
■検診内容／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、子宮体部細胞診）

■対象／受診当日に市内に住所を有する 20 歳以上の女性
※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。
■検査料金／・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（保険証を持参）
　・生活保護世帯：無料（受給者証を持参）　
　・21 歳の方（H12.4.2 ～ H13.4.1 生まれ）：無料

受付時間

１/27（木）

１/28（金）

　
２/１（火）

２/２（水）
※託児あり
　
２/３（木）

　
２/４（金）

２/５（土）

9：30 ～ 10：00

九条 4・5

古町 1・2・3・
4・5、
滝の入 1・2

東中才 1・2・3、
浪板 1・2

前田、大石倉、石
兜、赤岩五駄鱈、
上沢
立沢、新城東、
和野、金成沢

最知高、川原、
千岩田

10：00 ～ 10：30

四反田、田中1・2

古町 6、福美町、
新町 1・2、化粧坂、
三日町 1・2、沢田
　

東八幡町、大浦、
小々汐、梶ケ浦、
鶴ケ浦、片浜、
古谷館、老松

舘森、前浜、三峰

下廿一、上廿一、下
前木、上前木、表松
川、内松川、早稲谷

上沢1・2・3

13：00 ～ 13：30

田中3・4、
田中前1

八日町 1・2、
魚町1・2・3、陣山、
太田 1・2、入沢、
南町 1・2・3・4、
柏崎、港町、
河原田 1・2、
幸町 1・2

松崎五駄鱈、
後沢 1・2、金取、
羽田

杉ノ沢、牧沢、
牧沢 2、浦田

上八瀬下・上、
塚沢、関根、台、
下八瀬、波路上

崎浜、要害、浅根、
下沢、青葉が丘

9：00 ～ 9：30

九条1・2・3

南郷 1・2・3、
神山、本町 1・2、
舘山 1・2

西八幡町、
西中才、
日の口 1・2、
両沢

赤岩、鶴巻1・2
　

田柄 1・2・3、
高屋敷

七半沢、森前林、
長磯高

検診会場「すこやか」（東新城）

※21 歳の方は配付されている無料クーポンを当日
提出してください。

※子宮体部細胞診に該当した場合は追加料金がか
かります。

■託児サービス／２月２日（水）は、検診会場内で一
時託児を実施します。利用には、事前に申請申込
書の提出が必要となりますので、問い合わせ先ま
でご連絡ください。

　・対象年齢／生後２カ月から未就学児まで
　・申込み期限／１月 26 日（水）まで
■問い合わせ先／健康増進課 ☎21-1212

※検診初日は例年混雑します。診察できる件数にも上限があります。該当地区以外の方（ご都合が悪
　い方など）は、1/27（初日）以外の日程での受診をご検討ください。
※新型コロナウイルス感染症予防として会場内の密集・密接を避けるため、できるだけ指定された日
　時に受診してください。やむを得ない場合は、都合のよい日時に受診してかまいません（変更に関
　しての電話連絡は必要ありません）。

けい

13：30 ～ 14：00

田中前 2、田谷、
本郷 1・2

南が丘、仲町、魚市
場前、弁天町、潮見
町、内の脇1・2、
川口町、栄町、浜町、
新浜町 1・2、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
後沢3、水梨、高谷

平貝、赤田

長磯原、長磯浜

長崎、高井、田尻、
廻舘、浦の浜、磯草、
外浜、新王平、亀山、
大初平

全地区（気仙沼、唐桑、本吉）　受付時間  9：00 ～ 10：30、13：00 ～ 14：00
※地区該当日に都合が悪い方、受け忘れていた方なども受診できます。

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

１日（土・祝）村岡外科クリニック（田中前）☎ 23-3990
菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818

にこにこ堂調剤薬局　　
（田中前）☎ 23-3110

２日（日）森田医院（八日町）☎ 22-6633            9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00   内科
鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

３日（月）おだか医院（田中前）☎ 22-3210
千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360 －

９日（日）大友医院（三日町）☎ 22-6868
佐藤歯科医院（唐桑町馬場）
☎ 32-2309 －

10日（月・祝）おだか医院（田中前）☎ 22-3210
ハーモニー歯科医院（幸町）
☎ 25-8367 －

16日（日）鈴木医院（長磯原ノ沢）☎ 27-2315受付：9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00 
鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827

