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　当日、直接お越しください。駐車場
を利用する人、アレルギーのある人は、
事前に連絡してください。
対象　小学生以下
　　　(就学前の子どもは保護者同伴)
日時　8月1日(木) 14:00～16:30
(映画…14:00～、 ミニゲーム…15:30～)
会場　室蘭言泉学園(母恋南町5-5-39)
定員　先着20人程度
　　　同会・髙橋 ☎50-6720

　サックスの演奏に合わせて踊ったり、
楽器を触る体験もあります。
対象　小学生以下の子どもと保護者
日時　8月15日(木) 12:30～13:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
料金　子ども1人100円（おやつ代）
申込方法　8月14日まで、メールで
　　　Saxophone Ensemble SaxPaL·
土井 ☎050-5217-5861
　se_saxpal@yahoo.co.jp

日時　8月29日（木） 14:30～16:00
会場　自宅(白鳥台2-40-12)
　　　同文庫・安藤 ☎090-9517-6955

・運動と発達をフォローする幼児体操
対象　1～3歳までの子どもと保護者
時間　10:00～11:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
料金　体験料1,000円

・運動が苦手でもゲームで遊んで身体作り
・靴の交換時期のアドバイス
対象　4～8歳までの子どもと保護者
時間　15:45～17:30
会場　保健センター体育館
日程　8月23日(金)
申込方法　8月22日まで、ファクスま
たはメールで
　　　Assi-st・米丸☎080-5436-0230
　0142-23-4900
     iyashino-otete@mbr.nifty.com

対象　生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　8月21日(水) 12:30～13:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
定員　先着8組程度　　料金　800円
申込方法　8月20日まで、メールで
　　　林 ☎090-6997-2185
　miho06180618@icloud.com

対象　子どもと親
日時　8月7日・21日・28日(水) 
　　　10:30～12:00
会場　生涯学習センター「きらん」
料金　各800円
申込方法　各前日まで、電話で
　　　同サークル･加藤 ☎090-7655-0300

　『３匹の山羊のがらがらどん』のお
話やパネルシアターなどを行います。
日時　8月4日(日) 9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会
　　　（幸町5-16）
　　　同教会 ☎22-6086

・民生・児童委員が中心となって開設
八丁平子育てサロン(親子遊びと昼食)
対象　市内の就学前の子どもと親
日時　8月13日(火) 10:00～12:00
会場　八丁平第一町会会館
　　　（八丁平3-33-1）
料金　1組100円(昼食代)
　　　同サロン・中川 ☎46-2213
寿町子育てサロン(親子遊び) 
対象　原則、日の出町・寿町・東町の
就学前の子どもと親（対象外地域から
の参加は要相談）
日時　8月13日・27日(火)
　　　10:00～11:45
会場　寿町会館(寿町1-18-6）
　　　同サロン・斉藤 ☎46-2134

　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

対象　夫婦またはママのみ・パパのみ
　　　(子ども連れも可)
日時　8月21日(水) 10:00～11:30

対象　生後1カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　8月27日(火) 10:00～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
定員　各先着10人　 料金　各2,000円
申込方法　各前日まで、電話または
メールで
　　　産後ケア教室SMILEサロン・
澤田 ☎080-6069-4254
　sawadahiromi.smile@gmail.com

　子育て中のお母さんが、自分自身で
今の自分にピッタリな答えの見つけ方
や考え方、伝え方の視野を広げます。
日時　8月13日(火) 10:00～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
料金　500円
申込方法　8月12日まで、電話または
メールで
　　　The birds and bees 思春期活
動推進会・髙村 ☎090-1302-5116
　bird.bees2010@gmail.com

　お泊まりは小学生以上で、就学前の
子どもは20時30分に解散します。
日時　8月17日(土) 14:00 集合
　　　　　18日(日)  9:30 解散
会場　本教寺(常盤町6-14)
料金　300円(保険料込み)
申込方法　8月16日まで、電話または
住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番
号・アレルギーの有無と保護者の氏名
を記入し、ファクスで
　　　本教寺子供会 ☎090-3899-9138
　57-6782

子育て応援団のお知らせ
いずみ子ども会 映画上映会
『シュガーラッシュ』(アニメ) 無料

０歳からのサクパル音楽会♪

サクソフォン アンサンブル サクパル

（児童書の貸し出し）たんぽぽ文庫 無料

親子はぐくみ教室 あしまる体験会

足育運動遊び あしまるKids
体験会

FAX

ベビーマッサージ Nico

Yogaサークル
DOLPHINママ＆キッズ

みくにっ子文庫おはなし会 無料

無料

子育てサロン 親子のふれあいや
交流の場

おもちゃの修理（部品により有料）

8月25日(日)
10:00～16:00

8月11日(日)
11:00～16:00

ふれあいサロン
ほっとな～る(中島町)

