
広報

2020. 2. 17

健康プラザ
Healthy plaza

市民公開講座　「正しい がん情報 の見分け方」

　市では、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種の費用の一部を助成しています。
　接種は義務ではありませんが、令和元年度の対象者の方が助成を受けられる
のは、３月 31 日（火）までとなりますので、接種を希望する方は必ずこの期
間に受けてください。

■助成期間／３月 31 日（火）まで
■持ち物／自己負担金、健康保険証 （生活保護世帯の方は、生活保護受給者証）
■対象者・料金・実施医療機関／

対象年齢（生年月日）
（誕生日前でも接種できます。）

接種回数 自己負担額

65 歳（S29.４.２～S30.４.１)

１回 4,500 円
（生活保護世帯は無料）

70 歳（S24.４.２～S25.４.１）
75 歳（S19.４.２～S20.４.１）
80 歳（S14.４.２～S15.４.１）
85 歳（S９.４.２～S10.４.１）
90 歳（S４.４.２～S５.４.１）
95 歳（T13.４.２～T14.４.１）

100 歳以上（T９.４.１以前にお生まれの方）
　　

あいざわクリニック 21-1160 小野寺医院 23-9890 森田医院 22-6633
猪苗代医院 24-7180 葛内科胃腸科医院 22-6750 市立病院 22-7100
猪苗代病院 22-7180 小松クリニック 21-5770 市立本吉病院 42-2621
うちクリニック 23-0087 こまつ内科医院 29-6482 もとよしクリニック 25-7585
大里胃腸科内科婦人科医院 22-7157 齋藤外科クリニック 22-7260 歌津八番クリニック 36-9511
大島医院 28-2603 すがわら内科クリニック 25-8825 佐藤徹内科クリニック 47-1175
大友病院 22-6868 条南整形外科 29-6711 南三陸病院 46-3646
おだか医院 22-3210 村岡外科クリニック 23-3990 ささはら総合診療科 0220-21-5660
小野医院 32-3128 森産婦人科医院 22-6808

■申込方法／事前に実施医療機関にお問い合わせのうえ、申し込みください。
■その他／実施医療機関以外で接種を希望する場合は、市健康増進課へお問い合わせください。
■ご注意ください／
 ・ ワクチンの在庫の関係ですぐに接種できない場合がありますので、お早めにご予約ください。
・過去に一度でも高齢者肺炎球菌予防接種（23 価）を受けた方は、費用助成の対象となりません。
・過去に高齢者肺炎球菌予防接種を受けた方は、副反応が強く出現する可能性があるため、前回

の接種から５年以上の間隔をあけなければ接種できません。
■問い合わせ先／市健康増進課 健康予防係 ☎  21-1212

　接種日に満 60 歳以
上満 65 歳未満の方で、
心臓、じん臓または呼
吸器の機能に障害があ
る方や、免疫の機能に
障害がある方のうち、
日常生活が大きく制限
される方も対象となり
ますので、主治医にご
相談ください。

高齢者肺炎球菌予防接種の費用を助成します

●日時／ ２月 22 日（土）
                  午後６時から７時 30 分まで
●会場／ 気仙沼プラザホテル  コンベンションホール 飛天
●講師／ 勝俣 範之 氏（日本医科大学 武蔵小杉病院 　
　　　　 腫瘍内科教授）

●参加料／無料（申込不要） 
●問い合わせ先／
　市立病院がん相談支援センター
　☎ 22-7100（内線 5229・2436）

かつまた  のりゆき

　「がんの標準治療ってどんな治療？」「ネットに流れている情報はどれが
正しいの？」がんに関する情報が氾濫している中、正しい情報の選択は非常
に困難になっています。がんの情報を正しく理解するための聞いて得する
講座を開催します。ぜひお越しください。

健康プラザ
Healthy plaza

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）
小野医院（唐桑町宿浦）
☎ 32-3128・内科、小児科
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

熊谷歯科医院（八日町）
☎ 23-2211

に こ に こ 堂 調 剤 薬 局　　
（田中前）☎ 23-3110

９日（日）村岡外科クリニック（田中前）
☎ 23-3990

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611 －

11日（火・祝）

佐々木小児科医院（本郷）
☎ 22-6811・小児科
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30 ファミリー歯科医院（田中

前）
☎ 24-2822

はしかみ調剤薬局（長磯牧
通）
☎ 27-5939鈴木医院（長磯原ノ沢）

☎ 27-2315
受付 9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00

16日（日）

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

佐藤歯科医院（唐桑町馬場）
☎ 32-2309

中上薬局（本吉町津谷松岡）
☎ 42-2523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

佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

23日（日）
三条小児科医院（田中前）
☎ 23-0088
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818 －

