
健康プラザ
Healthy plaza

風しんの抗体検査・予防接種を無料で実施します
（昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1日生まれの男性への助成）

　市では、肺炎球菌予防接種の費用の一部を助成しています。
　肺炎で一番多い病原菌は、肺炎球菌によるものです。肺炎球菌ワクチンを接
種することにより、肺炎予防や肺炎にかかっても、軽い症状で済むことが期待
できます。接種を希望する方は実施指定医療機関へ直接お申込みください。

■助成期間／来年３月 31 日まで
■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
（過去に１回も接種し

たことがない方）

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

■申込方法／事前に実施医療機関にお問い合わせのうえ、お申し込みください。
■その他／ 75 歳以上で上表に該当しない方（過去に一度も接種したことがない方）は、1 回 5,240

円で受けられます。詳しく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／
・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。

　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

　風しんの主な症状は、発熱・発疹で、成人の場合、
症状の長期化や重症化の可能性があります。
　風しんの予防には、風しんに対する免疫の有無を
確認し、予防接種を受け、免疫を獲得することが有
効です。そこで、これまで、風しんに係る公的な予
防接種を受ける機会がなかった昭和 37年 4月 2日か
ら昭和 54年 4月 1日生まれの男性を対象に、無料で
風しんの抗体検査および予防接種を実施します。
　 風しんから自身と周りの人への感染を防ぐため、ぜ
ひ、この機会に抗体検査と予防接種を受けましょう。
　

◇無料クーポン券の送付◇
　本年度は、昭和 47 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月
1 日生まれの男性に無料クーポン券を送付します。
※昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 47 年 4 月 1 日生まれの男性の

うち、早期に検査を希望される方には、別途、無料クー
ポン券を送付しますので、健康増進課へご連絡ください。

◇実施内容◇
　市から送付される無料クーポン券を持参のう
え、指定の医療機関や健康診査の際に抗体検査
を受けましょう。

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

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

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360 ー

19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

みうら歯科クリニック（長
磯船原）☎ 27-4145

中上薬局（本吉町津谷松岡）
☎ 42-2523

26日（日）
条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611

条南マリン薬局（田中前）
☎ 21-2227
田谷薬局（田中前）
☎ 25-1381

5 月 6 日までの連休中の休日当番医・調剤薬局は、「広報けせんぬま」4 月 15 日号をご覧ください。

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

教室・相談
健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

子育て相談
８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24日（金） 9:30～10:00 いこい

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

（定員 15 組）

・ 内 容：お産に関する講話、沐
浴実演、抱っこ・おむつ替え・
衣服着脱体験

・持ち物：母子健康手帳

パパママ教室Ｂ
※要予約

6/
５日（水）13:10～13:25 すこやか 妊婦とご家族

（定員 15 組）

・ 内 容：歯科医師による講話、歯
科健診と歯みがきレッスン、栄養
士による妊娠中・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

かみかみ教室
※要予約

6/
25日（火） 9:30～9:50 すこやか

生 後 8 ～ 12 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

※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）

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

献血日程

日 時　間 場　所 内　　容

13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(水) 10:00～15:00 イ オ ン 気 仙

沼店

日 受付時間 場　所

５日（日） 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00 イオン気仙沼店

　市では、脳卒中などの後遺症によって「言
葉が出てこない」「相手の言葉の意味が理解
しづらい」など話す・飲み込む機能などが
低下している方のために、月１回「言語聴
覚療法相談」を実施しています。

■内容／言語聴覚士による個別相談（1 名
につき 40 分程度）

■場所／「すこやか」（月 1 回午前・午後）
　　　　  「燦さん館」（月 1 回午後のみ）
※詳しくは、市健康増進課までお問い合わ

せください。

言語聴覚療法相談を
利用してみませんか

広報
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風しんの抗体検査・予防接種を無料で実施します
（昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1日生まれの男性への助成）

