
特設人権相談所を開設します

気仙沼駅前

●入居資格／次のいずれにも該当する方。
　①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、②持ち家のない方、③市税の滞納のない方、④暴力団員でな
い方、⑤所得が基準額以下の方（面瀬住宅のみ、世帯の年間総所
得が 82 万 6,200 円以上であることが条件）、⑥同居する親族がい
る方（面瀬住宅は除く。なお、満 60 歳以上で自立して生活できる
場合などは単身可）

　  ※世帯員数により、申し込みできないタイプがあります。詳しくは
　  お問い合わせください。

市営住宅（災害公営住宅含む）
入居者募集 1212 ３３月 日 1212日月 水

申込用紙配付・申込受付期間申込用紙配付・申込受付期間

●申込方法／申込用紙に必要事項を記入し、郵送でお申し込
みください（12月 12日（水）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／唐桑・本吉総合支所 建設課／宮城

県住宅供給公社 気仙沼出張所（市役所 第２庁舎２階）ほか＞

住宅名 広さ・間取りなど
集合

鹿折南

80 ㎡   ３LDK　       1・4 階
65 ㎡   ２DK　           １階
55 ㎡   １LDK　         ４階
55 ㎡   ２DK　           ３階
55 ㎡   ２DK　           ４階   

65 ㎡   ３DK 　          ７階　
55 ㎡   １LDK　         ４階
80 ㎡   ３LDK　         ６階
55 ㎡   １LDK　         ９階
55 ㎡   ２DK　           ２階

魚町入沢

牧沢
唐桑大沢

田中

舘山

南郷

内の脇

四反田
幸町

面瀬中央

牧沢

住宅名
戸建

65 ㎡　３DK　  
65 ㎡　３DK   

55 ㎡  ２DK      

住宅名 広さ・間取りなど
長屋

80 ㎡  ３LDK　
80 ㎡  ４DK
65 ㎡  ２LDK　
55 ㎡  ２DK（２部屋有）

65 ㎡   ３DK　           １階
55 ㎡   ２DK　           ３階
65 ㎡   ２LDK　         ７階
55 ㎡   ２DK　           ２階
80 ㎡   ４DK 　          ３階
55 ㎡   ２DK 　        1・2 階

65 ㎡   ２LDK　         １階
55 ㎡   ２DK　           ２階
55 ㎡   １LDK             １階　

表松川 55 ㎡   ２DK 　          １階　

広さ・間取りなど

：車いす専用 ( 単身向け )　　  ：ペット可　　  ：高齢者見守りタイプ（キッチンを共用廊下側に配置）

馬籠（単身不可） １戸（平屋・３K） 駐車場なし
住宅名 募集戸数

【既存市営住宅】

面瀬（単身可） １戸（５階・２K） 駐車場なし

【災害公営住宅】

その他

車 ぺ 高

車

ぺ

ぺ 

ぺ

●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
　☎ 0225-21-5657 　
　〒986-0815 石巻市中里７-１-３

【唐桑地域】
・馬場 康彦さん(唐桑町馬場)

・吉田 惠吉さん（唐桑町堂角）

・畠山 あつ子さん(唐桑町小長根)

【本吉地域】
・大槻 正利さん（本吉町津谷）

・佐藤 清一郎さん（本吉町野々下）

・大江 祐子さん（本吉町午王野沢）

・及川 たい子さん（本吉町外尾）

【気仙沼地域】
・柏木 民子さん（河原田）

・堀籠 昭代さん（長磯原ノ沢）

・村上 晏孝さん（長崎）

・菅原 友子さん(西中才)

・千葉 章一さん（角地）

・佐藤 よし子さん（松川）

・山崎 昭さん（九条）

 ち  ば    しょういち

むらかみ やすたか

ほりごめ  あき よ

さ  とう

やまざきあきら

ば　ば   やすひこ

よし だ   けいきち

おおつき   まさとし

おお え    ゆう  こ

おいかわ　　　    こ

さ とう   せいいちろう

はたけやま

すがわら とも  こ

かしわぎ   たみ  こ

○12月４日 (火)
　午前10時から午後３時まで
　市ワン・テン庁舎２階  和室
○12月10日 (月)
　午前９時30分～11時30分
　本吉保健福祉センター「いこい」
○12月13日 (木)
　午前10時～正午
　唐桑体育館　事務室

