
高齢者の方を対象に  

インフルエンザ予防接種を実施します

■対象となる方／本市に住所をお持ちの方で、以下のど
　ちらかの条件を満たす方
　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、 
    　呼吸器など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
■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です。
※接種期間を過ぎた場合や２回目の接種をする場合など 
    は、接種料金は全額自己負担となります。　　
■予 診 票 ／病院に備え付けの予防接種説明書をよく読 み、  
     必要性や副反応についてよく理解したうえで記入してく だ 
     さい。
■その他／対象であるか確認するため、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。

　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。

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）
大里胃腸科内科婦人科医院（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）
こまつ内科医院（田谷）
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）
中原クリニック（田谷）
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）

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、より高い確率で完治す
ることができます。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

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

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
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『健康診査』はもうお済みですか
　本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55年４月１
日～平成12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
55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（金）   9:00～10:00
19日（土）   9:00～10:30
20日（日）   9:00～10:30
21日（月）   9:00～10:00

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

■持参する物／受診票、尿容器、健康保険
証、健康手帳（40 歳以上でお持ちの方のみ）

■日時・受付時間・場所／都合のつく会場で
受診してください。

託児サービスを
実施します！

・10/19（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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　■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

※生活保護世帯は無料です。生活保護受給者証を受付で提示してください。

受診すると
「気仙沼クルーカード」に
500 円分のポイン
トが付きます！

乳がん検診「未受診者検診」を実施します
　　　　本年度、乳がん検診の申し込みをされた方で、４・５・７・８月に実施した検診を受けられなかっ
た方を対象に、未受診者検診を実施します。本年度、最後の日程となりますので、ぜひ受診してく
ださい。なお、申し込みをしていない方で受診を希望する場合は、お問い合わせください。

※65 ～ 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となります。
※生活保護世帯は無料です。

自己負担金

超音波検査
（S55.4.２～ H２.４.１生まれ）

マンモグラフィ
（S55.４.１以前生まれで、昨年度、マンモ

グラフィを受けていない方）

年　齢検査種別

30～39歳の方

40～64歳の方
65～69歳の方
70歳以上の方

■対象となる方・料金など

・問診
・乳房の超音波（エコー）検査
・問診
・乳房のマンモグラフィ（エックス線）  
 撮影

1,800円

2,400円
1,500円
  6 0 0円

内　容

実施日 受付時間
15日（火） 
16日（水）

17日（木）  

場　所

市民健康管理センター「すこやか」

唐桑保健福祉センター「燦さん館」
本吉保健福祉センター「いこい」

■日時・受付時間・場所（都合のつく会場で受診してください）

14:00～15:30、17:30～18:30
  9:30～10:30、12:30～13:30
  9:00～10:00  
  9:30～10:30、12:30～13:30

※本年度の申し込みをされた
　未受診の方には、詳しい日
　程などが郵送されます。

■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。
 ・大腸がん検診の新規申し込みは終了しています。また大腸がん検診は、上記の日時に加え、10 月 18 日
　( 金 ) 16：00 から 18：00 の受付時間で「すこやか」の会場でも回収します。
※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。
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高齢者の方を対象に  

インフルエンザ予防接種を実施します

■対象となる方／本市に住所をお持ちの方で、以下のど
　ちらかの条件を満たす方
　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、 
    　呼吸器など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
■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です。
※接種期間を過ぎた場合や２回目の接種をする場合など 
    は、接種料金は全額自己負担となります。　　
■予 診 票 ／病院に備え付けの予防接種説明書をよく読 み、  
     必要性や副反応についてよく理解したうえで記入してく だ 
     さい。
■その他／対象であるか確認するため、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。

　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。

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）
大里胃腸科内科婦人科医院（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）
こまつ内科医院（田谷）
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）
中原クリニック（田谷）
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）

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、より高い確率で完治す
ることができます。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

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

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
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　市では、一般財団法人自治総合センターが行
う自治宝くじコミュニティ助成事業（宝くじの
社会貢献広報事業）を活用し、古町４区自治会、
九条５区自治会に備品を整
備しました。整備した備品
は、地域コミュニティ活動
の推進を図るため、自治会
行事などで活用されます。

〈備品内容〉
古町４区自治会：車いす、ファンヒーター、扇風
　　　　　　　　機、音響機器、掃除機など
九条５区自治会：天幕テント、会議用テーブル、
　　　　　　　　椅子、ホワイトボードなど

