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～みんなで守ろう地域医療～

文：一関地区広域行政組合

生活支援コーディネーターの配置について

問健康づくり課（一関保健センター内）

ⓘnⓕoⓡmⓐtⓘoⓝ

医療と介護の窓

　一関地区広域行政組合では、介
護予防・日常生活支援総合事業の
生活支援サービス創出に向けた取
り組みの一つとして「生活支援コ
ーディネーター」を本年４月から
新たに3人配置しました。
●それぞれの配置先

▼ 佐藤伸（西地区担当／本庁長寿
社会課） ▼小野寺健（東地区担当
／千厩支所保健福祉課） ▼青山モ
ト子（平泉町担当／平泉町保健セ
ンター）です。
●コーディネーターの活動方針
　生活支援コーディネーターは❶
高齢者のみ世帯が増加している中
で、高齢者が住み慣れた地域で、心
身の健康状態を維持できるよう、
高齢者が求める介護予防サービス
や日常生活支援サービスを、誰で
も利用できるような仕組みづくり

を行う❷事業推進は、地域づくりの
中核となる団体など、一関市は地
域協働体、平泉町は行政区長会な
どに対し、生活支援コーディネータ
ーが中心となって働きかけながら
取り組む（住民の支え合いによる地
域づくり）❸日常生活で高齢者が必
要とするサービスと、そのニーズに
不足している生活支援サービスを
把握し、ニーズとサービスのマッチ
ングに取り組む を方針にしていま
す。

●コーディネーターの活動状況
　現在は、民生児童委員協議会や
介護予防教室やふれあいサロンな
どを訪れ、利用者らと情報交換や
情報収集を行い、地域資源の把握
や課題などの掘り起こしに努めて
います。

9月の乳幼児の健康診査 ＊該当月に受けられない場合は子育て支援課または各支所保健福祉課へ連絡してください

地　域 内　　容 対　　象 日 受付時間 場　　所

一関

花泉

３～４カ月児健診
28年５月１日 ～ 15日生まれ 28㊌

 12：45～ 13：00

一関保健センター

28年５月16日 ～ 31日生まれ 29㊍

９～10カ月児相談
27年11月１日 ～ 18日生まれ 28㊌

 8：45～ 9：00
27年11月19日 ～ 30日生まれ 29㊍

１歳６カ月児健診
27年２月１日 ～ 13日生まれ ８㊍

 12：45～ 13：00
27年２月14日 ～ 28日生まれ ９㊎

２歳６カ月児歯科健診
26年３月１日 ～ 15日生まれ ８㊍

 8：45～ 9：00
26年３月16日 ～ 31日生まれ ９㊎

３歳児健診
25年３月１日 ～ 14日生まれ １㊍

 12：45～ 13：00
25年３月15日 ～ 31日生まれ ２㊎

大東
千廏
東山
室根
川崎
藤沢

３～４カ月児健診 28年５月生まれ 27㊋  12：45～ 13：00 川崎防災センター

９～10カ月児相談 27年11月生まれ 13㊋  9：00～ 9：15

千廏保健センター
１歳６カ月児健診 27年２月生まれ 15㊍

 12：45～ 13：00２歳６カ月児歯科健診 26年３月生まれ 13㊋

３歳児健診 25年３月生まれ 14㊌
＊きょうだいなどの同伴でお手伝いが必要な人は託児スタッフが対応します。健診日の２週間前までに申し込んでください
問子育て支援課（一関保健センター内）または各支所保健福祉課

ふれあいひろば
問一関子育て支援センター ☎㉑4170
　就学前の子供と保護者が、自由に遊んで
交流を深めます。保育士・専門スタッフが
子育ての相談にも応じます。
◇日時…㊊～㊍ 9:30 ～ 15:30、 ㊎・第１㊌・
第３㊌ 13:30 ～ 15:30（㊗を除く）
◇場所…一関保健センター

自死遺族交流会「こころサロン一関」
問一関保健所☎㉖1415
　家族を自死（自殺）でなくされた人が集い、
自分の体験や想いを分かち合うサロンです。
◇日時…９月10日㊏13:30～15:00　
◇場所…一関地区合同庁舎
◇申し込み…開催日の前日までに電話で予約

