
診療日 医　療　機　関

 3 日（日） 内科消化器科サンクリニック（登別）
　新生町3-11-11 ☎87-3131

 4 日（月） 本輪西ファミリークリニック
　本輪西町3-36-9 ☎55-1212

 5 日（火） 堀尾医院（登別）
　富士町6-21-1 ☎85-2878

 6 日（水） 下地内科クリニック
　港北町1-11-4 ☎55-7187

ゴールデンウイーク
内科系医療

　休日や夜間の急病は、各救急病院で対応していま
すが、発熱、腹痛、風邪などの内科に関する症状が
ある時は、以下の医療機関を受診してください。

9:00～15:00（12:00～13:00は休診）

　体と心の健康を維持するためには日頃から
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

行　　事 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

健康推進課
☎45-6610

メタボリック・ダイエット相談 当日直接 29日（金）

  9:30

～

16:00

女性のための健康相談 当日直接  8 日（金）

体脂肪と筋肉量の測定 当日直接 1 日（金）・22日（金）

からだと食事の健康相談 予 約  毎週月～金曜日

勤労者の
ための　
健康相談

予 約

精神科・神経科
 千葉　泰二　医師  7 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

整形外科・リウマチ科・
リハビリ科
 澤田　一二　医師

13日（水）

内科
 畠山　正照　医師 20日（水）

内科・循環器科
 森川　　亮　医師 28日（木）

無料

診療日 診　　療　　所

 3 日（日） さとう歯科・小児歯科（登別）
　新生町2-14-1 ☎86-1414

 4 日（月） 本田歯科医院（伊達）
　舟岡町350-7 ☎0142-22-1641

 5 日（火） 高砂公園歯科
　高砂町2-1-21 ☎43-2118

 6 日（水） ちりべつファミリー歯科医院
　知利別町3-5-7 ☎41-4141

10日（日） J．フクダ デンタルクリニック
　中島町1-31-10 ☎41-7755

17日（日） 海岸町歯科クリニック
　海岸町1-1-1 ☎25-6480

24日（日） ありじ歯科クリニック
　宮の森町4-22-39 ☎84-5041

31日（日） 飯渕歯科医院
　中島町3-27-10 ☎45-5834

休日歯科救急医療

高齢者肺炎球菌予防接種費用の
一部を助成します

9:00～11:00

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
11日
（月） 9:00～12:00 室蘭開発建設部

15日
（金）

9:30～11:30
室蘭工業大学

12:45～17:00
19日
（火）

9:00～12:00 室蘭警察署
13:30～16:30 大川原脳神経外科病院

　肺炎はからだの抵抗力が弱まった時などにかかりやすい病気です。
肺炎球菌予防接種は、肺炎の原因菌の一つである肺炎球菌による感
染を防ぐものです。
　平成27年度の対象者には、4月に「高齢者肺炎球菌予防接種券（黄
色の紙）」を個別に送付しています。室蘭・登別市内の実施医療機
関に直接問い合わせの上、接種を受ける際に必要な書類と健康保険
証を持参して接種を受けてください。

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

対象（必要な書類）
　過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがなく、次
のいずれかに該当する人。
　•平成28年3月31日までに、次の年齢になる人
　　（個別に送付した接種券を持参）
　　65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
　• 接種時に60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器疾患・

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で身体障害者手帳
1級の人（身体障害者手帳を持参）

実施期間　平成28年3月31日まで
本人負担額　2,400円
無料になる人と必要な書類
（いずれか一通)
　○市民税非課税世帯の人
　　•介護保険料納入通知書
　　•後期高齢者医療限度額適用・
　　　標準負担額減額認定証
　　•課税証明書
　○生活保護受給世帯の人
　　•介護保険料納入通知書
　　•生活保護受給証明書

5月は赤十字月間

赤十字活動資金にご協力を
　日本赤十字社は、東日本大震災な
どの災害で救護活動を行うため、活
動資金が必要です。町内会・自治会
を通じて活動資金を募っていますの
で、ご協力をお願いします。
《詳細》日本赤十字社室蘭市地区
　　　　事務局（社会福祉協議会内）
　　　　☎83︲5031

 

 

過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことのある方は接種の対象

外となります。（特に、５年以内の間隔で肺炎球菌ワクチンを接種した場合、注射した部分が

硬くなる、痛む、赤くなるなどの症状が強く出ることがあります。） 

 
 
 
 
 
 
 
 

室蘭市高齢者肺炎球菌予防接種券 

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 

＜注意事項＞ 

○ この接種券は、上記の方のみ使用することができます。 

○ 別紙の予防接種実施医療機関でのみ有効です。 

○ 室蘭市から転出された場合は使用できません。 

＜接種料金＞ ２，４００円 （１回接種。毎年受けるものではありません。） 

＜接種に必要なもの＞ 

○ この接種券 

○ 健康保険証 

○ 生活保護世帯の方は「介護保険料納入通知書」を持参すると無料で受けられ

ます。（無い場合は生活保護受給証明書でも可） 

○ 市民税非課税世帯の方は「介護保険料納入通知書」または「後期高齢者医

療減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）」を持参すると無料で

受けられます。（無い場合は課税証明書でも可） 

※介護保険料納入通知書は毎年６月に高齢福祉課より送付されます。（再発行不可） 

 

 

 

 

お問い合わせ：室蘭市健康推進課 電話 ４５－６６１０ 

かな氏名 むろらん たろう 

生年月日 昭和○年○月○日 

             000000 

0500083 

 

室蘭市東町○○ 

  