問市地域づくり推進課 ☎ 22-6600 内線 331

　新規会員を集めるために、自分の団体の強み
や魅力を整理し、チラシなどに掲載する文章の
作り方等、活動の魅力を伝えるコツを学びま
す。参加費は無料です。

■日時／10月26日（土）午後１時30分から４時
　30分まで（午後１時受付開始）
■会場／ 市まち・ひと・しごと交流プラザ３階
　研修室（南町海岸１-11）
■対象／市民活動を行う個人・団体など
■定員／30人（前日までに要申込）
問市民活動支援センター
　☎ 22-6600 内線 335 　fax 24-1226　
　✉ k.npokk@gmail.com

　県では、登米・気仙沼地
域において、女性活躍の
ための課題や、進め方を
検証しています。
　 こ の た び 、「 起 業 し た
い」「子育てしながら働き
たい」「家族のことを相談
したい」といった悩みの
相談窓口を登米市に開設
しました。相談は無料ですので、ご利用ください。
■窓口開設期間／
　10月１日（火）から12月31日（火）まで
　各日午前10時～午後５時※土日・祝日を除く
■その他／電話のほか、直接の面接相談も行っ
　ています。面談相談は予約制ですので、お問
　い合わせください。秘密は厳守します。
問特定非営利活動法人すくすく保育研究所
　☎ 0220-23-9023　

女性活躍促進相談窓口を開設女性活躍促進相談窓口を開設
「みやぎの女性活躍促進拠点づくり」モデル事業「みやぎの女性活躍促進拠点づくり」モデル事業

宝くじ助成金で備品を整備宝くじ助成金で備品を整備

理想の人生を歩むために
ライフデザインセミナー参加者募集
理想の人生を歩むために
ライフデザインセミナー参加者募集

市民活動コツ ×２講座
新規会員の集め方編 受講生募集
市民活動コツ ×２講座
新規会員の集め方編 受講生募集

　市民の皆さんが、それぞれ理想の人生を歩む
ための、ライフデザインセミナーを実施しま
す。参加費は無料です。

■日時／11月３日（日)午後２時から４時まで
■会場／やすらぎ（鹿折）
■対象／20代から30代の市民
■定員／40人（10月25日（金)までに要申込）
■申込方法／電話、メールまたは次のＱＲコー
　ドからお申し込みください。
問市震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室
　☎ 22-6600 内線 316
　 ✉ kikaku@kesennuma.miyagi.jp ＱＲコードからすぐ

申し込みできます

講師 葛西 淳子 氏
（一般社団法人Grannye Rideto)
市民ライター講座などを数
多く企画し、市民の伝える
力の育成を行う。

  か   さい   じゅん こ

講師 鈴木 健之 氏
立正大学文学部社会学科教授。
家族・パートナーシップ関
連の米日比較研究が専門。

すず   き  　たけ　し
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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

６日（日）大友病院（三日町）☎ 22-6868
金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155 －

13日（日）
うちクリニック（東新城）
☎ 23-0087
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235

新城調剤薬局（東新城）
☎ 25-7956

14日（月・祝）おだか医院（田中前）☎ 22-3210
条南歯科医院（田中前）
☎ 23-5570 －

20日（日）村岡外科クリニック（田中前）☎ 23-3990

三浦齒科医院（本吉町津谷
明戸）
☎ 42-2418

にこにこ堂調剤薬局（田中
前）☎ 23-3110

22日（火・祝）

佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

熊谷歯科医院（八日町）
☎ 23-2211

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

こまつ内科医院（田谷）
☎ 29-6482・高校生以上、内科
9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 15:00

共創未来気仙沼中央薬局
（田谷）
☎ 28-9061

齊藤外科クリニック（東新城）
☎ 22-7260
9:00 ～ 12:00

かもめ薬局東新城店（東新
城）
☎ 21-1026

27日（日）
小松クリニック（東八幡前）
☎ 21-5770・精神科・内科（内科は中
学生以上）9:00～12:00、14:00～16:00

小松歯科医院（東八幡前）
☎ 23-5571

ししおり調剤薬局（東八幡前）
☎ 24-2252

まちの保健室 日 時　間 場　所 内　　容

15日(火) 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

８日（火）
小宮山印刷工業（株）宮城工場 10:30 ～ 11:30
七十七銀行内脇支店 　　　　　　　 13:30 ～ 14:30

９日（水）
県トラック協会気仙沼支部（本郷） 10:00 ～ 11:30
東京理化器械（株）宮城工場 　　　　　　　 12:30 ～ 13:30

18日（金）県気仙沼保健福祉事務所 10:00 ～ 12:00、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）

