
9月

《会場･詳細》総合福祉センター ☎45-1333 《詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料
－みんなで健康 幸せ家族－

食生活改善推進員協議会 明日葉の会

ー私たちの健康は私たちの手でー

10:30～12:00  相談タイム

13:15～14:00　
講話「生きる力」

食と健康のまつり健康フェア土19/ 火119/

 栄養　介護健康 歯科衛生

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　食生活や健康づくりに興味があり、食生活改善推進
員のボランティアとして活動できる市民が対象です。
　自分や家族の健康づくりに役立つ栄養に関する情報
が満載で、栄養価計算や調理実習などを行います。修
了した人には、修了証を交付します。

日時　10月1日(月)・4日(木)・12日(金)・22日(月)
　　　29日(月)(全5回) 10:00～15:00
会場　保健センター 3階    
定員　先着20人
申込方法　9月3日から21日まで、電話で

※最低限の必要なテキストは配布しますが、希望者に
　は(財)日本食生活協会の詳しいテキストを販売します｡

食生活改善推進員
養成講座に参加しませんか 無料

　健康で暮らすためには、食生活や運動習慣が大切です。
　食事や運動を通して、生活習慣を見直しましょう。申し込
みの必要はありません。当日、直接会場にお越しください。

10:00～14:00

診療日 診　療　所

診療時間  9:00～11:00

休日歯科休日歯科
救急医療救急医療

2日
(日)

9日
(日)

16日
(日)

17日
(月)

23日
(日)

24日
(月)

30日
(日)

いしい歯科

東町2-22-6       ☎44-3367

いちはし歯科

本輪西町3-6-13 ☎55-4323

岩倉歯科

水元町12-6        ☎45-7117

御前水歯科クリニック

御前水町2-6-20 ☎24-8148

宇賀歯科医院

中央町2-9-10    ☎22-6989

柴田歯科医院

中島町1-24-7    ☎44-1022

奥村歯科医院

母恋北町2-4-12 ☎22-2366

ふなみカフェ
☎25-7700☎25-7700☎25-7700☎25-7700

舟見町1-13-3舟見町1-13-3舟見町1-13-3舟見町1-13-3舟見町1-13-3舟見町1-13-3(舟見の杜2014内)舟見の杜2014内)舟見の杜2014内)舟見の杜2014内)舟見の杜2014内)舟見の杜2014内)

オープン  平日 10:00～16:00

カフェちえろ
☎41-1001☎41-1001☎41-1001☎41-1001

中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)

オープン  毎月最終水曜日　　　　 13:30～16:30

かがやきカフェ
☎44-0012☎44-0012☎44-0012☎44-0012

東町4-20-8東町4-20-8東町4-20-8東町4-20-8(デイサービスセンターかがやきデイサービスセンターかがやきデイサービスセンターかがやきデイサービスセンターかがやきデイサービスセンターかがやきデイサービスセンターかがやきデイサービスセンターかがやき内)

オープン  第2・4金曜日　　　　 11:00～15:30

28㊎9/

ランチ会
　懐かしの映像～子どもの遊び、
　庶民の楽しみ1960～70年代
料金　500円（ランチ代）
申込方法　9月21日まで、電話で

12:00～13:00

26㊌9/

「薬膳とわたし」
～シニア世代から高齢者の皆様へ
ミネルバ病院
管理栄養士・中医薬膳師  石田 美雪 さん
用意する物　上履き、外靴用の袋

13:30～14:30

おたがいサロンの喫茶店

オープン  毎週月曜日 10:00～15:00

3㊊9/
白花豆のようかん作り

13:30～14:30

白鳥台5-20-1白鳥台5-20-1白鳥台5-20-1白鳥台5-20-1
サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅

おたがいサロン内おたがいサロン内おたがいサロン内おたがいサロン内

☎50-389050-389050-389050-3890

申込
不要

申込
不要

　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。

《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
認知症カフェ認知症カフェ

《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　9月28日(金)
時間　9:30～16:00

女性のための
健康相談
実施日　9月3日(月)
時間　9:30～16:00

からだと食事の健康相談 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
実施日　9月21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

