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2019. 9. 19

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

対象行政区 月　日 会　場
古町４・６、福美町、化粧坂 9月11日（水） 古町三区自治会館
田中１、田中前２、田谷 9月11日（水） 条南分館
古町１・２・３ 9月12日（木） 古町三区自治会館
田中２、神山 9月12日（木） 条南分館
古町５、滝の入１・２、
新町１・２ 9月13日（金） 古町三区自治会館

田中３・４、田中前１ 9月13日（金） 条南分館
九条１ 9月14日（土）「すこやか」
片浜、古谷館、松崎五駄鱈、
赤岩五駄鱈、前浜 9月18日（水） 松岩公民館

沢田、南町１・４、柏崎 9月19日（木） 気仙沼公園住宅集会所
南郷１・２・３ 9月19日（木） 南郷コミュニティセンター
河原田１・２、南が丘 9月20日（金） 気仙沼公園住宅集会所
金取、羽田、水梨、前田、
大石倉 9月20日（金） 水梨文化館

三日町１・２、八日町１・２、
魚町１・２・３、陣山、
太田１・２

9月21日（土）「すこやか」

後沢１・２・３ 9月25日（水） 松岩公民館
石兜、杉ノ沢、三峰、牧沢、
牧沢２ 9月26日（木） 松岩公民館

舘森、老松、浦田、赤岩、
平貝 9月27日（金） 松岩公民館

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

10月1日（火）「すこやか」

本町１・２、舘山１・２ 10月2日（水）「すこやか」
九条２・３・４ 10月3日（木）「すこやか」
九条５、四反田、本郷１・２ 10月4日（金）「すこやか」

胃がん検診を実施します
～35歳以上（昭和60年4月1日以前生まれ）の方～
■自己負担額／
① 35 歳から 69 歳まで･･1,600 円
② 65 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）
③ 70 歳以上 ････････････500 円
④ 生活保護世帯の方 ･･････ 無料（受診当日必ず生活保護受
　 給者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）
■受付時間／午前７時 15分から９時 30分まで
■対象行政区・日程・会場／

※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。
　
　結核は、50 年前までは、年間死
亡者数が 10 数万人におよび死亡
原因の第 1 位でした。今は医療や
生活水準の向上によって、薬を飲
めば完治できる時代となりました
が、今も１日に 50 人が罹患して
いる「現代の病気」です。

　初期症状は風邪に似ていま
す。２週間以上痰が出たり、咳や
微熱が長引くようでしたら、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なく、
大切な家族や職場などへの感染の
拡大を防ぐためにも重要です。好
き嫌いをせずバランスのとれた食
事・適度な運動・十分な睡眠時間
が感染を防ぐために必要です。
　
　また、抵抗力の弱い高齢者や赤
ちゃんは結核に感染すると重症と
なりやすいです。65 歳以上の高
齢者は、感染症法により、年 1 回
の検診が義務づけられています。
また、赤ちゃんは、BCG 接種（遅
くとも１歳まで）による予防が有
効です。検診、予防接種を積極的
に受けましょう。

結核は１日で５人が
亡くなる日本の

重大な感染症です

９/24～30　
「結核予防週間」

り　かん

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

子育て相談
11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25日（水） 9:30～10:00 いこい

パパママ教室
Ｂ
※要予約

７日（土）13:10～13:25 すこやか
妊婦とその家族

（定員 15 組）

・内容：歯医者さんによる講話、
歯科健診と歯みがきレッスン、
栄養士さんによる妊娠中・産
後 の 食 事 の ポ イ ン ト の 講 話、
パパの妊婦体験

・持ち物：母子健康手帳

離乳食教室
※要予約 18日（水） 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、おん
ぶ用の帯、問診票、その他お
子さんに必要なもの

※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）

乳幼児健康診査と教室・相談

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

１日（日）大友病院（三日町）
☎ 22-6868

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360 　ー

８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

みうら歯科クリニック（長
磯船原）☎ 27-4145 　－

15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

米倉歯科クリニック（南郷）
☎ 22-9955

オルセー薬局（本吉町津谷
明戸）☎ 31-1511

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

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611     －

22日（日）
小野寺医院（赤岩五駄鱈）
☎ 23-9890・内科のみ（小児科除く）
9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:30

大谷歯科診療所（本吉町三島）
☎ 44-3131 　－

23日（月・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

猪苗代歯科医院（松川前）
☎ 22-7184 　－

29日（日）
森田医院（八日町）
☎ 22-6633・内科のみ、
8:30 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