　40歳・50歳・60歳・70歳の方   お忘れなく
　市では、40歳・50歳・60歳・70歳の方を対象
に「歯周病検診」を行っています。歯ぐきの検査、
お口の中の清掃状態の確認、入れ歯のチェック
や、その他の異常がないかなども検診します。
　お口がきれいになると、のどの奥や口の中の
バイキンが少なくなり、肺炎やインフルエンザ
の予防にもなります。対象の方は 10 年に１度
のチャンスです！検診を受けましょう！

● 11月30日までに登録医療機関で受診してください。
●対象の方には受診券を郵送しています。
●検診料金　① 40 歳、50 歳、60 歳：500 円
　　　　　　② 70 歳、生活保護世帯の方：無料
●登録医療機関へ電話予約の上、受診してくだ
　さい。歯科休日当番医でも受診できます。
※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

「歯周病検診」実施中

健康プラザ
Healthy plaza
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　市では、一般財団法人自治総合センターが行
う自治宝くじコミュニティ助成事業（宝くじの
社会貢献広報事業）を活用し、古町４区自治会、
九条５区自治会に備品を整
備しました。整備した備品
は、地域コミュニティ活動
の推進を図るため、自治会
行事などで活用されます。

〈備品内容〉
古町４区自治会：車いす、ファンヒーター、扇風
　　　　　　　　機、音響機器、掃除機など
九条５区自治会：天幕テント、会議用テーブル、
　　　　　　　　椅子、ホワイトボードなど

問市地域づくり推進課 ☎ 22-6600 内線 331

　新規会員を集めるために、自分の団体の強み
や魅力を整理し、チラシなどに掲載する文章の
作り方等、活動の魅力を伝えるコツを学びま
す。参加費は無料です。

■日時／10月26日（土）午後１時30分から４時
　30分まで（午後１時受付開始）
■会場／ 市まち・ひと・しごと交流プラザ３階
　研修室（南町海岸１-11）
■対象／市民活動を行う個人・団体など
■定員／30人（前日までに要申込）
問市民活動支援センター
　☎ 22-6600 内線 335 　fax 24-1226　
　✉ k.npokk@gmail.com

　県では、登米・気仙沼地
域において、女性活躍の
ための課題や、進め方を
検証しています。
　 こ の た び 、「 起 業 し た
い」「子育てしながら働き
たい」「家族のことを相談
したい」といった悩みの
相談窓口を登米市に開設
しました。相談は無料ですので、ご利用ください。
■窓口開設期間／
　10月１日（火）から12月31日（火）まで
　各日午前10時～午後５時※土日・祝日を除く
■その他／電話のほか、直接の面接相談も行っ
　ています。面談相談は予約制ですので、お問
　い合わせください。秘密は厳守します。
問特定非営利活動法人すくすく保育研究所
　☎ 0220-23-9023　

女性活躍促進相談窓口を開設女性活躍促進相談窓口を開設
「みやぎの女性活躍促進拠点づくり」モデル事業「みやぎの女性活躍促進拠点づくり」モデル事業

宝くじ助成金で備品を整備宝くじ助成金で備品を整備

理想の人生を歩むために
ライフデザインセミナー参加者募集
理想の人生を歩むために
ライフデザインセミナー参加者募集

市民活動コツ ×２講座
新規会員の集め方編 受講生募集
市民活動コツ ×２講座
新規会員の集め方編 受講生募集

　市民の皆さんが、それぞれ理想の人生を歩む
ための、ライフデザインセミナーを実施しま
す。参加費は無料です。

■日時／11月３日（日)午後２時から４時まで
■会場／やすらぎ（鹿折）
■対象／20代から30代の市民
■定員／40人（10月25日（金)までに要申込）
■申込方法／電話、メールまたは次のＱＲコー
　ドからお申し込みください。
問市震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室
　☎ 22-6600 内線 316
　 ✉ kikaku@kesennuma.miyagi.jp ＱＲコードからすぐ

申し込みできます

講師 葛西 淳子 氏
（一般社団法人Grannye Rideto)
市民ライター講座などを数
多く企画し、市民の伝える
力の育成を行う。

  か   さい   じゅん こ

講師 鈴木 健之 氏
立正大学文学部社会学科教授。
家族・パートナーシップ関
連の米日比較研究が専門。

すず   き  　たけ　し
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