
116

118

120

122

123

12 4

125

126

127

128

132

134

136

公衆衛生の豆知識

健康な生活を送るための基礎知識

気仙沼市 医療施設マップ

一般社団法人 気仙沼市医師会

一般社団法人 気仙沼歯科医師会

一般社団法人 気仙沼薬剤師会

トータルな健康管理

気仙沼商工会議所

本吉唐桑商工会

リフォームの基礎知識

カーメンテナンス

快適ライフのための電気安全ガイド

エンディングノートを準備しませんか？

「生活ガイド」ページは、暮らしに役立つ情報を掲載しております。
尚、地図のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載いただきました施設の情報のみ表示しています。

LIFE GUIDE INDEX

生活ガイドインデックス
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出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣｢ほかの人にうつさないために｣（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

　ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があり
ます。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗います。

・爪は短く切っておきましょう。 ・時計や指輪は外しておきましょう。手洗いの前に

流水でよく手をぬらした後、石け
んをつけ、手のひらをよくこすり
ます

手の甲をのばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

親指と手のひら
をねじり洗いし
ます

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。
手首も忘れずに洗います

咳エチケット

正しいマスクの着用 

指の間を洗います

１ ２ 3

１ ２ 3

4 5 6

　咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、
肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以
上、　多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エ
チケットを徹底しましょう。

電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

ゴムひもを耳にかける

3つの咳エチケット
せき

何もせずに咳や
くしゃみをする

せき

咳やくしゃみを
手でおさえる

せき

袖で口・鼻を覆う
おお

ティッシュ・ハンカ
チで口・鼻を覆う

おお
マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

おお

鼻と口の両方を確実に覆う
おお

隙間がないよう鼻まで覆う
おお

マスクが
ない時 とっさの時

出典：厚生労働省ホームページ｢マスクや消毒液について｣（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html）より加工・編集して作成

熱 水 塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム）

0.05% 以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方
以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。

商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。

80℃/10分

0.05%

食器や箸などは、80℃の熱水に10分間さ
らすと消毒ができます。
火傷に注意してください。

濃度0.05% に薄めた上で、拭くと消毒がで
きます。
ハイター、ブリーチなど。

●家事用手袋を着用して行ってください。
●金属は腐食することがあります。
●換気をしてください。
●他の薬品と混ぜないでください。

●使用にあたっては、商品パッケージやHPの説明をご確認ください。
●上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数
あります。表に無い場合、商品パッケージやHPの説明にしたがっ
てご使用ください。

注意

メーカー
（五十音順）

水１L に本商品10mL
（商品付属のキャップ1/2 杯）

商品名 作り方の例

花 王
ハイター

キッチンハイター

カネヨブリーチ

カネヨキッチンブリーチ

ブリーチ

キッチンブリーチ

水１L に本商品25mL
（商品付属のキャップ1 杯）

水１L に本商品25mL
（商品付属のキャップ1 杯）

カネヨ石鹸

水１L に本商品10mL
（商品付属のキャップ1/2 杯）

水１L に本商品10mL
（商品付属のキャップ1/2 杯）

ミツエイ

水１L に本商品10mL
（商品付属のキャップ1/2 杯）

公衆衛生の豆知識 株式会社サイネックスによる編集記事ページです

正しい手の洗い方
　食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効です。

消毒液の作り方

出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣｢ほかの人にうつさないために｣（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成 出典：厚生労働省ホームページ｢マスクや消毒液について｣（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html）より加工・編集して作成
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出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣｢ほかの人にうつさないために｣（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

　ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があり
ます。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗います。

・爪は短く切っておきましょう。 ・時計や指輪は外しておきましょう。手洗いの前に

流水でよく手をぬらした後、石け
んをつけ、手のひらをよくこすり
ます

手の甲をのばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

親指と手のひら
をねじり洗いし
ます

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。
手首も忘れずに洗います

咳エチケット

正しいマスクの着用 

指の間を洗います

１ ２ 3

１ ２ 3

4 5 6

　咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、
肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以
上、　多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エ
チケットを徹底しましょう。

電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

ゴムひもを耳にかける

3つの咳エチケット
せき

何もせずに咳や
くしゃみをする

せき

咳やくしゃみを
手でおさえる

せき

袖で口・鼻を覆う
おお

ティッシュ・ハンカ
チで口・鼻を覆う

おお
マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

おお

鼻と口の両方を確実に覆う
おお

隙間がないよう鼻まで覆う
おお

マスクが
ない時 とっさの時

出典：厚生労働省ホームページ｢マスクや消毒液について｣（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html）より加工・編集して作成

熱 水 塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム）

0.05% 以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方
以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。

商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。

80℃/10分

0.05%

食器や箸などは、80℃の熱水に10分間さ
らすと消毒ができます。
火傷に注意してください。

濃度0.05% に薄めた上で、拭くと消毒がで
きます。
ハイター、ブリーチなど。

●家事用手袋を着用して行ってください。
●金属は腐食することがあります。
●換気をしてください。
●他の薬品と混ぜないでください。

●使用にあたっては、商品パッケージやHPの説明をご確認ください。
●上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数
あります。表に無い場合、商品パッケージやHPの説明にしたがっ
てご使用ください。

注意

メーカー
（五十音順）

水１L に本商品10mL
（商品付属のキャップ1/2 杯）

商品名 作り方の例

花 王
ハイター

キッチンハイター

カネヨブリーチ

カネヨキッチンブリーチ

ブリーチ

キッチンブリーチ

水１L に本商品25mL
（商品付属のキャップ1 杯）

水１L に本商品25mL
（商品付属のキャップ1 杯）

カネヨ石鹸

水１L に本商品10mL
（商品付属のキャップ1/2 杯）

水１L に本商品10mL
（商品付属のキャップ1/2 杯）

ミツエイ

水１L に本商品10mL
（商品付属のキャップ1/2 杯）

公衆衛生の豆知識 株式会社サイネックスによる編集記事ページです

正しい手の洗い方
　食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効です。

消毒液の作り方

出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣｢ほかの人にうつさないために｣（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成 出典：厚生労働省ホームページ｢マスクや消毒液について｣（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html）より加工・編集して作成
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●食べすぎ
●動物性脂肪のとりすぎ
●塩分のとりすぎ
●ビタミン・ミネラル不足
●食物繊維不足

●肥満
●高血圧
●脂質異常症
●動脈硬化
●高血糖
●高尿酸血症
●骨密度の低下
　　　　　など

●運動不足

●不規則な生活
●ストレスの蓄積
●休養・睡眠不足
●過労

●アルコールの飲み過ぎ
●喫煙

食  生  活

身体活動

生　  活
スタイル

その他の
生活習慣

よ
く
な
い
生
活
習
慣

体
に
起
こ
る
変
化

●脳血管障害（脳卒中など）
●心臓疾患
　（狭心症・心筋梗塞など）
●糖尿病・合併症
●がん
●痛風
●骨折（骨粗しょう症）
●歯周病
●胃潰瘍・十二指腸潰瘍
●アルコール性肝障害・脂肪肝
●胆石症
●アルコール性膵（すい）炎
　　　　　　　　　　　など

主
な
生
活
習
慣
病

　健康はなにものにも代えがたい、自分自身の財産です。ずっと付き合っていく体だか
らこそ、メンテナンスをしっかりし、病気や怪我の予防に努めましょう。

　日本医師会では「健康に関することを何でも相談
でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる
身近にいて頼りになる医師のこと」をかかりつけ医
と呼んでいます。
　いざという時に困らないためにも、健康診断など
に行く機会を利用して、自宅や職場の近くに、かかり
つけ医を見つけておきましょう。

その 1

生活習慣病は、生活習慣を見直すことでかなり予防することができます。生活習慣病の基本を知りましょう。

その 3

　健康に暮らすためには、生活習慣病の予防と病気
の早期発見が大切です。健（検）診を積極的に利用
して、健康づくりに役立てましょう。

その 2

■ よくない生活習慣がどんな生活習慣病をもたらすか 目尻にあるツボ「瞳子りょう」から、耳
に向けてなでるようにマッサージ。

1.即効性のあるこめかみへの刺激
2.ツボマッサージ

● 眼精疲労には目のビタミンといわ
れるビタミンA・Ｂ1・B2、βｰカロ
テン、鉄分など。

● 視神経の働きを高め、疲れにくく
するビタミンB群（豚や牛のレバー
など）。

● 目の機能改善には、アントシアニ
ンやルテイン（ブルーベリーやほう
れん草、キャベツ、そばなど）。

3.目にいい食べ物

●目が疲れる ●肩や首がこる

原
因

原
因

原
因

目がしょぼしょぼする、乾きやすい、
光がまぶしい、目がかすむ、目の奥が
痛い、目が充血するなどの症状がで
たら、目が疲れている証拠。

パソコンや読書による目の使いすぎ
長時間のデスクワークや夏場の冷房が筋肉の収縮や血行不良を招
き、肩こりを一層悪化。仕事のストレスや胃腸の不調による場合も。

姿勢の悪さや血行不良

●手足が冷える

運動不足やストレス

筋肉を緊張させない工夫を
● 正しい姿勢を心掛けましょう。
● 体の緊張や精神的な緊張からくる肩こりには深呼吸を。
● ストレスには休息と睡眠を。お昼休みの15分程度の仮眠も効

果的。

筋肉をほぐし、血行をよくする
● ツボを刺激…後頭部の頭蓋骨のへり、

首の中心から4cmほど外側の左右を両
手の親指で押す。

● 肩こりに効く食べ物…豚肉やうなぎ、豆
類、玄米、レバー、かつお。

体を冷やさない工夫を
冬は衣類対策で暖かさを逃さない。夏には冷房対策を。体を芯
から温める半身浴も効果的。冬は40℃、夏は38～39℃くらいの
ぬるま湯で汗がでるまでゆっくりと。

血行改善と自律神経の正常化
● 血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ
　足にたまりがちな血液を循環しやすくするのが背伸び運動。足

