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シニアのくらし ・
健康づくりなど
に役立つ情報を
お届けします！

長寿介護課 
☎ 72-8221

低所得世帯向けに、小児インフルエンザ

予防接種の費用を一部助成します
■対象者…本年度中に生後６カ月から12歳に達し、国

内の医療機関で同予防接種を受ける市内在住の児童

■対象接種期間…10月１日～令和２年１月31日

■助成額…接種１回につき1,750円(期間中２回まで)

■申請できる人…対象児童の保護者で、本年度、次の

いずれかの世帯に属する人

・住民税が非課税の世帯

・生活保護世帯

・｢中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律｣による支援給付受給世帯

■申請方法…９月２日㈪以降、予防接種を受ける１週

間前までに助成券交付申請書を健康増進課(健康管理

センター内)へ。同申請書の郵送が必要な場合は同課へ

■問い合わせ…健康係　☎72-8295

がん対策市民講演会を開催します
～令和元年度 がん対策基金活用事業～

　現代医療の進歩によって、がんと診断されても

日常生活を送れるようになりました。診断や治療

後にも、その人らしい生き方をするための考え方

のヒントをお伝えします。

　また、岩手労働局と岩手産業保健総合支援セン

ターから情報提供もあります。

　講師　高橋　都
みやこ

　氏

　　（国立がん研究センター、がん対策情報センター、

　　　　　� 　　がんサバイバーシップ支援部部長）

■演題…がんと仕事の両立

■とき…11月８日㈮　18時20分～20時30分

� （受け付けは18時～）

■ところ…さくらホール中ホール

■申し込み…11月１日㈮までに健康増進課成人保

健係へ

■参加料…無料

■定員…400人(当日先着200人に冊子｢がんと仕事

のＱ＆Ａ｣プレゼント)

■問い合わせ…成人保健係　☎72-8296

65歳以上の人へ

肺炎の予防接種助成が始まります
■対象者

●本年度末時点で次の年齢になる人

　65歳·70歳·75歳·80歳·85歳·90歳·95歳·100歳以上

●60～64歳で、心臓、腎臓·呼吸器の機能、ヒト免疫不

全ウイルスによる免疫機能障害を有する人

※過去に23価肺炎球菌ワクチンを１回以上接種した人

は、対象外となります。

■対象接種期間…10月１日～令和２年３月31日

■自己負担額…4,000円（生活保護世帯の人には成人用

肺炎球菌予防接種無料券を送付します。過去に接種し

たことのある人は対象外です。）

■接種方法…対象者に個別に送付する通知書を医療機

関に持参の上、接種。通知書は、９月下旬発送予定

■問い合わせ…健康係　☎72-8295

財産を守る強い味方！
成年後見制度

　私たちは買い物をしたり、金融機関に預金したり、普段の

生活でたくさんの契約をしています。認知症などで判断能

力が低下してきたら、自分の暮らし·財産·権利をどうやっ

て守りますか？

　認知症などで判断能力が不十分な人の日常生活を、本人

の代わりに後見人が守り、支援する仕組みが｢成年後見制

度｣です。いざという時のために、ご自分の財産管理につい

て考えてみませんか。次のような困りごとがありましたら、

地域包括支援センターや長寿介護課にご相談ください。

― 身近にある困りごと ―

・�寝たきりの母の年金が家族に勝手に使わ

れているようで心配…
・�認知症の父が知らぬ間に必要のない高額
な布団の契約をして困っている…

・�医療や介護サービスを受ける手続きがで
きなくなった…

・�将来認知症になったときに財産管理をお
願いできる人がいない…
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お忘れではないですか 特定健診・がん検診
　令和元年度の特定健診·がん検診の日程も残り少なくなりました。忘れずに受診しましょう。
　各種健診·検診の受診期限は次のとおりです。

健診(検診)内容 集団健診·検診(会場での受診) 個別健診·検診(医療機関での受診)

特 定 健 診 11月24日㈰まで 12月25日㈬まで

乳 が ん 検 診
11月９日㈯まで

子 宮 頸 が ん 検 診 12月25日㈬まで

胃 が ん 検 診 11月17日㈰まで

大 腸 が ん 検 診 12月25日㈬まで

※乳がん·胃がん検診は集団検診のみ、大腸がん検診は個別検診のみの実施となります。
※会場や日時の詳細は受診券に同封の日程表をご覧ください。これから受診券が届く地区もあるので、届き次第
早めに受診しましょう。

