
■助成期間／令和４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／令和３年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
※過去に高齢者肺炎球菌ワクチンを受けたことのある方は除く。
※ 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。
■自己負担額／ 4,500 円（生活保護世帯は無料）
■申込方法／接種を希望する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 歳以上で今年度の対象者に該当しない方（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。

■問い合わせ先／健康増進課 健康予防係 ☎ 21-1212

高齢者肺炎球菌肺炎球菌予防接種の費用を助成します
　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。
　肺炎球菌は肺炎を引き起こす主な病原菌の一つです。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。

コロナ禍でも体を動かし介護予防に取り組みましょう
　新型コロナウイルスの感染防止のため、外出の機会が減り、家で動かずにいる時間が増えてい
ませんか？動かない時間が増えると、筋力が低下し、介護が必要な状態に近づいていきます。意
識して体を動かしましょう。

・人ごみを避けて、散歩をする。
・ 家の中や庭でも取り組める運
動を行う。
（足踏み、かかと上げ、ラジオ
体操など）

〈運動のポイント〉
①両足を肩幅に開く。
② 椅子などにつかまり、ゆっく
り４秒で上げ、ゆっくり４秒
で下ろす。
☆ １セット 10 回を目安に無理の
ない程度でやってみましょう。

「かかと上げ」を
やってみましょう。

　市立病院小児科外来での予防接種は、中学３年生までが対象となります。
　高校生を対象とした予防接種の受診はできませんので、皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
■問い合わせ先／市立病院 医事課 ☎ 22-7100 内線 5223
　　　　　　　　健康増進課 ☎ 21-1212

予防接種に関するお知らせ

乳がん検診乳がん検診を実施します

〇検診を受診する際は、以下のことについて
ご協力ください。

・風邪のような症状がある場合は、受診をご
遠慮ください。

・当日体温測定をして、37.5 度以上の熱がある
場合には、受診をご遠慮ください。

・検診受診前・受診後の手洗いをお願いします。
・検診会場では、マスクを着用し、咳エチケッ
トにご協力ください。

■検診日程　
会場／鹿折公民館 ( 鹿折ふれあいセンター内 )　
月日 受 付 時 間 対　象　行　政　区

７月
26 日
（月）

14:00～ 14:30 九条１
14:30～15:00 九条２
15:00～15:30 九条３
17:30～18:00 九条４・５
18:00～18:30 全地区

27 日
（火）

14:00～ 14:30 四反田
14:30～15:00 田中 1
15:00～15:30 田中 2
17:30～18:00 田中 3・4
18:00～18:30 全地区

28 日
（水）

  9:30～ 10:00 田中前 1・2、田谷
10:00～ 10:30 本郷 1・2
12:30～ 13:00 南郷 1・2・3、神山、本町１・2
13:00～ 13:30 舘山１・2、古町 1・2
13:30～ 14:00 古町 3・4

月日 受 付 時 間 対　象　行　政　区

29 日
（木）

   9:00～  9:30 古町5・6、滝の入１・2

   9:30～10:00 福美町、新町1・2、化粧坂　三日町１・2
10:00～10:30 沢田、八日町1・2

12:30～13:00 魚町1・2・3、陣山、太田１・2、　入沢、南町1・2・3・4、柏崎、港町

13:00～13:30 河原田1・2、南が丘、幸町１・3・4、仲町、魚市場前

13:30～14:00 弁天町１・2、潮見町１・2、内の脇１・2・3、川口町、立沢、田柄１・2・3

30 日
（金）

   9:00～  9:30 高屋敷
   9:30～10:00 新城東
10:00～10:30 和野、金成沢、下廿一、上廿一
12:30～13:00 下前木、上前木
13:00～13:30 表松川、内松川