　市では、肺炎球菌予防接種の費用の一部を助成しています。
　肺炎で一番多い病原菌は、肺炎球菌によるものです。肺炎球菌ワクチンを接
種することにより、肺炎予防や肺炎にかかっても、軽い症状で済むことが期待
できます。接種を希望する方は実施指定医療機関へ直接お申込みください。

■助成期間／来年３月 31 日まで
■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
（過去に１回も接種し

たことがない方）

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

■申込方法／事前に実施医療機関にお問い合わせのうえ、お申し込みください。
■その他／ 75 歳以上で上表に該当しない方（過去に一度も接種したことがない方）は、1 回 5,240

円で受けられます。詳しく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／
・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。

　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

　風しんの主な症状は、発熱・発疹で、成人の場合、
症状の長期化や重症化の可能性があります。
　風しんの予防には、風しんに対する免疫の有無を
確認し、予防接種を受け、免疫を獲得することが有
効です。そこで、これまで、風しんに係る公的な予
防接種を受ける機会がなかった昭和 37年 4月 2日か
ら昭和 54年 4月 1日生まれの男性を対象に、無料で
風しんの抗体検査および予防接種を実施します。
　 風しんから自身と周りの人への感染を防ぐため、ぜ
ひ、この機会に抗体検査と予防接種を受けましょう。
　

◇無料クーポン券の送付◇
　本年度は、昭和 47 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月
1 日生まれの男性に無料クーポン券を送付します。
※昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 47 年 4 月 1 日生まれの男性の

うち、早期に検査を希望される方には、別途、無料クー
ポン券を送付しますので、健康増進課へご連絡ください。

◇実施内容◇
　市から送付される無料クーポン券を持参のう
え、指定の医療機関や健康診査の際に抗体検査
を受けましょう。

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

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

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360 ー

19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

みうら歯科クリニック（長
磯船原）☎ 27-4145

中上薬局（本吉町津谷松岡）
☎ 42-2523

26日（日）
条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611

条南マリン薬局（田中前）
☎ 21-2227
田谷薬局（田中前）
☎ 25-1381

5 月 6 日までの連休中の休日当番医・調剤薬局は、「広報けせんぬま」4 月 15 日号をご覧ください。

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

教室・相談
健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

子育て相談
８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24日（金） 9:30～10:00 いこい

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

（定員 15 組）

・ 内 容：お産に関する講話、沐
浴実演、抱っこ・おむつ替え・
衣服着脱体験

・持ち物：母子健康手帳

パパママ教室Ｂ
※要予約

6/
５日（水）13:10～13:25 すこやか 妊婦とご家族

（定員 15 組）

・ 内 容：歯科医師による講話、歯
科健診と歯みがきレッスン、栄養
士による妊娠中・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

かみかみ教室
※要予約

6/
25日（火） 9:30～9:50 すこやか

生 後 8 ～ 12 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

※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）

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

献血日程

日 時　間 場　所 内　　容

13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(水) 10:00～15:00 イ オ ン 気 仙

沼店

日 受付時間 場　所

５日（日） 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00 イオン気仙沼店

　市では、脳卒中などの後遺症によって「言
葉が出てこない」「相手の言葉の意味が理解
しづらい」など話す・飲み込む機能などが
低下している方のために、月１回「言語聴
覚療法相談」を実施しています。

■内容／言語聴覚士による個別相談（1 名
につき 40 分程度）

■場所／「すこやか」（月 1 回午前・午後）
　　　　  「燦さん館」（月 1 回午後のみ）
※詳しくは、市健康増進課までお問い合わ

せください。

言語聴覚療法相談を
利用してみませんか

広報
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健康プラザ
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風しんの抗体検査・予防接種を無料で実施します
（昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1日生まれの男性への助成）

　市では、肺炎球菌予防接種の費用の一部を助成しています。
　肺炎で一番多い病原菌は、肺炎球菌によるものです。肺炎球菌ワクチンを接
種することにより、肺炎予防や肺炎にかかっても、軽い症状で済むことが期待
できます。接種を希望する方は実施指定医療機関へ直接お申込みください。

■助成期間／来年３月 31 日まで
■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
（過去に１回も接種し

