
日　　程 内容と調理メニュー

《詳細》健康推進課 ☎45-6610無料健康相談健康相談

　健康を維持するために、体調の変化などの気になること
があるときには、すぐに相談しましょう。

健 康 相 談

実施日　月・水・金曜日
時間　10:00～11:30

メタボリック・
ダイエット相談
実施日　1月29日(月) 
時間　9:30～16:00

女性のための
健康相談
実施日　1月12日(金)
時間　9:30～16:00

実施日
月～金曜日
時間
9:30
～16:00

体組成計を使った
体脂肪と筋肉量の測定

からだと
食事の
健康相談実施日　1月19日(金)

時間　9:30～16:00

当日
直接

当日
直接

当日
直接

当日
直接

要 予約

会　場
保健センター３階

みんなの健康
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《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

年に一度は カラダの総点検をしましょう

女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査女性の健康診査無料
講座＆
料理の健康スキルアップ講座

　食生活改善推進員の修了生を対象に行っている｢わかる栄養講座｣に､
栄養に興味のある市民も一緒に受講できる講座です。食生活改善推進
員と一緒に、楽しく調理して学び、食生活の改善に役立てませんか。

1月24日(水)
対象　18～39歳(昭和53年4月2日～平成12年4
　　　月1日生まれ）の女性
　　　※本人や家族の職場などで、健診を受ける機
　　　　会がある人を除きます。
日程　2月１日(木)･２日(金)･８日(木)
受付時間　①12:45～13:00
　　　　　②13:45～14:00
会場　保健センター2階
定員　各1日先着40人
料金　2,000円
申込方法　1月5日から26日まで、
　　　　　電話で

　自分の健康は、いつも後回しに考えていませんか｡
女性が気になる検査を簡単に、手軽な料金で受ける
ことができ、健診の結果により健康相談をご案内し
ます。事前に予約で託児も受けます｡

時間　9:30～13:00　会場　保健センター5階
定員　各先着15人　　 申込方法　1月9日から19日まで、電話で

減塩で高血圧対策
おいしく減塩、きれいなみそ玉作り
○みそを使った主菜・副菜

風邪予防・免疫を高める食事
薬膳料理と精進料理
○参鶏湯粥(サムゲタンがゆ)とネギ料理､ 精進料理

春に向けての体操、はぴらん体操
骨量測定または血管年齢測定
○そば粉のガレット、春色サラダ、簡単ケーキ

検査項目
身体計測
血圧測定
尿検査
血液検査

骨量測定

・貧血
・血中脂質
・血糖

1

2月21日(水)
2

3月14日(水)
3

《詳細》室蘭歯科医師会 ☎43-3522

　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
る症状があるときは、次の診療所を受診してく
ださい。
診療時間 ９:００～１５:００（休診…１２:００～１３:００）

御前水歯科クリニック
　御前水町2-6-20　☎24-8148

柴田歯科医院
　中島町1-24-7　　☎44-1022

宇賀歯科医院
　中央町2-9-10　　☎22-6989

岩倉歯科
　水元町12-6　　　☎45-7117

横山歯科医院
　母恋北町2-3-16　☎22-2394

高橋歯科クリニック
　白鳥台4-20-5　　☎59-2200

すずき歯科医院
　高砂町5-12-15　 ☎46-3434

宇賀歯科医院
　中央町2-9-10　　☎22-6989

診療時間
9:00～11:00

内科系医療内科系医療

あとう内科クリニック
　宮の森町1-1-38　☎47-8585

鈴木内科
　幸町7-3　          ☎22-5206

2日(火)

3日(水)

　認知症カフェでは、市民の皆さんを対象に毎月イベントを開催しています。
気軽にご参加ください。飲み物は100円で、おかわり自由です。

12:00～13:00
ランチセミナー

11:00～14:00　子ども食堂
～お年寄りから子どもまでみんな仲良くご飯を食べよう

《詳細》高齢福祉課
　　　☎25-2861

学ぼう 楽しもう
認知症カフェ

申込
不要

26
㊎

1/

15
㊊

1/

ふなみカフェ
平日10:00～16:00オープン

舟見町1-13-3
(舟見の杜2014内)

おたがいサロンの喫茶店
毎週月曜日10:00～15:00オープン

白鳥台5-20-1
(サービス付き高齢者向け住宅おたがいサロン内)