24日（月）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577 －

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
５日（水）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00　13:00 ～ 16:30
６日（木）宮城県気仙沼合同庁舎 　       －　           12:30 ～ 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）

「からだもこころも元気に！フレイル予防講座」
    介護が必要となる状態の前段階「フレイル」に関する講話とその予防の1つとなる運動を紹介しま
す。また、講座のなかで「元気」「健康」の秘けつなど参加者同士の意見交換も行います。いつまでも元
気で自分らしく生活できるためのヒントを見つけてみませんか。

実施日 (２月） 時間 会場
17日（月） 14:00～15:30  「燦さん館」（唐桑）
18日（火） 10:00～11:30  「すこやか」（東新城）
18日（火） 14:00～15:30  「いこい」（本吉）

■内容／フレイル予防に関する講話と運動、参加者
　　　　同士の意見交換 
■講師／野田 隆行 氏 ( 一般財団法人 宮城県成人  
             病予防協会附属 仙台循環器病センター   
             健康増進部部長代理 （健康運動指導士））

　参加無料
を開催します

■対象／おおむね 65 歳以上の方 
■定員／各会場 30 人（先着順）
■申込方法／２月 14日 ( 金）までに各会場 
    に電話で申し込みください。
■その他／飲み物を持参し、動きやすい服装 
    でお越しください。 
■問い合わせ先／ 
　「燦さん館」☎ 32-4811
　「すこやか」☎ 21-1212
　「いこい」☎ 25-7645

■日時・会場／

の　だ  　たか ゆき
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健康プラザ
Healthy plaza

市民公開講座　「正しい がん情報 の見分け方」

　市では、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種の費用の一部を助成しています。
　接種は義務ではありませんが、令和元年度の対象者の方が助成を受けられる
のは、３月 31 日（火）までとなりますので、接種を希望する方は必ずこの期
間に受けてください。

■助成期間／３月 31 日（火）まで
■持ち物／自己負担金、健康保険証 （生活保護世帯の方は、生活保護受給者証）
■対象者・料金・実施医療機関／

対象年齢（生年月日）
（誕生日前でも接種できます。）

接種回数 自己負担額

65 歳（S29.４.２～S30.４.１)

１回 4,500 円
（生活保護世帯は無料）

70 歳（S24.４.２～S25.４.１）
75 歳（S19.４.２～S20.４.１）
80 歳（S14.４.２～S15.４.１）
85 歳（S９.４.２～S10.４.１）
90 歳（S４.４.２～S５.４.１）
95 歳（T13.４.２～T14.４.１）

100 歳以上（T９.４.１以前にお生まれの方）
　　

あいざわクリニック 21-1160 小野寺医院 23-9890 森田医院 22-6633
猪苗代医院 24-7180 葛内科胃腸科医院 22-6750 市立病院 22-7100
猪苗代病院 22-7180 小松クリニック 21-5770 市立本吉病院 42-2621
うちクリニック 23-0087 こまつ内科医院 29-6482 もとよしクリニック 25-7585
大里胃腸科内科婦人科医院 22-7157 齋藤外科クリニック 22-7260 歌津八番クリニック 36-9511
大島医院 28-2603 すがわら内科クリニック 25-8825 佐藤徹内科クリニック 47-1175
大友病院 22-6868 条南整形外科 29-6711 南三陸病院 46-3646
おだか医院 22-3210 村岡外科クリニック 23-3990 ささはら総合診療科 0220-21-5660
小野医院 32-3128 森産婦人科医院 22-6808

■申込方法／事前に実施医療機関にお問い合わせのうえ、申し込みください。
■その他／実施医療機関以外で接種を希望する場合は、市健康増進課へお問い合わせください。
■ご注意ください／
 ・ ワクチンの在庫の関係ですぐに接種できない場合がありますので、お早めにご予約ください。
・過去に一度でも高齢者肺炎球菌予防接種（23 価）を受けた方は、費用助成の対象となりません。
・過去に高齢者肺炎球菌予防接種を受けた方は、副反応が強く出現する可能性があるため、前回

の接種から５年以上の間隔をあけなければ接種できません。
■問い合わせ先／市健康増進課 健康予防係 ☎  21-1212

　接種日に満 60 歳以
上満 65 歳未満の方で、
心臓、じん臓または呼
吸器の機能に障害があ
る方や、免疫の機能に
障害がある方のうち、
日常生活が大きく制限
される方も対象となり
ますので、主治医にご
相談ください。

