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Healthy plaza
健康プラザ

乳がん検診日程（７・８月分）気仙沼地区、新月地区、唐桑地域

月　日 受  付  時  間 対　象　行　政　区

７月10日
（水）

①９:00～９:30 石浜１・２・３
②10:00～10:30 松圃１・２・３
③12:30～13:00 中井１・２・３・４

7月11日
（木）

①９:00～９:30 鮪立１・２・３・４・５

②10:00～10:30
崎浜１・２、中１・２・３、
舘１・２

③12:30～13:00 舞根１・２、只越１・２

7月12日
（金）

①９:00～９:30 宿１・２・３

②10:00～10:30
小鯖１・２・３、
大沢１・２・３・４

対 象 者 自己負担額 検査内容
30 ～ 39 歳の女性

（S55.4.２～H2.４.１生まれ） 1,800 円 問診、超音波検査

40 歳以上（S55.4.1以前生まれ）の
女性で昨年度マンモグラフィー
検診を受診していない方

40 ～ 64 歳：
65 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

2,400 円
1,500 円

600 円
問診、マンモグラフィー
撮影

※ 65 歳～ 69 歳の方で、後期高齢者医療制度に加入されている方は、70 歳以上の方と同じ料金で受診でき
ますので、後期高齢者被保険者証（保険証）を受付に提示してください。

※生活保護世帯は無料です。生活保護受給者証を受付に提示してください。

■実施日程および会場
・「すこやか」（東新城）　　　　　　　　　　　   ・「燦さん館」　　　　　　　　　　　

月　日 受  付  時  間 対　象　行　政　区

７月29日
（月）

＜午後のみ＞

①14:00～14:30 九条１
②15:00～15:30 九条２・３
③17:30～18:00 九条４・５
④18:00～18:30 全地区対象

７月30日
（火）

＜午後のみ＞

①14:00～14:30 四反田、田中１
②15:00～15:30 田中２
③17:30～18:00 田中３・４
④18:00～18:30 全地区対象

７月31日
（水）

①９:30～10:00 田中前１・２、田谷、本郷１

②10:30～11:00
本郷２、南郷１・２・３、
神山、本町１・２

③13:00～13:30 舘山１・２、古町１・２
④13:30～14:00 古町３・４

８月１日
（木）

①９:00～９:30
古町５・６、滝の入１・２、
福美町、新町１・２、化
粧坂、三日町１・２

②10:00～10:30
沢田、八日町１・２、魚町１・
２・３、陣山、太田１・２

③12:30～13:00
入沢、南町１・２・３・４、
柏崎、港町、河原田１・２

④13:00～13:30

南が丘、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、
立沢、田柄１・２・３

８月２日
（金）

①９:00～９:30 高屋敷、新城東

②10:00～10:30
和野、金成沢、下廿一、
上廿一、下前木、上前木

③12:30～13:00
表松川、内松川、早稲谷、
上八瀬下、上八瀬上

④13:00～13:30 塚沢、関根、台、下八瀬

　　室内でも注意が必要です！

　熱中症を予防しましょう
もしかして熱中症？
　めまい、立ちくらみ　　・・・初期段階
　頭痛、吐き気、脱力感　・・・進行段階
　受け答えが困難、けいれん     ・・・重症
　　　　　＊もしもの場合は、すぐに救急車を

予防するために
①室内温度のこまめなチェック（エアコン、

遮光カーテン、すだれの利用など）
②暑さを避ける（日傘や帽子の利用、日陰

での小まめな休憩など）
③身体に熱がこもらないように（通気性の良

い吸湿性・速乾性のある衣服の着用など）
④小まめな水分補給（のどの渇き
　を感じなくても、こまめな水分
　を補給する）
■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 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235 ー

14日（日）

志田整形外科医院（東新城）
☎ 22-6838・整形外科のみ
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30 条南歯科医院（田中前）

☎ 23-5570

共創未来東しんじょう薬局
（東新城）☎ 25-8941

鈴木医院（長磯原ノ沢）
☎ 27-2315
受付 9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00

はしかみ調剤薬局（長磯牧
通）
☎ 27-5939

15日（月）

佐々木小児科医院（本郷）
☎ 22-6811・小児科
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

三浦齒科医院（本吉町津谷
明戸）
☎ 42-2418

ー
おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

21日（日）

条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00 熊谷歯科医院（八日町）

☎ 23-2211

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

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

本吉調剤薬局（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-1088

28日（日）村岡外科クリニック（田中前）
☎ 23-3990

小松歯科医院（東八幡前）
☎ 23-5571

にこにこ堂調剤薬局（田中
前）☎ 23-3110

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

教室・相談
健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

子育て相談
10日（水） 9:30～10:30 すこやか 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30日（火） 9:30～10:00 いこい

