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▶奥州金ケ崎休日診療所
■場所　奥州医師会館（奥州市水沢多賀 21-1）
■診療時間　8:30 ～ 16:00【受付前に必ず電話連絡してください】
問　診療日▶奥州医師会館（☎ 25-3935）
診療日以外▶奥州金ケ崎行政事務組合（☎ 24-5821）

【9 月の当番医】
 5 日日佐藤清紀先生（さとう内科クリニック）
12 日日佐藤信幸先生（さとう整形外科・リウマチ科クリニック）
19 日日菅原久江先生（水沢キッズクリニック）
20 日月清水良明先生（レディースクリニック清水医院）
23 日木鈴木教敬先生（鈴木内科消化器科クリニック）
26 日日佐藤英俊先生（佐藤クリニック）

●母子保健等日程　　　問　子育て支援課（☎ 44-4611）

事業名 月　日 場　所 受付時間
母子健康手帳交付・
妊婦相談

毎週㈪　
※祝祭日は除く 子育て支援課 13：00～17：００

1 歳 6 カ月児健診 9 月 1 日㈬ 保健センター ※個別に案内

3 歳 6 カ月児健診 9 月 14 日㈫ 保健センター ※個別に案内

広報暮らしのカレンダー
日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat

8/29 30
♥眼科診療

31
●乳児健診
♥整形外科診療

9/1
● 1 歳 6 カ月児健診
◎多重債務弁護士相談

2
区長配布
♥循環器内科診療
♥神経内科診療

3 4

5 6
♥眼科診療
◎消費生活相談
◎ DV 相談

7
♥整形外科診療

8
◎暮らしとお金の安心相談

9
♥循環器内科診療
♥婦人科診療
♥神経内科診療
◆マイナンバーカー
ド（時間外交付）

10
♣ぴよぴよ

11
♥土曜診療

12 13
♥眼科診療
◎消費生活出張相談

14
●３歳 6 カ月児健診
♥整形外科診療
◎人権相談

15 16
区長配布
♥循環器内科診療
♥神経内科診療
◎行政相談（永岡）

17
♣とことこ

18

19 20 21
♥整形外科診療
◎多重債務弁護士相談
◎消費生活相談
◎ DV 相談

22 23 24
♣ぴょんぴょん

25
♥土曜診療

26
◆マイナンバーカー
ド（休日交付）

27
♥眼科診療
◎消費生活出張相談
◎メンタルヘルス相談

28

♥整形外科診療

29 30
♥循環器内科診療
♥婦人科診療
♥神経内科診療

10/1 2

広報発行日
（9 月号）

◆手続き
◆マイナンバーカード時間外・休日交付（要
予約）　問　住民課（内線 2174）
■時間・場所① 9 月 9 日㈭ 17:30 ～ 19:00・住民課　
② 9 月 26 日㈰ 9:00 ～正午・住民課
◎各種相談
◎行政相談　問　総務課（内線 2313）
■時間・場所　10:00～12:00・地区生涯教育センター
◎人権相談　問　住民課（内線 2127）
■時間・場所　13:00 ～ 16:00・福祉センター
◎消費生活相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　9:00 ～ 16:00・中央生涯教育センター
■予約先・問　住民課（内線 2121）

◎消費生活出張相談（相談日前週の水までに予約）
■時間・場所　10:00 ～ 14:30・役場会議室
■相談員　奥州市相談員
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎ DV 相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00 ～ 15:00・中央生涯教育センター
■予約先・問　中央生涯教育センター（☎ 44-3123）
◎暮らしとお金の安心相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00 ～ 16:00・役場会議室
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎多重債務弁護士無料相談（要予約）
■時間・場所　10:00 ～ 15:00・奥州市役所
■予約先・問　奥州市役所（☎ 34-2915）
◎メンタルヘルス相談

■時間・場所　9:00 ～ 17:00・保健センター
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）
♥各種診療　問　金ケ崎診療所（☎ 44-2121）
♥婦人科診療（予約制）▶受付：8:30 ～ 11:30
♥神経内科診療（予約制）　▶受付：13:30 ～ 16:00
♥眼科診療（予約制）▶受付：13:30 ～ 16:30
♥整形外科診療（予約制）▶受付：13:30 ～ 16:30
♥循環器内科診療（予約制）▶受付：8:30 ～ 11:30
♥土曜診療（内科）▶受付：8:30 ～ 11:30
♣オープンデイ　
問　町子育て支援センター（☎ 44-3365）
■時間・場所　10:00 ～ 11:30・子育て支援センター
■対象　▶ぴよぴよ…0 歳児親子　▶とことこ…
1 歳児親子　▶ぴょんぴょん…2・3 歳児親子

広報発行日
（お知らせ版）

※新型コロナウイルス感染拡大による診療所従事者の感染防止の観
点から、奥州市・金ケ崎町内の感染状況によって休診する場合があ
ります。最新の情報については、奥州金ケ崎行政事務組合のホーム
ページをご確認ください（8 月 4 日時点）。

お知らせ
news

問　地域包括支援センター（☎ 44-4560)

アルツハイマー病は
認知症を引き起こす主な病気の一つです

　町は、世界アルツハイマー月間（９月）に併せ、
認知症に関するさまざまな取り組みを行っていま
す。この機会に認知症への理解を深めましょう。
■認知症とは？
　加齢に伴い、さまざまな原因で脳の働きが悪くな
ることによって、日常生活に支障が出ている状態を
いいます。働き盛りの若い世代でも発生します。
■早期発見が大切！
　認知症は、記憶力や判断力の低下などの症状があ
りますが、個人差が大きいのが特徴です。原因とな
る病気によって、治療・対応方法が異なります。
　早期に発見し、適切な治療を始めることで、進行
を遅らせることができます。「認知症」とひとくく
りに考えず、早めにかかりつけ医等に相談しましょ
う。
■町の新しい取組みを紹介します
①徘徊 SOS ネットワーク事業に「どこシル伝言板」
を追加
▶衣服等につけた「QR コード」を読み取ると、伝

言板を通し発見者と家族が直接やりとりできる仕組
みです。利用には、「金ケ崎町徘徊 SOS ネットワー
ク事業」への事前登録が必要です。
②各地区センターに「認知症タッチパネル」を配置
▶「もの忘れが始まっている可能性の有無」をゲー
ム感覚でチェックすることができます。早期に医療
機関の受診につなげられるよう、出前講座等で活用
しています。※認知症を診断するものではありませ
ん。認知症の診断には、医療機関の受診が必要です。
③オレンジ相談会（もの忘れ出前相談）を開催
▶認知症について気軽に相談できるよう、地域包括
支援センター職員が各地区生涯教育センターに出向
きます。完全予約制のため、申し込みが必要です。
■まずは、抱え込まずに相談を！
　今までと様子が違ってくると、本人も家族も不安
や悩みを抱えます。決して一人で抱え込まずに、か
かりつけ医や保健福祉センター、地域包括支援セン
ターにご相談ください。