を少し開いて立ち、つま先立ちするようにかかとを上げ下げす
るだけ。足が温かく感じられるまで繰り返します。

　冷え性を根本的に改善するには、脂肪を減らして筋肉をつけ
る。テレビを見ながらでもできるダンベル体操や足のスクワッ
トを1日10分でも続けましょう。

予
防
法

予
防
法

改
善
法

原
因

予
防
法

改
善
法

予
防
法

姿勢を正してときどきの休息を
文字を読むとき、目と書類の間は30
㎝が理想。
パソコンのディスプレイとの距離は、
座ったときに背筋を伸ばし、手を伸
ばすとその指先が画面に触れるくら
いがベスト。

どうし

風邪の原因の90%以上
はウイルスの感染による
もの。免疫力の低下は、
栄養バランスの崩れ、睡
眠不足、喫煙、疲労、スト
レスが原因です。

直接の原因はウイルス 風邪のウイルスを寄せつけない
● 免疫力を高める…卵、豆腐、魚などの高タンパクの食べ物、旬の野菜や果物

でビタミン、水分を積極的にとる。
● ウイルスを洗い流す…外出後は必ずうがいや手洗いを。できれば洗顔まで。
● マスクをする…外出時はもちろん、寝るときにも効果的。
● 体を冷やさない…体が冷えると、のどや鼻の血行が悪くなり、粘膜の抵抗が

弱まってウイルスに感染しやすくなります。温かくすることを心掛けましょう。
● 部屋の温度を調節…暖房で乾燥した部屋は、ウイルスの温床。加湿器や室内

に洗濯物を干して調節を。

●  風邪
生活習慣病チェック

毎日朝食を食べている

1日平均7～8時間は眠っている

栄養バランスを考えて食事をしている

たばこは吸わない

定期的に運動・スポーツをしている
毎日そんなに多量の酒は飲んでいない

（日本酒1合以下かビール大瓶1本以下）

労働は1日9時間以内にとどめている
自覚的なストレスはそんなに多くない

　「生活習慣病」とは、生活習慣が発症や進行に大きく関係する慢性の病気。遺伝的になりやすい人もいますが、
生活習慣を見直すことでかなり予防することができるのです。

守っている健康習慣の数が健康習慣指数
7～8 良好　5～6 中庸　0～4 不良

自分でできる セ ルフ ケ ア

改
善
法

株式会社サイネックスによる編集記事ページです健康な生活を送るための基礎知識
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●食べすぎ
●動物性脂肪のとりすぎ
●塩分のとりすぎ
●ビタミン・ミネラル不足
●食物繊維不足

●肥満
●高血圧
●脂質異常症
●動脈硬化
●高血糖
●高尿酸血症
●骨密度の低下
　　　　　など

●運動不足

●不規則な生活
●ストレスの蓄積
●休養・睡眠不足
●過労

●アルコールの飲み過ぎ
●喫煙

食  生  活

身体活動

生　  活
スタイル

その他の
生活習慣

よ
く
な
い
生
活
習
慣

体
に
起
こ
る
変
化

●脳血管障害（脳卒中など）
●心臓疾患
　（狭心症・心筋梗塞など）
●糖尿病・合併症
●がん
●痛風
●骨折（骨粗しょう症）
●歯周病
●胃潰瘍・十二指腸潰瘍
●アルコール性肝障害・脂肪肝
●胆石症
●アルコール性膵（すい）炎
　　　　　　　　　　　など

主
な
生
活
習
慣
病

　健康はなにものにも代えがたい、自分自身の財産です。ずっと付き合っていく体だか
らこそ、メンテナンスをしっかりし、病気や怪我の予防に努めましょう。

　日本医師会では「健康に関することを何でも相談
でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる
身近にいて頼りになる医師のこと」をかかりつけ医
と呼んでいます。
　いざという時に困らないためにも、健康診断など
に行く機会を利用して、自宅や職場の近くに、かかり
つけ医を見つけておきましょう。

その 1

生活習慣病は、生活習慣を見直すことでかなり予防することができます。生活習慣病の基本を知りましょう。

その 3

　健康に暮らすためには、生活習慣病の予防と病気
の早期発見が大切です。健（検）診を積極的に利用
して、健康づくりに役立てましょう。

その 2

■ よくない生活習慣がどんな生活習慣病をもたらすか 目尻にあるツボ「瞳子りょう」から、耳
に向けてなでるようにマッサージ。

1.即効性のあるこめかみへの刺激
2.ツボマッサージ

● 眼精疲労には目のビタミンといわ
れるビタミンA・Ｂ1・B2、βｰカロ
テン、鉄分など。

● 視神経の働きを高め、疲れにくく
するビタミンB群（豚や牛のレバー
など）。

● 目の機能改善には、アントシアニ
ンやルテイン（ブルーベリーやほう
れん草、キャベツ、そばなど）。

3.目にいい食べ物

●目が疲れる ●肩や首がこる

原
因

原
因

原
因

目がしょぼしょぼする、乾きやすい、
光がまぶしい、目がかすむ、目の奥が
痛い、目が充血するなどの症状がで
たら、目が疲れている証拠。

パソコンや読書による目の使いすぎ
長時間のデスクワークや夏場の冷房が筋肉の収縮や血行不良を招
き、肩こりを一層悪化。仕事のストレスや胃腸の不調による場合も。

姿勢の悪さや血行不良

●手足が冷える

運動不足やストレス

筋肉を緊張させない工夫を
● 正しい姿勢を心掛けましょう。
● 体の緊張や精神的な緊張からくる肩こりには深呼吸を。
● ストレスには休息と睡眠を。お昼休みの15分程度の仮眠も効

果的。

筋肉をほぐし、血行をよくする
● ツボを刺激…後頭部の頭蓋骨のへり、

首の中心から4cmほど外側の左右を両
手の親指で押す。

● 肩こりに効く食べ物…豚肉やうなぎ、豆
類、玄米、レバー、かつお。

体を冷やさない工夫を
冬は衣類対策で暖かさを逃さない。夏には冷房対策を。体を芯
から温める半身浴も効果的。冬は40℃、夏は38～39℃くらいの
ぬるま湯で汗がでるまでゆっくりと。

血行改善と自律神経の正常化
● 血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ
　足にたまりがちな血液を循環しやすくするのが背伸び運動。足

を少し開いて立ち、つま先立ちするようにかかとを上げ下げす
るだけ。足が温かく感じられるまで繰り返します。

　冷え性を根本的に改善するには、脂肪を減らして筋肉をつけ
る。テレビを見ながらでもできるダンベル体操や足のスクワッ
トを1日10分でも続けましょう。

予
防
法

予
防
法

改
善
法

原
因

予
防
法

改
善
法

予
防
法

姿勢を正してときどきの休息を
文字を読むとき、目と書類の間は30
㎝が理想。
パソコンのディスプレイとの距離は、
座ったときに背筋を伸ばし、手を伸
ばすとその指先が画面に触れるくら
いがベスト。

どうし

風邪の原因の90%以上
はウイルスの感染による
もの。免疫力の低下は、
栄養バランスの崩れ、睡
眠不足、喫煙、疲労、スト
レスが原因です。

直接の原因はウイルス 風邪のウイルスを寄せつけない
● 免疫力を高める…卵、豆腐、魚などの高タンパクの食べ物、旬の野菜や果物

でビタミン、水分を積極的にとる。
● ウイルスを洗い流す…外出後は必ずうがいや手洗いを。できれば洗顔まで。
● マスクをする…外出時はもちろん、寝るときにも効果的。
● 体を冷やさない…体が冷えると、のどや鼻の血行が悪くなり、粘膜の抵抗が

弱まってウイルスに感染しやすくなります。温かくすることを心掛けましょう。
● 部屋の温度を調節…暖房で乾燥した部屋は、ウイルスの温床。加湿器や室内

に洗濯物を干して調節を。

●  風邪
生活習慣病チェック

毎日朝食を食べている

1日平均7～8時間は眠っている

栄養バランスを考えて食事をしている

たばこは吸わない

定期的に運動・スポーツをしている
毎日そんなに多量の酒は飲んでいない

（日本酒1合以下かビール大瓶1本以下）

労働は1日9時間以内にとどめている
自覚的なストレスはそんなに多くない

　「生活習慣病」とは、生活習慣が発症や進行に大きく関係する慢性の病気。遺伝的になりやすい人もいますが、
生活習慣を見直すことでかなり予防することができるのです。

守っている健康習慣の数が健康習慣指数
7～8 良好　5～6 中庸　0～4 不良

自分でできる セ ルフ ケ ア

改
善
法

株式会社サイネックスによる編集記事ページです健康な生活を送るための基礎知識
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KESENNUMA CITY MEDICAL MAP
このページは有料広告ページです気仙沼市 医療施設マップ

　動物に触れる「アニマル・セラピー」は、脈
拍数や血圧が安定するなどの生理的な効
果に加え、元気が出る、リラックスするな
ど、心理面でも大きなメリットがあるとされ
ています。犬、猫、うさぎ、小鳥などのペット
や、馬、イルカなどの動物と実際に手でふれ
あうことで、心身ともにリラックスできます。
　植物にふれることも精神的な癒しリラク
ゼーション効果があると注目されていま
す。ガーデニングは
もちろん、部屋に観
葉植物をひとつ置く
だけでも心がなごみ
ます。

動物や植物に癒される

心と体の
リラクゼーション法

health
advice
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KESENNUMA CITY MEDICAL MAP
このページは有料広告ページです気仙沼市 医療施設マップ

　動物に触れる「アニマル・セラピー」は、脈
拍数や血圧が安定するなどの生理的な効
果に加え、元気が出る、リラックスするな
ど、心理面でも大きなメリットがあるとされ
ています。犬、猫、うさぎ、小鳥などのペット
や、馬、イルカなどの動物と実際に手でふれ
あうことで、心身ともにリラックスできます。
　植物にふれることも精神的な癒しリラク
ゼーション効果があると注目されていま
す。ガーデニングは
もちろん、部屋に観
葉植物をひとつ置く
だけでも心がなごみ
ます。