室蘭 太郎 様 
           

       有 効 期 間        

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 
※この期間を過ぎると接種の助成は受けられません。 

注意！ 

▼送付されている接種券

過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことのある方は接種の対象

外となります。（特に、５年以内の間隔で肺炎球菌ワクチンを接種した場合、注射した部分が

硬くなる、痛む、赤くなるなどの症状が強く出ることがあります。）

室蘭市高齢者肺炎球菌予防接種券

＜注意事項＞

○ この接種券は、上記の方のみ使用することができます。

○ 別紙の予防接種実施医療機関でのみ有効です。

○ 室蘭市から転出された場合は使用できません。

＜接種料金＞ ２，４００円 （１回接種。毎年受けるものではありません。）

＜接種に必要なもの＞

○ この接種券

○ 健康保険証

○ 生活保護世帯の方は「介護保険料納入通知書」を持参すると無料で受けられ

ます。（無い場合は生活保護受給証明書でも可）

○ 市民税非課税世帯の方は「介護保険料納入通知書」または「後期高齢者医

療減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）」を持参すると無料で

受けられます。（無い場合は課税証明書でも可）

※介護保険料納入通知書は毎年６月に高齢福祉課より送付されます。（再発行不可）

お問い合わせ：室蘭市健康推進課 電話 ４５－６６１０

かな氏名 むろらん たろう

生年月日 昭和○年○月○日

             000000

0500083

室蘭市東町○○

  

室蘭 太郎 様
          

      有 効 期 間      

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

※この期間を過ぎると接種の助成は受けられません。

注意！
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日程（全4回） 内　　容
6／ 2 （火） ヨガ
6／11（木） スモールボールエクササイズ
6／16（火） フラダンス
6／25（木） エアロビクス

　平成27年4月より、北海道特定不妊治療費助成事業
による助成を受けた人に、市からも助成金を交付してい
ます。
　申請は郵送でも受け付けていますので、詳細はお問い
合わせください。

対象　次のすべてに該当する人
　　・ 「北海道特定不妊治療費助成事業」による助成の

決定を受けている
　　・夫婦どちらかが室蘭市に住所がある
　　・ 夫婦どちらも市民税、軽自動車税、固定資産税お

よび都市計画税の滞納がない
　　・他の市町村で同じ治療に対し助成を受けていない
　　・治療終了日が平成27年4月1日以降である

内容　上限　1回50,000円
　　※ 治療費から ｢北海道特定不妊治療費助成事業｣ で

受けた助成金額を除いた額が50,000円に満た
ない場合は、その額を助成します。

申請に必要なもの　
　　① 室蘭市特定不妊治療費助成金交付申請書（市ホー

ムページからもダウンロードできます）
　　② 北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定指令文

の写し
　　③特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
　　④ 申請者本人の通帳の写し（金融機関名、口座名義

人および口座番号の分かるもの）
　　⑤夫婦それぞれの印鑑
申請場所　健康推進課

050-0083　東町4-20-6　保健センター3階

　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、動きやすい服装と靴で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

 1 日（金）10:00
日の出町三丁目町会会館
白鳥台会館

 8 日（金）
10:00 祝津町会館
13:30 中島会館　

11日（月）10:00
高砂町会館
天神町会館

12日（火）10:00 幌萌町会館

13日（水）10:00
瑞の江会館
緑ヶ丘町会会館
母恋会館

介護予防講座「えみなメイト」
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料

糖尿病教室
  9:30～10:00　受け付け 　
10:00～11:30　運動
11:40～12:00　健康ミニ講座・ティータイム

室蘭市特定不妊治療費助成事業のお知らせ

日　　時 会　　場
14日（木）10:00 港北町会館

15日（金）10:00
知利別町
楽山ヶ丘自治会会館
八丁平町会会館

18日（月）14:00 道営常盤団地集会室

19日（火）10:00
本町会館
市民会館

20日（水）
10:00

港南町会館
室蘭工業大学大学会館

13:30 舟見町会館

日　　時 会　　場
21日（木）10:00 高砂第三会館

22日（金）10:00
本輪西会館
（消防支署隣）

25日（月）10:00 保健センター
26日（火）10:00 御崎町会館
27日（水）10:00 柏木町会館

28日（木）
10:00

白鳥台
みなみ町会会館

13:30 中島連合会館

※2日・11日は
　バスタオル
　を持参。

《詳細》 
健康推進課

☎45-6610
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14:00
～14:40

13:30
～14:15

13:30
～15:30

● 糖尿病専門医　宮崎義則医師のお話
● 理学療法士のお話「運動について」
申込方法　当日会場で

　　　　　　　室蘭の名所や名物を取り入れた体操で、気持
ち良く体を動かしましょう。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　　申込方法　当日会場で

《会場・詳細》 市立室蘭総合病院 ☎25-2022

今月のテーマ

健康ご当地
体操

はぴらん体操講座

《詳細》 健康推進課 ☎45-6610

《詳細》 市立室蘭総合病院地域連携室医療福祉相談
　　　 ☎25-2241

《詳細》 健康推進課 ☎45-6610

がんサロン

レディース運動教室

ひまわりの会

お手軽エクササイズ
　がんと診断を受けたことのある人とその家族が対象
です。一人で悩まずに、お気軽にお立ち寄りください。
●「がんとお金」佐久間史好医療ソーシャルワーカー
●参加者のお話
会場　市立室蘭総合病院　申込方法　当日会場で 　汗拭き用タオルと飲み物を持参し、動きやすい服装と靴で

参加してください。別室で託児も受けます。
対象　運動をはじめたい50歳未満の女性

会場　保健センター　　　　　　定員　先着30人
申込方法　5月18日から、電話で

初心者
向け

月の健康講座5 無料

　先着30人


