
■実施方法／集団検診（検診車による検診）
■対象年齢／ 20 歳（平成 12 年４月１日以前生ま
れ）以上の女性
■自己負担金／ 20 歳～ 69 歳：2,100 円 、
　70 歳以上：735 円、65 歳～ 69 歳の後期高齢者
医療制度加入者：735 円、生活保護世帯：無料

月日
　
２/４（火）

　
２/５（水）

　
２/６（木）

　
２/７（金）

　
２/８（土）
　
２/13（木）

　
２/14（金）

受付 9:00 ～ 9:40

崎浜、松圃、中井

宿、石浜、只越

受付 9:40 ～ 10:30

小鯖、中

舘、大沢

受付 12:30~13:00

鮪立、舞根

月日

１/30（木）

１/31（金）

受付9：30～ 10：00
　
四反田、田中１・２
　

滝の入１・２、福美町、
新町１・２、化粧坂、
三日町１・２、沢田

　
東中才３、浪板１・
２、大浦、小々汐、
梶ヶ浦、鶴ヶ浦、片浜
　
牧沢、牧沢２、浦田

　
全地区（どなたでも）
　
波路上、長磯原

　
鶴巻１・２、上沢

受付10：00～10：30
　
田中３・４、
田中前１・２
　
八日町１・２、魚町
１～３、陣山、太田
１・２、入沢、南町
１～４、柏崎、港町、
河原田１・２、南が
丘、幸町１・３・４
　
古谷館、松崎五駄
鱈、後沢１～３

　
赤岩、平貝、立沢、
田柄１～３
　
全地区（どなたでも）
　
長磯浜、七半沢、森
前林、長磯高、最知
高、川原
　
赤田、上沢１～３

受付13：00～ 13：30
　
田谷、本郷１・２、
南郷１～３
　
仲町、魚市場前、弁天町１・２、
潮見町１・２、内の脇１～３、
川口町、栄町、新浜町１・２、浜
町、本浜町１・２、錦町１・２、
東みなと町、中みなと町１・２、
西みなと町、西八幡町、西中才
　
金取、羽田、水梨、前田、
大石倉、石兜、杉ノ沢、舘森

　
高屋敷、新城東、和野、金成沢、
下廿一、上廿一、下前木、上前木
　
全地区（どなたでも）
　
崎浜、要害、浅根、長崎、高井、
田尻
　

下沢、千岩田、青葉が丘

受付9：00～ 9：30
　
九条１～５

　
神山、本町１・２、
舘山１・２、
古町１～６

　
日の口１・２、両沢、
東中才１・２、東八幡

　
赤岩五駄鱈、老松、
前浜、三峰
　
全地区（どなたでも）
　
表松川、内松川、早稲谷、
上八瀬下、上八瀬上、
塚沢、関根、台、下八瀬
　
廻館、浦の浜、磯草、
外浜、新王平、亀山、
大初平、尾崎、高谷

唐桑会場「燦さん館」

気仙沼会場「すこやか」（東新城）

■問い合わせ先／
　市健康増進課
　☎21-1212

※子宮体部がん検診に該当した場合は追加料
金がかかります。
■検査内容／問診、視診、超音波検査、子宮頸部
細胞診（医師が必要と認めた場合、子宮体部
がん検診）

※昨年４月１日以降に既に医療機関などで子宮がん検
診を受けた場合は、今回の検診は受診できません。

①時間、②場所、③対象、④内容など、⑤申し込み・問い合わせ先

①10：00～ 12：00　②「すこやか」和室　③子育て中の親子（１歳未
満のお子さんも参加可）　④『こんな時どうしよう？～緊急時の応急対応
～』子育て中の「はっ」としたときの対処は？救急救命士の視点で乳
幼児の事故を未然に防ぐ方法と不測の事態に備えた対処法を学びま
す。参加費無料。　
⑤市生涯学習課 ☎ 22-3442・　 kyosho@kesennuma.miyagi.jp

①15：00～ 16：00　②市ワン・テン庁舎 ２階大ホール　
③キャッシュレスに関心のある方　④キャッシュレス決済についての基
本的な使い方の説明や実際のアプリ導入の伴走支援など。参加費無料。
定員 50人。要申込（1/28まで）　⑤市商工課 商工労働係 ☎ 22-3436

①13：30～ 15：30　②市ワン・テン庁舎 ２階大ホール　
③どなたでも　④悪質商法や特殊詐欺などの消費者トラブルの現状や
手口を知ることで、地域全体で消費者トラブルを予防。参加費無料。
定員 70人。要申込　⑤市地域包括ケア推進課 ☎ 22-6600 内線 419 

