、乳がんを早期に発
見しましょう。

早期発見のポイントは
定期的な検診と
セルフチェック

※上記以外の医療機関で接種を希望する
場合は、事前にお問い合わせください。

■問い合わせ先／市健康増進課☎21-1212

左右の乳房の大きさや形に違いは
ありませんか？
　鏡の前に立ち、左右の乳房の大きさや
形に違いがないか、乳房に「えくぼ」の
ようなくぼみ、乳首のひきつれやただれ
がないかよく見ましょう。手を上げた状
態でも同じようにチェックします。

check1

乳房から血液や膿が出たり、わきの下の
リンパが腫れたりしていませんか？

　乳頭をつまんでみて、乳首から血液や
膿のようなものが出ないかを調べます。
最後にわきの下のリンパ腺が腫れていな
いかどうかも、触って確かめます。

check3

　■問い合わせ先／市健康増進課☎21-1212

乳房にしこりはありませんか？
　あお向けに寝た状態で片手を上げ、
乳房にしこりがないか調べます。乳房
を指の腹で押さえるようにして触り、
大きな「の」の字を描くようにまんべ
んなく行います。

check2

健康プラザ
Healthy plaza

高齢者の方を対象に
インフルエンザ予防接種

　予防接種を受ける場合は、希望する実施
指定医療機関にお申し込みください。
■対象となる方／本市に住所を有する方

で、①接種日に満 65 歳以上の方、②接種
日に満60歳以上65歳未満で心臓やじん
臓、呼吸器に重い病気のある方

■接種期間／10月１日から来年１月31日まで
※医療機関により異なる場合があります。
■接種回数／１回
■接種料金／自己負担金 2,000 円 （税込）
※対象となる方で、生活保護世帯の方は無

料。接種期間を過ぎた場合や２回目の
接種をする場合は、全額自己負担。

■予診票／病院に備え付けてあります。
■持ちもの／健康保険証など身分を証明す

るものを医療機関にご提示ください。

実施指定医療機関名（市内のみ掲載）

・あいざわクリニック（東新城）
・猪苗代医院（三日町）
・猪苗代病院（南町）
・うちクリニック（東新城）
・大里胃腸科内科医院（南郷）
・大島医院（高井）
・大友病院（三日町）
・おだか医院（田中前）
・小野医院（唐桑町宿浦）
・小野寺医院（赤岩五駄鱈）
・葛内科胃腸科医院（田中前）
・気仙沼市立病院（赤岩杉ノ沢）
・気仙沼市立本吉病院（本吉町津谷明戸）
・小松クリニック（東八幡前）
・齋藤外科クリニック（東新城）
・佐々木小児科医院（本郷）
・三条小児科医院（田中前）
・条南整形外科（田中前）
・すがわら内科クリニック（松崎萱）
・鈴木医院（長磯原ﾉ沢）
・中原クリニック（田谷）
・三峰病院（松崎柳沢）※通院者のみ
・村岡外科クリニック（田中前）
・もとよしクリニック（本吉町津谷長根）
・森産婦人科医院（入沢）
・森田医院（八日町）
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●問い合わせ先／市危機管理課 防災情報係　☎ 22-3402

「土砂災害から身を守るために」
防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode28~

■防災基礎クイズ
Ｑ　降雨、地震等による土砂の移動が原因となる災害のことを何というでしょう？

答え：土砂災害

毎月 11 日は「防災を考える日」です。
震災の教訓や災害への日頃の備えなどについて、家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。

■気仙沼市土砂災害ハザードマップを確認しましょう
　気仙沼市土砂災害ハザードマップは、宮城県が土砂災害の危険性がある箇所について、土
砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく調査を行い指定
した「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」を示した地図です。避難場所や主要な避
難経路などを掲載していますので、土砂災害から身を守るために、
自宅や職場などの周辺に土砂災害の危険がないか確認するなど、
土砂災害に備えましょう。
※土砂災害の危険性がある箇所については、気仙沼市防災マップ（土砂災害）をご覧ください。

・気仙沼市土砂災害
ハザードマップ

・気仙沼市防災マッ
プ ( 土砂災害 ) 

　国民健康保険被保険者証（保険証）
の一斉更新に伴い、10 月 1 日からお使
いいただく保険証を、簡易書留郵便で
送付しています。10 月以降に医療機関
を受診する際
は、新しい保険
証を窓口で提示
してください。