13:30～14:00 早稲谷、上八瀬下、上八瀬上、塚沢、関根、台、下八瀬

■問い合わせ先／健康増進課 ☎ 21-1212

■対象年齢／
　30 歳以上（平成４年 4月 1日以前生まれ）の方
■内容／
　・30 歳から 39 歳の方：問診、超音波検査
　・40 歳以上の方：問診、マンモグラフィ撮影
　　※マンモグラフィーは２年に１回の検査
■自己負担額／
　・30 歳から 39 歳の方　2,400 円
　・65 歳から 69 歳の方　1,500 円
　・70 歳以上の方　　　　 600 円
■持ち物／受診票、バスタオル、検査料金　

　気仙沼地区、新月地区にお住まいの方で、令和３年度一括申し込みを行った方に
は、郵送もしくは保健推進員を通じて受診票を配付します。申し込みをしていない
方で受診を希望される場合はお問い合わせください。

障害者検診のご案内
●実地日／８月４日（水）※予約制・先着順
●定員／５人
●会場／気仙沼保健福祉事務所２階
●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 28 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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■助成期間／令和４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／令和３年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
※過去に高齢者肺炎球菌ワクチンを受けたことのある方は除く。
※ 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。
■自己負担額／ 4,500 円（生活保護世帯は無料）
■申込方法／接種を希望する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 歳以上で今年度の対象者に該当しない方（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。

■問い合わせ先／健康増進課 健康予防係 ☎ 21-1212

高齢者肺炎球菌肺炎球菌予防接種の費用を助成します
　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。
　肺炎球菌は肺炎を引き起こす主な病原菌の一つです。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。

コロナ禍でも体を動かし介護予防に取り組みましょう
　新型コロナウイルスの感染防止のため、外出の機会が減り、家で動かずにいる時間が増えてい
ませんか？動かない時間が増えると、筋力が低下し、介護が必要な状態に近づいていきます。意
識して体を動かしましょう。

・人ごみを避けて、散歩をする。
・ 家の中や庭でも取り組める運
動を行う。
（足踏み、かかと上げ、ラジオ
体操など）

〈運動のポイント〉
①両足を肩幅に開く。
② 椅子などにつかまり、ゆっく
り４秒で上げ、ゆっくり４秒
で下ろす。
☆ １セット 10 回を目安に無理の
ない程度でやってみましょう。

「かかと上げ」を
やってみましょう。

　市立病院小児科外来での予防接種は、中学３年生までが対象となります。
　高校生を対象とした予防接種の受診はできませんので、皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
■問い合わせ先／市立病院 医事課 ☎ 22-7100 内線 5223
　　　　　　　　健康増進課 ☎ 21-1212

予防接種に関するお知らせ

乳がん検診乳がん検診を実施します

〇検診を受診する際は、以下のことについて
ご協力ください。

・風邪のような症状がある場合は、受診をご
遠慮ください。

・当日体温測定をして、37.5 度以上の熱がある
場合には、受診をご遠慮ください。

・検診受診前・受診後の手洗いをお願いします。
・検診会場では、マスクを着用し、咳エチケッ
トにご協力ください。

■検診日程　
会場／鹿折公民館 ( 鹿折ふれあいセンター内 )　
月日 受 付 時 間 対　象　行　政　区

７月
26 日
（月）

14:00～ 14:30 九条１
14:30～15:00 九条２
15:00～15:30 九条３
17:30～18:00 九条４・５
18:00～18:30 全地区

27 日
（火）

14:00～ 14:30 四反田
14:30～15:00 田中 1
15:00～15:30 田中 2
17:30～18:00 田中 3・4
18:00～18:30 全地区

28 日
（水）

  9:30～ 10:00 田中前 1・2、田谷
10:00～ 10:30 本郷 1・2
12:30～ 13:00 南郷 1・2・3、神山、本町１・2
13:00～ 13:30 舘山１・2、古町 1・2
13:30～ 14:00 古町 3・4

