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祝白寿

４月 日に三浦ク
ラさん︵崎浜 が
) ︑元
気に満 歳の誕生日
を 迎 え ら れ︑市 か ら
特別敬老祝金が贈呈
されました︒
伊藤唐桑総合支所
長から長寿を祝う言
葉 を 添 え て︑祝 金 と
花 束 が 手 渡 さ れ︑御
家族の皆様から祝福を受けました︒
長寿の秘訣を伺うと︑快食・快便・快
眠︑何でも好き嫌いなく食べる︑家庭の
中で役割を持つこと等と話し︑今は亡き
御主人から勧められた漢字クロスワー
ドには 年来挑戦し続けています︒
三浦さん︑本当におめでとうございま
す︒
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平成28年度

28

「鮭の赤ちゃんを海にはなそう」
開催

４月２６日、唐桑小学校２年生の児童が、基幹産業であ
る漁業の大切さや、自然の営みについて学びながら、石
浜漁港（砂子浜）
において鮭の稚魚放流を実施しました。
参加した子供たちは、
「元気に大きくなって戻ってきて
ね」
と願いを込めながら放流していました。

午前：９時15分から10時30分
午後：１時30分から２時15分（その他：表のとおり）

①今年度より大腸がん検診の検査容器提出方法が変わります。
事前に配付されている検査容器に2日分の便を採取し、検査
料金と一緒に各健診会場までお持ちください。健診を実施し
ている会場以外での受付はしませんのでご了承ください。
②健診会場にて大腸がん検診のお申し込みをした方には、後日
検査容器を郵送します。健診期間中に検査容器を提出できな
い場合には、採便せずに10月の追加健診まで各自保管して
ください。
なお、追加健診の実施日については、「広報けせんぬま」
10月１日号でお知らせします。
①唐桑体育館が耐震工事で使用できないため、唐桑小学校体育
館で総合健診を実施します。
受診する際には、学校の敷地内に駐車できませんのでご了承
ください。

心（ここ）
カフェ

ゆったりお茶を飲みながらほっとする時間を過ごせ
る場「心カフェ」 を開催します。参加は無料で、どなたで
も参加いただけます。
日時／６月23日（木） 午後１時30分から３時30分まで
会場／唐桑保健福祉センター「燦さん館」
内容／「うちわ作り」と交流会（お茶会）
申込／６月16日（木）までに保健福祉課へお申し込みください。

日
対
定
内

時：6 月 8 日（水）午後３時から午後４時
象：幼児〜小学校低学年
員：先着 10 人
容：「きょうりゅう」を折ります。
時間内いつでも参加できますが、材料が
なくなり次第終了します。

月

日

5月30日
（月）

●開館時間：平日は午前９時から午後７時
土日は午前９時から午後５時
●休 館 日：毎週月曜日、23日(木)
■問い合わせ先／唐桑コミュニティ図書館

鮪立児童館

◆受付時間

※注意 ： 大腸がん検診の検査容器の提出について

●交流会

◎おはなしたまてばこ【おりがみ】

【6月の開館日】

総合健診を下記の日程により実施します。
総合健診の内容は、結核・肺がん検診、骨粗しょう症検診、前
立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、生活習慣病健診です。
夜間健診、日曜日健診も実施しますので、都合がつく実施日
で受診しましょう。

保健福祉課からお知らせ

6月行事予定

※幼児には保護者がつきそってください。

総合健診について

※注意 ： 6月7日実施の総合健診について

唐桑 コミュニティ図書館
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唐桑小学校ふるさと学習会

三浦クラ さんに
特別敬老祝金を贈呈
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会

場

受付時間／対象地区

崎浜集会所

午前／崎浜１・２

中井公民館

午後／松圃１・２・３

5月31日
（火）

中井公民館

6月1日
（水）

中集会所

午前／中井１・２・３
午後／中井４、小鯖１・２・３
午前／中１

午後／中２・３
午前／
鮪立老人憩の家
鮪立１・２・３・４・５
6月2日
（木） 保健福祉センター 午後5時〜7時／
「燦さん館」 全地区（日中受診できない方）
6月3日 保健福祉センター 午前／石浜１・２
（金）
「燦さん館」 午後／只越１・２
6月5日 保健福祉センター 午前 9 時〜11 時／
（日）
「燦さん館」 全地区（平日受診できない方）
午前／舘１・２
6月6日
舘老人憩の家
（月）
午後／大沢１・２・３・４
午前／宿１・２・３
6月7日
唐桑小学校体育館
（火）
午後／石浜３、舞根１・２