①10：00～ 12：00　②「やすらぎ」調理室
③聞こえない方、手話を勉強している方など、どなたでも　④調理実
習（手軽に取り入れたい「元気になる一品」）。「聞こえ」に関する暮ら
しの個別相談（手話通訳・要約筆記付き )。参加費無料　
⑤宮城県聴覚障害者情報センター (みみサポみやぎ ) ☎ 022-393-5501・
fax 022-393-5502・　 info＠mimisuppo-miyagi.org

①10：00～ 12：00　②市ワン・テン庁舎 ２階大ホール
③どなたでも　④講演「ふだんの生活に活かそう！健康長寿新ガイド
ライン」。参加費無料。要申込（１/28 まで）　
⑤市地域包括ケア推進課 ☎ 22-6600 内線 368 

①12：50～ 15：50　②市ワン・テン庁舎 ２階交流室A　
③市内の NPO や市民活動団体など　④NPO が抱える会計や税務の疑
問や悩みについての個別相談会。NPO 会計に詳しい税理士が対応 （１
団体 1時間程度・３団体限定・先着順）。 参加費無料。要申込（1/28 まで）
⑤市民活動支援センター ☎ 22-6600 内線 335・　 k.npokk@gmail.com

①13：30～ 15：30　②市ワン・テン庁舎２階 交流室ほか
③日本語を母国語としない外国出身者（幼児同伴も可）④初級者から
上級者まで幅広いレベルで、マンツーマンの日本語学習ができます。
1月 16日は新年会をします（要申込）。受講料無料　
⑤市小さな国際大使館（市地域づくり推進課内）☎ 22-6600 内線 337・
　 taishikan@kesennuma.miyagi.jp

①14：00～ 16：00　②「やすらぎ」（錦町）　③独身の男性（45歳まで）
④テレビなどでご活躍されている吉井奈々さんが「独身の男性がどう
すれば結婚できるか」をお教えします。参加費無料。要申込（1/24まで）
⑤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

よし  い     な    な

　市では、第８期介護保険事業計画（令和
３～５年度）策定の基礎資料とするため、
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（アン
ケート調査）を実施しています。
　対象は、市内にお住まいの 65 歳以上の
方のうち、無作為に抽出した３千人の方で

けい

す。調査票が届いた方は、２月７日（金）
までに返送くださいますようご協力をお願
いします。
■問い合わせ先／
　市高齢介護課 高齢企画係
　☎22-6600 内線 420
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■実施方法／集団検診（検診車による検診）
■対象年齢／ 20 歳（平成 12 年４月１日以前生ま
れ）以上の女性
■自己負担金／ 20 歳～ 69 歳：2,100 円 、
　70 歳以上：735 円、65 歳～ 69 歳の後期高齢者
医療制度加入者：735 円、生活保護世帯：無料

月日
　
２/４（火）

　
２/５（水）

　
２/６（木）

　
２/７（金）

　
２/８（土）
　
２/13（木）

　
２/14（金）

受付 9:00 ～ 9:40

崎浜、松圃、中井

宿、石浜、只越

受付 9:40 ～ 10:30

小鯖、中

舘、大沢

受付 12:30~13:00

鮪立、舞根

月日

１/30（木）

１/31（金）

受付9：30～ 10：00
　
四反田、田中１・２
　

滝の入１・２、福美町、
新町１・２、化粧坂、
三日町１・２、沢田

　
東中才３、浪板１・
２、大浦、小々汐、
梶ヶ浦、鶴ヶ浦、片浜
　
牧沢、牧沢２、浦田

　
全地区（どなたでも）
　
波路上、長磯原

　
鶴巻１・２、上沢

受付10：00～10：30
　
田中３・４、
田中前１・２
　
八日町１・２、魚町
１～３、陣山、太田
１・２、入沢、南町
１～４、柏崎、港町、
河原田１・２、南が
丘、幸町１・３・４
　
古谷館、松崎五駄
鱈、後沢１～３

　
赤岩、平貝、立沢、
田柄１～３
　
全地区（どなたでも）
　
長磯浜、七半沢、森
前林、長磯高、最知
高、川原
　
赤田、上沢１～３

受付13：00～ 13：30
　
田谷、本郷１・２、
南郷１～３
　
仲町、魚市場前、弁天町１・２、
潮見町１・２、内の脇１～３、
川口町、栄町、新浜町１・２、浜
町、本浜町１・２、錦町１・２、
東みなと町、中みなと町１・２、
西みなと町、西八幡町、西中才
　
金取、羽田、水梨、前田、
大石倉、石兜、杉ノ沢、舘森