月日 受 付 時 間 対　象　行　政　区

29 日
（木）

   9:00～  9:30 古町5・6、滝の入１・2

   9:30～10:00 福美町、新町1・2、化粧坂　三日町１・2
10:00～10:30 沢田、八日町1・2

12:30～13:00 魚町1・2・3、陣山、太田１・2、　入沢、南町1・2・3・4、柏崎、港町

13:00～13:30 河原田1・2、南が丘、幸町１・3・4、仲町、魚市場前

13:30～14:00 弁天町１・2、潮見町１・2、内の脇１・2・3、川口町、立沢、田柄１・2・3

30 日
（金）

   9:00～  9:30 高屋敷
   9:30～10:00 新城東
10:00～10:30 和野、金成沢、下廿一、上廿一
12:30～13:00 下前木、上前木
13:00～13:30 表松川、内松川

13:30～14:00 早稲谷、上八瀬下、上八瀬上、塚沢、関根、台、下八瀬

■問い合わせ先／健康増進課 ☎ 21-1212

■対象年齢／
　30 歳以上（平成４年 4月 1日以前生まれ）の方
■内容／
　・30 歳から 39 歳の方：問診、超音波検査
　・40 歳以上の方：問診、マンモグラフィ撮影
　　※マンモグラフィーは２年に１回の検査
■自己負担額／
　・30 歳から 39 歳の方　2,400 円
　・65 歳から 69 歳の方　1,500 円
　・70 歳以上の方　　　　 600 円
■持ち物／受診票、バスタオル、検査料金　

　気仙沼地区、新月地区にお住まいの方で、令和３年度一括申し込みを行った方に
は、郵送もしくは保健推進員を通じて受診票を配付します。申し込みをしていない
方で受診を希望される場合はお問い合わせください。

障害者検診のご案内
●実地日／８月４日（水）※予約制・先着順
●定員／５人
●会場／気仙沼保健福祉事務所２階
●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 28 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ｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

教室名 受付日時（７月） 場所 対象 内容（持ち物）

子育て相談
（前開庁日までに要予約）

 19 日（月）午前 すこやか
就学前のお子さん
と保護者

身体計測、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（母子健康手帳）
※ 感染症防止対策を図るため、予約制
で実施

 19 日（月）午前 いこい

子育て相談   ６日（火） 鮪立児童館 就学前のお子さんと保護者
身体計測、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（母子健康手帳）

離乳食教室
（要予約・定員 10組）  20 日（火）10:15 ～10:30 すこやか 生後５～６カ月の

お子さんと家族
ミニ講話、体験
（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）

教教室・相談室・相談とと
乳幼児健康診査乳幼児健康診査

※ 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、市公式サイトにも掲載していますの
でご確認ください。
※状況により、内容の一部変更または中止になることがありますのでご了承ください。

問すこやか☎ 21-1212�/�いこい（本吉）☎ 25-7645

子子育 て 関 連育 て 関 連
イ ベントイ ベント
場所・問い合わせ先場所・問い合わせ先 日時（７月）日時（７月） 内容（対象など）内容（対象など）

気仙沼子育て支援センター
（☎23-4648）

 9 日（金）10:30 ～ がんばれ！ちびっこオリンピック（１歳以上児と保護者・定員
15組、７／１～７／８までに要申込）★

14日（水）10:30 ～ 足形スタンプでうちわを作ろう♪（０歳児と保護者・定員 15組、
７／１～７／ 13までに要申込）★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 21 日（水）10:00 ～ ７月生まれのお誕生会（乳幼児親子）

気仙沼児童センター
（☎23-4648） 17 日（土）10:00 ～ UVレジンでかわいい♡アクセサリー作り（小学生・定員 12人、

参加費 100円、７／１～７／ 14に要申込）★

赤岩児童館（☎22-6879）  8 日（木）10:30 ～ 夏を楽しもう！～シャボン玉とばそう♪～（乳幼児親子）

鹿折児童館（☎22-6877）
 9 日（金）10:30 ～ 誕生会＆シャボン玉あそび（乳幼児親子）

17日（土）10:00 ～13:30 ～ なつまつり（鹿折小児童限定、チケット 50枚限定前売り）

大島児童館（☎28-2655）
 8 日（木）10:30 ～「しゃぼん玉をとばそう」（乳幼児親子）

 3 日（土）10:00 ～「シェルキャンドルを作ろう」（小学生、材料費 200円（当日集金）※要事前申込）

鮪立児童館（☎32-3189）
15 日（木）10:30 ～ 誕生会＆手形足形アートを楽しもう！（乳幼児親子）

30日（金）９:30 ～ 田村先生の木工教室（小学生・定員 10人、要申込）　

★は市内在住者に限ります

15日（木）10：30～　おまつりごっこを楽しもう！（乳幼児親子対象）
おでかけ児童館 in 新月公民館��（鹿折児童館に要申込）Pick up!