まちの保健室

休日当番医・調剤薬局

日 時　間 場　所 内　　容

９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

等による血圧測
定・健康相談15日(日) 10:00～15:00 イ オ ン 気 仙

沼店

日 場　所 受付時間

８日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

献血日程

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

対象行政区 月　日 会　場
古町４・６、福美町、化粧坂 9月11日（水） 古町三区自治会館
田中１、田中前２、田谷 9月11日（水） 条南分館
古町１・２・３ 9月12日（木） 古町三区自治会館
田中２、神山 9月12日（木） 条南分館
古町５、滝の入１・２、
新町１・２ 9月13日（金） 古町三区自治会館

田中３・４、田中前１ 9月13日（金） 条南分館
九条１ 9月14日（土）「すこやか」
片浜、古谷館、松崎五駄鱈、
赤岩五駄鱈、前浜 9月18日（水） 松岩公民館

沢田、南町１・４、柏崎 9月19日（木） 気仙沼公園住宅集会所
南郷１・２・３ 9月19日（木） 南郷コミュニティセンター
河原田１・２、南が丘 9月20日（金） 気仙沼公園住宅集会所
金取、羽田、水梨、前田、
大石倉 9月20日（金） 水梨文化館

三日町１・２、八日町１・２、
魚町１・２・３、陣山、
太田１・２

9月21日（土）「すこやか」

後沢１・２・３ 9月25日（水） 松岩公民館
石兜、杉ノ沢、三峰、牧沢、
牧沢２ 9月26日（木） 松岩公民館

舘森、老松、浦田、赤岩、
平貝 9月27日（金） 松岩公民館

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

10月1日（火）「すこやか」

本町１・２、舘山１・２ 10月2日（水）「すこやか」
九条２・３・４ 10月3日（木）「すこやか」
九条５、四反田、本郷１・２ 10月4日（金）「すこやか」

胃がん検診を実施します
～35歳以上（昭和60年4月1日以前生まれ）の方～
■自己負担額／
① 35 歳から 69 歳まで･･1,600 円
② 65 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）
③ 70 歳以上 ････････････500 円
④ 生活保護世帯の方 ･･････ 無料（受診当日必ず生活保護受
　 給者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）
■受付時間／午前７時 15分から９時 30分まで
■対象行政区・日程・会場／

※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。
　
　結核は、50 年前までは、年間死
亡者数が 10 数万人におよび死亡
原因の第 1 位でした。今は医療や
生活水準の向上によって、薬を飲
めば完治できる時代となりました
が、今も１日に 50 人が罹患して
いる「現代の病気」です。

　初期症状は風邪に似ていま
す。２週間以上痰が出たり、咳や
微熱が長引くようでしたら、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なく、
大切な家族や職場などへの感染の
拡大を防ぐためにも重要です。好
き嫌いをせずバランスのとれた食
事・適度な運動・十分な睡眠時間
が感染を防ぐために必要です。
　
　また、抵抗力の弱い高齢者や赤
ちゃんは結核に感染すると重症と
なりやすいです。65 歳以上の高
齢者は、感染症法により、年 1 回
の検診が義務づけられています。
また、赤ちゃんは、BCG 接種（遅
くとも１歳まで）による予防が有
効です。検診、予防接種を積極的
に受けましょう。

結核は１日で５人が
亡くなる日本の

重大な感染症です

９/24～30　
「結核予防週間」

り　かん

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

子育て相談
11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25日（水） 9:30～10:00 いこい

パパママ教室
Ｂ
※要予約

７日（土）13:10～13:25 すこやか
妊婦とその家族

（定員 15 組）

・内容：歯医者さんによる講話、
歯科健診と歯みがきレッスン、
栄養士さんによる妊娠中・産
後 の 食 事 の ポ イ ン ト の 講 話、
パパの妊婦体験

・持ち物：母子健康手帳

離乳食教室
※要予約 18日（水） 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、おん
ぶ用の帯、問診票、その他お
子さんに必要なもの

※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）

乳幼児健康診査と教室・相談

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

１日（日）大友病院（三日町）
☎ 22-6868

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360 　ー

８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

みうら歯科クリニック（長
磯船原）☎ 27-4145 　－

15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

米倉歯科クリニック（南郷）
☎ 22-9955

オルセー薬局（本吉町津谷
明戸）☎ 31-1511

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

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611     －

22日（日）
小野寺医院（赤岩五駄鱈）
☎ 23-9890・内科のみ（小児科除く）
9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:30

大谷歯科診療所（本吉町三島）
☎ 44-3131 　－

23日（月・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

猪苗代歯科医院（松川前）
☎ 22-7184 　－

29日（日）
森田医院（八日町）
☎ 22-6633・内科のみ、
8:30 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