12:15～13:00
音楽レク体験

健康ワンコイン食　500円　  (限定100食)
喫茶コーナー

（　　　　　　　　　　  ）

申込方法　当日会場で

会場　保健センター
10:00～14:00

筋肉・体脂肪・骨密度・血圧測定
健康・栄養相談
大腸がんクイズラリー

11:00～12:00
健康体操

(運動靴が必要)
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9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。

19:00　
～20:30

水26

14:30　
～16:00

8

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

《詳細》市立室蘭総合病院
　　　☎25-2022

《詳細》室蘭市医師会 ☎45-4393

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》高齢福祉課☎25-2861

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

講師　ねりま健育会病院 院長　酒向 正春 さん
会場　市民会館

●糖尿病専門医　宮崎 義則 医師のお話
●臨床検査技師のお話
　｢糖尿病と検体検査」

家族や仲間の発言や行動、体調の変化などに敏感になり、心
の悩みやさまざまな問題を抱えている人が発する周りへのサ
インに、なるべく早く気付きましょう。
変化に気付いたら、｢眠れていますか？｣など、
自分にできる声掛けをしていきましょう。

悩みを話し始めたら、できる限り時間をかけて傾聴しましょう。
話題をそらす、訴えや気持ちの否定、表面的な励ましは逆効
果です。本人の気持ちを尊重し、共感した上で、
相手を大切に思う自分の気持ちを伝えましょう。

心の病気や社会的・経済的な問題を抱えているときは、公的
相談機関、医療機関などの専門家への相談につなげましょう。
相談を受けた側も一人では抱え込まず、プライバシーに配慮
した上で、本人の置かれている状況や気持ちを
理解してくれる家族や友人、上司などのキー
パーソンに協力を求め、連携を取りましょう。

身体や心の健康状態について自然な雰囲気で声を掛け、あせ
らずに優しく寄り添いながら見守りましょう。
必要に応じてキーパーソンと連携を取り、専門
家に情報を提供しましょう。

■室蘭保健所  ☎24-9846
受付日時　月～金曜日(祝日を除く)

　　　　　　9:00～17:00
■北海道いのちの電話  ☎011-231-4343
受付日時　毎日24時間

■健康推進課  ☎45-6610
受付日時　月～金曜日(祝日を除く)

　　　　　　8:45～17:15

会場　市立室蘭総合病院 2階講堂

会場 保健センター 3階

内科救急のお話～消化器疾患を中心に～
講師　市立室蘭総合病院 消化器内科
　　　　　　　　　　医師　清水 晴夫 さん

救急に関する消化器疾患～外科の立場から～
講師　日鋼記念病院 外科
　　　　　　　　　　医師　喜納 政哉 さん

無料

　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。

　自殺を考えている人は、悩みを抱え込み
ながら〝サイン″を発しています。
　｢死にたい」と考えてはいても、心の中
では「生きたい」という気持ちとの間で、
激しく揺れ動いています。

時間と内容　  9:30～10:00　受け付け
　　　　　　10:00～11:30　ヨガ
　　　　　　11:40～12:00　健康ミニ講座、ティータイム
会場　保健センター 3階　　　定員　先着30人
申込方法　9月12日から25日まで、電話で 

運動をはじめたい50歳未満の女性のための

西胆振地域リハビリテーション推進会議合同研修会

リハビリテーションからの
　社会参加できる街づくりの構築

お手軽エクササイズ
レディース運動教室

大切な人の悩みに気付いてください
―そのサインを受け止めるのは、まわりにいる私たちです―

あなたにもできる、自殺予防の４つの行動があります。

こんなサインを見逃さない！ 一人で悩まず相談を

救急の日  救急の日  講演会

10:00　
～12:00

金28
14:00　
～15:00

木

土

27
今月のテーマ

9月10日「世界自殺予防デー」
9月10日～16日「自殺予防週間」

•うつ病などの症状がある

•原因不明の体の不調が長引く
•お酒の量が増えた
•安全や健康が保てない
•重症の体の病気にかかる

•仕事の悩みがある

•職場や家庭などで、サポートが
 得られない
•本人にとって価値のあるものを失う
•自殺を口にする、ほのめかす　　
•自殺未遂に及ぶ

気分が沈む、自分をせめる、
仕事の能率が落ちる、
決断できない、不眠が続く

負担が急に増える、
大きな失敗をする、職を失う

家族や仲間の変化に気づいて、声を掛ける

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける 温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

