
保健コーナー保健コーナー

　７月８日(水)、北上市内において新型インフルエン

ザ(A/H１N１)に感染した患者１人が確認されました。

(７月16日現在、感染が確認された患者は２人です)

　市民の皆さんには、今後も正確な情報によって冷

静に行動されるようお願いします。

　また、家庭、職場や学校でも、一人ひとりが注意

し、新型インフルエンザ感染、感染拡大をできる限

り防ぎましょう。

▼発熱相談センター

　設置場所：北上保健所

　相談時間：平日の午前９時～午後５時30分

　電話番号：65-2735

▼県庁における相談窓口

　設置場所：県庁保健衛生課

　相談時間：24時間(土・日曜日・祝日を含む）

　電話番号：019-629-5466または019-629-5472

※聴覚障がいのある人のファクス相談

　ファクス：019-629-5474

　電話番号：019-629-5466

　　夜間(午後10時～翌日午前８時まで）については、

　念のため、ファクス送信後に上記の電話番号へダ

　イヤルし、10～15秒程度ベルを鳴らしてください。

▼北上市における相談窓口

　設置場所：健康増進課

　相談時間：平日の午前８時30分～午後５時15分

　電話番号：64-2111　内線3172～3179

新型インフルエンザ情報
診療機関名／日付 ９･日 10･月 11･火 12･水 13･木 14･金 15･土 16･日 17･月

総
合
県立中部病院

北上済生会病院

内

科

いしかわ内科クリニック ▲

いとう内科胃腸科医院 ▲

伊藤内科クリニック ▲

及川放射線科内科医院

黄木医院

かさい睡眠呼吸器クリニック ▲

北上駅前さいとう心療内科医院

坂の上野　田村太志クリニック

さくらの内科クリニック ▲

柴田医院

小豆嶋胃腸科内科クリニック

すがい胃腸科内科クリニック ▲

高橋医院

高橋内科医院 ▲

武井内科小児科医院

ちとせ医院 ▲

中島医院 ▲

なるいクリニック

日高見中央クリニック 当

布佐医院

むらさきのクリニック 当

茂木内科医院 ▲

山岡胃腸科内科医院 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

横川目診療所 ▲ ▲ ▲ ▲

芳野内科医院

立正堂医院

小

児

科

いとう小児科クリニック ▲ ▲

小野寺こども医院

とどり小児科医院

根本小児科医院 ▲ ▲

ひらのこどもクリニック ▲

外

科

安部医院

小川医院中野町クリニック

斎藤医院

佐藤外科医院

千田クリニック

和賀診療所 ▲

整
形
外
科

大内整形外科医院

鎌田整形外科医院

菅整形外科医院

斎藤整形外科 当

室岡整形外科医院

脳
神
経

外　

科

いわぶち脳神経クリニック

渕澤脳神経外科クリニック ▲

松浦脳神経外科 当 ▲

器 泌

科 尿

きたかみ腎クリニック

たまだ江釣子クリニック

眼

科

大内眼科クリニック

小田島眼科 ▲

鈴木眼科北上

高橋眼科医院 ▲ ▲

藤田眼科医院

遊佐眼科医院

人 産

科 婦

斎藤産婦人科医院 ▲

佐藤産婦人科小児科医院 ▲

耳
鼻
科

坂下耳鼻咽喉科アレルギー科医院 ▲ ▲ ▲

ささもり耳鼻咽喉科医院

山内耳鼻咽喉科医院 ▲

皮
膚
科

大野皮膚科医院 ▲

前田皮膚科医院

まゆみ皮フ科クリニック

精神科 花北病院

お盆期間中の医療機関休診日のお知らせ

当＝休日当番医　■＝休診日　▲＝午後休診

※休診日は、変更になることがあります。あらかじめ電話で

　確認の上、保険証をお持ちください。

～市内で初の感染患者を確認～

『がんと私』
～自分らしく生き切るために～

講師　本田  麻由美  氏

－北上市がん対策基金活用事業－
北上市緩和ケア支援事業市民講演会

－ －18平成21年７月24日

講師プロフィール

・読売新聞東京本社社会保障部記者

・2003年４月から、自らの闘病体験による医療コラ

　ム｢がんと私｣を同紙朝刊でスタート

・厚生労働省｢がん対策推進協議会｣委員

・著書に『34歳でがんはないよね？』

▼とき…８月29日(土) 開場午後１時30分 開演２時

▼ところ…日本現代詩歌文学館講堂

※駐車場は、中央図書館西側駐車場をご利用ください。

▼入場料…無料

▼申し込み…８月21日(金)までに、健康増進課へ電話

(内線3175～3177)かファクス(65-6039)で

※席に限りがあります。お申し込みはお早めに。



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）

8月のイベントカレンダー

※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。

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。

期日 内　容 　時　間 場　所

  １(土 )
憩いの森ウオーキング
北上みちのく芸能まつり
おもちゃの修理屋さん

  9:00～
10：00～21：00
13：00～15：30

憩いの森など
市内各所
生涯学習センター

    ２(日 )