まちの保健室

休日当番医・調剤薬局

日 時　間 場　所 内　　容

９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

等による血圧測
定・健康相談15日(日) 10:00～15:00 イ オ ン 気 仙

沼店

日 場　所 受付時間

８日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

献血日程

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

対象行政区 月　日 会　場
古町４・６、福美町、化粧坂 9月11日（水） 古町三区自治会館
田中１、田中前２、田谷 9月11日（水） 条南分館
古町１・２・３ 9月12日（木） 古町三区自治会館
田中２、神山 9月12日（木） 条南分館
古町５、滝の入１・２、
新町１・２ 9月13日（金） 古町三区自治会館

田中３・４、田中前１ 9月13日（金） 条南分館
九条１ 9月14日（土）「すこやか」
片浜、古谷館、松崎五駄鱈、
赤岩五駄鱈、前浜 9月18日（水） 松岩公民館

沢田、南町１・４、柏崎 9月19日（木） 気仙沼公園住宅集会所
南郷１・２・３ 9月19日（木） 南郷コミュニティセンター
河原田１・２、南が丘 9月20日（金） 気仙沼公園住宅集会所
金取、羽田、水梨、前田、
大石倉 9月20日（金） 水梨文化館

三日町１・２、八日町１・２、
魚町１・２・３、陣山、
太田１・２

9月21日（土）「すこやか」

後沢１・２・３ 9月25日（水） 松岩公民館
石兜、杉ノ沢、三峰、牧沢、
牧沢２ 9月26日（木） 松岩公民館

舘森、老松、浦田、赤岩、
平貝 9月27日（金） 松岩公民館

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

10月1日（火）「すこやか」

本町１・２、舘山１・２ 10月2日（水）「すこやか」
九条２・３・４ 10月3日（木）「すこやか」
九条５、四反田、本郷１・２ 10月4日（金）「すこやか」

胃がん検診を実施します
～35歳以上（昭和60年4月1日以前生まれ）の方～
■自己負担額／
① 35 歳から 69 歳まで･･1,600 円
② 65 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）
③ 70 歳以上 ････････････500 円
④ 生活保護世帯の方 ･･････ 無料（受診当日必ず生活保護受
　 給者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）
■受付時間／午前７時 15分から９時 30分まで
■対象行政区・日程・会場／

※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。
　
　結核は、50 年前までは、年間死
亡者数が 10 数万人におよび死亡
原因の第 1 位でした。今は医療や
生活水準の向上によって、薬を飲
めば完治できる時代となりました
が、今も１日に 50 人が罹患して
いる「現代の病気」です。

　初期症状は風邪に似ていま
す。２週間以上痰が出たり、咳や
微熱が長引くようでしたら、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なく、
大切な家族や職場などへの感染の
拡大を防ぐためにも重要です。好
き嫌いをせずバランスのとれた食
事・適度な運動・十分な睡眠時間
が感染を防ぐために必要です。
　
　また、抵抗力の弱い高齢者や赤
ちゃんは結核に感染すると重症と
なりやすいです。65 歳以上の高
齢者は、感染症法により、年 1 回
の検診が義務づけられています。
また、赤ちゃんは、BCG 接種（遅
くとも１歳まで）による予防が有
効です。検診、予防接種を積極的
に受けましょう。

結核は１日で５人が
亡くなる日本の

重大な感染症です

９/24～30　
「結核予防週間」

り　かん

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

子育て相談
11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25日（水） 9:30～10:00 いこい

パパママ教室
Ｂ
※要予約

７日（土）13:10～13:25 すこやか
妊婦とその家族

（定員 15 組）

・内容：歯医者さんによる講話、
歯科健診と歯みがきレッスン、
栄養士さんによる妊娠中・産
後 の 食 事 の ポ イ ン ト の 講 話、
パパの妊婦体験

・持ち物：母子健康手帳

離乳食教室
※要予約 18日（水） 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、おん
ぶ用の帯、問診票、その他お
子さんに必要なもの

※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）

乳幼児健康診査と教室・相談

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

１日（日）大友病院（三日町）
☎ 22-6868

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360 　ー

８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

みうら歯科クリニック（長
磯船原）☎ 27-4145 　－

15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

米倉歯科クリニック（南郷）
☎ 22-9955

オルセー薬局（本吉町津谷
明戸）☎ 31-1511

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

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611     －

22日（日）
小野寺医院（赤岩五駄鱈）
☎ 23-9890・内科のみ（小児科除く）
9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:30

大谷歯科診療所（本吉町三島）
☎ 44-3131 　－

23日（月・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

猪苗代歯科医院（松川前）
☎ 22-7184 　－

29日（日）
森田医院（八日町）
☎ 22-6633・内科のみ、
8:30 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

まちの保健室

休日当番医・調剤薬局

日 時　間 場　所 内　　容

９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

等による血圧測
定・健康相談15日(日) 10:00～15:00 イ オ ン 気 仙

沼店

日 場　所 受付時間

８日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

献血日程

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）