たことがない方）

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

■申込方法／事前に実施医療機関にお問い合わせのうえ、お申し込みください。
■その他／ 75 歳以上で上表に該当しない方（過去に一度も接種したことがない方）は、1 回 5,240

円で受けられます。詳しく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／
・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。

　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

　風しんの主な症状は、発熱・発疹で、成人の場合、
症状の長期化や重症化の可能性があります。
　風しんの予防には、風しんに対する免疫の有無を
確認し、予防接種を受け、免疫を獲得することが有
効です。そこで、これまで、風しんに係る公的な予
防接種を受ける機会がなかった昭和 37年 4月 2日か
ら昭和 54年 4月 1日生まれの男性を対象に、無料で
風しんの抗体検査および予防接種を実施します。
　 風しんから自身と周りの人への感染を防ぐため、ぜ
ひ、この機会に抗体検査と予防接種を受けましょう。
　

◇無料クーポン券の送付◇
　本年度は、昭和 47 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月
1 日生まれの男性に無料クーポン券を送付します。
※昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 47 年 4 月 1 日生まれの男性の

うち、早期に検査を希望される方には、別途、無料クー
ポン券を送付しますので、健康増進課へご連絡ください。

◇実施内容◇
　市から送付される無料クーポン券を持参のう
え、指定の医療機関や健康診査の際に抗体検査
を受けましょう。

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

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

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360 ー

19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

みうら歯科クリニック（長
磯船原）☎ 27-4145

中上薬局（本吉町津谷松岡）
☎ 42-2523

26日（日）
条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611

条南マリン薬局（田中前）
☎ 21-2227
田谷薬局（田中前）
☎ 25-1381

5 月 6 日までの連休中の休日当番医・調剤薬局は、「広報けせんぬま」4 月 15 日号をご覧ください。

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

教室・相談
健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

子育て相談
８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24日（金） 9:30～10:00 いこい

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

（定員 15 組）

・ 内 容：お産に関する講話、沐
浴実演、抱っこ・おむつ替え・
衣服着脱体験

・持ち物：母子健康手帳

パパママ教室Ｂ
※要予約

6/
５日（水）13:10～13:25 すこやか 妊婦とご家族

（定員 15 組）

・ 内 容：歯科医師による講話、歯
科健診と歯みがきレッスン、栄養
士による妊娠中・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

かみかみ教室
※要予約

6/
25日（火） 9:30～9:50 すこやか

生 後 8 ～ 12 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

※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）

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

献血日程

日 時　間 場　所 内　　容

13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(水) 10:00～15:00 イ オ ン 気 仙

沼店

日 受付時間 場　所

５日（日） 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00 イオン気仙沼店

　市では、脳卒中などの後遺症によって「言
葉が出てこない」「相手の言葉の意味が理解
しづらい」など話す・飲み込む機能などが
低下している方のために、月１回「言語聴
覚療法相談」を実施しています。

■内容／言語聴覚士による個別相談（1 名
につき 40 分程度）

■場所／「すこやか」（月 1 回午前・午後）
　　　　  「燦さん館」（月 1 回午後のみ）
※詳しくは、市健康増進課までお問い合わ

せください。

言語聴覚療法相談を
利用してみませんか
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＜子育て支援センター＞
●気仙沼子育て支援センター（児童センター内）

☎ 23-4648
　※場所：みんなのひろば
・16 日（木）10:30~11:30（対象：１歳児以上親子）
　とことこあそびの日「お誕生会＆カラフル♡バ

ルーンであそぼう！」
・17 日（金）10:30~11:15（対象：０歳児親子）
　ぴよぴよあそびの日「おやこでいっしょに☆わく

わくバルーン！」
●本吉子育て支援センター（津谷保育所内）
　☎ 42-2031
・16 日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　「モ～ランドであそぼう」場所：モ～ランド本吉
・23 日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　「４・５月生まれの誕生会」場所：いこい

　５月の児童センター、児童館、子育て支
援センターのイベントをお知らせします。
　市内の各児童館では、幼児の親子や小学生を対
象にした様々な行事を開催しています。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