国民年金任意加入制度
をご存知ですか

国民健康保険被保険者証
を送付しました

　老齢基礎年金は、20 歳から 60 歳までの 40 年間保険
料を納めることで、満額受給することができます。
　しかし、60 歳までに老齢基礎年金の受給資格期間で
ある 10 年を満たしていない場合や、納付済み期間が
40 年に満たないため、満額受給できない場合は、60 歳
以降でも、国民年金に任意加入し、保険料を納付するこ
とで、不足分を補うことができます。
●任意加入ができる方／現在厚生年金に加入してお

らず、国民年金の繰上げ受給をしていない方。
●納付できる期間／
　申し出された月分から以下の期間までです。
　・納付済期間が 40 年（480 月）に満たない方は 65 歳まで
　・受給資格期間の 10 年（120 月）を満たしていない

方は 70 歳まで（昭和 40 年４月１日以前に生まれ
た方に限ります。）

　※満額（480 月）を超える期間の加入はできません。
●手続きに必要なもの／
　年金手帳、振替希望の預金通帳と印鑑（届出印） 
●その他／
　・保険料の納付方法は、原則、口座振替となります。
　・任意加入をやめるときにも手続きが必要です。
　・外国に居住する 20 歳以上 65 歳未満の日本人の

方も任意加入ができます。
●問い合わせ先／
　市 市民課 国民年金係 ☎22-6600　内線 365
　（唐桑・本吉総合支所の市民生活課でも受け付けます）

●問い合わせ先／
　市保険課 国保賦課係　
　☎22-6600　内線 371・372・373

Ｑ  有効期限の切れた保険証は？

Ａ  市役所・支所・出張所へ返還いただ
くか、ご自身で破棄してください。

Ｑ  届いたときに不在などの場合は？

Ａ  不在連絡票が投函されます。
　・10 月６日（土）まで
　　…不在連絡票記載の連絡先へお　  

問い合わせください。
　・10 月９日（火）から
　　…市役所保険課でお受け取りく     

ださい（別世帯の方が来られる場
合は委任状が必要です。）

　※印鑑、身分証明書（運転免許証など）が必要です。
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高齢者の方を対象に
インフルエンザ予防接種

　予防接種を受ける場合は、希望する実施
指定医療機関にお申し込みください。
■対象となる方／本市に住所を有する方

で、①接種日に満 65 歳以上の方、②接種
日に満60歳以上65歳未満で心臓やじん
臓、呼吸器に重い病気のある方

■接種期間／10月１日から来年１月31日まで
※医療機関により異なる場合があります。
■接種回数／１回
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接種をする場合は、全額自己負担。

■予診票／病院に備え付けてあります。
■持ちもの／健康保険証など身分を証明す

るものを医療機関にご提示ください。
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・あいざわクリニック（東新城）
・猪苗代医院（三日町）
・猪苗代病院（南町）
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・葛内科胃腸科医院（田中前）
・気仙沼市立病院（赤岩杉ノ沢）
・気仙沼市立本吉病院（本吉町津谷明戸）
・小松クリニック（東八幡前）
・齋藤外科クリニック（東新城）
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・三条小児科医院（田中前）
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・すがわら内科クリニック（松崎萱）
・鈴木医院（長磯原ﾉ沢）
・中原クリニック（田谷）
・三峰病院（松崎柳沢）※通院者のみ
・村岡外科クリニック（田中前）
・もとよしクリニック（本吉町津谷長根）
・森産婦人科医院（入沢）
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健康プラザ
Healthy plaza

健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

４か月児健診

４日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年６月1日～
18日生まれ

乳幼児健診は、「すこやか」、「いこ
い」のどちらの会場でも受けるこ
とができます。ただし、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
地域の担当係へご連絡ください。
※「いこい」会場では11/14に行います。