動物や植物に癒される

心と体の
リラクゼーション法

health
advice
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南気仙沼内科医院
内科・消化器内科

休診日:日･祝(木･土午後休診)

内の脇1丁目6-15-1
0226－25－7412

18:00

受付時間 月 火 水 木 金 土
9:00～ 11:30

13:30～ 17:00
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一般社団法人  気仙沼市医師会

〒988-0063　宮城県気仙沼市四反田95番地４　TEL. 0226-22-0842　FAX. 0226-24-1387　URL. http://www.kesennuma-med.or.jp
一般社団法人 気仙沼市医師会

　気仙沼市医師会は気仙沼市・南三陸町・登米市の医師並びに医療機関等の会員が属している学術団体です。

　当会では、 臨床検査センターおよび当会附属准看護学校並びに附属高等看護学校を設置しております。

　附属看護学校は「准看護師」や「看護師」を養成し、 医療従事者の資質の向上と医療サービスの充実、 指導・育成に努めており

ます。

　臨床検査センターにおいては業務を通じて医療の向上と充実をはかるとともに、地域住民検診の充実・向上に努めております。

　会員一同、地域の皆様の保健・医療・福祉に貢献すべく、各種事業に積極的に取り組み、地域医療充実のため皆様のご意見に耳を

傾けながら一層努力してまいりたいと存じますので、 今後共、ご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

気仙沼市医師会　所属医療機関リスト

ごあいさつ

〒988-0053　宮城県気仙沼市田中前1-4-7(田中前加藤歯科医院内)TEL／FAX. 0226-24-6060
一般社団法人  気仙沼歯科医師会

気仙沼歯科医師会　歯科医院リスト

一般社団法人  気仙沼歯科医師会

122

医療機関名 所在地 電話番号
（気仙沼市）
あいざわクリニック 気仙沼市東新城2-9-1 21-1160
猪苗代医院 気仙沼市三日町2-1-9 24-7180
猪苗代病院 気仙沼市南町1-3-7 22-7180
うちクリニック 気仙沼市東新城1-6-13 23-0087
大里胃腸科内科婦人科医院 気仙沼市南郷2-2 22-7157
大島医院 気仙沼市高井215-2 28-2603
大友医院 気仙沼市三日町2-2-25 22-6868
おだか医院 気仙沼市田中前4-10-2 22-3210
小野医院 気仙沼市唐桑町宿浦405-8 32-3128
小野寺医院 気仙沼市赤岩五駄鱈76-1　 23-9890
小林直樹眼科 気仙沼市東新城3-10-8 23-5855
小松クリニック 気仙沼市東八幡前270-6 21-5770
こまつ内科医院 気仙沼市田谷11-11 29-6482
齋藤外科クリニック 気仙沼市東新城1-12-1 22-7260
佐々木小児科医院 気仙沼市本郷9-2 22-6811
三条小児科医院 気仙沼市田中前2-8-4 23-0088
志田整形外科医院 気仙沼市東新城2-6-4 22-6838
条南整形外科 気仙沼市田中前2-1-10 29-6711
すがわら内科クリニック 気仙沼市松崎萱121-3 25-8825
鈴木医院 気仙沼市長磯原ノ沢50-2 27-2315
武田眼科医院 気仙沼市南郷9-7 23-3285
光ヶ丘保養園 気仙沼市浪板140 22-6920
三峰病院 気仙沼市松崎柳沢216-5 22-6685
南気仙沼内科医院 気仙沼市内ノ脇1-6-15-1 25-7412
村岡外科クリニック 気仙沼市田中前4-4-7 23-3990
森産婦人科医院 気仙沼市入沢4-5 22-6808
森田医院 気仙沼市八日町1-4-1 22-6633
気仙沼市立病院 気仙沼市赤岩杉ノ沢8-2 22-7100
（気仙沼市本吉町）
もとよしクリニック 気仙沼市本吉町津谷長根86-3 25-7585
気仙沼市立本吉病院 気仙沼市本吉町津谷明戸222-2 42-2621
（南三陸町）
歌津八番クリニック 本吉郡南三陸町歌津字枡沢77-1 36-9511
佐藤徹内科クリニック 本吉郡南三陸町志津川字沼田144-45 47-1175
南三陸病院 本吉郡南三陸町志津川字沼田14-3 46-3646
（登米市）
ささはら総合診療科 登米市迫町佐沼字江合1-8-8 0220-21-5660
やすらぎの里 サンクリニック 登米市南方町鴻ノ木152-1 0220-29-6060
（介護老人保健施設）
歌津つつじ苑 本吉郡南三陸町歌津字砂浜23-59 36-9233
ハイム・メアーズ 本吉郡南三陸町志津川字袖浜255 46-2772
はまなすの丘 気仙沼市本吉町外尾25 42-2915
リバーサイド春圃 気仙沼市館山1-1-43 24-1732

（令和 3 年 4 月 1 日現在）
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一般社団法人  気仙沼市医師会

〒988-0063　宮城県気仙沼市四反田95番地４　TEL. 0226-22-0842　FAX. 0226-24-1387　URL. http://www.kesennuma-med.or.jp
一般社団法人 気仙沼市医師会

　気仙沼市医師会は気仙沼市・南三陸町・登米市の医師並びに医療機関等の会員が属している学術団体です。

　当会では、 臨床検査センターおよび当会附属准看護学校並びに附属高等看護学校を設置しております。

　附属看護学校は「准看護師」や「看護師」を養成し、 医療従事者の資質の向上と医療サービスの充実、 指導・育成に努めており

ます。

　臨床検査センターにおいては業務を通じて医療の向上と充実をはかるとともに、地域住民検診の充実・向上に努めております。

　会員一同、地域の皆様の保健・医療・福祉に貢献すべく、各種事業に積極的に取り組み、地域医療充実のため皆様のご意見に耳を

傾けながら一層努力してまいりたいと存じますので、 今後共、ご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

気仙沼市医師会　所属医療機関リスト

ごあいさつ

〒988-0053　宮城県気仙沼市田中前1-4-7(田中前加藤歯科医院内)TEL／FAX. 0226-24-6060
一般社団法人  気仙沼歯科医師会

気仙沼歯科医師会　歯科医院リスト

一般社団法人  気仙沼歯科医師会
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（令和 3 年 4 月 1 日現在）

医療機関名 所在地 電話番号

（気仙沼市）

猪苗代歯科医院 気仙沼市松川前23 22-7184

金沢歯科医院 気仙沼市新町4-6 24-1155

菅野歯科医院 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-37 22-2235

熊谷歯科医院 気仙沼市八日町2-3-11 23-2211

小松歯科医院 気仙沼市東八幡前112-1 23-5571

さいとう矯正歯科クリニック 気仙沼市田中前3-1-11 25-4187

佐藤歯科医院 気仙沼市唐桑町馬場209-1 32-2309

条南歯科医院 気仙沼市田中前1-4-15 23-5570

菅原歯科医院 気仙沼市南郷5-3 24-1818

鈴木歯科医院 気仙沼市赤岩五駄鱈80-9 22-0827

田中前加藤歯科医院 気仙沼市田中前1-4-7 22-1167

千葉歯科医院 気仙沼市東新城3-10-20 22-1360

ハーモニー歯科医院 気仙沼市幸町4-4-25 25-8367

ファミリー歯科医院 気仙沼市田中前2-6-8 24-2822

みうら歯科クリニック 気仙沼市長磯船原1-1 27-4145

皆川歯科医院 気仙沼市赤岩五駄鱈36 22-9611

米倉歯科クリニック 気仙沼市南郷1-3 22-9955

（気仙沼市本吉町）

三浦齒科醫院 気仙沼市本吉町津谷明戸24-2 42-2418

山谷歯科医院 気仙沼市本吉町津谷新明戸210 42-3577

（南三陸町）

志津川歯科クリニック 南三陸町志津川字本浜町97　T24街区7画地 46-5678

（公的機関）

気仙沼市立病院　歯科口腔外科 気仙沼市赤岩杉ノ沢8-2 22-7100（代）

南三陸病院　歯科口腔外科 南三陸町志津川字沼田14-3 46-3646（代）
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一般社団法人 気仙沼薬剤師会

気仙沼薬剤師会　会員薬局リスト

〒988-0063 宮城県気仙沼市南郷5-5　TEL.0226-23-7753　FAX.0226-23-7830
〒988-0063 宮城県気仙沼市四反田95-4（気仙沼市医師会内） TEL／FAX. 0226-25-7135

一般社団法人 気仙沼薬剤師会

薬局は、お薬や体調のことはもちろん、心配ごとや知りたいことなど、いつでもご相談いただける、身近な窓口です。
薬剤師にお気軽にご相談ください。あなたにあった情報をご案内します。

薬の正しい飲み方も忘れずに

まちかど相談薬局

株式会社サイネックスによる編集記事ページです

トータルな健康管理

　最近日本でも「医薬分業」が進んできました。こ
れは病院や医院で診察を受けたうえで、医師の処
方せんを外部の薬局にもっていき、薬を受け取ると
いう仕組み。欧米では早くから行われてきました。
薬の専門家である薬剤師の役割が今、あらためて
クローズアップされています。
　かかりつけ医がいるように、これからは“かかり
つけ薬剤師”をもって、一人ひとりの薬の情報を把

握したトータルな健康管理が必要でしょう。
　薬の重複や飲み合わせなども薬剤師がチェック
しています。
　体質や副作用の経験、複
数の科でもらっている薬の調
整など、何でも気軽に相談で
きる“薬剤師さん”が身近に
いてくれると安心ですね。