＜児童館＞
●気仙沼児童センター　☎ 23-4648
・  ５日（日） 臨時開館日
　「こいのぼりマグネットを作ろう♪」
・25 日（土）14:00~（対象：小学生）
　「ウルトラクイズ大会」
●赤岩児童館　☎ 22-6879
・９日（木）10:30~（対象：乳幼児）
　「誕生会＆ミニピクニック」
・25 日（土）13:00~（対象：小学生）
　「ポケモンがやってくる」
●鹿折児童館　 ☎ 22-6877
・18 日（土）10:00~ （対象：小学生）
　「工作教室」
・23 日（木）10:30~（対象：乳幼児）
　「誕生会＆お散歩に行こう」
●大島児童館　 ☎ 28-2655
・15 日（水）10:30~（対象：乳幼児）
　「外あそびを楽しもう♪」
・18 日 (土) 10:00~（対象：小学生）
　「散歩に行こう♪♪」
●鮪立児童館   ☎ 32-3189
・16 日（木）10:30~（対象：乳幼児）
　「5月のお誕生会＆手形足形アートをしよう!!」
・25 日（土）10:00~ （対象：小学生）
　「プラバンを作ろう !!」

　フレイルとは、「加齢による虚弱」であり、フレイル
の予防には食事・運動・社会参加が重要と言われて
います。そこで今年度より、地域での自主活動の場の
立ち上げ支援を行う「フレイル予防サポーター」を養
成します。受講料は無料です。
■対象となる方／
・地域の皆さんを元気にする活動に関心があり、地区

などで講話を行える方
・全８回の講座すべてに参加できる方
■開催日時・会場／

■申し込み・問い合わせ先／５月24日（金）までに市地
域包括ケア推進課まで電話にてお申込みください。

問い合わせ先／市地域包括ケア推進課
　　　　　　　☎22-6600 内線 368・418

　市では、介護予防や住民同士が支え合う地域づくり
のため、高齢者の交流や居場所づくりに積極的に取り
組む団体に助成金を交付しています。今後取り組んで
みたいという団体の方は、お気軽にご相談ください。
■助成対象／自治会、新たに取り組む任意の団体、

ボランティア団体など
■開催頻度／週に 1 回程度を目標として、年間 20 回

以上開催（１回あたり２時間程度）
■参加人数／1回あたりおおむね65歳以上の方5人以上
■対象となる内容例／お茶飲み会、料理を持ち寄って

の昼食会、料理教室、季節の行事などのお楽しみ会、
体操、脳トレ、手芸、カラオケ、囲碁、健康麻雀、
健康講座、畑作り、草取り、花作り、農園作業など

■助成金額／
・運営費：開催 1 回あたり 2,000 円に、開催回数を

かけた金額を上限（年間最大 52 回分）
・賃借料：会場借用料や畑などの使用料として、月額

上限 10,000 円
■申請期限／ 12 月末まで

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ フレイル予防サポーター
養成講座の参加者を募集

『交流サロン事業』の
実施団体を募集

１

２

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回

日　　時
５/31（金）13:00
６/１（土）10:00
６/21（金）13:00
６/22（土）10:00
７/12（金）13:00
７/13（土）10:00
８/30（金）13:00
８/31（土）10:00

会　　場
市ワン・テン庁舎 大ホール
市ワン・テン庁舎 大ホール

「やすらぎ」（鹿折）
市ワン・テン庁舎 大ホール

「やすらぎ」（鹿折）
「やすらぎ」（鹿折）

市ワン・テン庁舎 大ホール
「やすらぎ」（鹿折）
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がん検診
項　目 対 象 者 実施時期 自己負担額 検査内容

