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　むらさきのクリニックでは、北上医師会の協力を

得て、12月１日(火)から31日(木)まで敷地内仮設診

療所で、夜間診療を行います。

　今回の夜間診療は、インフルエンザの流行に伴い

実施されるものですので、原則として発熱などのイ

ンフルエンザのような症状がある人が対象です。

　なお、インフルエンザ以外の症状で、比較的症状

が軽く自宅で療養できる場合には翌日の日中に受診

を、緊急の場合には夜間救急病院での受診をお願い

します。

▼問い合わせ…健康増進課健康係　　 3172

インフルエンザ流行に伴う臨時夜間診療を実施します

　岩手県では小児などへの新型インフルエンザワクチ

ン接種の開始時期について、前倒しすることを決定し

ましたのでお知らせします。

１　基礎疾患を有する人(最優先対象者以外)の中で、

　小学校４年生から中学校３年生に相当する人

　→　当初の接種開始時期の目安は12月上旬でした　

　が、11月16日(月)に前倒しとなりました。
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健診・検診名 終了日 対象者 受診料金

特定健診 集団検診→12月13日(日)
個別健診→12月28日(月)

40歳以上の北上市国民健康保
険加入者 1,300円

後期高齢者健診 後期高齢者医療保険加入者 800円
結核・肺がん検診

12月13日(日)
※集団検診のみの実施です。

40歳以上の市民

無料肝炎ウイルス検査 ・40歳の市民
・過去７年間に未検査の人

前立腺がん検診 50歳以上の市民(男性)

胃がん検診(個別検診)

12月12日(土)
※集団検診は終了しました。
※乳がん検診は、マンモグラ
フィの撮影を終えている人の
み個別検診を受診できます。

35歳以上の市民
個別検診
3,000円

大腸がん検診 500円

乳がん検診(個別検診) 40歳以上で、和暦で奇数年生
まれの市民(女性)

40歳代
2,000円

50歳以上
1,500円

子宮頸
けいぶ

部がん検診(個別検診)
20歳以上で、和暦で奇数年生
まれで、昭和63年12月31日ま
でに生まれた市民(女性)

1,000円

成人歯科検診 12月28日(月) 本年度40歳の市民 無料
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　臨時夜間診療所 (仮設診療所)　　
　 (むらさきのクリニック敷地内)　　

■所在地：村崎野15-150-1
　　　国道４号大下交差点を東進

　　　ＪＲ東北本線村崎野駅南側

■受付時間：午後６時30分～８時30分  携帯電話でも地図を確認できます。

 (このＱＲコードを読み取れる機種のみ)

新型インフルエンザワクチン接種の開始時期を一部前倒し

２　基礎疾患を有しない１歳から小学校３年生

　→　当初の接種開始時期の目安は12月中・下旬で　

　したが、12月７日(月)に前倒しとなります。

　なお、12月以降の具体的な接種スケジュールについ

ては、接種日程が確定した都度、広報紙やホームペー

ジでお知らせします。

▼問い合わせ…健康増進課健康係 　　3174
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　年に１回の健診(検診)を受けましたか？まだ受診がお済みでない人はぜひ受診しましょう！！

　各種健診(検診)の終了日は次の通りとなっていますので、ご注意ください。

内線▼問い合わせ…健康増進課健康係 　　3172～3174
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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）

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(火 )

地域コミュニティフォーラム
交通安全の集い

13:20～17:00
14:00～15:30

さくらホール
さくらホール

    ２(水 )

    ３(木 )
市議会定例会
地域団塊世代就職面接相
談会

10:00～

13:30～16:00

議場 -16日

ホテルシティプラザ北上

    ４(金 )
全血献血
スキー場開き安全祈願祭

  9:30～11:00
  9:30～11:00

和賀庁舎
夏油高原スキー場

    ５(土 )
きたかみ農業者フォーラム
おもちゃの修理屋さん

12:30～
13:00～15:00

さくらホール
生涯学習センター

    ６(日 ) 歳末助け合い芸能大会 10:00～15:30 さくらホール

    ７(月 )