　薬には製薬会社個別の「商品名」と薬の成分につけられた
「一般名」があります。両方を聞いておきましょう。服用期限
もお忘れなく。

どの家庭にも必ずといってよいほど、いくつかの薬が常備されていますね。
「これ、いつのだったかしら…？」なんて、箱の中で忘れられている薬はありませんか。

一番身近で、手軽な治療法でもある“薬”ですが、意外と知らないことがおおいもの。
薬の正しい飲み方と最近の薬事情をお伝えします。

かかりつけの薬剤師さんをもとう

「食後」と指示された薬は、
食後何分後くらいまでに
飲めばいいの？

薬を飲み忘れたとき、
次回に2倍の量を
飲んでもいいの？

5つのチェックポイント

薬と上手に
つきあうための

薬の名前をチェック

　この薬は何に効くのか。当たり前のようで勝手な自己判断
をしてしまいがちです。

効果チェック

　飲むタイミング（食後とか食間など）、服用後の運転は？
保管場所は？など細かい注意事項があるはずです。

注意事項をチェック

　どんな薬も副作用はあります。不安がるのではなく、知識
をもっていれば危険な副作用を避けたり、素早く対処するこ
とができます。

副作用チェック

　薬と薬、薬と食べ物（飲み物）の飲み合わせにも要注意。牛
乳やビールで飲むと効果のなくなるものもあります。さまざ
まな薬によるトラブルを避けるためには自分の「薬記録」を
つけることをおすすめします。
　医療機関や薬局で用意してる「おくすり手帳」などを活用
して、薬と上手につきあいましょう。

飲み合わせチェック

　　　食後に飲むことが指示されている主な理由
は、空腹時に飲むと胃を荒らすおそれがあるからで
す。そこで、胃に食べ物が入り、胃の粘膜に薬物が
直接影響を及ぼさない時間帯、具体的には30分か
ら1時間と考えればいいでしょう。

　　　薬には、その作用が最も有効で副作用を防
ぐという意味で、安全な適量が決められています。
一度にたくさん飲み過ぎると副作用が出やすくな
りますから、2回分まとめて飲むのはやめてくださ
い。飲み忘れは極力避けましょ
う。特に心臓疾患などで医師の
管理下で薬物治療を行っている
ような場合は、必ず医師や薬剤
師に相談しなければなりません。

薬の
Q&A

Q.1

Q.2

A

A

お薬以外でも心配なこと  お気軽にご相談ください
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（令和 3 年 4 月 1 日現在）

薬局名 所在地 電話番号
（気仙沼市）
イオン薬局気仙沼店 気仙沼市赤岩舘下6-1 21-5256
大島調剤薬局 気仙沼市高井215-2 48-5890
カメイ調剤薬局気仙沼店 気仙沼市赤岩杉ノ沢9-1 25-1517
かもめ薬局東新城店 気仙沼市東新城3-1-1 21-1026
共創未来気仙沼中央薬局 気仙沼市田谷11-12 28-9061
共創未来東しんじょう薬局 気仙沼市東新城2-7-6 25-8941
カワチ薬局気仙沼店 気仙沼市赤岩杉ノ沢12-1 25-4580
グリーン薬局 気仙沼市上田中2-1-2 22-1720
気仙沼薬局いちごとまと店 気仙沼市赤岩平貝84-1 25-1820
ししおり調剤薬局 気仙沼市東八幡前270-1 24-2252
条南マリン薬局 気仙沼市田中前2-4-6 21-2227
新城調剤薬局 気仙沼市東新城1-6-14 25-7956
スズキ薬局 気仙沼市田中前3-7-8 24-3610
仙台調剤薬局気仙沼店 気仙沼市松崎萱121-1 25-8456
仙台調剤薬局気仙沼大橋店 気仙沼市内ノ脇1-6-5-12 28-9233
田谷薬局 気仙沼市田中前2-1-11 25-1381
調剤薬局ツルハドラッグ気仙沼東新城店 気仙沼市東新城2-6-5 21-2151
株式会社南郷調剤薬局 気仙沼市南郷5-5 23-7753
にこにこ堂調剤薬局 気仙沼市田中前4-4-5 23-3110
はしかみ調剤薬局 気仙沼市長磯牧通98-1 27-5939
畠良薬品 気仙沼市田谷13-7 22-0460
ホープ薬局気仙沼店 気仙沼市田中前2-6-7-1 25-9931
三峰調剤薬局 気仙沼市松崎柳沢218-5 21-1217
みなと薬局 気仙沼市古町3-2-46 23-1435
八日町調剤薬局 気仙沼市八日町1-4-1 21-1510
（気仙沼市本吉町）
オルセー薬局 気仙沼市本吉町津谷明戸213-4 31-1511
気仙沼南調剤薬局 気仙沼市本吉町津谷長根107-1 28-9223
中上薬局 気仙沼市本吉町津谷松岡26 42-2523
本吉調剤薬局 気仙沼市本吉町津谷新明戸326-1 42-1088
（南三陸町）
有限会社うたつ薬局 南三陸町歌津字枡沢66-1 36-3374
会営志津川薬局 南三陸町志津川字沼田14-22 29-6315
こさか調剤薬局 南三陸町志津川字沼田150-145 47-2355
なでしこ薬局ますざわ 南三陸町歌津字枡沢90-1 36-3831
本田薬局 南三陸町志津川字沼田14-13 46-2246
ヤマイチ薬局 南三陸町志津川字沼田100-45 46-6659
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一般社団法人 気仙沼薬剤師会

気仙沼薬剤師会　会員薬局リスト

〒988-0063 宮城県気仙沼市南郷5-5　TEL.0226-23-7753　FAX.0226-23-7830
〒988-0063 宮城県気仙沼市四反田95-4（気仙沼市医師会内） TEL／FAX. 0226-25-7135

一般社団法人 気仙沼薬剤師会

薬局は、お薬や体調のことはもちろん、心配ごとや知りたいことなど、いつでもご相談いただける、身近な窓口です。
薬剤師にお気軽にご相談ください。あなたにあった情報をご案内します。

薬の正しい飲み方も忘れずに

まちかど相談薬局

株式会社サイネックスによる編集記事ページです

トータルな健康管理

　最近日本でも「医薬分業」が進んできました。こ
れは病院や医院で診察を受けたうえで、医師の処
方せんを外部の薬局にもっていき、薬を受け取ると
いう仕組み。欧米では早くから行われてきました。
薬の専門家である薬剤師の役割が今、あらためて
クローズアップされています。
　かかりつけ医がいるように、これからは“かかり
つけ薬剤師”をもって、一人ひとりの薬の情報を把

握したトータルな健康管理が必要でしょう。
　薬の重複や飲み合わせなども薬剤師がチェック
しています。
　体質や副作用の経験、複
数の科でもらっている薬の調
整など、何でも気軽に相談で
きる“薬剤師さん”が身近に
いてくれると安心ですね。

　薬には製薬会社個別の「商品名」と薬の成分につけられた
「一般名」があります。両方を聞いておきましょう。服用期限
もお忘れなく。

どの家庭にも必ずといってよいほど、いくつかの薬が常備されていますね。
「これ、いつのだったかしら…？」なんて、箱の中で忘れられている薬はありませんか。

一番身近で、手軽な治療法でもある“薬”ですが、意外と知らないことがおおいもの。
薬の正しい飲み方と最近の薬事情をお伝えします。

かかりつけの薬剤師さんをもとう

「食後」と指示された薬は、
食後何分後くらいまでに
飲めばいいの？

薬を飲み忘れたとき、
次回に2倍の量を
飲んでもいいの？

5つのチェックポイント

薬と上手に
つきあうための

薬の名前をチェック

　この薬は何に効くのか。当たり前のようで勝手な自己判断
をしてしまいがちです。

効果チェック

　飲むタイミング（食後とか食間など）、服用後の運転は？
保管場所は？など細かい注意事項があるはずです。

注意事項をチェック

　どんな薬も副作用はあります。不安がるのではなく、知識
をもっていれば危険な副作用を避けたり、素早く対処するこ
とができます。

副作用チェック

　薬と薬、薬と食べ物（飲み物）の飲み合わせにも要注意。牛
乳やビールで飲むと効果のなくなるものもあります。さまざ
まな薬によるトラブルを避けるためには自分の「薬記録」を
つけることをおすすめします。
　医療機関や薬局で用意してる「おくすり手帳」などを活用
して、薬と上手につきあいましょう。

飲み合わせチェック

　　　食後に飲むことが指示されている主な理由
は、空腹時に飲むと胃を荒らすおそれがあるからで
す。そこで、胃に食べ物が入り、胃の粘膜に薬物が
直接影響を及ぼさない時間帯、具体的には30分か
ら1時間と考えればいいでしょう。

　　　薬には、その作用が最も有効で副作用を防
ぐという意味で、安全な適量が決められています。
一度にたくさん飲み過ぎると副作用が出やすくな
りますから、2回分まとめて飲むのはやめてくださ
い。飲み忘れは極力避けましょ
う。特に心臓疾患などで医師の
管理下で薬物治療を行っている
ような場合は、必ず医師や薬剤
師に相談しなければなりません。

薬の
Q&A

Q.1

Q.2

A

A

お薬以外でも心配なこと  お気軽にご相談ください
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KESENNUMA CHAMBER OF 
COMMERCE & INDUSTRY気仙沼商工会議所 MOTOYOSHIKARAKUWA SOCIETIES OF 

COMMERCE & INDUSTRY本吉唐桑商工会

〒988-0084 宮城県気仙沼市八日町二丁目１番11号　TEL.0226-22-4600㈹／FAX.0226-24-3817
E-mail：kcci@kesennuma.or.jp　　URL：http://www.kesennuma.or.jp/

★意見活動
会員の皆さまの声をまとめて、行政機関等へ提言陳情・要
望活動をしています。

★部会・委員会活動
業種別に集まって業界のレベルアップのための研修会や
視察会を随時開催しています。また、部会・委員会の声をま
とめて関係機関への働きかけをしています。