はしかみ調剤薬局　　　
（長磯牧通）☎ 27-5939

23日（日）
南気仙沼内科医院（内の脇）
☎ 25-7412　高校生以上、内科系
受付：9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 17:00

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360

仙台調剤薬局気仙沼大橋店
（内の脇）☎ 28-9233

30日（日）条南整形外科（田中前）☎ 29-67119:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00
みうら歯科クリニック　
（長磯船原）☎ 27-4145 －

まちの健康相談室（ぬくもり）まちの健康相談室（ぬくもり）
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

献血日程献血日程
日 場　所 受付時間

９日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45、13:00 ～ 16:00

各種検診各種検診

　令和４年度各種検診の申し込みを受け付けてい
ます。検診の対象年齢や料金などは、申込書に同封
されているチラシをご覧ください。なお申込書は
令和３年11月16日現在の住民基本台帳をもとに
作成しています。11月17日以降に転入した方はお
問い合わせください。    　 　　                        　　
■問い合わせ先／
　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  

健康なうちから
早めに健診を！

申し込みの流れ

　の申し込みを受け付けます

年末年始の気仙沼市感染症
クリニックの診療について　
　診療は完全予約制となります。発熱
などの症状があり、受診を希望する方は
電話予約をお願いします。　　　　　         
■開院日／12月 29日（水）～１月３日（月）
■予約・相談受付時間／９：00～ 11：00
※１月１日、３日は 12：00まで受付
■市感染症クリニック電話番号／
　☎ 080-4885-9465

■申込書が自宅に届く（12月中旬～ 1月７日）
　12月中旬から、各行政区の保健推進員が各世帯に申込
書をお届けしています（一部郵送）。１月７日を過ぎても
申込書が届かない場合はご連絡ください。

■申込書を記入し提出する
　申込書に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で提
出してください。    　  　　　　　　　　　　　　　　　
❶ チラシに記載された回収場所へ提出 
❷ 各地区担当の保健推進員へ提出　　　　　　　　
❸ 郵送による提出（１月21日必着）                                                                                    
　封筒に規定の切手を貼り郵送してください。
【送付先】〒988-0066 気仙沼市東新城二丁目２番地１
　　         市民健康管理センター すこやか宛

　申込期限 :１月21日 
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■検診内容／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、子宮体部細胞診）

■対象／受診当日に市内に住所を有する 20 歳以上の女性
※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。
■検査料金／・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（保険証を持参）
　・生活保護世帯：無料（受給者証を持参）　
　・21 歳の方（H12.4.2 ～ H13.4.1 生まれ）：無料