５日（金）12:15～12:30 すこやか 平成30年６月19日～
30日生まれ

子育て相談
５日（金） 9:30～10:00 いこい

就学前のお子さんと
保護者

・内容：お子さんの発育・発達、
食事、歯磨き、トイレトレーニ
ングなどの子育てに関する相談

・持ち物：母子健康手帳
17日（水） 9:30～10:00 鮪立児童館
23日（火） 9:30～10:30 すこやか

かみかみ教室
※要予約 ３日（水） 9:30～9:50 すこやか

生後 10 ～ 13 か月の
お子さんと家族

（定員 15 名）

・持ち物：母子健康手帳・筆記用
具・お手ふき・ミルク・おむつ・
問診票

～妊娠中・産後の方～
女性のための
ボディケア講座
※要予約

15日（月）12:45～13:00 すこやか

・ 妊 娠 24 週 間 以 降 で、
医師による運動制限の
ない方（同意書必要）

・出産後、１か月健康診
査にて異常がなく、産
後５か月未満の方

・内容：バランスボールを使用し
た有酸素運動や心身のリフレッ
シュ方法など

・持ち物：運動しやすい薄手の服
装・飲み物

※ 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、
　ご確認ください。

乳幼児健康診査と教室・相談

■予約・問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

日 診療機関（所在地）・電話番号・備考 診療機関（所在地）・電話番号 薬局（所在地 )・電話番号

７日（日）
葛内科胃腸科医院（田中前）
☎ 22-6750・小学生以上、内科
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

三浦齒科医院（本吉町津谷
明戸）
☎ 42-2418

　ー

８日（月・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

熊谷歯科医院（八日町）
☎ 23-2211 　－

14日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

小松歯科医院（東八幡前）
☎ 23-5571

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

21日（日）
市立本吉病院（本吉町津谷明戸）
☎ 42-2621・内科
9:00 ～ 11:00、13:30 ～ 15:00

ファミリー歯科医院（田中
前）
☎ 24-2822

本吉調剤薬局（本吉町津谷
新明戸）
☎ 42-1088

28日（日）
条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00

佐藤歯科医院（唐桑町馬場）
☎ 32-2309

条南マリン薬局（田中前）
☎ 21-2227
田谷薬局（田中前）
☎ 25-1381

まちの保健室 日 時　間 場　所 内　　容

15日(月) 10:00～15:00 イオン気仙沼店 保健師や看護師等による血圧測定・健康相談

日 場　所 受付時間

10日（水）
県トラック協会気仙沼支部（本郷） 10:30 ～ 12:00
気仙沼本吉広域防災センター 　　　　　　　 13:30 ～ 14:30

17日（水）
階上公民館 10:30 ～ 12:00
七十七銀行内脇支店 　　　　　　　 13:30 ～ 14:30

19日（金）県気仙沼保健福祉事務所 10:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30
28日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45、13:00 ～ 16:00

献血日程

休日当番医・調剤薬局 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）
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健康プラザ
Healthy plaza

今年度の『健康診査』はもうお済みですか？
　平成 30 年度の生活習慣病に関する健康診査などをまだ受診して
いない方を対象に、健康診査を実施します。健康診査を受けていな
い方は、ぜひ受診して健康管理に役立てましょう。

■対象となる方・料金など
健康診査名
一般健康
診査

特定健康
診査

後期高齢者
健康診査

自己負担額対象となる方
20歳以上40歳未満の方（昭和54年４月１
日～平成11年４月１日生まれの方）

40歳以上75歳未満の方で健診受診日に市
の国民健康保険に加入している方（昭和
54年3月31日以前生まれの方で、健診受診
日現在の年齢が75歳未満の方）

後期高齢者医療制度に加入している方

　1,000 円

市民税課税世帯：
1,000 円
非課税世帯：無料

無料

18日（木）  9:00～10:00
19日（金）  9:00～10:00
20日（土）  9:00※～10:30
21日（日）  ※大腸がん検診（提出のみ）8:00～10:30  

実施日 受付時間 場　　所
「燦さん館」（唐桑）
「いこい」（本吉）
「すこやか」（東新城）

■持参する物／受診票、尿容器、健康保険
証、健康手帳（お持ちの方のみ）

■日時・受付時間・場所／都合のつく会場で
受診してください。

■ご注意ください
・受診票がない方でも受診できます。健診会場にてお申し出ください。
・結核・肺がん検診は「すこやか」会場のみ実施します。また、大腸

がん検診の新規申し込みは終了しています。
※対象となる方や料金など詳しくは、お問い合わせください。
■問い合わせ先／市健康増進課☎21-1212

認知症ミニ講演会 『認知症サポーター養成講座』 にご参加ください

託児サービスを
実施します！

・10/20（土）
9:00 ～ 10:00

・２か月から未就
学児まで

※要予約。詳しくは
お問い合わせく
ださい。
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　認知症があっても住み慣れた地域で生
活できるまちづくりを目指して『認知症サ
ポーター養成講座』を開催します。
　会場は９か所予定していますので、都
合の良い会場にご参加ください。
■参加費／無料
■申し込み方法／10月開催分は10月９日