　子育て情報サイト「ぽけっと」で
は、最新の子育て関連情報を更新し
ています。アプリは、プッシュ通知
機能が使えるほか、子育て情報誌「ぽ
けっと」が電子書籍で読めます。

子育て情報アプリ「ぽけっと」
インストールしてますか？

◀ iOS

Android ▶

健康プラザ健康プラザ健康プラザ
Healthy plaza

　これから気温や湿度が高くなる時期になります。熱中症は気温が高く、湿度の高い環境で、
体温調節機能がうまく働かないことが原因の１つです。また、食中毒の原因である細菌の多く
は高温多湿を好むため、熱中症と同様にこれからの時期は特に要注意です。次のポイントをお
さえ、対策を行いましょう。

！  マスク着用中は喉の渇きに気付きにくく、知らないうちに脱水が進み熱中症になりか
ねません。意識して水分補給をしましょう。

問 健康増進課 ☎ 21-1212

休日当番医・調剤薬局休日当番医・調剤薬局 　都合により変更になる場合もありますので、あ ら か じ め 実 施 医 療 機 関 に
お 問 い 合 わ せ の 上、受診願います。（市外局番 0226）

日 医　　科  歯 科(9：00～12：00）
                       　 ※最終受付11:30 薬　　局

４日（日）
三条小児科医院（田中前）
☎ 23-0088　小児科のみ
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 16:00

鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827

ホープ薬局気仙沼店
（田中前）
☎ 25-9931

11日（日）村岡外科クリニック（田中前）☎ 23-3990
千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360

にこにこ堂調剤薬局
（田中前）☎ 23-3110

18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

本吉調剤薬局
（本吉町津谷新明戸）
☎ 42-1088

22日（木・祝）大友医院（三日町）☎ 22-6868
山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577 ―

23日（金・祝）おだか医院（田中前）☎ 22-3210
ハーモニー歯科医院（幸町）
☎ 25-8367 ―

25日（日）
すがわら内科クリニック（松崎萱）
☎ 25-8825　高校生以上、内科系
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155

仙台調剤薬局気仙沼店
（松崎萱）
☎ 25-8456

まちの健康相談室まちの健康相談室
（ぬくもり）（ぬくもり）

日 時　間 場　所 内　　容

15日(木) 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

献血日程献血日程 日 場　所 受付時間

４日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45　13:00 ～ 16:00

これからの時期は 熱中症熱中症 と食中毒食中毒 に気を付けましょう！

【熱中症予防のポイント】【熱中症予防のポイント】
①室内温度のこまめなチェック
　 エアコン、扇風機、遮光カーテン、すだれ
の利用など
②暑さを避ける
　 日傘や帽子の利用、日陰での小まめな休憩
など
③身体に熱がこもらないように
　 通気性の良い吸湿性・速乾性のある衣服の着
用、保冷剤や冷たいタオルなどで冷やすなど
④こまめな水分補給
　 のどの渇きを感じなくても、こまめに水分
補給をする

【食中毒予防の３原則】【食中毒予防の３原則】
●菌をつけない
　・こまめに流水で手を洗う
　・ 食材をよく洗い、包丁や布巾などは
清潔に保つ

●菌を増やさない
　・ 買い物後はすぐに帰宅し、食材を冷
蔵庫で保管する

　・食材などを室温で長時間放置しない
●菌をやっつける
　・食材は十分加熱する
　・ 肉や魚を切った包丁やまな板には、
熱湯をかけて消毒する

広報
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