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｢いのち｣に関する標語　選考結果発表！
　

　８～９月の２カ月間で応募者数229人・応募総数336点の標語が寄せられました。
　11月４日に開催された最終選考会で厳選な審査をした結果、次の作品が最優秀・入選作品となりましたので
発表します。なお、応募していただいた児童・生徒には所属している学校を通じて、また一般の応募者には直

接参加賞をお送りします。

　多数のご応募ありがとうございました。

【最優秀作品】

　小学生の部　　　　見えますか　あなたの命を　ささえる手（黒沢尻東小１年　川村　楓香）　

　中学生の部　　　　震災で　学んだ命の　大切さ（北上中学校２年　東山　桃子）

　高校・一般の部　　忘れるな　家族や友達　みんなの笑顔（専修大学北上高２年　水沼　秀太）

【入選】

　小学生の部　　　　ありがとう　自分のいのちに　感謝して（和賀西小６年　髙橋　朋華）

　　　　　　　　　　だいじょうぶ　話せる人が　きっといる（黒沢尻東小５年　田畑　知佳）

　　　　　　　　　　悩んだら　言葉にしよう　自分の思い（黒沢尻東小６年　山田　瞬）

　中学生の部　　　　感謝しよう　生まれてきたこと　その命（北上中学校２年　平賀　一輝）

　　　　　　　　　　その命　つなげていこう　未来へと（北上中学校２年　千葉　菜々子）

　　　　　　　　　　その命　みんなの想い　つまってる（北上中学校２年　伊藤　雅哉）

　

　高校・一般の部　　もう一度　自分の心に　聞いて見て（専修大学北上高２年　小野寺　あきほ）

　　　　　　　　　　辛いなら　話してすっきり　また明日（専修大学北上高２年　小田嶋　カンナ）

　　　　　　　　　　なやみごと　話してみれば　変わるはず（専修大学北上高３年　青沼　佳香）

70歳以上の人は、肺炎球菌ワクチンを無料で接種できます！！
　日本赤十字社・岩手県医師会および岩手県では、高

齢者の健康を守るため、肺炎球菌ワクチン接種費用を

助成します。

　日本人の死因の第４位(北上市では第２位)が肺炎で

あり、肺炎の中で最も多い病原菌が肺炎球菌です。肺

炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症

を予防し、重症化を防ぐのに有効です。ぜひこの機会

に接種しましょう。

▼対象者…県内に住んでいる人で、年度末年齢が70
　歳以上(昭和17年４月１日以前生まれ)の人
▼接種料金…無料

▼期　間…平成24年３月31日(土)まで
　　　　　※期間中でも接種人数が予定数に達した時

　　　　　　点で助成終了となります。

▼接種可能医療機関…県内の実施医療機関(医療機関

へ問い合わせるか、県のホームページをご覧ください)

▼接種方法…直接医療機関の窓口にお申し出ください。

【注意事項】

　・住所や年齢確認のため、健康保険証などをご持参

　ください。

　・肺炎球菌ワクチンは、通常５年程度有効と考えら

　れています。再接種については、接種部位が腫れる

　など副反応が強く出ることから、前回接種から十分

　な接種間隔をあける必要があります(特に５年以内

　に再接種すると、副反応が起きやすいことが報告さ

　れています)。

　・接種にあたっては、かかりつけ医にご相談くださ

　い。

　・肺炎球菌ワクチンは任意の予防接種です。

▼問い合わせ…岩手県保健福祉部医療推進課　

　　　　　　　☎019-629-5466
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※休日当番医など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。

※施術科目…打ぼく、ねんざなど

※３週目以外の日曜日には開院している
歯科があります。

休日当番医・休日当番薬局　(9:00～17:00)
とき 内科系 外科系 薬局

12/4
(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

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

ファースト調剤薬局
諏訪町２-5-4２                 61-3023

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

12/11
(日)

中島医院
中野町3-2-8    　             65-6151

佐藤外科医院
本通り1-6-21　　           65-3522

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

かたくり薬局
大通り4-3-1                61-3351

12/18
(日)

かさい睡眠呼吸器クリニック
堤ケ丘1-9-32　　　　  61-6590

大内整形外科医院
本通り4-12-10　　　　63-7230

あい薬局堤ヶ丘店
堤ケ丘1-9-8                 61-0188

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

12/23
(金)

小野寺こども医院
村崎野15-354-2　　　  81-6660

松浦脳神経外科
常盤台1-21-10　　        65-2332

あい薬局　村崎野店
村崎野15-354-3              71-1101

常盤台薬局
常盤台1ー２２-２1            61-2121

中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
村崎野17-22-1                 68-4976

12/25
(日)

北上駅前さいとう心療内科医院
大通り1-3-1　4Ｆ　　  61-4820

大野皮膚科医院
大曲町1-2　　　　        64ー6003

かたくり薬局
大通り4-3-1                 61-3351

とちのき薬局
大通り3ー8-1２                61-3886

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

12/29
(木)

すがい胃腸科内科クリニック
上江釣子7-98-1　　　  71-5577

菅整形外科医院
上江釣子16-51-2　　    77-5110

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

くるみ薬局
上江釣子16-151-1            7２-5017

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

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

12/30
(金)

ちとせ医院
大通り2-1-22　　           63-3780

千田クリニック
大堤北1-5-8　　             71-2455

さくら調剤薬局
若宮町２-２-39                63-88２２

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

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

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

12/31
(土)

高橋医院
本通り3-2-46　　           64-4159

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

 中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
村崎野17-22-1                68-4976

クラフト薬局北上花園店
花園町3－1-6                 64-0918

とき 施術所

12/4
(日)

斎藤整骨院
大曲町8-27　  　          　　  65-4531

12/11
(日)

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

12/18
(日)

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

12/25
(日)

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

日曜日当番整骨院 (9:00～17:00）

とき 歯　　科

12/18
(日)

サイトウデンタルクリニック
大通り2-６-18　　               63-3011

12/30
(金)

さくらデンタルクリニック
川岸2-10-25    　　               62-1110

12/31
(土)

佐々木歯科医院
村崎野15-537-5   　              66-4184

休日当番歯科 (9:00～12:00）

検診名 終了日
  特定健診 集団 12月４日(日)  

 前立腺がん
 肝炎ウイルス 個別 12月28日(水)

 結核・肺がん 集団 12月４日(日)

 大腸がん 個別 12月10日(土)

 乳がん

集団 12月８日(木)

個別 12月13日(火)

  マンモグラフィ撮影が
  終わっている人のみ

健診！検診！ラストスパート！！

　本年度の各種成人検診はまもなく終了します。まだ受けていない人は

忘れずに受診しましょう。

▼問い合わせ…健康係　 

                           3172～3174内線

検診名 終了日

 子宮頸がん
集団 12月８日(木)

個別 12月13日(火)

 成人歯科 － 12月28日(水)
※通知書がない人は下記までご連
絡ください。