■ 問い合わせ先／保健福祉課 ☎３２−４８１１

●子育て相談 （事前の申込みは不要です）

就学前のお子さんと保護者を対象とした子育て相談
を実施します。
お友だちも誘って皆さんでおいでください。
日時／７月１日（金） 午前９時30分から10時まで受付
会場／鮪立児童館
内容／ミニ講話、
個別相談と身体計測
（希望者のみ）
持ち物／母子健康手帳

■ 問い合わせ先／保健福祉課 ☎３２−４８１１

☎２５−７８４５

6 月の行事予定

◆ いちごクラブ（乳幼児親子対象）
①総合避難訓練
日 時：６月２日（木）
午前 10 時 30 分から
②6 月生まれの誕生会
日 時：6 月 16 日（木）
午前 10 時 30 分から
6 月生まれのお友達をみんなでお祝いしま
しょう (*^-^*)♪
その後、小麦粉粘土で楽しく遊びます。
③絵の具でスタンプ遊び
〜ペタンペタンしよう！〜
日 時：6 月 23 日（木）
午前 10 時 30 分から
汚れてもよい服装でお越し下さい。着替えも
持って来て下さいね！

◆ レモンクラブ（学童対象）
スライムを作って遊ぼう！
日 時：６月 11 日（土）
午前 10 時から

◆ ＹＹサークル（母親クラブ対象）
①イチゴ狩りに行こう！
日 時：6 月８日（水）１０：３０〜
※申し込みが必要です。詳しくは児童館にお
問い合わせ下さい。
※現地集合・現地解散です。
②手芸サークル〜プラバンを作ろう！〜
日 時：6 月 15 日（水）１０：３０〜
講 師：伊藤 和美さん
※イチゴ狩り以外は、すべて児童館で行います。
※詳しくは児童館までお問い合わせください。

■問い合わせ先／鮪立児童館

☎３２−３１８９

『あたまとからだの出前健康相談』
〜 In 唐桑地区

開催について〜

「気仙沼支援 医療・福祉関係５団体」主催によ
り健康講話とリハビリ・健康相談
会を開催します。
事前の申し込みは不要で、参加
費無料ですので、お気軽にご参加
ください。
■日

時：平成 28 年６月 25 日（土）
午後１時〜４時

■会

場：唐桑保健福祉センター「燦さん館」

■内

容

●健康講座
①
『言葉づかい〜思いやりの一言〜』
（午後１時 30 分〜）
講師：米山 淑子（よねやま よしこ）氏
（特定非営利活動法人生き生き介護の会 理事長）
②
『元気で歩き続けるために』（午後３時〜）
講師：山本 信行（やまもと のぶゆき）氏
（昭仁会 老人保健施設「四季の里」理学療法士）
●お医者さんによる健康相談
●リハビリよろず相談及び
ノルディック・ウォーキング
体験（室内・外）

■問い合わせ先／気仙沼市地域包括支援センター
☎22−6600（内線419）

6月 総合支所管内行事カレンダー
※ 日程が変更される場合があります。

9日 木 定例人権相談・行政相談
（総合支所 午前 10 時から正午）
１３日 月 気仙沼消防署唐桑出張所落成式
（午前１０時から）

忘 れ ず に お 願いします
◆ ６月は次の税金が納期となります。

6月30日（木）が納期限ですので、口座振替
の方は残高の確認をお願いします。

●国民健康保険税（第 3 期）
●介護保険料（第 3 期）
●市県民税（第 1 期）
●後期高齢者医療保険料（随期）
■問い合わせ先／総務企画課

☎32−4520