保健所の 9 月の検査など
問一関保健所☎㉖1415

【❶骨髄バンクドナー登録と❷血液等検査】
◇日時…9月13日㊋　＊時間は❶9:00 ～ 9:30❷

11:00 ～ 12:00

◇場所・費用…一関保健所・無料
◇申し込み…2日前までに要予約　＊❷の検査

種類はHIV、肝炎、クラミジア

【医師によるこころの健康相談】
◇日時・場所…9 月1日㊍ 13:30 ～ 15:30・旧
千厩合同庁舎

【フリースペースひだまり】
◇日時・場所…9 月 5日㊊、13:30 ～ 16:00・
市勤労青少年ホーム
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3つの縁結び支援事業であなたの婚活をしっかりサポート

見つけます赤い糸運命の

❶めぐりあいサポート事業…結婚活動サ
ポートセンターが会員の募集、婚活に結びつく
講座や出会いイベントの開催、婚活情報の提
供などを行います。（NPO法人ファンスポル
ト一関に同センターの業務を委託しています）
❷縁結び支援員事業…支援員が、結婚相談
やお見合いのマッチングなどを行います。

❸ハッピーブライダル応援事業…同セン
ター会員または支援員の仲介で結婚すると、
祝い金10万円を支給。さらに市内で結婚式や
披露宴を行えば、10万円を追加して支給しま
す。　＊住民登録や１年以上の婚姻関係などが条件

問いきがいづくり課（合同庁舎内）☎㉖ 0820

武田 ユキ子

☎0191・23・2634

あなたの婚活をお手伝いする

縁結び支援員
profile たけだ・ゆきこ
趣味は働くこと。アイスクリーム
は年中食べるほど好き。70歳。

小島 慎悟

☎0191・26・2476

profile おじま・しんご
読書や花を育てることが趣味。
イチゴや桃が大好き。86歳。

武田 勝郎

☎0191・23・3982

profile たけだ・かつろう
暑さには弱いが、大の祭り好きで、
夏になるとソワソワする。71歳。

菊池 郁朗

☎0191・75・4073

profile きくち・いくろう
休日は読書や音楽鑑賞をして過
ごす。好物はそば。62歳。

村上 アミ

☎090・3469・7278

profile むらかみ・あみ
趣味は旅行。肉と白米が大好き
な53歳。

伊藤 勉

☎0191・63・3708

profile いとう・つとむ
晴耕雨読の毎日。農作業を終え
た後の「一杯」が癒やし。66歳。

千葉 綾雄

☎0191・64・3547

profile ちば・あやお
意固地な人はちょっと苦手。会
話の盛り上げ上手な68歳。

千田 朋成

☎090・5232・8194

profile ちだ・ともしげ
詩吟や昔語りが趣味。すしと焼
き肉が大好きな82歳。

鈴木 利雄

☎0191・23・7847

profile すずき・としお
早寝早起きがモットー。温泉で初
対面の人との会話が楽しみ。82歳。

畠山 栄一

☎0191・56・2253

profile はたけやま・えいいち
モットーは一日一生。ポジティ
ブに生きる66歳。

岩山 赳夫

☎0191・63・2076

profile いわやま・たけお
野球はプレーも観戦も好き。甘
いものには目がない。77歳。

鈴木 栄子

☎0191・25・5186

profile すずき・えいこ
チーズケーキ作りが得意。飼い
猫のかわいさにぞっこん。54歳。

小野寺 朝雄

☎0191・76・2596

profile おのでら・あさお
趣味は魚釣り。お気に入りの魚
はアユ。84歳。

及川 泰雄

☎0191・63・4719

profile おいかわ・やすお
旅行や登山を好むが、虫やヘビ
が大の苦手。66歳。

縁結び

支援員

Q＆A

縁結び支援員って
なに?

相談したいけど、
どうすればいいの?

相談したら理想の
相手に出会える?

A.結婚を希望する独身男女の相
談に応じたり、お見合いなど出会
いの場を提供したりするのが、縁
結び支援員。婚活をしっかりサ
ポートします。相談は無料。お見
合いなどのセッティングによって、
費用がかかる場合もあります。

A.上の縁結び支援員の中から１
人選んで直接連絡してください。
相談できる支援員は１人だけで
す。支援員を変更したい場合は、
最初の支援員に断りの連絡をし
てください。電話を掛けるときは、
時間帯などに配慮してください。

A.支援員が、相談者と直接会っ
て相談に応じます。秘密や個人
情報は固く守られます。現在の
状況とあなたの素直な気持ちを
聞かせてください。ふさわしい相
手が見つからない場合は、紹介
できないこともあります。

1 2 3

山目

藤沢町藤沢

台町

字南霻霳

藤沢町増沢

赤荻 大東町猿沢

大東町摺沢字宇南

字宇南

藤沢町黄海

千厩町奥玉

室根町矢越

真柴