パパママ教室Ａ
※要予約

８月６日
（火）13:10～13:25 すこやか 妊婦とご家族

（定員 15 組）

・内容：お産に関する講話、沐
浴実演、抱っこ・おむつ替え・
衣服着脱体験

・持ち物：母子健康手帳

離乳食教室
※要予約 22日（月） 9:30～9:50 すこやか 生後５～６か月のお

子さんと家族

・内容：ミニ講話、調理実習、
試食

・持ち物：母子健康手帳、エプロ
ン、三角巾、筆記用具、問診票、
その他お子さんに必要なもの

～産後の方へ～
女性のためのボ
ディケア講座
※要予約

24日（水）12:45～13:00 すこやか

出産後、１ヶ月健康診
査にて異常がなく、医
師による運動制限のな
い産後２か月～５か月
の方（定員 15 名）

・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・母子健康手帳

※乳幼児健康診査については、対象時期に合わせて個別通知をしています。また、ホームページに掲載していますのでご確認ください。
■予約・問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

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）

まちの保健室 献血日程
日 時　間 場　所 内　　容

８日(月) 10:00 ～ 15:00 サンデーホーム
マート本吉店 保健師や看護師

などによる血圧
測定・健康相談15日(月) 10:00 ～ 15:00 イオン

気仙沼店

日 受付時間 場　所

７日（日）10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00  イオン気仙沼店

健康プラザ
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Healthy plaza
健康プラザ

乳がん検診日程（７・８月分）気仙沼地区、新月地区、唐桑地域

月　日 受  付  時  間 対　象　行　政　区

７月10日
（水）

①９:00～９:30 石浜１・２・３
②10:00～10:30 松圃１・２・３
③12:30～13:00 中井１・２・３・４

7月11日
（木）

①９:00～９:30 鮪立１・２・３・４・５

②10:00～10:30
崎浜１・２、中１・２・３、
舘１・２

③12:30～13:00 舞根１・２、只越１・２

7月12日
（金）

①９:00～９:30 宿１・２・３

②10:00～10:30
小鯖１・２・３、
大沢１・２・３・４

対 象 者 自己負担額 検査内容
30 ～ 39 歳の女性

（S55.4.２～H2.４.１生まれ） 1,800 円 問診、超音波検査

40 歳以上（S55.4.1以前生まれ）の
女性で昨年度マンモグラフィー
検診を受診していない方

40 ～ 64 歳：
65 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

2,400 円
1,500 円

600 円
問診、マンモグラフィー
撮影

※ 65 歳～ 69 歳の方で、後期高齢者医療制度に加入されている方は、70 歳以上の方と同じ料金で受診でき
ますので、後期高齢者被保険者証（保険証）を受付に提示してください。

※生活保護世帯は無料です。生活保護受給者証を受付に提示してください。

■実施日程および会場
・「すこやか」（東新城）　　　　　　　　　　　   ・「燦さん館」　　　　　　　　　　　

月　日 受  付  時  間 対　象　行　政　区

７月29日
（月）

＜午後のみ＞

①14:00～14:30 九条１
②15:00～15:30 九条２・３
③17:30～18:00 九条４・５
④18:00～18:30 全地区対象

７月30日
（火）

＜午後のみ＞

①14:00～14:30 四反田、田中１
②15:00～15:30 田中２
③17:30～18:00 田中３・４
④18:00～18:30 全地区対象

７月31日
（水）

①９:30～10:00 田中前１・２、田谷、本郷１

②10:30～11:00
本郷２、南郷１・２・３、
神山、本町１・２

③13:00～13:30 舘山１・２、古町１・２
④13:30～14:00 古町３・４

８月１日
（木）

①９:00～９:30
古町５・６、滝の入１・２、
福美町、新町１・２、化
粧坂、三日町１・２

②10:00～10:30
沢田、八日町１・２、魚町１・
２・３、陣山、太田１・２

③12:30～13:00
入沢、南町１・２・３・４、
柏崎、港町、河原田１・２

④13:00～13:30

南が丘、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、
立沢、田柄１・２・３

８月２日
（金）

①９:00～９:30 高屋敷、新城東

②10:00～10:30
和野、金成沢、下廿一、
上廿一、下前木、上前木

③12:30～13:00
表松川、内松川、早稲谷、
上八瀬下、上八瀬上

④13:00～13:30 塚沢、関根、台、下八瀬

　　室内でも注意が必要です！

　熱中症を予防しましょう
もしかして熱中症？
　めまい、立ちくらみ　　・・・初期段階
　頭痛、吐き気、脱力感　・・・進行段階
　受け答えが困難、けいれん     ・・・重症
　　　　　＊もしもの場合は、すぐに救急車を