料金　500円(ランチ代)
申込方法　1月24日まで、電話で

13:30～15:00
腰痛・膝痛体操をしよう！

12
㊎

1/

かがやきカフェ☎25-7700

☎50-3890

☎44-0012
第2・4金曜日11:00～15:30オープン

東町4-20-8
(デイサービスセンターかがやき内)

申込方法　1月10日まで、電話で

休日歯科救急医療休日歯科救急医療

診療日(1月) 医 療 機 関

診療日 診   療   所

1日(月)

2日(火)

3日(水)

  7日(日)

  8日(月)

14日(日)

21日(日)

28日(日)

1月



1月の健康講座
事前の申し込みは必要ありません。
当日、直接会場にお越しください。

無料

　室蘭の健康ご当地体操で、気持ち良く体を動かしましょう。
会場　保健センター4階
用意する物　水分補給のための飲み物、タオル

　がんの現状や医師をはじめ薬剤師、栄養士など
がチームで取り組む最新のがん治療について、お話します。
　どなたでも参加できます。
講話　「大腸がんについて」
　　　  講師　外科医師　佐々木 賢一 
　　　「がんと栄養～おいしく食べるための工夫～」
　　　  講師　管理栄養士　林 元子
会場　市立室蘭総合病院2階 講堂      

《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

はぴらん体操はぴらん体操13:30　
～14:15

火16

14:00　
～15:00

火30

健康ご当地体
操

第3回 がん医療市民公開講座

がんの時代を生きる

　がん相談支援センターでは、がんに関するさ
まざまな悩みを相談員が伺います。
　また、定期的に開催しているがんサロンには､
通院先を問わず、がんの診断を受けた人､ 治療
中の人､ その家族が参加できます。当日、直接
会場にお越しください。

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料がんへの支援がんへの支援がんへの支援がんへの支援

■ 参加者のお話
会場　同病院 ２階作業療法室

《詳細》市立室蘭総合病院 地域連携室
　　 医療福祉相談 ☎25-2241

がんサロン
ひまわりの会

1／17（水）
13:30～15:30

■ 治療や生活のことなど、
　 いろいろなことを語らいましょう
会場　同病院 レストランれじいむ

《詳細》日鋼記念病院 
　　 がん相談支援センター ☎22-2225

がんサロン
サロンdeほっと

1／10（水）
13:30～15:30

《詳細》製鉄記念室蘭病院
　　　がん相談支援センター ☎47-4337

がんサロン
はぁと

1／16（火）
13:00～15:00

■ 誰でもできる体操
■ たのしくおしゃべり
会場　同病院 患者図書室はぁと

気を付けよう
ノロウイルスインフルエンザ

●こまめに手洗い･うがい
●マスク着用で、せきエチケット
●栄養・休息をとろう

●帰宅時･食事前･排泄後は
　石けんで手洗い
●汚染物からの感染に注意

《詳細》健康推進課
　　 ☎45-6610

《詳細》高齢福祉課
　　　 ☎25-2861無料

高齢者向け健康講座
えみなメイトえみなメイト

日  時(1月) 会　　場 日  時(1月) 会　　場

白鳥台会館

幌萌町会館

母恋会館

瑞の江会館

港北町会館

祝津町会館　

中島会館

天神町会館

道営常盤団地集会室

本町会館

市民会館

港南町会館

室蘭工業大学大学会館

舟見町会館

１０：００5日（金（金（ ）金）金

9日（火（火（ ）火）火

10日（水（水（ ）水）水

11日（木（木（ ）木）木

12日（金（金（ ）金）金

15日（月（月（ ）

16日（火（火（ ）火）火

17日（水（水（ ）水）水

１０：００

１０：００

１０：００

１０：００

１3：3０

１０：００

１4：００

１０：００

１０：００

１3：3０

　65歳以上の人を対象に軽い運動と健康のお話をします。
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。
　悪天候のときは、中止する場合があります。

高砂第三会館

八丁平町会会館

保健センター

高砂町会館

御崎町会館　

柏木町会館

中島連合会館

知利別町
楽山ヶ丘自治会会館

白鳥台
みなみ町会会館

本輪西会館
(サンライフ室蘭隣)

１０：００18日（木（木（ ）木）木

19日（金（金（ ）金）金

22日（月（月（ ）

23日（火（火（ ）火）火

24日（水（水（ ）水）水

25日（木（木（ ）木）木

26日（金（金（ ）金）金

１０：００

１０：００

１０：００

１０：００

１０：００

１3：3０

１０：００
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