◆仕事帰りに受診したい人へ
　夕方健診も実施しています。ぜひ、ご利用ください。

健診(検診)内容 とき(受付時間) ところ 対象

特定健診　結核・肺がん検診

前立腺がん検診　肝炎ウイルス検診

10月30日㈬�17時～18時30分 健康管理センター付属館
全地区

11月22日㈮�17時～18時30分 江釣子保健センター

乳がん検診 10月８日㈫�17時30分～18時30分 健康管理センター付属館 全地区

問い合わせ…健康係　☎72-8295

保健福祉部健康増進課  ☎ 64-2111㈹　  65-6039

健康管理センター ☎ 72-8295～8297

江釣子保健センター ☎ 72-8298

こども救急電話相談実施中
岩手県医師会が運営する夜間のお子さんの病気や応急処置につ

いての窓口です。看護師がアドバイスします。

♯8000 または ☎019-605-9000(年中無休 19時～23時)
※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、 保険証を忘れずに受診してください。

休日当番医(9時～17時）

日曜日当番整骨院(9時～17時）

休日当番歯科(9時～12時）

※ 第３週目以外の日曜
日には開院している
歯科があります。

休日当番薬局(9時～17時）

月日 内　科　系 外　科　系

9月29日
㈰

すがい胃腸科内科クリニック よしだ整形外科クリニック
上江釣子7-98-1 ☎71-5577 鬼柳町荒高34-1 ☎62-5525

10月6日
㈰

ちとせ医院 さやかクリニック
大通り二丁目1-22 ☎63-3780 飯豊20-123-1 ☎72-7228

10月13日
㈰

小豆嶋胃腸科内科クリニック たまだ江釣子クリニック
本通り四丁目13-6 ☎65-6006 上江釣子16-129-1 ☎77-5656

10月14日
㈪

根本小児科医院 わたなべ脳神経外科クリニック
芳町6-5 ☎63-4687 町分18-96-1 ☎65-5777

10月20日
㈰

やご内科・循環器クリニック 藤田眼科医院
上野町五丁目5 ☎72-7717 上江釣子17-204 ☎71-5222

10月22日
㈫

小野寺こども医院 前田皮膚科クリニック
村崎野15-354-2 ☎81-6660 新穀町二丁目1-17 ☎64-0770

10月27日
㈪

及川脳神経内科クリニック ささもり耳鼻咽喉科医院
立花10-28-1 ☎65-3811 柳原町三丁目11-16 ☎64-6644

月日 施　術　所 月日 施　術　所

9月29日
㈰

きくち整骨院 10月20日
㈰

山内接骨院
村崎野24-20-16 ☎66-5321 有田町11-32 ☎63-6505

10月6日
㈰

とどり接骨院 10月27日
㈰

大河原整骨院
鬼柳町都鳥38-1 ☎67-5210 本通り三丁目1-26 ☎65-0104

10月13日
㈰

うえのまち整骨院
上野町三丁目3-2 ☎61-4221

月日 歯　　　科

10月20日
㈰

かじまち小原歯科医院
鍛冶町二丁目13-20 ☎63-4058

月日 薬　　　局

9月29日

㈰

ウィル調剤薬局 日本調剤北上薬局
上江釣子7-97-1　 ☎71-5533 鬼柳町荒高33-1 ☎62-7272

銀河薬局村崎野店
村崎野17-171　 ☎66-7121

10月6日

㈰

さくら調剤薬局 リリィ薬局北上店
若宮町二丁目2-39 ☎63-8822 飯豊20-123-1　 ☎72-6691

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2　 ☎81-4545

10月13日

㈰
銀河薬局村崎野店 カワチ薬局北上店
村崎野17-171　 ☎66-7121 北鬼柳32-15 ☎64-1560

10月14日

㈪

ひまわり薬局 銀河薬局北上店
芳町7-20　 ☎63-6877 町分18-88-1 ☎72-6388

すずらん薬局 さくら薬局北上村崎野店
北鬼柳22-36-11　 ☎61-2277 村崎野17-170-2　 ☎81-4545

10月20日

㈰

とんぼ薬局 あんず薬局
上野町五丁目1-14 ☎61-0101 上江釣子17-218-2 ☎71-5665

銀河薬局村崎野店
村崎野17-171　 ☎66-7121

10月22日

㈫

あい薬局村崎野店 あかり薬局新穀町店
村崎野15-354-3　 ☎71-1101 新穀町二丁目3-26 ☎72-8806

さくら薬局北上村崎野店 すずらん薬局
村崎野17-170-2　 ☎81-4545 北鬼柳22-36-11　 ☎61-2277

10月27日

㈰

さわやか薬局 おおぞら薬局
立花10-48-7　 ☎65-5000 柳原町四丁目15-29 ☎65-2202

銀河薬局村崎野店
村崎野17-171　 ☎66-7121