早めに専門家に相談するよう促す

気付き つなぎ

見守り傾聴

(                        ) (                        )

初心者向け

○

○

○ ○

○
○

○

○



みんなで
楽しく

健康づくり

寿町町会会館
幌萌町会館
母恋会館

知利別集会所
日の出町三丁目町会会館
高砂町会館
天神町会館
道営常盤団地集会室
瑞の江会館
緑ヶ丘町会会館
絵鞆町会館
本町会館
市民会館
港南町会館
水元町会館
舟見町会館
高砂第三会館
港北町会館
八丁平町会会館

御崎町会館　
保健センター
柏木町会館
白鳥台みなみ町会会館
中島連合会館

4日（火）10:00

10日（月）

10:0012日（水）

10:0014日（金）

10:00

19日（水）

10:00

21日（金）

20日（木）

10:00

25日（火）10:00

26日（水）10:00

27日（木）
10:00
13:30

28日（金）10:00

18日（火）

10:00

13:30

5日（水）10:00

6日（木）

7日（金）

10:00

10:00

10:00

14:00

　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

無料がんがんがんがんへのへの支援支援

■訪問看護で出来る事
　　保健師　荒木 里美 さん
■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

9　 19（水）
13:30
　～15:30

9　 5（水）

■15分ミニレクチャー
　がん治療を支える食事
■管理栄養士監修のお茶うけ
会場　同病院 レストランれじいむ

■たのしくおしゃべり
会場　同病院 
　　　患者図書室はぁと

《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
ほっとほーむ

9　 11（火）
13:00
　～15:00

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

無料

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

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。

日  時（9月) 会　　場

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

本輪西会館
(サンライフ室蘭隣)

　今では身近な病気の一つであるがん。がんから身を守るためには、
がんをよく知り、がん検診を受けることが大切です。

○がんは身近な病気
　1981年から、がんは日本の死因第１位です。２人に１人が生涯
に一度はがんになり、３人に１人はがんで亡くなっています。がん
は、誰もがかかる可能性があります。自覚症状が現れてからでは治
療が困難になることもあり、予防や早期発見・早期治療が重要です。
　自分や大切な人が、がんになったとき、がんとどう向き合ってい
くか、あらかじめ考えておくことが必要です。

○がん検診で早期発見
　ほとんどのがんは、早期発見により、がんの広がりが小さいうち
に治療を始めれば、良好な経過をたどります。早期がんとは、大き
さが２センチメートルくらいまでを指しますが、１センチメートル
以下のがんは検査をしても発見できないことが多く、早期発見でき
るのは、１～２センチメートルまでの間です。１センチメートルの
がんが２センチメートルになるのに１～２年かかるといわれていま
すから、１年から２年おきにがん検診を受けましょう。

○子宮頸がん検診と乳がん検診
　無料クーポン券をお持ちの人は、早めに受けてください。検診受
診のきっかけづくりとして、５月末ごろに、対象者に無料クーポン
券を郵送しています。

20歳代後半から増える
がんで、早期のうちはほ
とんど自覚症状がありま
せん。早期のうちに治療
すれば、ほとんどが治る
といわれています。

今年度20歳以上の人

今年度21歳になる人

今年度40歳以上の人

今年度41歳になる人

日本人女性の12人に１人
が乳がんにかかるといわ
れるほど女性に身近な病
気です。40～50歳代の
発症が最も多くなってい
ます。早期のうちに治療
すれば、ほとんどが治る
といわれています。

無料クーポン
の対象者

どんながん？

検診の種類 子宮頸がん検診 乳がん検診

対象年齢

受けよう、命を守る
大切ながん検診

9月は
がん征圧
月間です
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