
健康プラザ
Healthy plaza

市立病院第12回
がん市民講座にご参加ください

　悪性がんを乗り越えた経験をもとに、講演と落語をセットに
した独自の講演会を各地で行い、数々のメディアでも取り上げ
られ大きな反響を呼んでいる樋
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 氏をお招きします。
　笑いあり涙ありの講演会を通じて熱い感動と生きる希望をお
持ち帰りいただきます。
　多くの皆様のご参加をお待ちしています。
■日時／２月 16日（土）
　　　　午後１時 30 分から３時まで（受付開始：午後１時）
■場所／気仙沼プラザホテル
■内容／講演「いのちの落語講演
　　　　　　　～笑いは最高の抗がん剤～」
■講師／樋口 強 氏（作家、全日本社会人落語
　協会副会長）
■参加費／無料（申込不要）
■問い合わせ先／市立病院 地域医療連携室
　　　　　　　　☎ 22-7178・fax 24-2328

「HIV」「クラミジア」「梅毒」「肝炎」
検査を実施しています

　気仙沼保健所では、HIV・クラミジア・梅毒・
肝炎の検査を実施しています。保健師が個
別に対応し、結果は本人に直接お知らせし
ます。
■検査日時／毎月第２・４水曜日の午後２

時から４時まで
■場所／気仙沼保健所（東新城３丁目３－３）
■検査内容／問診・採血
■検査費用／原則無料
■申し込み／予約が必要です。事前に電話

で気仙沼保健所まで申し込みください。
※ HIV、クラミジア、梅毒検査は匿名で受け

ることができます。
※肝炎検査は、保健所のほか、住民健診、

県指定の医療機関でも受けることができ
ます。詳しくはお問い合わせください。

骨髄バンクドナー（提供者）登録
にご協力ください

　「骨髄バンク」は、白血病をはじめとす
る血液疾患などのため「骨髄移植」が必
要な患者さんに骨髄を提供していただけ
るドナー（提供者）をあらかじめ登録し、
骨髄移植へつなぐシステムです。
　気仙沼保健所では、ドナー登録の受付
を無料で行っています。事前予約が必要
ですので、電話で気仙沼保健所にお問い
合わせください。
■登録受付日時／毎月第２・４水曜日の

午後２時から４時まで
■場所／気仙沼保健所（東新城３丁目３－３）

■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼保健所 疾病対策班 ☎ 22-6662
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 氏プロフィール
　企業人として最前線にいた 43歳
の時、生存率の低い悪性肺がんを
発病し、手術と抗がん剤治療で乗
り越える。2004年退職、抗がん剤
の後遺症と闘いながら、「いのち
の大切さ」「家族への愛」「生き方
は自分が決める」などをテーマに、
執筆・講演活動を精力的に行って
いる。

　　生活の中
　の笑いを自ら   
 「いのちの落語」
として創作し、講
  演と落語をセッ
　トにした独特
　   の講演会

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

４か月児健診

７日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年10月1日～
14日生まれ

乳幼児健診は、「すこやか」、「いこ
い」のどちらの会場でも受けるこ
とができます。ただし、居住地域の
会場で受けることができない場合
は、健診日の1 週間前までに居住
地域の担当係へご連絡ください。
※「いこい」会場では3/13 に行います。

８日（金）12:15～12:30 すこやか 平成30年10月15日～
31日生まれ

子育て相談

14日（木） 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
15日（金） 9:30～10:00 いこい

19日（火） 9:30～10:00 鮪立児童館

かみかみ教室
※要予約 ６日（水） 9:30～9:50 すこやか

生後 10 ～ 13 か月の
お子さんと家族

（定員 15 名）

・持ち物：母子健康手帳・筆記用
具・問診票・その他お子さんに
必要なもの

離乳食教室
※要予約 ３月６日（水） 9:30～9:50 すこやか

生後５～６か月のお
子さんと家族

（定員 15 名）

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

パパママ教室Ｂ
※要予約 28日（木）13:10～13:25 すこやか 妊婦とご家族

（定員 15 組）

・内容：歯医者さんによる講話と
健診、栄養士による講話「妊娠
中・産後の食事ポイント」

・持ち物：母子健康手帳
※ 1 歳 6 か月児健診、２歳 6 か月児健診、3 歳児健診の対象の方には、個別に通知を郵送していますので、
　ご確認ください。

乳幼児健康診査と教室・相談

■予約・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

３日（日）
葛内科胃腸科医院（田中前）
☎ 22-6750・小学生以上、
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

ファミリー歯科医院（田中
前）☎ 24-2822 ー

10日（日）

三条小児科医院（田中前）
☎ 23-0088
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00 佐藤歯科医院（唐桑町馬場）

☎ 32-2309
共創未来東しんじょう薬局

（東新城）☎ 25-8941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

11日（月・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818 ー

17日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

24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

鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827 ー

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
日 時　間 場　所 内　　容

15日(金) 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

６日（水）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

24日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

献血日程
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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

４か月児健診

７日（木）12:15～12:30 すこやか 平成30年10月1日～
14日生まれ

乳幼児健診は、「すこやか」、「いこ
い」のどちらの会場でも受けるこ
とができます。ただし、居住地域の
会場で受けることができない場合
は、健診日の1 週間前までに居住
地域の担当係へご連絡ください。
※「いこい」会場では3/13 に行います。

８日（金）12:15～12:30 すこやか 平成30年10月15日～
31日生まれ

子育て相談

14日（木） 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
15日（金） 9:30～10:00 いこい

19日（火） 9:30～10:00 鮪立児童館

かみかみ教室
※要予約 ６日（水） 9:30～9:50 すこやか

生後 10 ～ 13 か月の
お子さんと家族

（定員 15 名）

・持ち物：母子健康手帳・筆記用
具・問診票・その他お子さんに
必要なもの

離乳食教室
※要予約 ３月６日（水） 9:30～9:50 すこやか

生後５～６か月のお
子さんと家族

（定員 15 名）

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

パパママ教室Ｂ
※要予約 28日（木）13:10～13:25 すこやか 妊婦とご家族

（定員 15 組）

・内容：歯医者さんによる講話と
健診、栄養士による講話「妊娠
中・産後の食事ポイント」

・持ち物：母子健康手帳
※ 1 歳 6 か月児健診、２歳 6 か月児健診、3 歳児健診の対象の方には、個別に通知を郵送していますので、
　ご確認ください。

乳幼児健康診査と教室・相談

■予約・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

３日（日）
葛内科胃腸科医院（田中前）
☎ 22-6750・小学生以上、
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

ファミリー歯科医院（田中
前）☎ 24-2822 ー

10日（日）

三条小児科医院（田中前）
☎ 23-0088
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00 佐藤歯科医院（唐桑町馬場）

☎ 32-2309
共創未来東しんじょう薬局

（東新城）☎ 25-8941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

11日（月・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818 ー

17日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577

こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

24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

鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827 ー

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
日 時　間 場　所 内　　容

15日(金) 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

６日（水）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

24日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

献血日程

広報
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