　
高屋敷、新城東、和野、金成沢、
下廿一、上廿一、下前木、上前木
　
全地区（どなたでも）
　
崎浜、要害、浅根、長崎、高井、
田尻
　

下沢、千岩田、青葉が丘

受付9：00～ 9：30
　
九条１～５

　
神山、本町１・２、
舘山１・２、
古町１～６

　
日の口１・２、両沢、
東中才１・２、東八幡

　
赤岩五駄鱈、老松、
前浜、三峰
　
全地区（どなたでも）
　
表松川、内松川、早稲谷、
上八瀬下、上八瀬上、
塚沢、関根、台、下八瀬
　
廻館、浦の浜、磯草、
外浜、新王平、亀山、
大初平、尾崎、高谷

唐桑会場「燦さん館」

気仙沼会場「すこやか」（東新城）

■問い合わせ先／
　市健康増進課
　☎21-1212

※子宮体部がん検診に該当した場合は追加料
金がかかります。
■検査内容／問診、視診、超音波検査、子宮頸部
細胞診（医師が必要と認めた場合、子宮体部
がん検診）

※昨年４月１日以降に既に医療機関などで子宮がん検
診を受けた場合は、今回の検診は受診できません。

①時間、②場所、③対象、④内容など、⑤申し込み・問い合わせ先

①10：00～ 12：00　②「すこやか」和室　③子育て中の親子（１歳未
満のお子さんも参加可）　④『こんな時どうしよう？～緊急時の応急対応
～』子育て中の「はっ」としたときの対処は？救急救命士の視点で乳
幼児の事故を未然に防ぐ方法と不測の事態に備えた対処法を学びま
す。参加費無料。　
⑤市生涯学習課 ☎ 22-3442・　 kyosho@kesennuma.miyagi.jp

①15：00～ 16：00　②市ワン・テン庁舎 ２階大ホール　
③キャッシュレスに関心のある方　④キャッシュレス決済についての基
本的な使い方の説明や実際のアプリ導入の伴走支援など。参加費無料。
定員 50人。要申込（1/28まで）　⑤市商工課 商工労働係 ☎ 22-3436

①13：30～ 15：30　②市ワン・テン庁舎 ２階大ホール　
③どなたでも　④悪質商法や特殊詐欺などの消費者トラブルの現状や
手口を知ることで、地域全体で消費者トラブルを予防。参加費無料。
定員 70人。要申込　⑤市地域包括ケア推進課 ☎ 22-6600 内線 419 

①10：00～ 12：00　②「やすらぎ」調理室
③聞こえない方、手話を勉強している方など、どなたでも　④調理実
習（手軽に取り入れたい「元気になる一品」）。「聞こえ」に関する暮ら
しの個別相談（手話通訳・要約筆記付き )。参加費無料　
⑤宮城県聴覚障害者情報センター (みみサポみやぎ ) ☎ 022-393-5501・
fax 022-393-5502・　 info＠mimisuppo-miyagi.org

①10：00～ 12：00　②市ワン・テン庁舎 ２階大ホール
③どなたでも　④講演「ふだんの生活に活かそう！健康長寿新ガイド
ライン」。参加費無料。要申込（１/28 まで）　
⑤市地域包括ケア推進課 ☎ 22-6600 内線 368 

①12：50～ 15：50　②市ワン・テン庁舎 ２階交流室A　
③市内の NPO や市民活動団体など　④NPO が抱える会計や税務の疑
問や悩みについての個別相談会。NPO 会計に詳しい税理士が対応 （１
団体 1時間程度・３団体限定・先着順）。 参加費無料。要申込（1/28 まで）
⑤市民活動支援センター ☎ 22-6600 内線 335・　 k.npokk@gmail.com

①13：30～ 15：30　②市ワン・テン庁舎２階 交流室ほか
③日本語を母国語としない外国出身者（幼児同伴も可）④初級者から
上級者まで幅広いレベルで、マンツーマンの日本語学習ができます。
1月 16日は新年会をします（要申込）。受講料無料　
⑤市小さな国際大使館（市地域づくり推進課内）☎ 22-6600 内線 337・
　 taishikan@kesennuma.miyagi.jp

①14：00～ 16：00　②「やすらぎ」（錦町）　③独身の男性（45歳まで）
④テレビなどでご活躍されている吉井奈々さんが「独身の男性がどう
すれば結婚できるか」をお教えします。参加費無料。要申込（1/24まで）
⑤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

よし  い     な    な

　市では、第８期介護保険事業計画（令和
３～５年度）策定の基礎資料とするため、
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（アン
ケート調査）を実施しています。
　対象は、市内にお住まいの 65 歳以上の
方のうち、無作為に抽出した３千人の方で

けい

す。調査票が届いた方は、２月７日（金）
までに返送くださいますようご協力をお願
いします。
■問い合わせ先／
　市高齢介護課 高齢企画係
　☎22-6600 内線 420
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