高齢者肺炎球菌予防接種の費用を助成します

●日時／ ２月 22 日（土）
                  午後６時から７時 30 分まで
●会場／ 気仙沼プラザホテル  コンベンションホール 飛天
●講師／ 勝俣 範之 氏（日本医科大学 武蔵小杉病院 　
　　　　 腫瘍内科教授）

●参加料／無料（申込不要） 
●問い合わせ先／
　市立病院がん相談支援センター
　☎ 22-7100（内線 5229・2436）

かつまた  のりゆき

　「がんの標準治療ってどんな治療？」「ネットに流れている情報はどれが
正しいの？」がんに関する情報が氾濫している中、正しい情報の選択は非常
に困難になっています。がんの情報を正しく理解するための聞いて得する
講座を開催します。ぜひお越しください。

健康プラザ
Healthy plaza

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）
小野医院（唐桑町宿浦）
☎ 32-3128・内科、小児科
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

熊谷歯科医院（八日町）
☎ 23-2211

に こ に こ 堂 調 剤 薬 局　　
（田中前）☎ 23-3110

９日（日）村岡外科クリニック（田中前）
☎ 23-3990

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611 －

11日（火・祝）

佐々木小児科医院（本郷）
☎ 22-6811・小児科
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30 ファミリー歯科医院（田中

前）
☎ 24-2822

はしかみ調剤薬局（長磯牧
通）
☎ 27-5939鈴木医院（長磯原ノ沢）

☎ 27-2315
受付 9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00

16日（日）

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

佐藤歯科医院（唐桑町馬場）
☎ 32-2309

中上薬局（本吉町津谷松岡）
☎ 42-2523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

佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

23日（日）
三条小児科医院（田中前）
☎ 23-0088
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818 －

24日（月）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577 －

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
５日（水）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00　13:00 ～ 16:30
６日（木）宮城県気仙沼合同庁舎 　       －　           12:30 ～ 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）

「からだもこころも元気に！フレイル予防講座」
    介護が必要となる状態の前段階「フレイル」に関する講話とその予防の1つとなる運動を紹介しま
す。また、講座のなかで「元気」「健康」の秘けつなど参加者同士の意見交換も行います。いつまでも元
気で自分らしく生活できるためのヒントを見つけてみませんか。

実施日 (２月） 時間 会場
17日（月） 14:00～15:30  「燦さん館」（唐桑）
18日（火） 10:00～11:30  「すこやか」（東新城）
18日（火） 14:00～15:30  「いこい」（本吉）

■内容／フレイル予防に関する講話と運動、参加者
　　　　同士の意見交換 
■講師／野田 隆行 氏 ( 一般財団法人 宮城県成人  
             病予防協会附属 仙台循環器病センター   
             健康増進部部長代理 （健康運動指導士））

　参加無料
を開催します

■対象／おおむね 65 歳以上の方 
■定員／各会場 30 人（先着順）
■申込方法／２月 14日 ( 金）までに各会場 
    に電話で申し込みください。
■その他／飲み物を持参し、動きやすい服装 
    でお越しください。 
■問い合わせ先／ 
　「燦さん館」☎ 32-4811
　「すこやか」☎ 21-1212
　「いこい」☎ 25-7645

■日時・会場／

の　だ  　たか ゆき
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健康プラザ
Healthy plaza

市民公開講座　「正しい がん情報 の見分け方」

　市では、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種の費用の一部を助成しています。
　接種は義務ではありませんが、令和元年度の対象者の方が助成を受けられる
のは、３月 31 日（火）までとなりますので、接種を希望する方は必ずこの期
間に受けてください。

■助成期間／３月 31 日（火）まで
■持ち物／自己負担金、健康保険証 （生活保護世帯の方は、生活保護受給者証）
■対象者・料金・実施医療機関／

対象年齢（生年月日）
（誕生日前でも接種できます。）

接種回数 自己負担額

65 歳（S29.４.２～S30.４.１)

１回 4,500 円
（生活保護世帯は無料）

70 歳（S24.４.２～S25.４.１）
75 歳（S19.４.２～S20.４.１）
80 歳（S14.４.２～S15.４.１）
85 歳（S９.４.２～S10.４.１）
90 歳（S４.４.２～S５.４.１）
95 歳（T13.４.２～T14.４.１）

100 歳以上（T９.４.１以前にお生まれの方）
　　

あいざわクリニック 21-1160 小野寺医院 23-9890 森田医院 22-6633
猪苗代医院 24-7180 葛内科胃腸科医院 22-6750 市立病院 22-7100
猪苗代病院 22-7180 小松クリニック 21-5770 市立本吉病院 42-2621
うちクリニック 23-0087 こまつ内科医院 29-6482 もとよしクリニック 25-7585
大里胃腸科内科婦人科医院 22-7157 齋藤外科クリニック 22-7260 歌津八番クリニック 36-9511
大島医院 28-2603 すがわら内科クリニック 25-8825 佐藤徹内科クリニック 47-1175
大友病院 22-6868 条南整形外科 29-6711 南三陸病院 46-3646
おだか医院 22-3210 村岡外科クリニック 23-3990 ささはら総合診療科 0220-21-5660
小野医院 32-3128 森産婦人科医院 22-6808

