
健　康

行　　事　　名 実　施　日 時　間 会場 申込先・詳細

健康相談　当日直接 毎週
月・水・金曜日

10:00　
～11:30

保
健
セ
ン
タ
ー

健康づくり課
☎45‒6610

メタボリック症候群に関する相談
 当日直接

 5 日（木）
11日（水）
18日（水）
26日（木）

9:30 　
～16:00

ダイエット相談　当日直接 12日（木）

女性のための健康相談　当日直接  4 日（水）

体脂肪と筋肉量の測定　当日直接 27日（金）

からだと食事の健康相談　 予 約  19日（木）

勤労者の
ための　
健康相談
予 約

内　科
 生田　茂夫　医師 12日（木）

18:30　
～20:30

保
健
セ
ン
タ
ー

室蘭地域産業
保健センター
☎45‒4393

循環器科
 伊藤　真義　医師 19日（木）

内　科
 阿部　俊英　医師 26日（木）

心の健康相談　 予 約 17日（火） 午　後
室蘭保健所

子ども・保健推進課
☎24‒9847

　室蘭保健所では、ＨＴＬＶ
－１の検査を実施しています。
また、電話相談も受けていま
すので、気軽にお問い合わせ
ください。

対象
○ 平成23年度以降、妊婦一
般健康診査による抗体検査
を受けたことのない人
○ これまでに、抗体検査を受
けたことのない人

検査日時　
1月24日（火）、2月21日（火）、
3月21日（水）
いずれも9:00～14:00
（4月以降の日時は問い合わせ）

申込方法　
　検査日の前日まで、電話で

　ＨＴＬＶ－１とは、日本では約108万人が持っていると
推計されているウイルスで、そのうち約5％の人が成人Ｔ細
胞白血病を、約0.3％の人がＨＴＬＶ－１関連脊髄症を発症
すると推定されているものです。

HTLV－１HTLV－１
ヒトＴ細胞白血病ヒトＴ細胞白血病（（ウイルス１型　　ウイルス１型　　））
抗体検査の抗体検査の
実施について実施について

体と心の健康を維持するためには、日ごろから適度な運動を続
けて、毎日の食事や自分の体調の変化に気を付けることが大切
です。気になることがあるときには、すぐに相談しましょう。

健康相談 無料

移動献血車「ひまわり号」

《詳細》北海道赤十字血液センター
　　　室蘭出張所 
　　　☎45‒8730

巡　回　日　時 会　　　場

 4 日（水）
10：00～12：15

弥生ショッピングセン
ター

13：30～16：30

《詳細》
室蘭保健所保健予防係
☎24‒9843

診療日 医　　院　　名

 1 日（日） 黒田歯科医院
　輪西町1‒20‒10 ☎44‒5049

 2 日（月） 林歯科医院
　高砂町1‒51‒18 ☎46‒2224

 3 日（火） 水野歯科医院
　東町2‒19‒14 ☎44‒4500

 8 日（日） いしい歯科
　東町2‒22‒6 ☎44‒3367

 9 日（月） いちはし歯科
　本輪西町3‒6‒13 ☎55‒4323

15日（日） 岩倉歯科
　水元町12‒6 ☎45‒7117

22日（日） 御前水歯科クリニック
　御前水町2‒6‒20 ☎24‒8148

29日（日） 宇賀歯科医院
　中央町2‒9‒10 ☎22‒6989

インフルエンザ
ノロウイルス

●せきエチケット
●外出時のマスク着用
●帰宅後のうがいと手洗い

●手洗い
●消毒加熱処理
●汚染物の処理

休日歯科救急医療（9:00～11:00）

気を付
けよう

《詳細》
市民生活課 
☎25‒2382
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健　康

　65歳以上の人が対象です。
　汗拭き用タオルと飲み物を持参し、当日直接お越しく
ださい。いずれも２時間程度です。

日　　時 会　　場
10日（火） 10：00 幌萌町会館

11日（水） 10：00
母恋会館
瑞の江会館

12日（木） 10：00 白鳥台会館
13日（金） 13：30 中島会館

16日（月）
10：00

高砂町会館
天神町会館

14：00 道営常盤団地集会室

17日（火） 10：00
市民会館
本町会館

18日（水）
10：00

水元町会館
港南町会館

13：30 舟見町会館
19日（木） 10：00 高砂第三会館
20日（金） 10：00 八丁平会館
23日（月） 10：00 保健センター
24日（火） 10：00 御崎町会館
25日（水） 10：00 柏木町会館

26日（木）
10：00 本輪西会館

（本輪西消防署隣）
13：30 中島連合会館

介護予防講座「えみなメイト」
《詳細》健康づくり課 ☎45-6610

※緑ヶ丘町会会館･日の出３丁目町会会館はお休みです

「あなたの体力年齢はいくつ」「あなたの体力年齢はいくつ」

男性の健康料理教室男性の健康料理教室
「賢く付き合うお酒の話と身体に優しい肴

さかな

づくり」

室蘭のご当地体操で、気持ち良く体を動かしましょ
う。汗拭き用タオルと飲み物を持参し、運動しやすい
服装と靴で、当日直接お越しください。
会場　保健センター４階

　体育協会職員との健康体操や、握力測定、上体起こ
しなどの体力測定をして、自分の体力年齢を確認しま
しょう。
会場　女性センター（栄町）
定員　30人（定員を超えた場合は抽選）
参加料　100円　申込方法　1月31日まで、電話で

　男性を対象に、身体に優しい肴づくりの実習と、作っ
た料理を食べながら管理栄養士の「肝臓をいたわるお
話」を聞きます。
会場　保健センター5階 調理室
定員　先着20人　　　　 参加料　500円
用意する物　エプロン、上履き、手拭い、箸、筆記用具
申込方法　1月5日から20日まで、電話で

　女性のがん「最新治療からワクチンによるがん予防
まで」のお話をします。当日は臨時託児所を設けます。

会場　保健センター3階　申込方法　当日会場で

女性センターの講座

食生活改善推進員協議会
「明日葉の会」

｢はぴらん体操｣｢はぴらん体操｣
体験講座体験講座

1/25水
13:30～14:30

2/7火
13:30～15:30

《詳細》健康づくり課 ☎45‒6610

《詳細》女性センター ☎25‒3200

《詳細》健康づくり課 ☎45‒6610

内容
「子宮頸がん・乳がん検診の実際とワクチン接種状況」
 室蘭保健所 所長　森　　昭久 さん
「子宮頸がん予防と早期診断および最新治療」
 製鉄記念室蘭病院 産婦人科 科長　佐藤賢一郎 さん
「乳がんにおける早期診断と最新治療」
 日鋼記念病院 外科 副院長　浜田　弘巳 さん

生活習慣病予防週間

市民健康教室

《詳細》室蘭市医師会 ☎45‒4393

2/4土
14:30～

1/26木
10:00～13:30
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無料

無料

無
料