市民体育大会・グラウン
ドゴルフ
どろんこ夢まつり
おはなし会
北上みちのく芸能まつり
トリエンナーレきたかみ表彰式

  8:00～
  
  8:00～11:00
11：00～11：30
13：00～21：05
13：30～

和賀川グリーンパーク

江釣子６区公民館付近
中央図書館
市内各所
市民交流プラザ

    ３(月 ) トロッコ流しと花火の夕べ 19：00～20：45 北上川河畔
    ４(火 )

    ５(水 )
一日図書館司書体験
こどもの詩のワークショップ

  9:00～15:30
10:00～16:00

中央図書館
日本現代詩歌文学館

    ６(木 ) 全血献血   9:00～11:30 本庁舎

    ７(金 )
全日本学生ソフトテニス大会
トリエンナーレきたかみ作品展 10：00～17：00

和賀川グリーンパーク -13日
市民交流プラザ -9日

  ８(土 ) 鬼剣舞かがり火公演 19：30～ 夏油温泉

    ９(日 )

心肺蘇生(そせい)法講習会
市民体育大会・水泳

全血献血

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

北上消防署
展勝地プール

江釣子ＳＣパル

    10(月 )
    11(火 )

    12(水 ) 全血献血   9：30～12：00
13：30～16：30

ジョイスアピア店
ツインモール東館

    13(木 )
    14(金 )

    15(土 )
芸能公演・谷地鬼剣舞鬼
剣舞かがり火公演

13：30～14：30
19：30～

鬼の館
夏油温泉

    16(日 )
浮牛城まつり
市民体育大会・ソフトテニス

 
 8：40～ 和賀川グリーンパーク

    17(月 ) 全血献血 11：30～13：00 おでんせプラザぐろーぶ

    18(火 ) 成分献血   9：00～11：00
13：00～15：00 本庁舎

    19(水 ) 俳句入門講座 13：00～16：00 日本現代詩歌文学館
    20(木 ) 市民大学・産業 18：30～20：00 生涯学習センター
    21(金 )

    22(土 )
博物館・文化講座
明治大学法学会無料法律相談
鬼剣舞かがり火公演

10：00～15：00
19：30～

生涯学習センター
市民交流プラザ -23日
夏油温泉

    23(日 )
市民体育大会・サッカー
おはなし会
芸能公演・相去鬼剣舞

  9：45～
11：00～11：30
13：30～14：30

北上総合運動公園
江釣子図書館
鬼の館

    24(月 )

    25(火 ) 電話加入権公売 10：00～ 本庁舎５階会議室

    26(水 )
俳句入門講座
再就職ガイダンス

13：00～16：00
14：00～15：30

日本現代詩歌文学館
市民交流プラザ

    27(木 ) 市民大学・経済 18：30～20：00 生涯学習センター
    28(金 )

    29(土 )
市民体育大会・バスケットボール
緩和ケア支援事業市民講演会
鬼剣舞かがり火公演

14：00～15：30
19：30～

黒沢尻体育館 -30日
日本現代詩歌文学館
夏油温泉

    30(日 ) 税納付臨時窓口   9：00～16：30 本庁舎３階収納課
    31(月 )

とき 内科系 外科系

8/2
(日)

坂の上野　田村太志クリニック
上野町4-2-15        65-1111

鎌田整形外科医院
鍛冶町1-11-7        64-7788

8/9
(日)

むらさきのクリニック
村崎野15-150-1        71-3555

松浦脳神経外科
常盤台1-21-10        65-2332

8/16
(日)

日高見中央クリニック
北鬼柳22-46        61-0888

斎藤整形外科
諏訪町2-6-41        65-3441

8/23
(日)

伊藤内科クリニック
大通り1-3-1 2F        61-3372

佐藤外科医院
本通り1-6-21        65-3522

8/30
(日)

立正堂医院
相去町相去52                          67-2708

大内整形外科医院
本通り4-12-10        63-7230

休日当番医 (9:00～17:00）

とき 薬　　局

8/2
(日)

まごころ薬局
上野町4-3-22　                       61-6600

アイン薬局北上店
村崎野17-172-1                     71-1780

8/9
(日)

東北調剤薬局むらさきの店
村崎野15-149-1　                  62-5900

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

フォレスト薬局北上店
村崎野17-171                         66-7121

8/16
(日)

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

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

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2                      81-4545

8/23
(日)

はなぞの調剤薬局
花園町1-1-35　                       65-3361

アイン薬局北上店
村崎野17-172-1                     71-1780

8/30
(日)

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

フォレスト薬局北上店
村崎野17-171                         66-7121

休日当番薬局 (9:00～17:00）

とき 施術所

8/2
(日)

髙橋整骨院
下江釣子11-53-1        73-5170

8/9
(日)

斎藤整骨院
大曲町8-27　  　　　　       65-4531

8/16
(日)

大河原整骨院
本通り3-1-26    　　　          65-0104

8/23
(日)

菊池整骨院
常盤台3-14-31        65-0206

8/30
(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

8/16
(日)

佐々木歯科医院
村崎野15-537-5 　   66-4184

※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）

第442号－ －19


