
診療日 診　療　所

　ヨガマットまたはバスタオル、飲み物を持参し、動きやすい服装
で参加してください。別室で、託児（要予約）を無料で受けます。

日時　9月1日(土)　9:50～12:00（9:30から受け付け）
会場　蓬崍殿（宮の森町１-1）

　エキノコックスは寄生虫の一種です。エキノコックスが寄
生したキツネやイヌなどのフンに直接触れたり、フンに汚染
された山菜や水を口にすると、身体に感染の危険があります。
感染しても初期の段階では症状が出ない場合がありますので、
早めに発見して治療することが大切です。
　野山から帰ってきたときは手洗いをし、採ってきた果実や
山菜は、よく洗い十分に加熱してから食べましょう。
対象　小学３年生以上で、エキノコックス症の血液検査を５
　　　年以上受けていない人
日時　８月29日(水)・30日(木)　15:30～16:30 
会場　保健センター ２階　　 申込方法　当日会場で

申込方法　当日会場で

会場　保健センター 3階　 定員　先着30人
申込方法　8月7日から21日まで、電話で

8月の健康講座
　「申込方法｣の記載がない催しは、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。

10:00　
～12:00

金24運動をはじめたい50歳未満の女性のための

こころ健やかに生き生きと
～泣いて笑って、明日に向かって～

お手軽エクササイズ
レディース運動教室

精神保健北海道大会

エキノコックス症の
血液検査を受けましょう

自分らしい最期を迎えるために
～家族とともに「最期まで生きる」を考える～

初心者向け

時間と内容

9:30～10:00
◎受け付け

11:40～12:00
◎健康ミニ講座
◎ティータイム

10:00～11:30
◎ローラー
　ピラティス

14:00　
～15:00

木23

13:30　
～14:15

金17

13:00　
～16:00

土4

糖尿病教室糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教室室室室室室
今月のテーマ

《詳細》市立室蘭総合病院 ☎25-2022 《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

住民フォーラム

診療時間　9:00～11:00

休日歯科救急医療休日歯科救急医療

 5 日
(日)

11日
(土)

12日
(日)

19日
(日)

26日
(日)

ちりべつファミリー歯科医院
知利別町3-5-7　　 ☎41-4141

J.フクダデンタルクリニック
中島町1-3１-10  　 ☎41-7755

グリーン・デンタル・クリニック
八丁平1-49-23　　☎41-3118

ありじ歯科クリニック
宮の森町4-22-39　☎84-5041

飯渕歯科医院
中島町3-27-10　　☎45-5834

　さまざまな心の健康問題を抱えた本人、家族または関係者が、
精神科医師などに相談できます。相談者には、適切な助言や支
援を行います。
日時　8月7日(火) 13:00　 申込方法　8月2日まで、電話で

こころの健康相談こころの健康相談
《詳細》室蘭保健所 ☎24-9846

《詳細》同大会事務局（室蘭保健所内） ☎24-9843

《詳細》室蘭保健所 ☎24-9834

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

8月

　室蘭の健康ご当地体操で、気持ちよく体を動かし
ましょう。水分補給の飲み物を用意して、
動きやすい服装と靴でお越しください。
会場　保健センター 4階

●糖尿病専門医　宮崎 義則 医師のお話
●管理栄養士のお話「外食について」
会場　市立室蘭総合病院 ２階講堂

■記念講演「花子の生き生きライフ」
　講師　宮川 花子 さん
　　　　(よしもとクリエイティブ・エージェンシー）
■翔陽中学校ジャズバンド部の演奏
■西胆振福祉的就労事業所などの授産品販売コーナー
会場　市民会館
※特別な配慮が必要な人は、事務局にご連絡ください。