■胃がん検診 35 歳以上の方 ５～ 10 月 35 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

1,600 円
500 円

問診、胃部レントゲ
ン撮影

■乳がん検診

30 ～ 39 歳の女性 ４～８月 1,800 円 問診、超音波検査
40 歳以上の女性で昨年
度マンモグラフィー検
診を受診していない方

４～８月
40 ～ 64 歳：
65 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

2,400 円
1,500 円

600 円
問 診、 マ ン モ グ ラ
フィー撮影

※指定日に都合の悪い方は、指定日以外で受けてい
ただいても構いません。また、６月以降に気仙沼
地域で受診できます。（日程は後日）

※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。

　
唐桑地域　　

月日 対　象　行　政　区 会　　場

14 日
（火）

崎浜１・２、松圃１・２・３ 崎浜集会所
中井１・２、小鯖１ 中井公民館
小鯖３、中１ 中集会所

15 日
（水）

中井３・４、小鯖２ 中井公民館
中２・３ 中集会所
宿１・２・３ 唐桑第二体育室

16 日
（木）

大沢１・２・３・４ 小原木公民館
鮪立１・２・３・４・５ 鮪立老人憩の家
舞根１・２ 舞根集会所

17 日
（金）

石浜１・２・３、只越１ 「燦さん館」
只越２、舘１・２ 小原木公民館

■胃がん検診日程（5 月分）　〇受付時間／午前 7 時 15 分から 9 時 30 分
本吉地域

月日 対　象　行　政　区 会　　場

８日
（水）

津谷下町、津谷街、津谷仲町「いこい」
馬籠上沢、馬籠、馬籠町 馬籠林業センター
小泉浜 浜区多目的集会所

９日
（木）

登米沢 風越コミュニティセンター
中郷、上郷南、上郷北 上郷コミュニティセンター
漆原、松ヶ沢、猪の鼻、表山田 山田生活改善センター
小泉町、小泉西、小泉東 小泉公民館

10 日
（金）

風越 風越コミュニティセンタ―
日門、三島、大谷南、
大谷東、大谷西、寺谷 大谷公民館

大谷前浜、天ヶ沢、山谷 前浜マリンセンター

11 日
（土）

津谷上町、津谷舘岡、
津谷大沢、林の沢、狼の巣、
坊の倉、下川内、上川内、
高１・２

「いこい」

■乳がん検診日程（５月分）　本吉地域　
〇会場／本吉保健福祉センター「いこい」
〇持ち物／受診票、バスタオル、自己負担金

月日 受 付 時 間 対 象 行 政 区

28 日
（火）

   9:00～  9:30 馬籠上沢、馬籠
10:00～10:30 小泉浜

12:30～13:00 小泉町、小泉西、小泉東、
馬籠町

29 日
（水）

   9:00～  9:30 表山田、津谷下町

10:00～10:30 漆原、津谷仲町、津谷上町、
登米沢

12:30～13:00 津谷舘岡、津谷大沢、林の沢

月日 受 付 時 間 対 象 行 政 区

30 日
（木）

   9:00～  9:30 津谷街、風越、狼の巣、上川内

10:00～10:30 坊の倉、下川内、高１、大谷南、
大谷西

12:30～13:00 高２、大谷前浜、天ヶ沢

31 日
（金）

   9:00～  9:30 松ヶ沢、猪の鼻、山谷、日門、
三島

10:00～10:30 大谷東、寺谷
12:30～13:00 中郷、上郷南、上郷北

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

障害者検診のご案内
●実地日／ 7 月 10 日（水）※予約制・先着順
●会場／総合ケアセンター南三陸（南三陸町志津川）
●対象／在宅で生活する身体障害者手帳（肢体不

自由）をお持ちの 18 歳以上の方
※その他、要件がありますので、詳しくはお問い

合わせください。

●内容／運動機能（筋力、関節の動きなど）を
評価して、リハビリテーション専門医による
医療相談を実施します。

●費用／無料
●申込期限／ 7 月 3 日（水）
●問い合わせ・申し込み先／県リハビリテーショ

ン支援センター ☎ 022-784-3592　　
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＜子育て支援センター＞
●気仙沼子育て支援センター（児童センター内）