●問い合わせ先／
・気仙沼人権擁護委員協議会
　　　　　　　　☎ 22-6692
・市民相談室　　☎ 22-3411

　人権は、私たちの大切な権利です。市では、次の人権擁護委
員の方々が人権についての相談に応じています。秘密は固く守
られますので、お気軽にご相談ください。

12月４日（火）から10日（月）までは12月４日（火）から10日（月）までは「人権週間」「人権週間」

ぺ

高

高

高

ぺ

ぺ

高
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健康プラザ
Healthy plaza

■問い合わせ先／市健康増進課☎ 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

　食中毒は夏だけではありません。冬には「ノ
ロウイルス」を原因とする食中毒が発生します。
　「ノロウイルス」にはワクチンがなく対症
療法に限られるので、予防対策を徹底し
ましょう。

　「歯の健診を受けたいけど、通院が
困難…」という方のために歯科医師
がご自宅に訪問し、歯の健診や口腔
ケア（お口のお掃除）を行います。
　より豊かな生活を送ることができる
ように、定期的に歯科健診を受けま
しょう。
利用できる方／市内にお住まいの 40

歳以上の歩行、移動が難しい方で歯
科医院への通院が困難な方
費用／無料（お一人に対して年に１回）
内容／歯科医師による歯の健診等
※詳しくは、お問い合わせください。

冬にも食中毒は発生します！
～ノロウイルスに注意しましょう～

通院が困難・・・
在宅訪問歯科健康診査

　子宮がん検診は、森産婦人科医院、気仙沼
市立病院で実施していますが、新たに「大里
胃腸科内科婦人科医院」を追加しました。
　希望する医療機関で受診してください（電
話予約が必要です）。受診票をお持ちでない場
合は、お問い合せください。

医療機関名 検診日・受付時間
大里胃腸科内科婦人科医院
☎ 23-7802【婦人科直通】（南郷）

月～木：午前９時～ 11 時 30 分・午後２時～４時 30 分

森産婦人科医院
☎ 22-6808（入沢）

月～金：午前９時～ 11 時 30 分・午後２時～４時 30 分
　　土：午前９時～ 11 時 30 分

気仙沼市立病院
☎ 22-7100（杉ノ沢）

金曜日のみ：午後０時 30 分～１時（総合受付にて）
※検診を希望する日の前日までに、産婦人科外来（平日午後４～５時の間）

に要電話予約。検診は午後１時 30 分から。ただし、外来診療が終わらな
い場合、お待ちいただくこと、また、緊急手術等で中止する場合があります。

実施期間／来年３月 15 日（金）まで
対象者／ 20 歳以上の女性
内容／問診、内診、細胞診（子宮頸部）
※医師が必要と認めた場合は、子宮体部検診

があります（別料金）
自己負担金／ 20 歳～ 69 歳　2,100 円
　　　　　　 70 歳以上　　　  735 円

子宮がん検診実施医療機関を追加しました

【ノロウイルス胃腸炎の症状】
・吐き気・おう吐・下痢・腹痛・発熱
・乳幼児や高齢者は、おう吐物を吸いこむこ

とによる肺炎や窒息にも注意が必要です。

感染した人の便や
嘔吐物に触れる

ウイルスのついた
手で作った食べ物
を食べる

ウイルスの蓄積し
た二枚貝などを加
熱不十分な状態で
食べる

　　たとえば、
・入れ歯が合わない
・口臭がすごく気になる
・食事の時むせる
・歯がグラグラする
・歯に詰めたものが取れた
など困っていませんか

主な感染原因 予防方法

こまめに手を洗いましょう
　アルコール消毒はノロウイ
ルスに対して効果がありま
せん。流水による手洗いが
重要です。

十分に加熱しましょう
　特に二枚貝はしっかり加
熱しましょう。加熱できな
いものは流水でよく洗いま
しょう。

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

６日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年８月1日～
16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」会場は1/16 に行います。

７日（金）12:15～12:30 すこやか 平成30年８月17日～
31日生まれ

子育て相談

７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
14日（金） 9:30～10:30 すこやか

18日（火） 9:30～10:30 燦さん館

かみかみ教室
※要予約 ５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

※ 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

２日（日）大友病院（三日町）
☎ 22-6868

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235 －

９日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

大谷歯科診療所（本吉町三島）
☎ 44-3131

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

16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

猪苗代歯科医院（松川前）
☎ 22-7184

オルセー薬局（本吉町津谷
明戸）☎ 31-1511

23日（日）
条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167

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

24日（月・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155 ー

30日（日）
うちクリニック（東新城）
☎ 23-0087
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577

新城調剤薬局（東新城）
☎ 25-7956

31日（月）
すがわら内科クリニック（松崎萱）
☎ 25-8825・高校生以上、内科系
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827