受付時間

１/27（木）

１/28（金）

　
２/１（火）

２/２（水）
※託児あり
　
２/３（木）

　
２/４（金）

２/５（土）

9：30 ～ 10：00

九条 4・5

古町 1・2・3・
4・5、
滝の入 1・2

東中才 1・2・3、
浪板 1・2

前田、大石倉、石
兜、赤岩五駄鱈、
上沢
立沢、新城東、
和野、金成沢

最知高、川原、
千岩田

10：00 ～ 10：30

四反田、田中1・2

古町 6、福美町、
新町 1・2、化粧坂、
三日町 1・2、沢田
　

東八幡町、大浦、
小々汐、梶ケ浦、
鶴ケ浦、片浜、
古谷館、老松

舘森、前浜、三峰

下廿一、上廿一、下
前木、上前木、表松
川、内松川、早稲谷

上沢1・2・3

13：00 ～ 13：30

田中3・4、
田中前1

八日町 1・2、
魚町1・2・3、陣山、
太田 1・2、入沢、
南町 1・2・3・4、
柏崎、港町、
河原田 1・2、
幸町 1・2

松崎五駄鱈、
後沢 1・2、金取、
羽田

杉ノ沢、牧沢、
牧沢 2、浦田

上八瀬下・上、
塚沢、関根、台、
下八瀬、波路上

崎浜、要害、浅根、
下沢、青葉が丘

9：00 ～ 9：30

九条1・2・3

南郷 1・2・3、
神山、本町 1・2、
舘山 1・2

西八幡町、
西中才、
日の口 1・2、
両沢

赤岩、鶴巻1・2
　

田柄 1・2・3、
高屋敷

七半沢、森前林、
長磯高

検診会場「すこやか」（東新城）

※21 歳の方は配付されている無料クーポンを当日
提出してください。

※子宮体部細胞診に該当した場合は追加料金がか
かります。

■託児サービス／２月２日（水）は、検診会場内で一
時託児を実施します。利用には、事前に申請申込
書の提出が必要となりますので、問い合わせ先ま
でご連絡ください。

　・対象年齢／生後２カ月から未就学児まで
　・申込み期限／１月 26 日（水）まで
■問い合わせ先／健康増進課 ☎21-1212

※検診初日は例年混雑します。診察できる件数にも上限があります。該当地区以外の方（ご都合が悪
　い方など）は、1/27（初日）以外の日程での受診をご検討ください。
※新型コロナウイルス感染症予防として会場内の密集・密接を避けるため、できるだけ指定された日
　時に受診してください。やむを得ない場合は、都合のよい日時に受診してかまいません（変更に関
　しての電話連絡は必要ありません）。

けい

13：30 ～ 14：00

田中前 2、田谷、
本郷 1・2

南が丘、仲町、魚市
場前、弁天町、潮見
町、内の脇1・2、
川口町、栄町、浜町、
新浜町 1・2、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
後沢3、水梨、高谷

平貝、赤田

長磯原、長磯浜

長崎、高井、田尻、
廻舘、浦の浜、磯草、
外浜、新王平、亀山、
大初平

全地区（気仙沼、唐桑、本吉）　受付時間  9：00 ～ 10：30、13：00 ～ 14：00
※地区該当日に都合が悪い方、受け忘れていた方なども受診できます。

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

１日（土・祝）村岡外科クリニック（田中前）☎ 23-3990
菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818

にこにこ堂調剤薬局　　
（田中前）☎ 23-3110

２日（日）森田医院（八日町）☎ 22-6633            9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00   内科
鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

３日（月）おだか医院（田中前）☎ 22-3210
千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360 －

９日（日）大友医院（三日町）☎ 22-6868
佐藤歯科医院（唐桑町馬場）
☎ 32-2309 －

10日（月・祝）おだか医院（田中前）☎ 22-3210
ハーモニー歯科医院（幸町）
☎ 25-8367 －

16日（日）鈴木医院（長磯原ノ沢）☎ 27-2315受付：9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00 
鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827

はしかみ調剤薬局　　　
（長磯牧通）☎ 27-5939

23日（日）
南気仙沼内科医院（内の脇）
☎ 25-7412　高校生以上、内科系
受付：9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 17:00

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360

仙台調剤薬局気仙沼大橋店
（内の脇）☎ 28-9233

30日（日）条南整形外科（田中前）☎ 29-67119:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00
みうら歯科クリニック　
（長磯船原）☎ 27-4145 －

まちの健康相談室（ぬくもり）まちの健康相談室（ぬくもり）
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

献血日程献血日程
日 場　所 受付時間

９日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45、13:00 ～ 16:00

各種検診各種検診

　令和４年度各種検診の申し込みを受け付けてい
ます。検診の対象年齢や料金などは、申込書に同封
されているチラシをご覧ください。なお申込書は
令和３年11月16日現在の住民基本台帳をもとに
作成しています。11月17日以降に転入した方はお
問い合わせください。    　 　　                        　　
■問い合わせ先／
　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  

健康なうちから
早めに健診を！

申し込みの流れ

　の申し込みを受け付けます

年末年始の気仙沼市感染症
クリニックの診療について　
　診療は完全予約制となります。発熱
などの症状があり、受診を希望する方は
電話予約をお願いします。　　　　　         
■開院日／12月 29日（水）～１月３日（月）
■予約・相談受付時間／９：00～ 11：00
※１月１日、３日は 12：00まで受付
■市感染症クリニック電話番号／
　☎ 080-4885-9465

■申込書が自宅に届く（12月中旬～ 1月７日）
　12月中旬から、各行政区の保健推進員が各世帯に申込
書をお届けしています（一部郵送）。１月７日を過ぎても
申込書が届かない場合はご連絡ください。

■申込書を記入し提出する
　申込書に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で提
出してください。    　  　　　　　　　　　　　　　　　
❶ チラシに記載された回収場所へ提出 
❷ 各地区担当の保健推進員へ提出　　　　　　　　
❸ 郵送による提出（１月21日必着）                                                                                    
　封筒に規定の切手を貼り郵送してください。
【送付先】〒988-0066 気仙沼市東新城二丁目２番地１
　　         市民健康管理センター すこやか宛

　申込期限 :１月21日 
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