予防するために
①室内温度のこまめなチェック（エアコン、

遮光カーテン、すだれの利用など）
②暑さを避ける（日傘や帽子の利用、日陰

での小まめな休憩など）
③身体に熱がこもらないように（通気性の良

い吸湿性・速乾性のある衣服の着用など）
④小まめな水分補給（のどの渇き
　を感じなくても、こまめな水分
　を補給する）
■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 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235 ー

14日（日）

志田整形外科医院（東新城）
☎ 22-6838・整形外科のみ
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30 条南歯科医院（田中前）

☎ 23-5570

共創未来東しんじょう薬局
（東新城）☎ 25-8941

鈴木医院（長磯原ノ沢）
☎ 27-2315
受付 9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00

はしかみ調剤薬局（長磯牧
通）
☎ 27-5939

15日（月）

佐々木小児科医院（本郷）
☎ 22-6811・小児科
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

三浦齒科医院（本吉町津谷
明戸）
☎ 42-2418

ー
おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

21日（日）

条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00 熊谷歯科医院（八日町）

☎ 23-2211

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

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

本吉調剤薬局（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-1088

28日（日）村岡外科クリニック（田中前）
☎ 23-3990

小松歯科医院（東八幡前）
☎ 23-5571

にこにこ堂調剤薬局（田中
前）☎ 23-3110

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

教室・相談
健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

子育て相談
10日（水） 9:30～10:30 すこやか 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30日（火） 9:30～10:00 いこい

パパママ教室Ａ
※要予約

８月６日
（火）13:10～13:25 すこやか 妊婦とご家族

（定員 15 組）

・内容：お産に関する講話、沐
浴実演、抱っこ・おむつ替え・
衣服着脱体験

・持ち物：母子健康手帳

離乳食教室
※要予約 22日（月） 9:30～9:50 すこやか 生後５～６か月のお

子さんと家族

・内容：ミニ講話、調理実習、
試食

・持ち物：母子健康手帳、エプロ
ン、三角巾、筆記用具、問診票、
その他お子さんに必要なもの

～産後の方へ～
女性のためのボ
ディケア講座
※要予約

24日（水）12:45～13:00 すこやか

出産後、１ヶ月健康診
査にて異常がなく、医
師による運動制限のな
い産後２か月～５か月
の方（定員 15 名）

・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・母子健康手帳

※乳幼児健康診査については、対象時期に合わせて個別通知をしています。また、ホームページに掲載していますのでご確認ください。
■予約・問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

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）

まちの保健室 献血日程
日 時　間 場　所 内　　容

８日(月) 10:00 ～ 15:00 サンデーホーム
マート本吉店 保健師や看護師

などによる血圧
測定・健康相談15日(月) 10:00 ～ 15:00 イオン

気仙沼店

日 受付時間 場　所

７日（日）10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00  イオン気仙沼店

健康プラザ
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健康プラザ

乳がん検診日程（７・８月分）気仙沼地区、新月地区、唐桑地域

月　日 受  付  時  間 対　象　行　政　区

７月10日
（水）

①９:00～９:30 石浜１・２・３
②10:00～10:30 松圃１・２・３
③12:30～13:00 中井１・２・３・４

7月11日
（木）

①９:00～９:30 鮪立１・２・３・４・５

②10:00～10:30
崎浜１・２、中１・２・３、
舘１・２

③12:30～13:00 舞根１・２、只越１・２

7月12日
（金）

①９:00～９:30 宿１・２・３

②10:00～10:30
小鯖１・２・３、
大沢１・２・３・４

対 象 者 自己負担額 検査内容
30 ～ 39 歳の女性

（S55.4.２～H2.４.１生まれ） 1,800 円 問診、超音波検査

40 歳以上（S55.4.1以前生まれ）の
女性で昨年度マンモグラフィー
検診を受診していない方

40 ～ 64 歳：
65 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

2,400 円
1,500 円

600 円
問診、マンモグラフィー
撮影

※ 65 歳～ 69 歳の方で、後期高齢者医療制度に加入されている方は、70 歳以上の方と同じ料金で受診でき
ますので、後期高齢者被保険者証（保険証）を受付に提示してください。

