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子ども予防接種週間(２月28日～３月８日)

　市では子どもの予防接種として、ＢＣＧ、三種混合、

麻しん風しん混合、ポリオを実施しています。対象者

には市から予防接種通知書が送付され、接種期限内は

無料で接種を受けることができます。(接種期限を過

ぎると全額自己負担となり、５千円から１万２千円程

度の費用が掛かります)

　保護者の皆さん、いま一度母子手帳をご確認くださ

い。お子さんの予防接種の受け忘れはありませんか？

感染症からお子さんを守るために、接種期限内に予防

接種を受けさせましょう。

　特に、次の予防接種の接種期限は３月31日と迫っ

ています。４月に入学、進級、進学、就職を迎える前

に、必ず接種を済ませましょう。

平成21年度成人検診のお知らせ

▼問い合わせ…健康増進課  内線 3174

　健康増進課では、21年度に次の成人検診を実施し

ます。実施方法は、検診ごとに各地区の交流センター

や公民館などを巡回して実施する集団検診のほか、胃

がん・大腸がん・乳がん・子宮がんの各検診は市指定

医療機関での検診(個別検診)も実施します。

　検診を受診するには申し込みが必要です。

　昨年の検診を受診した人やこれまでの受診希望調査

で市が行う検診を希望している人には、検診時期に受

診通知書をお送りします。受診希望の申し込みがない

と受診通知書は送付されません。｢会社などでの検診

の機会がない｣｢会社で検診を受けていたが退職した｣

などの理由で市の検診を希望する人は、通知書をお送

りしますので、健康増進課までご連絡ください。

　疾病の早期発見・早期治療につなげるためにも、積

極的に検診を受けるようにしましょう。

　なお、現在、病気で通院中の人や自覚症状のある人

は、市の検診ではなく、各自医療機関で受診するよう

お勧めします。

検診名 対　象 検診料

肝炎ウイルス検診
(B型・C型)

40歳の市民、
41歳以上で過去７
年間に受診してい
ない人

無料

前立腺がん検診 50歳以上の男性

肺がん検診 40歳以上の市民
無料

結核健康診断 65歳以上の市民

胃がん検診 35歳以上の市民
集団検診  900円
個別検診3,000円

大腸がん検診 35歳以上の市民 500円

乳がん検診

40歳以上の女性
(21年度は和暦で
奇数年生まれの
人)

40～49歳(乳房Ｘ
線二方向撮影)
2,000円
50歳以上(乳房Ｘ
線一方向撮影)
1,500円

子宮頸
けい

部がん検診

20歳以上の女性
(21年度は、昭和
63年12月31日ま
でに生まれた、和
暦で奇数年生まれ
の人)

1,000円

35歳節目健診 35歳の市民 1,300円

成人検診の種類

　20年度の対象者は、次に該当する人です。

第２期…平成14年４月２日から15年４月１日まで

            に生まれた人 (小学校就学前の年長児)

第３期…平成７年４月２日から８年４月１日まで

            に生まれた人 (中学１年に相当する人)

第４期…平成２年４月２日から３年４月１日まで

            に生まれた人 (高校３年に相当する人)

　平成19年に大流行した麻しん(はしか)。24年度

に｢はしかゼロ｣とするため、接種率95％を目指

していますが、現在の接種率は80％前後と目標

達成には程遠い状況です。

　接種期限を過ぎると全額自己負担となります。

進学や就職の際には接種状況の確認が行われるよ

うになってきています。後から慌てて自己負担で

接種することにならないように、期限までに必ず

接種してください。

　20年度の対象者は、平成８年４月２日から９

年４月１日までに生まれた人 (小学６年生) です。

　平成20年12月末現在の接種率は67.7％(前年度

最終接種率91.4％)と、とても低い状況です。

　接種期限を過ぎると全額自己負担となります。

　４月には中学１年生となり、｢麻しん風しん混

合第３期予防接種｣の対象者となります。接種ス

ケジュールが詰まらないようにするためにも、早

めに接種してください。

▼二種混合(ジフテリア・破傷風)第２期

▼麻しん風しん混合

　通知書を紛失した人には再発行しますので、お
早めにご連絡ください。

▼問い合わせ…健康増進課  内線 3172～3174



保健福祉部健康増進課  ☎64ー2111㈹／ファクス65ー6039
健康管理センター      （内線3172～3179）
江釣子保健センター   （内線4161・4162）
和賀町保健センター   （☎73ー5202）
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3月のイベントカレンダー

期  日 内　容 　時　間 場　所
    

  １( 日 )

きたかみソフトバレーボール
フェスティバル
北上コンピュータアカデミー
卒業研究展示会
神楽と北上川
国際交流ルームボランティア交流会

  9:30 ～

10:00 ～ 16:00

10:00 ～ 17:00
10:30 ～ 14:30

北上総合体育館

江釣子ＳＣパル

さくらホール
生涯学習センター

    ２( 月 )

    ３( 火 ) シニアのための就職面接相談会サポセン講座
13:30 ～ 16:00
19:00 ～ 20:30

ホテルシティプラザ北上
生涯学習センター

    ４( 水 )

    ５( 木 )
成分献血
市議会定例会
成分献血

  9:30 ～ 10:30
10:00 ～
13:00 ～ 15:00

江釣子庁舎
議場　　　   -3/25
北上地区合同庁舎

    ６( 金 )

    ７( 土 )