（火）まで、11月開催分は11月５日（月）
までに、電話かファクスでお申し込み
ください。

■申し込み・問い合わせ先／
市地域包括支援センター
☎ 22-6600（内線 418、419）
fax 25-1577

場　　所
市役所ワン・テン庁舎２階大ホール
条南分館
松岩公民館
面瀬公民館
おおしまハーティケアセンター
市民福祉センター「やすらぎ」
小泉公民館
階上公民館
市民健康管理センター「すこやか」

日　程
10月 15日（月）
10月 16日（火）
10月 22日（月）
11月 13日（火）
11月 18日（日）

11月 
20日（火）

11月 20日（火）
11月 22日（木）
11月 26日（月）

時間は全て、午後１時 30 分から３時まで
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健康プラザ
Healthy plaza

健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

４か月児健診

４日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年６月1日～
18日生まれ

乳幼児健診は、「すこやか」、「いこ
い」のどちらの会場でも受けるこ
とができます。ただし、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
地域の担当係へご連絡ください。
※「いこい」会場では11/14に行います。

５日（金）12:15～12:30 すこやか 平成30年６月19日～
30日生まれ

子育て相談
５日（金） 9:30～10:00 いこい

就学前のお子さんと
保護者

・内容：お子さんの発育・発達、
食事、歯磨き、トイレトレーニ
ングなどの子育てに関する相談

・持ち物：母子健康手帳
17日（水） 9:30～10:00 鮪立児童館
23日（火） 9:30～10:30 すこやか

かみかみ教室
※要予約 ３日（水） 9:30～9:50 すこやか

生後 10 ～ 13 か月の
お子さんと家族

（定員 15 名）

・持ち物：母子健康手帳・筆記用
具・お手ふき・ミルク・おむつ・
問診票

～妊娠中・産後の方～
女性のための
ボディケア講座
※要予約

15日（月）12:45～13:00 すこやか

・ 妊 娠 24 週 間 以 降 で、
医師による運動制限の
ない方（同意書必要）

・出産後、１か月健康診
査にて異常がなく、産
後５か月未満の方

・内容：バランスボールを使用し
た有酸素運動や心身のリフレッ
シュ方法など

・持ち物：運動しやすい薄手の服
装・飲み物

※ 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、
　ご確認ください。

乳幼児健康診査と教室・相談

■予約・問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

日 診療機関（所在地）・電話番号・備考 診療機関（所在地）・電話番号 薬局（所在地 )・電話番号

７日（日）
葛内科胃腸科医院（田中前）
☎ 22-6750・小学生以上、内科
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

三浦齒科医院（本吉町津谷
明戸）
☎ 42-2418

　ー

８日（月・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

熊谷歯科医院（八日町）
☎ 23-2211 　－

14日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

小松歯科医院（東八幡前）
☎ 23-5571

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

21日（日）
市立本吉病院（本吉町津谷明戸）
☎ 42-2621・内科
9:00 ～ 11:00、13:30 ～ 15:00

ファミリー歯科医院（田中
前）
☎ 24-2822

本吉調剤薬局（本吉町津谷
新明戸）
☎ 42-1088

28日（日）
条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00

佐藤歯科医院（唐桑町馬場）
☎ 32-2309

条南マリン薬局（田中前）
☎ 21-2227
田谷薬局（田中前）
☎ 25-1381

まちの保健室 日 時　間 場　所 内　　容

15日(月) 10:00～15:00 イオン気仙沼店 保健師や看護師等による血圧測定・健康相談

日 場　所 受付時間

10日（水）
県トラック協会気仙沼支部（本郷） 10:30 ～ 12:00
気仙沼本吉広域防災センター 　　　　　　　 13:30 ～ 14:30

17日（水）
階上公民館 10:30 ～ 12:00
七十七銀行内脇支店 　　　　　　　 13:30 ～ 14:30

19日（金）県気仙沼保健福祉事務所 10:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30
28日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45、13:00 ～ 16:00

献血日程

休日当番医・調剤薬局 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）
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