☎ 23-4648
　※場所：みんなのひろば
・16 日（木）10:30~11:30（対象：１歳児以上親子）
　とことこあそびの日「お誕生会＆カラフル♡バ

ルーンであそぼう！」
・17 日（金）10:30~11:15（対象：０歳児親子）
　ぴよぴよあそびの日「おやこでいっしょに☆わく

わくバルーン！」
●本吉子育て支援センター（津谷保育所内）
　☎ 42-2031
・16 日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　「モ～ランドであそぼう」場所：モ～ランド本吉
・23 日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　「４・５月生まれの誕生会」場所：いこい

　５月の児童センター、児童館、子育て支
援センターのイベントをお知らせします。
　市内の各児童館では、幼児の親子や小学生を対
象にした様々な行事を開催しています。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

＜児童館＞
●気仙沼児童センター　☎ 23-4648
・  ５日（日） 臨時開館日
　「こいのぼりマグネットを作ろう♪」
・25 日（土）14:00~（対象：小学生）
　「ウルトラクイズ大会」
●赤岩児童館　☎ 22-6879
・９日（木）10:30~（対象：乳幼児）
　「誕生会＆ミニピクニック」
・25 日（土）13:00~（対象：小学生）
　「ポケモンがやってくる」
●鹿折児童館　 ☎ 22-6877
・18 日（土）10:00~ （対象：小学生）
　「工作教室」
・23 日（木）10:30~（対象：乳幼児）
　「誕生会＆お散歩に行こう」
●大島児童館　 ☎ 28-2655
・15 日（水）10:30~（対象：乳幼児）
　「外あそびを楽しもう♪」
・18 日 (土) 10:00~（対象：小学生）
　「散歩に行こう♪♪」
●鮪立児童館   ☎ 32-3189
・16 日（木）10:30~（対象：乳幼児）
　「5月のお誕生会＆手形足形アートをしよう!!」
・25 日（土）10:00~ （対象：小学生）
　「プラバンを作ろう !!」

　フレイルとは、「加齢による虚弱」であり、フレイル
の予防には食事・運動・社会参加が重要と言われて
います。そこで今年度より、地域での自主活動の場の
立ち上げ支援を行う「フレイル予防サポーター」を養
成します。受講料は無料です。
■対象となる方／
・地域の皆さんを元気にする活動に関心があり、地区

などで講話を行える方
・全８回の講座すべてに参加できる方
■開催日時・会場／

■申し込み・問い合わせ先／５月24日（金）までに市地
域包括ケア推進課まで電話にてお申込みください。

問い合わせ先／市地域包括ケア推進課
　　　　　　　☎22-6600 内線 368・418

　市では、介護予防や住民同士が支え合う地域づくり
のため、高齢者の交流や居場所づくりに積極的に取り
組む団体に助成金を交付しています。今後取り組んで
みたいという団体の方は、お気軽にご相談ください。
■助成対象／自治会、新たに取り組む任意の団体、

ボランティア団体など
■開催頻度／週に 1 回程度を目標として、年間 20 回

以上開催（１回あたり２時間程度）
■参加人数／1回あたりおおむね65歳以上の方5人以上
■対象となる内容例／お茶飲み会、料理を持ち寄って

の昼食会、料理教室、季節の行事などのお楽しみ会、
体操、脳トレ、手芸、カラオケ、囲碁、健康麻雀、
健康講座、畑作り、草取り、花作り、農園作業など

■助成金額／
・運営費：開催 1 回あたり 2,000 円に、開催回数を

かけた金額を上限（年間最大 52 回分）
・賃借料：会場借用料や畑などの使用料として、月額

上限 10,000 円
■申請期限／ 12 月末まで

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ フレイル予防サポーター
養成講座の参加者を募集

『交流サロン事業』の
実施団体を募集
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日　　時
５/31（金）13:00
６/１（土）10:00
６/21（金）13:00
６/22（土）10:00
７/12（金）13:00
７/13（土）10:00
８/30（金）13:00
８/31（土）10:00
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市ワン・テン庁舎 大ホール
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「やすらぎ」（鹿折）

市ワン・テン庁舎 大ホール
「やすらぎ」（鹿折）
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