仙台調剤薬局気仙沼店（松
崎萱）☎ 25-8456

まちの保健室 日 時　間 場　所 内　　容

15日(土) 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

２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

■問い合わせ先／市健康増進課☎ 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

　食中毒は夏だけではありません。冬には「ノ
ロウイルス」を原因とする食中毒が発生します。
　「ノロウイルス」にはワクチンがなく対症
療法に限られるので、予防対策を徹底し
ましょう。

　「歯の健診を受けたいけど、通院が
困難…」という方のために歯科医師
がご自宅に訪問し、歯の健診や口腔
ケア（お口のお掃除）を行います。
　より豊かな生活を送ることができる
ように、定期的に歯科健診を受けま
しょう。
利用できる方／市内にお住まいの 40

歳以上の歩行、移動が難しい方で歯
科医院への通院が困難な方
費用／無料（お一人に対して年に１回）
内容／歯科医師による歯の健診等
※詳しくは、お問い合わせください。

冬にも食中毒は発生します！
～ノロウイルスに注意しましょう～

通院が困難・・・
在宅訪問歯科健康診査

　子宮がん検診は、森産婦人科医院、気仙沼
市立病院で実施していますが、新たに「大里
胃腸科内科婦人科医院」を追加しました。
　希望する医療機関で受診してください（電
話予約が必要です）。受診票をお持ちでない場
合は、お問い合せください。

医療機関名 検診日・受付時間
大里胃腸科内科婦人科医院
☎ 23-7802【婦人科直通】（南郷）

月～木：午前９時～ 11 時 30 分・午後２時～４時 30 分

森産婦人科医院
☎ 22-6808（入沢）

月～金：午前９時～ 11 時 30 分・午後２時～４時 30 分
　　土：午前９時～ 11 時 30 分

気仙沼市立病院
☎ 22-7100（杉ノ沢）

金曜日のみ：午後０時 30 分～１時（総合受付にて）
※検診を希望する日の前日までに、産婦人科外来（平日午後４～５時の間）

に要電話予約。検診は午後１時 30 分から。ただし、外来診療が終わらな
い場合、お待ちいただくこと、また、緊急手術等で中止する場合があります。

実施期間／来年３月 15 日（金）まで
対象者／ 20 歳以上の女性
内容／問診、内診、細胞診（子宮頸部）
※医師が必要と認めた場合は、子宮体部検診

があります（別料金）
自己負担金／ 20 歳～ 69 歳　2,100 円
　　　　　　 70 歳以上　　　  735 円

子宮がん検診実施医療機関を追加しました

【ノロウイルス胃腸炎の症状】
・吐き気・おう吐・下痢・腹痛・発熱
・乳幼児や高齢者は、おう吐物を吸いこむこ

とによる肺炎や窒息にも注意が必要です。

感染した人の便や
嘔吐物に触れる

ウイルスのついた
手で作った食べ物
を食べる

ウイルスの蓄積し
た二枚貝などを加
熱不十分な状態で
食べる

　　たとえば、
・入れ歯が合わない
・口臭がすごく気になる
・食事の時むせる
・歯がグラグラする
・歯に詰めたものが取れた
など困っていませんか

主な感染原因 予防方法

こまめに手を洗いましょう
　アルコール消毒はノロウイ
ルスに対して効果がありま
せん。流水による手洗いが
重要です。

十分に加熱しましょう
　特に二枚貝はしっかり加
熱しましょう。加熱できな
いものは流水でよく洗いま
しょう。

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

６日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年８月1日～
16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」会場は1/16 に行います。

７日（金）12:15～12:30 すこやか 平成30年８月17日～
31日生まれ

子育て相談

７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
14日（金） 9:30～10:30 すこやか

18日（火） 9:30～10:30 燦さん館

かみかみ教室
※要予約 ５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

※ 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

２日（日）大友病院（三日町）
☎ 22-6868

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235 －

９日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

大谷歯科診療所（本吉町三島）
☎ 44-3131

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

16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

猪苗代歯科医院（松川前）
☎ 22-7184

オルセー薬局（本吉町津谷
明戸）☎ 31-1511

23日（日）
条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167

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

24日（月・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155 ー

30日（日）
うちクリニック（東新城）
☎ 23-0087
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577

新城調剤薬局（東新城）
☎ 25-7956

31日（月）
すがわら内科クリニック（松崎萱）
☎ 25-8825・高校生以上、内科系
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827