★広報活動
毎月1回会員の皆さまへ会報「商工けせんぬま」を発行し、身
近な話題・助成金情報・事業の報告や経営に役立つ情報を
提供しています。

★商店街の活性化
潤いと活気のある商店街を目指し、各種の調査や計画の
策定及びハード・ソフト両面の事業の支援をしています。

★販路開拓への支援
各団体との共催により各種展示商談会を開催し、事業者
の出展を支援するとともに、各種支援制度を活用した経営
指導を行っています。

★地域活性化推進事業
カツオ、メカジキの食のブランド化を推進している各委員
会に参画しています。観光においては「観光で稼ぐ地域経
営」を推進している「気仙沼観光推進機構」に参画するなど

「水産」と「観光」を軸に地域の活性化を推進しています。
★創業支援事業

創業に関する漠然とした疑問や、事業計画作成や資金調
達等、具体的な内容まで個別に対応します。

★経営・金融・税務・経理・労働等相談
専門の経営指導員があらゆる経営の悩みにお答えします。
また、経営・金融・税務・経理・労働など中小企業の経営改
善についてお手伝いします。

商工会議所はさまざまな支援をしています

　商工会議所は地域商工業者の世論を代表する公法人的性格をもつ「特別認可法人」であり、商工業の振
興に力を注いで地域経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。 
　したがって商工会議所の活動には、大企業、中小企業、個人企業もみんな力を合わせ、住みよく、働きやすい

「まち」にしようという願いがこめられています。

商工会議所とは… 商工会議所は世論を代表する公的な性格を持つ法人です

商工会議所の4つの特色

商工会議所はこんな仕事をしています。

●公共性
会員主体の組織ですが、会員の枠をこえて地域全
体の為に活動します。

●地域性
地域を基盤として商工業の発展を図ります。

●総合性
業種、規模、個人・法人にかかわらず、すべての商工
業者が加入できます。

●国際性
世界各国と連携をもつ国際性豊かな団体です。

★講習会・講演会・視察会の開催
各界の専門家を招いて明日の経営に求められる最新の情
報と知識を提供しています。また、先進地企業の視察会等
も実施しています。

★各種検定試験
珠算、暗算、簿記、日商PC、福祉住環境コーディネーター、
eco（環境社会）検定等の各種検定試験を施行しています。

★労働保険事務代行
当所の事務組合に加入し、事務委託をすることで、複雑で
面倒な雇用保険の手続きや労災手続きが簡単にできます。

★永年勤続優良従業員表彰や生活習慣病予防健診
永年勤務された従業員の表彰を行い、企業への定着化を
担っています。また、生活習慣病予防健診を実施して、会員
の皆さまの健康管理のお手伝いを行っています。

★会員親睦事業（ゴルフ大会・ボウリング大会など）
会員事業所相互の親睦と従業員のための福利厚生事業を
行っています。

★各種共済制度
事業主の方はもちろんのこと、従業員の皆さまの福利厚生
のための各種共済制度を実施しています。
■生命共済制度・特定退職金共済制度
■小規模企業共済制度・セーフティ共済制度
■火災共済・自動車共済
■休業保障プラン・業務災害補償プラン・情報漏えい賠償
　責任保険制度・ビジネス総合保険制度・中小企業海外
　PL保険制度・海外危機対策プラン

気仙沼商工会議所企業を育て地域を伸ばす

　商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のため
に総合的な活動を行う団体です。
　また、国や都道府県の小規模企業施策（経営改善普及事業）の実施機関でもあり、事業者の皆さまを
支援するためにさまざまな事業を実施しています。

商工会とは

商工会の事業活動

経営相談
　商工会では、経営のことで悩んでいる事業者
の皆さまに対し、様々な課題についてアドバイス
を行っています。
　また、経営指導員や中小企業診断士などの専
門家が事業者の皆さまの相談に応じています。
　もちろん相談については、秘密を厳守します。
　又、新たに創業をお考えの方の相談にも応じます。

税務・経理相談
　商工会では、税金の各種控除を知りたい、青色
申告制度ってなに？など、皆さまのお悩みに対
し、帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで、懇
切丁寧にアドバイスを行っています。
　決算や申告期には、税理士が皆さまの専門の
相談員として無料の税務相談に応じています。
　また、インターネットでできる経理ソフト【ネッ
トde記帳】の導入から申告まで商工会がサポー
トいたします。

地域総合振興事業・その他
　商工会では、商店街の整備や地域の産業おこ
しについて、国や都道府県・町の施策事業を実施
しております。加えて、イベント事業への協力を通
じて地域の活性化に努めております。
　その他にも青年経営者や商工業に携わる女性
の育成・支援など地域の発展のために多くの活
動を行っています。

共済・保険制度
　中小企業者の経営の促進と万が一の備えのた
めに、各種共済制度が設けられています。お気軽
にご相談ください。
　

● 福祉共済　　　　● 小規模企業共済　
● 倒産防止共済　　● 各種退職金共済
● 火災共済　　　　● 自動車共済

金融相談・斡旋
　商工会では、皆さまの経営をより安定、向上さ
せるために、金融や信用保証に関する相談や斡
旋などを行っています。
　特に、事業資金を商工会の推薦により、 日本
政策金融公庫が無担保・無保証・低利で融資す
る「マル経資金融資」は、多くの小規模企業の皆
さまに利用されています。

労務相談
　労働保険（労災保険・雇用保険）の事務処理に
ついてお手伝いいたします。雇用保険の資格取
得等各種手続きや労働保険の申告納付などお気
軽にご相談ください。
　また、当会労働保険事務組合に事務委託する
ことで経営者が労災特別加入制度を利用するこ
ともできます。

〈本吉本所〉
〒988-0307 宮城県気仙沼市本吉町津谷舘岡10
TEL.0226-42-2028／FAX.0226-42-2818

E-mail：s-com@hyper.ocn.ne.jp

〈唐桑支所〉
〒988-0535 宮城県気仙沼市唐桑町馬場189-4
TEL.0226-32-2622／FAX.0226-32-3147
E-mail：karakuwa@cocoa.ocn.ne.jp

本吉唐桑商工会
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KESENNUMA CHAMBER OF 
COMMERCE & INDUSTRY気仙沼商工会議所 MOTOYOSHIKARAKUWA SOCIETIES OF 

COMMERCE & INDUSTRY本吉唐桑商工会

〒988-0084 宮城県気仙沼市八日町二丁目１番11号　TEL.0226-22-4600㈹／FAX.0226-24-3817
E-mail：kcci@kesennuma.or.jp　　URL：http://www.kesennuma.or.jp/

★意見活動
会員の皆さまの声をまとめて、行政機関等へ提言陳情・要
望活動をしています。

★部会・委員会活動
業種別に集まって業界のレベルアップのための研修会や
視察会を随時開催しています。また、部会・委員会の声をま
とめて関係機関への働きかけをしています。

★広報活動
毎月1回会員の皆さまへ会報「商工けせんぬま」を発行し、身
近な話題・助成金情報・事業の報告や経営に役立つ情報を
提供しています。

★商店街の活性化
潤いと活気のある商店街を目指し、各種の調査や計画の
策定及びハード・ソフト両面の事業の支援をしています。

★販路開拓への支援
各団体との共催により各種展示商談会を開催し、事業者
の出展を支援するとともに、各種支援制度を活用した経営
指導を行っています。

★地域活性化推進事業
カツオ、メカジキの食のブランド化を推進している各委員
会に参画しています。観光においては「観光で稼ぐ地域経
営」を推進している「気仙沼観光推進機構」に参画するなど

「水産」と「観光」を軸に地域の活性化を推進しています。
★創業支援事業

創業に関する漠然とした疑問や、事業計画作成や資金調
達等、具体的な内容まで個別に対応します。

★経営・金融・税務・経理・労働等相談
専門の経営指導員があらゆる経営の悩みにお答えします。
また、経営・金融・税務・経理・労働など中小企業の経営改
善についてお手伝いします。

商工会議所はさまざまな支援をしています

　商工会議所は地域商工業者の世論を代表する公法人的性格をもつ「特別認可法人」であり、商工業の振
興に力を注いで地域経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。 
　したがって商工会議所の活動には、大企業、中小企業、個人企業もみんな力を合わせ、住みよく、働きやすい

「まち」にしようという願いがこめられています。

商工会議所とは… 商工会議所は世論を代表する公的な性格を持つ法人です

商工会議所の4つの特色

商工会議所はこんな仕事をしています。

●公共性
会員主体の組織ですが、会員の枠をこえて地域全
体の為に活動します。

●地域性
地域を基盤として商工業の発展を図ります。

●総合性
業種、規模、個人・法人にかかわらず、すべての商工
業者が加入できます。

●国際性
世界各国と連携をもつ国際性豊かな団体です。

★講習会・講演会・視察会の開催
各界の専門家を招いて明日の経営に求められる最新の情
報と知識を提供しています。また、先進地企業の視察会等
も実施しています。

★各種検定試験
珠算、暗算、簿記、日商PC、福祉住環境コーディネーター、
eco（環境社会）検定等の各種検定試験を施行しています。

★労働保険事務代行
当所の事務組合に加入し、事務委託をすることで、複雑で
面倒な雇用保険の手続きや労災手続きが簡単にできます。

★永年勤続優良従業員表彰や生活習慣病予防健診
永年勤務された従業員の表彰を行い、企業への定着化を
担っています。また、生活習慣病予防健診を実施して、会員
の皆さまの健康管理のお手伝いを行っています。

★会員親睦事業（ゴルフ大会・ボウリング大会など）
会員事業所相互の親睦と従業員のための福利厚生事業を
行っています。

★各種共済制度
事業主の方はもちろんのこと、従業員の皆さまの福利厚生
のための各種共済制度を実施しています。
■生命共済制度・特定退職金共済制度
■小規模企業共済制度・セーフティ共済制度
■火災共済・自動車共済
■休業保障プラン・業務災害補償プラン・情報漏えい賠償
　責任保険制度・ビジネス総合保険制度・中小企業海外
　PL保険制度・海外危機対策プラン