■申込方法／事前に実施医療機関にお問い合わせのうえ、申し込みください。
■その他／実施医療機関以外で接種を希望する場合は、市健康増進課へお問い合わせください。
■ご注意ください／
 ・ ワクチンの在庫の関係ですぐに接種できない場合がありますので、お早めにご予約ください。
・過去に一度でも高齢者肺炎球菌予防接種（23 価）を受けた方は、費用助成の対象となりません。
・過去に高齢者肺炎球菌予防接種を受けた方は、副反応が強く出現する可能性があるため、前回

の接種から５年以上の間隔をあけなければ接種できません。
■問い合わせ先／市健康増進課 健康予防係 ☎  21-1212

　接種日に満 60 歳以
上満 65 歳未満の方で、
心臓、じん臓または呼
吸器の機能に障害があ
る方や、免疫の機能に
障害がある方のうち、
日常生活が大きく制限
される方も対象となり
ますので、主治医にご
相談ください。

高齢者肺炎球菌予防接種の費用を助成します

●日時／ ２月 22 日（土）
                  午後６時から７時 30 分まで
●会場／ 気仙沼プラザホテル  コンベンションホール 飛天
●講師／ 勝俣 範之 氏（日本医科大学 武蔵小杉病院 　
　　　　 腫瘍内科教授）

●参加料／無料（申込不要） 
●問い合わせ先／
　市立病院がん相談支援センター
　☎ 22-7100（内線 5229・2436）

かつまた  のりゆき

　「がんの標準治療ってどんな治療？」「ネットに流れている情報はどれが
正しいの？」がんに関する情報が氾濫している中、正しい情報の選択は非常
に困難になっています。がんの情報を正しく理解するための聞いて得する
講座を開催します。ぜひお越しください。

健康プラザ
Healthy plaza

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）
小野医院（唐桑町宿浦）
☎ 32-3128・内科、小児科
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

熊谷歯科医院（八日町）
☎ 23-2211

に こ に こ 堂 調 剤 薬 局　　
（田中前）☎ 23-3110

９日（日）村岡外科クリニック（田中前）
☎ 23-3990

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611 －

11日（火・祝）

佐々木小児科医院（本郷）
☎ 22-6811・小児科
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30 ファミリー歯科医院（田中

前）
☎ 24-2822

はしかみ調剤薬局（長磯牧
通）
☎ 27-5939鈴木医院（長磯原ノ沢）

☎ 27-2315
受付 9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00

16日（日）

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

佐藤歯科医院（唐桑町馬場）
☎ 32-2309

中上薬局（本吉町津谷松岡）
☎ 42-2523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

佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

23日（日）
三条小児科医院（田中前）
☎ 23-0088
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818 －

24日（月）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577 －

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
５日（水）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00　13:00 ～ 16:30
６日（木）宮城県気仙沼合同庁舎 　       －　           12:30 ～ 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）

「からだもこころも元気に！フレイル予防講座」
    介護が必要となる状態の前段階「フレイル」に関する講話とその予防の1つとなる運動を紹介しま
す。また、講座のなかで「元気」「健康」の秘けつなど参加者同士の意見交換も行います。いつまでも元
気で自分らしく生活できるためのヒントを見つけてみませんか。

実施日 (２月） 時間 会場
17日（月） 14:00～15:30  「燦さん館」（唐桑）
18日（火） 10:00～11:30  「すこやか」（東新城）
18日（火） 14:00～15:30  「いこい」（本吉）

■内容／フレイル予防に関する講話と運動、参加者
　　　　同士の意見交換 
■講師／野田 隆行 氏 ( 一般財団法人 宮城県成人  
             病予防協会附属 仙台循環器病センター   
             健康増進部部長代理 （健康運動指導士））

　参加無料
を開催します

■対象／おおむね 65 歳以上の方 
■定員／各会場 30 人（先着順）
■申込方法／２月 14日 ( 金）までに各会場 
    に電話で申し込みください。
■その他／飲み物を持参し、動きやすい服装 
    でお越しください。 
■問い合わせ先／ 
　「燦さん館」☎ 32-4811
　「すこやか」☎ 21-1212
　「いこい」☎ 25-7645

■日時・会場／

の　だ  　たか ゆき


