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保健
保健だより
だより
だより

●休日当番医・当番薬局●
期 日

８月15日号
No.107
植物油、大豆インクを使用しています

当番医・薬局
㊩久慈眼科クリニック
（☎61−1530）
薬
○菊屋薬局荒町店
５日
（日）
（☎61−1233）
薬
○みどり薬局
（☎61 − 3911）
㊩鳥谷医院
（☎61−3366）
薬
○中央薬局
12日
（日）
（☎52−0231）
薬
○サンケア薬局県立久慈病院前店
（☎61−1888）
㊩おおさわ内科・胃腸科医院
（☎61−3033）
薬
○ホソタ薬局
19日
（日）
（☎53−1193）
薬
○サンケア薬局県立久慈病院前店
（☎61−1888）
㊩しろと内科循環器科クリニック
（☎61−3330）
薬
20日
（月） ○及川薬局田屋町店
（☎61−3010）
敬老の日
薬
○キング薬局
（☎61−1360）
㊩金子クリニック
（☎61−1005）
薬
23日
（木） ○アサヒ薬局久慈店
（☎75−3322）
秋分の日
薬
○キング薬局
（☎61−1360）
㊩白岩小児科医院
（☎53−4408）
薬
○サンケア薬局長内店
26日
（日）
（☎61−3300）
薬
○サンケア薬局県立久慈病院前店
（☎61−1888）
薬
※㊩…休日当番医、○…休日当番薬局
休日当番医と休日当番薬局は変更になる
場合がありますので、ご確認ください

再生紙を使用しています

食中毒・インフルエンザに
注意！ 手洗い・うがいを
きちんとしましょう！

人口と世帯数
●人 口
男
女
●世 帯

…
…
…
…

平成22年７月31日現在
38,269 人 （−24）
18,491 人 （± 0）
19,778 人 （−24）
15,168世帯（＋ 1）
（ ）内は前月比

７月のデータ
■市内の火災
○発生件数 … １件（ 6／− 1）
○死傷者数 … ０人（ 0／± 0）

発行／久慈市

☆元 気 の 泉（☎６１−３３１５）
☆久慈保健所（☎５３−４９８７）

●健診・相談・献血●

期 日

健診名（相談名）
３歳児健診
対象：平成19年６月生まれ

会 場
元気の泉

時間（受付時間）
受付 12：45〜13：30
事前に自宅で目と耳の検査を行ってください

２日
（木） 産業保健センター個別健 久慈医師会（市役
康相談
対象：50人未満の事業所に勤務する方

こころの相談
３日
（金）（傾聴します）

所分庁舎２階）
☎53‑0114

13：00〜15：00

ボランティアルーム
13：30〜15：30
サロンたぐきり(栄町 )

ふくしサロン
10：00〜15：00
８日
（水） こはくのまちの保健室 「しあわせＳＵＮ」 看護師に健康上のお悩みを相
談してください

☎61‑3933

歳６カ月児健診
10日（金） 1
対象：平成21年２月生まれ
13日（月） 全血献血

元気の泉

全血献血
15日（水） １歳児相談
対象：平成21年９月生まれ
４〜５カ月児相談
16日（木）

対象：平成22年４月生まれ

６カ月児健診
対象：平成22年２月生まれ

17日（金） 精神保健福祉相談
県発達障がい者支援セン
22日（水） ター「ウィズ」出張相談

久慈保健所

対象：乳幼児

平日

青年期のひきこもり相談

受付
受付

14：00〜16：00
17：00〜19：00
14：00〜16：00

※予約制・前日まで

◇合同庁舎
◇防災センター
◇東亜建設工業

９：00〜10：30
11：30〜13：00
14：30〜16：00

元気の泉

受付 ９：30〜10：00

元気の泉

受付 ９：30〜10：00

元気の泉

受付

久慈保健所
元気の泉

（家族などの生活や発達の相談）

26日（日） 全血献血
30日（木） 発達とことばの相談

13：00〜13：30

幼児フッ素塗布を行いますので、歯磨き
をしてきてください。（歯ブラシ持参）

◇久慈グランドホテル
10：30〜11：30
◇ジャムフレンドクラブエース久慈 13：00〜16：30

エイズ迅速検査・相談、
久慈保健所
肝炎ウイルス検査
14日（火） 骨髄バンク登録

受付

※歯ブラシ持参
※絵本のプレゼントあり

13：00〜13：30

受付 13：30〜 ※予約制・前日まで
受付 10：00〜17：00
※予約制（☎019‑601‑2115）へ
学校や施設等も相談可

◇ジョイス久慈長内店①10：30〜12：30②14：00〜16：30
元気の泉
久慈保健所

※予約制・
10：00〜14：00
申し込みは９月９日（木）まで

９：00〜17：00

※熱があるなどインフルエンザの症状が疑われる場合、体調が悪い場合は元気の泉までご連絡ください。乳幼児の
健診などは翌月でも受けられます
※お子様の相談、健診には母子健康手帳と、問診表 ( 記入したもの ) をお持ちください。受付時間をお守りください
※相談・検診は、お一人３時間前後時間が掛かりますので、あらかじめご了承ください
◆１カ月児健診、３〜４カ月児健診、９〜 11 カ月児健診は、赤ちゃん手帳の受診票を持参して、指定医療機関で
受診してください◆こころの相談、生活習慣病予防など保健師や栄養士の相談は随時行っていますので、電話で予
約してください

■救急活動
○出動件数 … 105件（532／＋37）
⎧交通事故 … ７件（ 39／＋ 7）
病 … 69件（351／＋22）
⎨急
⎩そ の 他 … 29件（142／＋ 8）
■市内の交通事故など
○発生件数 … 49件（404／＋ 48）
⎧ 人身事故 … ３件（ 31／− 9）
⎨
⎩ 物損事故 … 46件（373／＋ 57）
○死 亡 者 … ０人（ 1／± 0）
○負 傷 者 … ３人（ 41／― 8）
○飲酒運転
検挙者数 … ３人（ 8／− 4）

◇地域別検挙者数…久慈分会１人、小
久慈分会１人、宇部分会１人
■ごみの状況
○年間処理費見込み…３億３千万円
○総量 … 1,280㌧ (7,904／−274）
◇一人一日当たりの排出量…1,080㌘
（前年同期＋ 33）
( ) 内は１月からの累計／前年同期との比較

納期のお知らせ
国民健康保険税・後期高齢者保険料―第２期

市民税―第２期
学校給食費―第４期
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