  ８(火 ) 地域生活支援フォーラム 13:30～16:00 さくらホール

    ９(水 ) 就職支援アクション・シンキングセミナー 13:00～15:00 市民交流プラザ

    10(木 ) お江戸本牧亭｢出前寄席｣ 13:00～ 15:00～
本通り特設会場 
-13日

    11(金 ) 市民体・総合閉会式 18:30～ 総合体育館

    12(土 )
県総合バドミントン選手権大会
年中行事再現・年縄づくり
人権講演会

10:00～
14:00～16:00 

総合体育館 -13日
みちのく民俗村
さくらホール

    13(日 )

景観人養成講座
心肺蘇生(そせい)法講習会

クリスマス献血(全血)

おはなし会

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

さくらホール
北上消防署

江釣子SCパル

中央図書館
    14(月 )

    15(火 ) 電話加入権公売 10:00～ 本庁舎５階会議室

    16(水 )

    17(木 ) クリスマス献血(成分)   9:30～15:00 本庁舎

    18(金 )
｢食の匠｣料理教室
クリスマス献血(全血)

10:30～12:00 
15:00～16:30 

生涯学習センター
マース北上

    19(土 ) おもちゃの修理屋さん 13:00～15:00 生涯学習センター

    20(日 )

北上ＣＵＰ綱引選手権大会
市長教育長杯６人制バレ
ーボール選手権大会
よろず伝承展
おはなし会

  9:00～17:00
11:00～11:30 

総合体育館

黒沢尻体育館など

鬼の館 -2/21
江釣子・和賀図書館

    21(月 )

    22(火 )

    23(水 )

りぼんシャワー2009
クリスマス献血(全血)
KITAKAMIアーティスティッ
クスポーツフェスタ2009

  9:00～12:00
11:30～16:30 

13:00～15:00 

本庁舎東側
さくら野百貨店前

総合体育館

    24(木 )

    25(金 )

    26(土 ) こども映画会 10:30～11:30 中央図書館

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

    28(月 )

    29(火 )

    30(水 )

    31(木 ) ファイナルライブ2009 11:00～22:00 総合体育館

とき 内科系 外科系

12/6
(日)

すがい胃腸科内科クリニック
上江釣子7-98-1                     71ｰ5577

千田クリニック
大堤北1-5-8        71-2455

12/13
(日)

ちとせ医院
大通り2-1-22    　　　　　 63ｰ3780

渕澤脳神経外科クリニック
鍛冶町2-14-40        63-6321

12/20
(日)

高橋医院
本通り3-2-46        64ｰ4159

いわぶち脳神経クリニック
さくら通り2-2-25        65-3661

12/23
(水)

いとう小児科クリニック
さくら通り1-5-11          　　61-5155

きたかみ腎クリニック
柳原町4-15-9        61-5700

12/27
(日)

小豆嶋胃腸科内科クリニック
本通り4-13-6        65-6006

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

12/6
(日)

ウィル調剤薬局
上江釣子7-97-1                      71-5533

つくし薬局大堤店
大堤北1-6-30                         67-0211

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

12/13
(日)

さくら調剤薬局
若宮町2-2-39　　　　    　63-8822

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

12/20
(日)

きたかみ中央薬局
さくら通り2-2-28                 65-7550

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

12/23
(水)

すくらむ薬局
さくら通り1-5-7                   61-3388

まちぶん調剤薬局
柳原町4-15ｰ8                        65-7810

12/27
(日)

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

さくら調剤薬局
若宮町2-2-39　　　　    　63-8822

休日当番薬局 (9:00～17:00）

とき 施術所

12/6
(日)

土川整骨院
上江釣子19-61　      　　    77-3239

12/13
(日)

小原整骨院
村崎野17-35-74          　　  66ｰ6626

12/20
(日)

うえのまち整骨院
上野町3-3-2     　　              61ｰ4221

12/27
(日)

とどり接骨院
鬼柳町都鳥38-1          　　  67ｰ5210

※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

12/20
(日)

たんご歯科クリニック
上野町4-12-27　　　　　   64-4415

※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）

12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　  3642または日赤北上市地区(  jcr-
citykitakami@echna.ne.jp)へお申し込みください。
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