はぴらん体操はぴらん体操

入場
無料

無料

無料

無料

• 講演「在宅医療の現状」
　講師　社会医療法人慈恵会
　　　　ひじり在宅クリニック 院長　岡本 拓也 さん
• 講演「在宅の看取りを通して」
　 ･家族の立場から　メッセージビデオ
　 ･医療者の立場から
   講師　社会医療法人母恋 訪問看護ステーション母恋
　　　　看護師　鈴木 明子 さん
• 終活ノートのお話
　(終活ノートを配布し、記載について説明します）
• 座談会

に参加しませんか
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《詳細》健康推進課 ☎45-6610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　8月10日(金)
時間　9:30～16:00

女性のための
健康相談
実施日　8月6日(月)
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　8月22日(水)

時間　9:30～16:00

当日
直接

当日
直接

当日
直接

当日
直接

会　場
保健センター３階

会場　市立室蘭総合病院 2階 作業療法室

■お話し茶話会

■たのしくおしゃべり
会場　製鉄記念室蘭病院 2階
　　　患者図書室はぁと

がんへの支援がんへの支援
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　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。

がんへの支援がんへの支援

《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》保険年金課
　　 ☎25-2702

会場　日鋼記念病院 レストランれじいむ

■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
■15分ミニレクチャーとレシピ紹介

《詳細》日鋼記念病院 がん相談支援センター 
　　　☎22-2225

《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

はあと

がんサロン

がんサロン

ひまわりの会

ほっとほーむ

13:30
～15:30

8／15（水）

13:30
～15:30

8／1（水）

13:00
～15:00

8／14（火）
おたがいサロン
の喫茶店

ふなみカフェ

舟見町1-13-3(舟見の杜2014内) 中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)
☎25-7700

オープン
平日

10:00～16:00
カフェちえろ
☎41-1001

オープン
毎月最終水曜日
13:30～16:30

かがやきカフェ
☎44-0012

オープン
第2・4金曜日
11:00～15:30

24㊎8/
・ランチ会 「認知症サポーター養成講座」
 料金　500円（ランチ代）
 申込方法　8月20日まで、電話で

日時　８月13日(月)～17日(金)　8：45～17：15
会場　広域センタービル 1階ロビー

・我が街 室蘭を語ろう
 用意する物　上履き、外靴用の袋

・認知症サポーター養成講座
 申込方法　8月8日まで、電話で

12:00～13:00

10㊎8/ 18:00～19:30

29㊌8/ 13:30～14:30

(   )白鳥台5-20-1 サービス付き高齢者向け(  サービス付き高齢者向け(   )サービス付き高齢者向け )住宅おたがいサロン内(  住宅おたがいサロン内(     　　　   　　住宅おたがいサロン内   　　　   　　(     　　　   　　  )東町4-20-8 デイサービスセンター(  デイサービスセンター(     　　　   　　  )デイサービスセンター   　　　   　　  )かがやき内(  かがやき内(     　　　   　　  )かがやき内   　　　   　　  ) ☎50-3890

オープン
毎週月曜日

10:00～15:00

・日本の伝統を知ろう～ひょっとこ～

20㊊8/ 13:30～14:30 申込
不要

申込
不要

日時(8月) 会　　　場 日時(8月) 日時(8月)会　　　場 会　　　場

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

高齢者向け健康講座
えみなメイトえみなメイト

　65歳以上の人を対象に、軽い運動と健康のお話を
行います。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1時間半程
度です。悪天候のときは、中止する場合があります。

1日㈬ 10:00

20日㈪

21日㈫

22日㈬

10:00

14:00

10:00

10:00

13:30

23日㈭

24日㈮

10:00

13:30

10:00

27日㈪ 10:00

28日㈫ 10:00

29日㈬ 10:00

高砂町会館

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

舟見町会館

高砂第三会館

港北町会館

白鳥台みなみ町会会館

中島連合会館

八丁平町会会館

本輪西会館（サンライフ室蘭隣）

保健センター

御崎町会館

水元町会館

母恋会館

幌萌町会館

瑞の江会館

緑ヶ丘町会会館

白鳥台ショッピング
センターハック

知利別町
楽山ヶ丘自治会会館

2日㈭ 10:00

7日㈫ 10:00

8日㈬ 10:00

17日㈮ 10:00

みんなで
楽しく

健康づくり

　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｡

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861学ぼう 楽しもう
認知症カフェ認知症カフェ
学ぼう 楽しもう