仙台調剤薬局気仙沼店（松
崎萱）☎ 25-8456

まちの保健室 日 時　間 場　所 内　　容

15日(土) 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

２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）

広報
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健康プラザ
Healthy plaza

■問い合わせ先／市健康増進課☎ 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

　食中毒は夏だけではありません。冬には「ノ
ロウイルス」を原因とする食中毒が発生します。
　「ノロウイルス」にはワクチンがなく対症
療法に限られるので、予防対策を徹底し
ましょう。

　「歯の健診を受けたいけど、通院が
困難…」という方のために歯科医師
がご自宅に訪問し、歯の健診や口腔
ケア（お口のお掃除）を行います。
　より豊かな生活を送ることができる
ように、定期的に歯科健診を受けま
しょう。
利用できる方／市内にお住まいの 40

歳以上の歩行、移動が難しい方で歯
科医院への通院が困難な方
費用／無料（お一人に対して年に１回）
内容／歯科医師による歯の健診等
※詳しくは、お問い合わせください。

冬にも食中毒は発生します！
～ノロウイルスに注意しましょう～

通院が困難・・・
在宅訪問歯科健康診査

　子宮がん検診は、森産婦人科医院、気仙沼
市立病院で実施していますが、新たに「大里
胃腸科内科婦人科医院」を追加しました。
　希望する医療機関で受診してください（電
話予約が必要です）。受診票をお持ちでない場
合は、お問い合せください。

医療機関名 検診日・受付時間
大里胃腸科内科婦人科医院
☎ 23-7802【婦人科直通】（南郷）

月～木：午前９時～ 11 時 30 分・午後２時～４時 30 分

森産婦人科医院
☎ 22-6808（入沢）

月～金：午前９時～ 11 時 30 分・午後２時～４時 30 分
　　土：午前９時～ 11 時 30 分

気仙沼市立病院
☎ 22-7100（杉ノ沢）

金曜日のみ：午後０時 30 分～１時（総合受付にて）
※検診を希望する日の前日までに、産婦人科外来（平日午後４～５時の間）

に要電話予約。検診は午後１時 30 分から。ただし、外来診療が終わらな
い場合、お待ちいただくこと、また、緊急手術等で中止する場合があります。

実施期間／来年３月 15 日（金）まで
対象者／ 20 歳以上の女性
内容／問診、内診、細胞診（子宮頸部）
※医師が必要と認めた場合は、子宮体部検診

があります（別料金）
自己負担金／ 20 歳～ 69 歳　2,100 円
　　　　　　 70 歳以上　　　  735 円

子宮がん検診実施医療機関を追加しました

【ノロウイルス胃腸炎の症状】
・吐き気・おう吐・下痢・腹痛・発熱
・乳幼児や高齢者は、おう吐物を吸いこむこ

とによる肺炎や窒息にも注意が必要です。

感染した人の便や
嘔吐物に触れる

ウイルスのついた
手で作った食べ物
を食べる

ウイルスの蓄積し
た二枚貝などを加
熱不十分な状態で
食べる

　　たとえば、
・入れ歯が合わない
・口臭がすごく気になる
・食事の時むせる
・歯がグラグラする
・歯に詰めたものが取れた
など困っていませんか

主な感染原因 予防方法

こまめに手を洗いましょう
　アルコール消毒はノロウイ
ルスに対して効果がありま
せん。流水による手洗いが
重要です。

十分に加熱しましょう
　特に二枚貝はしっかり加
熱しましょう。加熱できな
いものは流水でよく洗いま
しょう。

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

６日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年８月1日～
16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」会場は1/16 に行います。

７日（金）12:15～12:30 すこやか 平成30年８月17日～
31日生まれ

子育て相談

７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
14日（金） 9:30～10:30 すこやか

18日（火） 9:30～10:30 燦さん館

かみかみ教室
※要予約 ５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

※ 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

２日（日）大友病院（三日町）
☎ 22-6868

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235 －

９日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

大谷歯科診療所（本吉町三島）
☎ 44-3131

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

16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

猪苗代歯科医院（松川前）
☎ 22-7184

オルセー薬局（本吉町津谷
明戸）☎ 31-1511

23日（日）
条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167

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

24日（月・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155 ー

30日（日）
うちクリニック（東新城）
☎ 23-0087
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577

新城調剤薬局（東新城）
☎ 25-7956

31日（月）
すがわら内科クリニック（松崎萱）
☎ 25-8825・高校生以上、内科系
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827

仙台調剤薬局気仙沼店（松
崎萱）☎ 25-8456

まちの保健室 日 時　間 場　所 内　　容

15日(土) 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

２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）

広報
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