ハッピーバレンタインデー・
チョコレートワークショップ
おもちゃの修理屋さん
農楽工楽の和が郷づくりフォーラム

10:00 ～ 12:30

13:00 ～ 15:00
13:00 ～ 17:00

生涯学習センター

生涯学習センター
ホテルニューヴェール北上

  ８( 日 )

心肺蘇生(そせい)法講習会
夏油高原スノーシューハイキング

全血献血

おはなし会

  9:00 ～ 12:00
  9:30 ～ 14:00   
10:00 ～ 12:00
13:30 ～  16:30
11:00 ～ 11:30

北上消防署
夏油高原スキー場

江釣子ＳＣパル

中央図書館
    ９( 月 )
    10( 火 )
    11( 水 )
   12( 木 )
    13( 金 )

    14( 土 ) ｢詩の姿－藤富保男線描展｣ 14:00 ～ 17:00 日本現代詩歌文学館                               -4/12   

    15( 日 ) 県立中部病院見学会おはなし会

  9:00 ～ 16:00
10:30 ～ 11:00

県立中部病院
江釣子図書館

    16( 月 ) 市県民税・確定申告最終日車座講演会in展勝地 18:30 ～
本庁舎５階会議室など
展勝地レストハウス

    17( 火 )
    18( 水 )
    19( 木 )

    20( 金 ) 全血献血 10:00 ～ 12:00
13:30 ～ 16:30 ロックタウン北上

    21( 土 )
ざぜん草まつり

おもちゃの修理屋さん

13:00 ～ 15:00

13:00 ～ 15:00

ざぜん草の里・藤根
地区交流センター
生涯学習センター

    22( 日 ) 春休みスペシャルこども映画会 10:30 ～ 11:30 中央図書館
    23( 月 )

    24( 火 ) 悩みごと相談所北上地区新就職者を祝う会
10:30 ～ 15:00
14:30 ～

市民交流プラザ
日本現代詩歌文学館

    25( 水 ) 春休みスペシャルこども映画会種子から始める育苗研修会
10:30 ～ 11:30
14:00 ～

和賀図書館
市民交流プラザ

    26( 木 ) 春休みスペシャルこども映画会 10:00 ～ 11:00 江釣子図書館

    27( 金 ) 長寿と福祉に関する講演会成分献血
  9:00 ～ 12:20     
  9:30 ～ 15:00

ふるさと体験館北上
本庁舎

    28( 土 )
税納付臨時窓口

さくらホール市民劇

  9:00 ～ 16:30

15:00 ～

本庁舎３階収納課
                        -3/29
さくらホール

 29( 日 ) みんなの地域貢献フォーラム＆地域貢献活動企業褒賞授与式

 30( 月 ) 全血献血定例区長会議
  9:30 ～ 11:00
14:00 ～

ハートパル北上
江釣子地区交流センター

31( 火 )

※成分献血は原則として予約が必要です。献血日の１週間前
　までに長寿社会課 内線 3642へお申し込みください。

●３月15日以降の献血では、糖尿病関連の検査｢グリコアル
　ブミン検査｣を実施します。健康管理にお役立てください。

休日当番医などは変更になることがありますので、あらかじめ電話で
確認の上、保険証をお持ちください。

とき 内科系 外科系
3/1
(日)

日高見中央クリニック
北鬼柳22-46        61-0888

鎌田整形外科医院
鍛冶町1-11-7        64-7788

3/8
(日)

伊藤内科クリニック
大通り1-3-1 2F                        61-3372

小川医院中野町クリニック
中野町1-9-28        63-2939

3/15
(日)

立正堂医院
相去町相去52　　        67-2708

松浦脳神経外科
常盤台1-21-10　        65-2332

3/20
(祝)

根本小児科医院
芳町6-5　　        63-4687

佐藤外科医院
本通り1-6-21        65-3522

3/22
(日)

高橋内科医院
藤根17-103-3        73-5205

大内整形外科医院
本通り4-12-10        63-7230

3/29
(日)

さくらの内科クリニック
大曲町7-20　        61-5060

斎藤整形外科
諏訪町2-6-41  　                    65-3441

休日当番医 (9:00 ～ 17:00）

休日当番薬局

とき 施術所
3/1
(日)

髙橋整骨院
下江釣子11-53-1        73-5170

3/8
(日)

斎藤整骨院
大曲町8-27　　        65-4531

3/15
(日)

大河原整骨院
本通り3-1-26        65-0104

3/22
(日)

菊池整骨院
常盤台3-14-31        65-0206

3/29
(日)

佐藤整骨院
大通り1-6-8        63-3725

※施術科目…打ぼく、ねんざなど

日曜日当番整骨院 (9:00 ～ 17:00）

とき 歯　　科
3/15
(日)

おやま矯正歯科クリニック
 大通り2-3-1 　   65-1182

※３週目以外の日曜日には開院
している歯科があります。

第３日曜日当番歯科(9:00～12:00）

とき 薬　　局
3/1
(日)

すずらん薬局
北鬼柳22-36-11               　   61-2277

3/8
(日)

ニコニコ薬局
中野町1-10-29   　                 65-5551

3/15
(日)

ほのぼの薬局
相去町相去51　                      71-2727

常盤台薬局
常盤台1-22-21                        61-2121

3/20
(祝)

ひまわり薬局
芳町7-20　　                          63-6877

菊屋薬局
花園町1-5-7                             63-3406

3/22
(日)

かたくり薬局
九年橋3-18-2                           61-3351

3/29
(日)

ファースト調剤薬局
諏訪町1-5-42　                       61-3023

かたくり薬局
九年橋3-18-2                           61-3351