気仙沼商工会議所企業を育て地域を伸ばす

　商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のため
に総合的な活動を行う団体です。
　また、国や都道府県の小規模企業施策（経営改善普及事業）の実施機関でもあり、事業者の皆さまを
支援するためにさまざまな事業を実施しています。

商工会とは

商工会の事業活動

経営相談
　商工会では、経営のことで悩んでいる事業者
の皆さまに対し、様々な課題についてアドバイス
を行っています。
　また、経営指導員や中小企業診断士などの専
門家が事業者の皆さまの相談に応じています。
　もちろん相談については、秘密を厳守します。
　又、新たに創業をお考えの方の相談にも応じます。

税務・経理相談
　商工会では、税金の各種控除を知りたい、青色
申告制度ってなに？など、皆さまのお悩みに対
し、帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで、懇
切丁寧にアドバイスを行っています。
　決算や申告期には、税理士が皆さまの専門の
相談員として無料の税務相談に応じています。
　また、インターネットでできる経理ソフト【ネッ
トde記帳】の導入から申告まで商工会がサポー
トいたします。

地域総合振興事業・その他
　商工会では、商店街の整備や地域の産業おこ
しについて、国や都道府県・町の施策事業を実施
しております。加えて、イベント事業への協力を通
じて地域の活性化に努めております。
　その他にも青年経営者や商工業に携わる女性
の育成・支援など地域の発展のために多くの活
動を行っています。

共済・保険制度
　中小企業者の経営の促進と万が一の備えのた
めに、各種共済制度が設けられています。お気軽
にご相談ください。
　

● 福祉共済　　　　● 小規模企業共済　
● 倒産防止共済　　● 各種退職金共済
● 火災共済　　　　● 自動車共済

金融相談・斡旋
　商工会では、皆さまの経営をより安定、向上さ
せるために、金融や信用保証に関する相談や斡
旋などを行っています。
　特に、事業資金を商工会の推薦により、 日本
政策金融公庫が無担保・無保証・低利で融資す
る「マル経資金融資」は、多くの小規模企業の皆
さまに利用されています。

労務相談
　労働保険（労災保険・雇用保険）の事務処理に
ついてお手伝いいたします。雇用保険の資格取
得等各種手続きや労働保険の申告納付などお気
軽にご相談ください。
　また、当会労働保険事務組合に事務委託する
ことで経営者が労災特別加入制度を利用するこ
ともできます。

〈本吉本所〉
〒988-0307 宮城県気仙沼市本吉町津谷舘岡10
TEL.0226-42-2028／FAX.0226-42-2818

E-mail：s-com@hyper.ocn.ne.jp

〈唐桑支所〉
〒988-0535 宮城県気仙沼市唐桑町馬場189-4
TEL.0226-32-2622／FAX.0226-32-3147
E-mail：karakuwa@cocoa.ocn.ne.jp

本吉唐桑商工会
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リフォームの基礎知識① 株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

リフォームの疑問

▶時期、期間は？  ▶予算は？

契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の
資料やメモなど書類にはしっかり目を通し、保管しておき
ましょう。

リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
この時点での情報収集も大切なポイントです。

▶施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致しているか？
▶実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
▶候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい、
　検討したか？

定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしま
しょう。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通
じて確認するようにしましょう。

▶工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
▶工程表に基づいて進んでいるか？
▶変更・追加などが発生していないか？

▶事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
▶今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

Step1

事業者を決める～契約するStep2

着工後Step4

着工Step3

具体的な計画をたてる

　建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリ
フォームです。当然のことですが、手を加えれば加える程かかる
費用は増えていきます。例えば、畳敷きの
6畳間をフローリングに替える場合は十
数万円ですが、家全体に及ぶ大掛かりな
改装の場合は、建て替えの方が安くなる
事もあります。

Q.1

A

A

A

改装の範囲で変わっていきます

リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？

Q.2 満足いくリフォームのポイントは？

　現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事をおすす
めします。そうする事でただ漠然と不満に感じていた事も具体的
に検討できるようになり、優先順位をつけて内容の整理もしやす
くなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替え
をお考えの場合は、ショールームなどで
実際に見て触ってみる事も重要です。

まずは現在の不満点を挙げてみましょう

Q.3 信頼のおける業者とは？
2～3社は候補を挙げて比較しましょう

◎費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約をかわし
ましょう。

◎建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。
◎経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
◎アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

リフォームの進め方とポイント
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リフォームの基礎知識① 株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

リフォームの疑問

▶時期、期間は？  ▶予算は？

契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の
資料やメモなど書類にはしっかり目を通し、保管しておき
ましょう。

リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
この時点での情報収集も大切なポイントです。

▶施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致しているか？
▶実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
▶候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい、
　検討したか？

定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしま
しょう。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通
じて確認するようにしましょう。

▶工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
▶工程表に基づいて進んでいるか？
▶変更・追加などが発生していないか？

▶事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
▶今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

Step1

事業者を決める～契約するStep2

着工後Step4

着工Step3

具体的な計画をたてる

　建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリ
フォームです。当然のことですが、手を加えれば加える程かかる
費用は増えていきます。例えば、畳敷きの
6畳間をフローリングに替える場合は十
数万円ですが、家全体に及ぶ大掛かりな
改装の場合は、建て替えの方が安くなる
事もあります。

Q.1

A

A

A

改装の範囲で変わっていきます

リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？

Q.2 満足いくリフォームのポイントは？

　現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事をおすす
めします。そうする事でただ漠然と不満に感じていた事も具体的
に検討できるようになり、優先順位をつけて内容の整理もしやす
くなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替え
をお考えの場合は、ショールームなどで
実際に見て触ってみる事も重要です。

まずは現在の不満点を挙げてみましょう

Q.3 信頼のおける業者とは？
2～3社は候補を挙げて比較しましょう

◎費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約をかわし
ましょう。

◎建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。
◎経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
◎アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

リフォームの進め方とポイント
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快適な住まいづくりを応援します

玄関アプローチ･カーポート･ウッドデッキ･倉庫
擁壁･門扉･門柱･ブロック塀･フェンス･舗

内装改修･屋根･外壁塗装･雨樋修理
水まわり･その他住宅に関する業務全般
お気軽にご相談ください!!

住まいる工房株式会社
〒988-0057　気仙沼市所沢166番地9

TEL 0226(48)5258　FAX 0226(48)5336

外構エクステリア工事

新築･リフォーム工事

mileS

一般建築塗装工事業・船舶塗装工事業

塗装の相談･御見積等
お気軽にお問い合わせ下さい

株式会社  萩野谷塗装店
宮城県知事許可(般)第14164号

〒988-0056　気仙沼市上田中1-10-6
tel(0226)23-0486㈹
fax(0226)24-3414
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リフォームの基礎知識 ② 株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

業者の探し方住まいの整備に関する補助金

　介護保険制度では、「要支援1～2」や「要
介護1～5」と認定された方が、自宅で生活を
しやすい住環境にするための手すりの取り
付けや段差解消などの、住宅改修に対して
費用が支給されます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者向けや障がい者向けに
住宅改修に助成金を支給しているところもあります。工事をお
考えの際には事前に自治体に相談してみると良いでしょう。

　最近では自社ホームページを持っ
ているリフォーム会社も多いようで
す。ポストに入ってくるチラシも情報
収集のチャンスです。
　またご近所や知り合いでリフォー
ム工事をした家があったら、その会
社がどんな対応だったか聞いてみる
のも一つの手です。

　バリアフリー住宅は、お年寄りや
障がいを抱えている方でも住みや
すい生活をおくれる住宅のことで
す。床の段差をなくしたり、階段に手
すりを取り付けるなどいつまでも安
全で暮らしやすい家で子どもから高
齢のご両親まで、みんなが居心地よ
く住めることが重要です。

　リフォーム時には、住宅に関する法律についても知ってお
く必要があります。通常業者さんが把握しており問題の起こ
ることはあまりありませんが、知っておきた
い法律としては建築基準法があります。建
築基準法は住宅の安全性、居住性、周辺環
境への配慮を目的としている法律で、新築
だけでなくリフォーム時にも適用されるの
で注意が必要です。

　室内の床や壁、柱、家具などの木製品は、多くは何らかの塗装がされています。特に大量生産の
製品はそのほとんどに化学塗料が使われています。近年、シックハウス症候群の原因となる、化学
物質による室内の空気汚染が問題視されています。お子さんやご家族がアレルギー体質なら業
者にまず相談する必要があるでしょう。

自然塗料

リフォームと建築基準法バリアフリー住宅

健康と室内環境に配慮した安全品質、工

期を遅らせない優れた施工品質、快適空

間を創造するデザイン品質等の、綿密な

マーケティングに基づき、

①汚れ防止　   ②表面強化    ③抗菌加工

④防カビ加工   ⑤通気性        ⑥蓄光 など

機能・特性を備えておりますので、安心し

て快適な生活ができます。

健康に配慮したＳＶ規格やＥ規格の壁紙って
どんなもの？

出典：省エネルギーセンター「かしこい住まい方ガイド」ウェブサイト（http://www.eccj.or.jp/pamphlet/living/06/index.html）※左記サイトの内容を引用・編集・加工して作成

快適で健康
　断熱・気密化されると、部屋毎の温
度差などが小さくなり、とても快適に
なります。また、換気も確保されるの
で、健康的な住宅となります。

省エネルギー
　断熱・気密性能がとても高くなるの
で、暖・冷房の費用を大きく減らし、
CO2の排出も少なくできます。

長寿命
　防湿層によって壁の内部が結露し
にくくなるので、家を支える土台や柱
の腐食を防止し、家を長持ちさせます。

　暖房設備は、排
気ガスや水蒸気
を放出しない、エ
アコンやFF式暖
房機などを使い
ましょう。

　次世代省エネ基準の住
宅は、十分な換気性能を備
えていますが、断熱・気密性
能が飛躍的に向上するの
で、結露や室内空気汚染へ
の配慮が必要です。

　屋内に大量の洗濯物を干すようなと
きは、換気を十分にとるなどの注意が
必要です。

断熱性
気密性
費用
CO2

湿気

次世代省エネルギー基準

出典：省エネルギーセンター「かしこい住まい方ガイド」ウェブサイト（http://www.eccj.or.jp/pamphlet/living/06/index.html）※左記サイトの内容を引用・編集・加工して作成