※生活保護世帯は無料です。生活保護受給者証を受付に提示してください。

■実施日程および会場
・「すこやか」（東新城）　　　　　　　　　　　   ・「燦さん館」　　　　　　　　　　　

月　日 受  付  時  間 対　象　行　政　区

７月29日
（月）

＜午後のみ＞

①14:00～14:30 九条１
②15:00～15:30 九条２・３
③17:30～18:00 九条４・５
④18:00～18:30 全地区対象

７月30日
（火）

＜午後のみ＞

①14:00～14:30 四反田、田中１
②15:00～15:30 田中２
③17:30～18:00 田中３・４
④18:00～18:30 全地区対象

７月31日
（水）

①９:30～10:00 田中前１・２、田谷、本郷１

②10:30～11:00
本郷２、南郷１・２・３、
神山、本町１・２

③13:00～13:30 舘山１・２、古町１・２
④13:30～14:00 古町３・４

８月１日
（木）

①９:00～９:30
古町５・６、滝の入１・２、
福美町、新町１・２、化
粧坂、三日町１・２

②10:00～10:30
沢田、八日町１・２、魚町１・
２・３、陣山、太田１・２

③12:30～13:00
入沢、南町１・２・３・４、
柏崎、港町、河原田１・２

④13:00～13:30

南が丘、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、
立沢、田柄１・２・３

８月２日
（金）

①９:00～９:30 高屋敷、新城東

②10:00～10:30
和野、金成沢、下廿一、
上廿一、下前木、上前木

③12:30～13:00
表松川、内松川、早稲谷、
上八瀬下、上八瀬上

④13:00～13:30 塚沢、関根、台、下八瀬

　　室内でも注意が必要です！

　熱中症を予防しましょう
もしかして熱中症？
　めまい、立ちくらみ　　・・・初期段階
　頭痛、吐き気、脱力感　・・・進行段階
　受け答えが困難、けいれん     ・・・重症
　　　　　＊もしもの場合は、すぐに救急車を

予防するために
①室内温度のこまめなチェック（エアコン、

遮光カーテン、すだれの利用など）
②暑さを避ける（日傘や帽子の利用、日陰

での小まめな休憩など）
③身体に熱がこもらないように（通気性の良

い吸湿性・速乾性のある衣服の着用など）
④小まめな水分補給（のどの渇き
　を感じなくても、こまめな水分
　を補給する）
■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 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235 ー

14日（日）

志田整形外科医院（東新城）
☎ 22-6838・整形外科のみ
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30 条南歯科医院（田中前）

☎ 23-5570

共創未来東しんじょう薬局
（東新城）☎ 25-8941

鈴木医院（長磯原ノ沢）
☎ 27-2315
受付 9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00

はしかみ調剤薬局（長磯牧
通）
☎ 27-5939

15日（月）

佐々木小児科医院（本郷）
☎ 22-6811・小児科
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

三浦齒科医院（本吉町津谷
明戸）
☎ 42-2418

ー
おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

21日（日）

条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00 熊谷歯科医院（八日町）

☎ 23-2211

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

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

本吉調剤薬局（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-1088

28日（日）村岡外科クリニック（田中前）
☎ 23-3990

小松歯科医院（東八幡前）
☎ 23-5571

にこにこ堂調剤薬局（田中
前）☎ 23-3110

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

教室・相談
健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

子育て相談
10日（水） 9:30～10:30 すこやか 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30日（火） 9:30～10:00 いこい

パパママ教室Ａ
※要予約

８月６日
（火）13:10～13:25 すこやか 妊婦とご家族

（定員 15 組）

・内容：お産に関する講話、沐
浴実演、抱っこ・おむつ替え・
衣服着脱体験

・持ち物：母子健康手帳

離乳食教室
※要予約 22日（月） 9:30～9:50 すこやか 生後５～６か月のお

子さんと家族

・内容：ミニ講話、調理実習、
試食

・持ち物：母子健康手帳、エプロ
ン、三角巾、筆記用具、問診票、
その他お子さんに必要なもの

～産後の方へ～
女性のためのボ
ディケア講座
※要予約

24日（水）12:45～13:00 すこやか

出産後、１ヶ月健康診
査にて異常がなく、医
師による運動制限のな
い産後２か月～５か月
の方（定員 15 名）

・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・母子健康手帳

※乳幼児健康診査については、対象時期に合わせて個別通知をしています。また、ホームページに掲載していますのでご確認ください。
■予約・問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

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）

まちの保健室 献血日程
日 時　間 場　所 内　　容

８日(月) 10:00 ～ 15:00 サンデーホーム
マート本吉店 保健師や看護師

などによる血圧
測定・健康相談15日(月) 10:00 ～ 15:00 イオン

気仙沼店

日 受付時間 場　所

７日（日）10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00  イオン気仙沼店

健康プラザ