無料 無料

無料

無料

要 予約

パネル展パネル展ずっと健康でいるために
健診を受けましょう
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　がん患者とその家族を支援し、地域全体でがんと向き合いがん
征圧を目指すチャリティーイベントです。
　リレーチームやボランティアでの参加、がん撲滅のための寄付
の支援も受け付けています。
　当日、個人参加を希望する人は、直接会場にお越しください。

会場　道の駅「みたら室蘭」隣接広場

　チームがたすきや旗をつないで、夜通し会場を歩
きます。仮装や個人の参加も歓迎です。

　がんと闘っている人、がんで亡くなった人への思
いをキャンドルに託します。

　参加者を力づけるステージイベント、がん啓発・
飲食ブースなどを開催します。

リレー・フォー・ライフ協賛「希望をつなぐリレーウオーク キャラバン隊と歩こう」 ※当日会場で申し込み。

幌萌～道の駅「みたら室蘭｣
(約16キロメートル)
集合場所　9:30 道の駅「みたら室蘭」隣

旧室蘭駅舎～道の駅「みたら室蘭｣
(約３キロメートル) 
集合場所　14:50 旧室蘭駅舎

料金は無料。チャリティーに協力をお願いします。
《詳細》室蘭ウォーキング協会・成田
　　　 ☎090-3897-2164

(雨天決行･荒天中止)

リレー･フォー･ライフ･ジャパン
2018 室蘭 13：30 11：30

土258/ 日26

《詳細》リレー･フォー･ライフ室蘭実行委員会
　　　☎080-1885-1634　  rfl_hokkaido＠hotmail.co.jp

■リレー・ウオーク

■ルミナリエ

■ステージ・ブース

《詳細》市立室蘭総合病院事務局医事課
　　　☎25-3111(内線 ２２３９)

《詳細》健康推進課☎45-６６１０　 050-0083 東町4-20-6
　　　　 kenkou@city.muroran.lg.jp

　室蘭歯科医師会が実施する日本口腔外科学会専門医による検診で、
問診と口腔の視診、触診を行います。
　口の中に長く続く痛みや腫れ、出血などはありませんか。虫歯や
歯肉炎、喫煙や飲酒なども口腔がんの原因になります。年一回は、
お口の中をチェックしましょう。
　平成29年度は、室蘭市や伊達市などで65人が受診、21人が治
療が必要と診断されました。

　市立室蘭総合病院では、多忙な平日を過ごす女性のため
に日曜日に乳がん検診を受診できる環境づくりに取り組ん
でいます。各検査は女性技師が対応します。

時間　14:00～17:00
定員　各80人(定員を超えた場合は抽選)
料金　1,000円
申込方法　8月6日から9月7日(必着)まで、住所・氏
　　　　　名・性別・生年月日・電話番号・希望する
　　　　　会場を記入し、はがきまたはメールで

日時　１０月28日(日) 9:00～14:00
定員　先着40人
申込方法　8月1日から、電話で

対象　20歳以上

早期発見 早期治療 受けよう がん検診
口腔がん検診

休日乳がん検診

10月20日(土)

マンモグラフィー検査
(40歳以上の人を推奨)

エコー検査
(20～39歳の人に限定)

マンモグラフィー検査と
エコー検査併用
(40歳以上の人を推奨)

室蘭市保健センター

4,500円
室蘭市無料クーポン、室蘭市・
登別市健診助成制度の利用可

8,000円
(通常は、10,000円)

3,500円

10月27日(土) 伊達市保健センター

日　　　程

検査の種類 料　　　　金

会　　　　場

(                             )

8/25●土