こんなにスマート、次世代省エネ基準の住宅

次世代省エネ基準の住宅は、スマートライフをさらに進めます。
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リフォームの基礎知識 ② 株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

業者の探し方住まいの整備に関する補助金

　介護保険制度では、「要支援1～2」や「要
介護1～5」と認定された方が、自宅で生活を
しやすい住環境にするための手すりの取り
付けや段差解消などの、住宅改修に対して
費用が支給されます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者向けや障がい者向けに
住宅改修に助成金を支給しているところもあります。工事をお
考えの際には事前に自治体に相談してみると良いでしょう。

　最近では自社ホームページを持っ
ているリフォーム会社も多いようで
す。ポストに入ってくるチラシも情報
収集のチャンスです。
　またご近所や知り合いでリフォー
ム工事をした家があったら、その会
社がどんな対応だったか聞いてみる
のも一つの手です。

　バリアフリー住宅は、お年寄りや
障がいを抱えている方でも住みや
すい生活をおくれる住宅のことで
す。床の段差をなくしたり、階段に手
すりを取り付けるなどいつまでも安
全で暮らしやすい家で子どもから高
齢のご両親まで、みんなが居心地よ
く住めることが重要です。

　リフォーム時には、住宅に関する法律についても知ってお
く必要があります。通常業者さんが把握しており問題の起こ
ることはあまりありませんが、知っておきた
い法律としては建築基準法があります。建
築基準法は住宅の安全性、居住性、周辺環
境への配慮を目的としている法律で、新築
だけでなくリフォーム時にも適用されるの
で注意が必要です。

　室内の床や壁、柱、家具などの木製品は、多くは何らかの塗装がされています。特に大量生産の
製品はそのほとんどに化学塗料が使われています。近年、シックハウス症候群の原因となる、化学
物質による室内の空気汚染が問題視されています。お子さんやご家族がアレルギー体質なら業
者にまず相談する必要があるでしょう。

自然塗料

リフォームと建築基準法バリアフリー住宅

健康と室内環境に配慮した安全品質、工

期を遅らせない優れた施工品質、快適空

間を創造するデザイン品質等の、綿密な

マーケティングに基づき、

①汚れ防止　   ②表面強化    ③抗菌加工

④防カビ加工   ⑤通気性        ⑥蓄光 など

機能・特性を備えておりますので、安心し

て快適な生活ができます。

健康に配慮したＳＶ規格やＥ規格の壁紙って
どんなもの？

出典：省エネルギーセンター「かしこい住まい方ガイド」ウェブサイト（http://www.eccj.or.jp/pamphlet/living/06/index.html）※左記サイトの内容を引用・編集・加工して作成

快適で健康
　断熱・気密化されると、部屋毎の温
度差などが小さくなり、とても快適に
なります。また、換気も確保されるの
で、健康的な住宅となります。

省エネルギー
　断熱・気密性能がとても高くなるの
で、暖・冷房の費用を大きく減らし、
CO2の排出も少なくできます。

長寿命
　防湿層によって壁の内部が結露し
にくくなるので、家を支える土台や柱
の腐食を防止し、家を長持ちさせます。

　暖房設備は、排
気ガスや水蒸気
を放出しない、エ
アコンやFF式暖
房機などを使い
ましょう。

　次世代省エネ基準の住
宅は、十分な換気性能を備
えていますが、断熱・気密性
能が飛躍的に向上するの
で、結露や室内空気汚染へ
の配慮が必要です。

　屋内に大量の洗濯物を干すようなと
きは、換気を十分にとるなどの注意が
必要です。

断熱性
気密性
費用
CO2

湿気

次世代省エネルギー基準

出典：省エネルギーセンター「かしこい住まい方ガイド」ウェブサイト（http://www.eccj.or.jp/pamphlet/living/06/index.html）※左記サイトの内容を引用・編集・加工して作成

こんなにスマート、次世代省エネ基準の住宅

次 世 代省エネ基準の住宅は、スマートライフをさらに進めます。
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内装仕上工事
オーダーカーテン

たんぽぽ総合インテリア

気仙沼市本吉町津谷松岡52

☎0226-42-4396
℻0226-42-4415

代表 芳賀 仁也

たんぽぽ
インテリア
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カーメンテナンス 株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

　エンジンをかけたら排
気 ガ スを チェックしま
しょう。無色のはずの排気
ガスが黒ずんでいるなど、
普段と異なる状態を発見
したら早めに整備工場に
相談しましょう。

Point

02 排気ガスで健康チェックを

　普段からガソリンを入れた時には燃費を調べて、燃
費の変化に注意しましょう。燃費が悪くなったように感
じたら点検しましょう。

Point

03 燃費チェックで健康診断

　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下します。交
換時期はエンジンの状態や使用状況によって異なりま
すが、一般的に5,000～10,000km経過時（走行距離が
少ない場合でも6ヶ月～1年ごと）と言われています。オ
イルのグレードによって交換時期が定められているの
で、状況に合わせ、早めに交換しましょう。

Point

01
エンジンオイルの交換は
定期的に

　水温計などの計器でエンジンの異常を確認する事は
できますが、エンジンから普段と違う音がしないかどう
かでも確認はできます。ガラガラ・キューキューというよ
うな音がしたらすぐに点検しましょう。

Point

05 エンジンの点検は耳でもできる

　タイヤは、唯一路面
と接して重い車重を支
えている、負担の大き
なパーツです。ドライ
ブに出かける前に、タ
イヤの寿命や溝の有
無、空気圧などチェッ
クしましょう。

Point

06 タイヤ点検

　車のランプ類はドライバーが状況を確認する他に、周
りに対して意思表示を伝える役割もあります。安全に走
行するために、日頃から故障しているランプが無いか点
検しましょう。

Point

04 ランプはこまめに点検を

日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。
「ちょっと変だ」と早めに異変に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。
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気仙沼市長磯森32-1

･損保ジャパン代理店

て０２２６-２６-１２８５
ふ０２２６-２６-１２８６

２１０６気仙沼市2(SG28)企画後半.indd   132 2021/06/21   9:08:59



カーメンテナンス 株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

　エンジンをかけたら排
気 ガ スを チェックしま
しょう。無色のはずの排気
ガスが黒ずんでいるなど、
普段と異なる状態を発見
したら早めに整備工場に
相談しましょう。

Point

02 排気ガスで健康チェックを

　普段からガソリンを入れた時には燃費を調べて、燃
費の変化に注意しましょう。燃費が悪くなったように感
じたら点検しましょう。

Point

03 燃費チェックで健康診断

　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下します。交
換時期はエンジンの状態や使用状況によって異なりま
すが、一般的に5,000～10,000km経過時（走行距離が
少ない場合でも6ヶ月～1年ごと）と言われています。オ
イルのグレードによって交換時期が定められているの
で、状況に合わせ、早めに交換しましょう。

Point

01
エンジンオイルの交換は
定期的に

　水温計などの計器でエンジンの異常を確認する事は
できますが、エンジンから普段と違う音がしないかどう
かでも確認はできます。ガラガラ・キューキューというよ
うな音がしたらすぐに点検しましょう。

Point

05 エンジンの点検は耳でもできる

　タイヤは、唯一路面
と接して重い車重を支
えている、負担の大き
なパーツです。ドライ
ブに出かける前に、タ
イヤの寿命や溝の有
無、空気圧などチェッ
クしましょう。

Point

06 タイヤ点検

　車のランプ類はドライバーが状況を確認する他に、周
りに対して意思表示を伝える役割もあります。安全に走
行するために、日頃から故障しているランプが無いか点
検しましょう。

Point

04 ランプはこまめに点検を

日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。
「ちょっと変だ」と早めに異変に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。
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車検･修理･鈑金･新車･中古車販売

㈱さかえ自動車工業

気仙沼市波路上向原54-3

 て0226-27-3377

鈑金塗装･車検･新車･中古車販売
気仙沼市本吉町三島173-10
TEL 0226-28-9377

気仙沼市 Rats 検索

適正販売店
損害保険ジャパン㈱代理店

あいおいニッセイ同和損害保険㈱代理店
各車新車・中古車販売・修理・車検・鈑金塗装

〔気仙沼店〕 気仙沼市四反田1-7

株式会社　 丸 八株式会社　 丸 八株式会社　 丸 八株式会社　 丸 八

AUTO REPAIR
TERASAWA

東北運輸局認証工場 第3-7605号

TEL
FAX 0226-27-2889
気仙沼市岩月寺沢98番地

自動車鈑金・塗装
一般整備

オートリペア寺沢株式
会社

Ａ
ＵＴＯ REPAIR TERASAW

AAR
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快適ライフのための電気安全ガイド 株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

　地震のときは火事に注意。アイロン、ドライヤー、ストーブなど
の熱を出す機器を使っているときは、プラグをコンセントから抜
きましょう。

アッ地震！グラっときたときは

ピカッ、ゴロゴロ雷だ！

スイッチを切って、プラグを抜いて

　地震で停電になっても、電力会社の設備に異常がなけれ
ば、再び電気は送られてきます。自宅を離れ避難するときは、
電気の消し忘れによる事故(通電火災)を防ぐために、分電盤
のアンペアブレーカーを切ってください。地震がおさまったら
電気機器の安全をチェックしましょう。ガス漏れのおそれがあ
るときには電気を使用しないようにしましょう。

避難するときは、アンペアブレーカーを切って

※日頃から、懐中電灯(手動発電式のものもあります)や携
帯ラジオ、防災リュックなどを用意しておきましょう。また、
電力会社や電気工事店の連絡先を確認しておきましょう。

※携帯電話・スマートフォン用手動発電機を用意しておくと、
イザというときに役立ちます。

※停電によるパソコンのデータ消失などを防ぐためには、
UPS(無停電電源装置)などの設置をおすすめします。

日頃の備え

　落雷による影響で、電気機器が壊れたり、火災が発生す
ることがあります。近くで大きな雷が鳴ったら、プラグはコ
ンセントから抜き、電話線もモジュラー
ジャックから抜くようにしましょう。
なお、雷に対応した分電盤もあります。分
電盤に避雷器が内蔵されているため、電源
線、アース線から侵入する雷サージを防
ぎ、家庭の電気機器を守ってくれます。

プラグを抜いて！

台風・暴風雨にそなえて！

　屋外に設置されている照明器具やアン
テナなどが暴風雨に耐えられるか確かめ
ましょう。また台風による浸水などで屋内
配線や電気機器が水にぬれてしまった
場合は、使う前にかならず電気工事店、ま
たは電力会社などにご相談ください。

屋外照明器具などをチェック

切れた電線

　たれ下がった電線にさわると感電するお
それがあります。切れた電線には絶
対にさわらないでください。また、樹
木や看板、アンテナなどに電線がふ
れている場合も危険です。見つけたときには近づかないで、
すぐ、お近くの電力会社にご連絡ください。

電力会社へすぐご連絡を

災害はある日突然やってきます。
ふだんから災害時のそなえや
心がまえをしておけば、
いざというときにも
あわてずにすみます。

には絶対にさわらないで！

出典：電気安全全国連絡委員会 (一般社団法人　日本電気協会)

災害にそなえて

～火事の種類を表す
　　　　　3つのマーク～

消火器の使い方 　火災は大きく 3 つの種類に分類され消火
器には火災に対する適応性を 3つのマークで
示してあります。

主に木材や紙、
布等の火災。

白のマーク
　＝普通火災

灯油、ガソリン、
油脂等の火災。

黄のマーク
　＝油火災

電気設備、機械(ト
ランス、モー夕ー)
などの火災。

青のマーク
　＝電気火災

～どろぼう退治法～
防犯の心得 玄関等の出入り口には、

昼間でも鍵を掛けましょう。

ちょっと近所までというときも、戸
締まりを心がけ､隣近所へ声をか
ける。

出入り口にはドアチェーンをつけま
しょう。

1

2
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快適ライフのための電気安全ガイド 株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

　地震のときは火事に注意。アイロン、ドライヤー、ストーブなど
の熱を出す機器を使っているときは、プラグをコンセントから抜
きましょう。

アッ地震！グラっときたときは

ピカッ、ゴロゴロ雷だ！

スイッチを切って、プラグを抜いて

　地震で停電になっても、電力会社の設備に異常がなけれ
ば、再び電気は送られてきます。自宅を離れ避難するときは、
電気の消し忘れによる事故(通電火災)を防ぐために、分電盤
のアンペアブレーカーを切ってください。地震がおさまったら
電気機器の安全をチェックしましょう。ガス漏れのおそれがあ
るときには電気を使用しないようにしましょう。

避難するときは、アンペアブレーカーを切って

※日頃から、懐中電灯(手動発電式のものもあります)や携
帯ラジオ、防災リュックなどを用意しておきましょう。また、
電力会社や電気工事店の連絡先を確認しておきましょう。

※携帯電話・スマートフォン用手動発電機を用意しておくと、
イザというときに役立ちます。

※停電によるパソコンのデータ消失などを防ぐためには、
UPS(無停電電源装置)などの設置をおすすめします。

日頃の備え

　落雷による影響で、電気機器が壊れたり、火災が発生す
ることがあります。近くで大きな雷が鳴ったら、プラグはコ
ンセントから抜き、電話線もモジュラー
ジャックから抜くようにしましょう。
なお、雷に対応した分電盤もあります。分
電盤に避雷器が内蔵されているため、電源
線、アース線から侵入する雷サージを防
ぎ、家庭の電気機器を守ってくれます。

プラグを抜いて！

台風・暴風雨にそなえて！

　屋外に設置されている照明器具やアン
テナなどが暴風雨に耐えられるか確かめ
ましょう。また台風による浸水などで屋内
配線や電気機器が水にぬれてしまった
場合は、使う前にかならず電気工事店、ま
たは電力会社などにご相談ください。

屋外照明器具などをチェック

切れた電線

　たれ下がった電線にさわると感電するお
それがあります。切れた電線には絶
対にさわらないでください。また、樹
木や看板、アンテナなどに電線がふ
れている場合も危険です。見つけたときには近づかないで、
すぐ、お近くの電力会社にご連絡ください。

電力会社へすぐご連絡を

災害はある日突然やってきます。
ふだんから災害時のそなえや
心がまえをしておけば、
いざというときにも
あわてずにすみます。

には絶対にさわらないで！

出典：電気安全全国連絡委員会 (一般社団法人　日本電気協会)

災害にそなえて

～火事の種類を表す
　　　　　3つのマーク～

消火器の使い方 　火災は大きく 3 つの種類に分類され消火
器には火災に対する適応性を 3つのマークで
示してあります。

主に木材や紙、
布等の火災。

白のマーク
　＝普通火災

灯油、ガソリン、
油脂等の火災。

黄のマーク
　＝油火災

電気設備、機械(ト
ランス、モー夕ー)
などの火災。

青のマーク
　＝電気火災

～どろぼう退治法～
防犯の心得 玄関等の出入り口には、

昼間でも鍵を掛けましょう。

ちょっと近所までというときも、戸
締まりを心がけ､隣近所へ声をか
ける。

出入り口にはドアチェーンをつけま
しょう。
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家電販売修理・電気工事一式
電気の事なら、お任せください！

気仙沼市赤岩泥ノ木 32-29

TEL 0226-22-7590
FAX 0226-22-4460
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　氏名・生年月日・住所・電話番号（緊
急連絡先を含む）・血液型など一通りの
情報を記載しておきましょう。現在か
かっている病気や常用している薬、通院
先も示しておくと親切です。

　いざというとき知らせて欲しい親戚・
知人・友人がいればそのリストを残して
おきましょう。

　預貯金やクレジットカードなどの口
座情報はもちろん不動産や有価証券な
どの金融資産も詳細に残しておきま
しょう。また、プラスの資産だけでなく
借金などマイナスの情報も忘れてはい
けません。　延命治療が必要になったときの対処

を残しておきましょう。口頭だけですと
あなたの意志だとしても延命を打ち
切った人が他の遺族から糾弾されるお
それがあります。
　死後、遺体などを献体として提供する意
志があればその旨も記しておきましょう。

　生命保険をはじめとした各種保険の
情報を残しておきましょう。また、個人
年金や企業年金に加入している人はそ
の情報も残しておきましょう。

　遺品を形見分けしたいときは品名・
譲渡先を網羅したリストを残しておき
ましょう。また、最近はパソコンなどに
デジタルな遺品を残すケースもありま
す。そうしたものへの対処も残しておき
ましょう。

　十分な法的効力を持つ遺言書を作
成するのは素人では難しいものです。
弁護士などに相談し、アドバイスを受
けましょう。遺言書を作成したときはそ
の存在をあきらかにし、保管場所を示
しておきましょう。

　葬儀の出し方は遺族の悩みどころで
す。葬儀の実施方法や費用、知らせる人
のリストなどを明記しておくと遺族の
負担が軽くなります。どの写真を遺影に
使うかも残しておくと良いでしょう。ま
た、お墓のことが決まっていればその情
報も示しておきましょう。

　携帯電話やネットなどの会員サービ
スなどを利用している場合はアカウン
トやパスワードなどの情報と共に対処
方法も指示しておきましょう。

エンディングノートを準備しませんか？

　誰であっても｢死｣や｢老い｣を避けることはできません。まだまだ先の事と思っていても不慮の事故や病などで
突然意思表示もできなくなる…ということもありえます。そうなれば残された家族は大変な負担を強いられてし
まいます。いざというときに備え、あなたの意志をエンディングノートに残しておきましょう。エンディングノート
は遺言書と違い法的な効力こそありませんが、逆に決まった形式もなく好きなように残しておくことができます。
元気なうちにあなたの意志を書き留めておくことで、あなた自身の安心とご家族の負担軽減につながります。

●保管について
　エンディングノートは銀行口座な
どの資産情報をはじめ非常に重要な
個人情報の塊です。保管には細心の
注意を心がけましょう。

●エンディングノートの存在を
　知らせておく
　せっかくエンディングノートを作成
しても家族がその存在を知らなかっ
たら意味がなくなってしまいます。

●財産について
　エンディングノートには法的効力が
ないので遺産分与で遺族がもめる恐
れがあります。財産に関しては別に正
式な遺言書を準備しておきましょう。

【自分のことについて】 【親戚・友人・知人について】 【財産・資産について】

【延命・献体について】

【保険や私的年金などについて】

【遺品について】 【遺言書について】

【葬儀・お墓について】

【解約などについて】

エンディング
ノートの
注意点

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

※掲載の記事に関しましては、一般的な見解を示したものであり、全てのケースにあてはまるものではありません。
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本社　気仙沼市最知川原69-3

いしやの2つの技術が
　　墓石･外柵を守ります!

超耐震
墓石

墓石
仏壇
仏具

FAX 0226-27-5631

て 0226-27-5630
い し や

＋ 0120-915-148

いしや たくみ 検索

完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。
〈類似品がありますので建立の際は充分ご注意下さい〉
完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。完成商品を展示しておりますので、是非ご覧下さい。

耐震ホゾ穴加工
地震に強い!

《外柵》 《墓碑》
超耐震ゼット工法

株式
会社 いしや
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