会　　場

青少年科学館

日　時

仲良し夫婦講座

～ママの骨盤調整、
　離乳食の進め方のお話～

ベビーマッサージ＆離乳食

子育てのわ～輪と和～

子供会のお泊まり会

•林 美帆(ベビーマッサージ)
•整理収納キレイライフ
•森 マサミチ(サンドアート)

子育て応援団に入りました
（6月30日現在）

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

～男女の脳の違いを知ると、
　夫婦関係が良くなる!?～

FAX

こんなとき、
どうしよう？

無料

みんなの健康
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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。

14:00　
～15：00

木22

13:30　
～14：15

水28

糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室糖尿病教室

《詳細》市立室蘭総合病院 ☎25-2022

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(9:30から受け付け)｡預け先がな
い場合は､ 別室で託児(満1歳以上､ 要予約)を無料で受けます。

会場　保健センター 3階　　定員　先着30人
申込方法　8月1日から14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
レディース運動教室
お手軽エクササイズ

10:00　
～12:00

月19

今月のテーマ

《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8日(木) 
時間　9:30～16:00

女性のための
健康相談
実施日　8月5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　8月27日(火)
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

無料

初心者
向け

はぴらん体操講座はぴらん体操講座

　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持参し、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

10:00～11:30
ヨガ

11:40～12:00
健康ミニ講座、ティータイム

時 間
内 容

●糖尿病専門医のお話　医師　宮崎 義則 さん ●糖尿病専門医のお話　医師　宮崎 義則 さん 
●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

《詳細》健康推進課 ☎45-6610《詳細》健康推進課 ☎45-6610

13
に参加しませんかに参加しませんか

日時　8月9日(金)
　　　13:30～16:10(13:00から受け付け)
会場　生涯学習センター「きらん」

定員　先着80人
申込方法　8月6日まで、電話または氏名・年齢・
　　　　　電話番号を記入し、ファクスで

FAX

《詳細》地域包括支援センターことぶき
　　　☎46-2121 　44-3301

無料
認知症の人と共に暮らす認知症の人と共に暮らす
まちづくり研修会まちづくり研修会

13:30～　講演「認知症の治療と予防」
　　　　　 恵愛病院院長　森田 伸行 さん

15:00～　認知症サポーター養成講座
15:40～　介護体験発表

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料

　保健所では、月2回、日中にHIV抗体検査を行って
います。〝自分のため″〝人にうつさないため″にも不
安な人は受検しましょう。

内容　カウンセリングと採血による完全予約制の検査
※検査結果は当日中に分かります。
申込方法　事前に電話で、匿名も可　

● 喉が渇く前にこまめに水分補給
● シャワーやタオルで体を冷やす
● 部屋の風通しをよくする
● 外出時は涼しい服装に日傘や帽子

● 食中毒菌を付けない、増やさない、
  食品をしっかり加熱する
● 調理前や調理中にもせっけんで手洗い
● 生の肉や魚介類に触れた後はしっかり手洗い

《詳細》室蘭保健所 ☎22-1009(専用)

ＨＩＶの検査ＨＩＶの検査をを行います行います

気を付けよう

熱中症熱中症
予防予防

食中毒食中毒
予防予防
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(   　　　　　　  )

おたがいサロン
の喫茶店

　市民の皆さんを対象に毎月イベントを開催して
います。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
学ぼう 楽しもう

ふなみカフェ

舟見町1-13-3(舟見の杜2014内)
☎25-7700

オープン
平日

10:00～16:00

かがやきカフェ

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(   　　　　　　　　　　　　 (   　　　　　　かがやき内(   　　　　　　
☎44-0012

オープン
第2・4金曜日
11:00～15:30

23㊎8/

日鋼記念病院看護学生さんとのランチ会
料金　500円（ランチ代）
申込方法　8月21日まで、電話で

介護支援ボランティアとの交流会
申込方法　8月8日まで、電話で

12:00～13:00

9㊎8/ 13:30～14:30

カフェちえろ

中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)
☎41-1001

オープン
毎月最終水曜日
13:30～16:30

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   　　　   　　
☎50-3890

オープン
毎週月曜日

10:00～15:00

28㊌8/
元気に過ごすための健康体操
講師　ミネルバ病院 作業療法士 西山 曜平 さん
用意する物　上履き、外靴用の袋

昔懐かしの室蘭について
皆で振り返りましょう！
講師　認知症地域支援推進員

13:30～14:30

19㊊8/ 13:30～14:30 申込
不要

申込
不要

日時(8月) 会　　　場 日時(8月) 会　　場 日時(8月) 会　　　場

無料
《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
8日㈭

19日㈪

20日㈫

22日㈭

23日㈮

26日㈪
27日㈫

21日㈬

10:00

10:00

10:00

10:00

13:30

10:00

10:00

10:00

10:00

13:30

14:00
2日㈮ 10:00

6日㈫ 10:00

7日㈬ 10:00

港北町会館

白鳥台ショッピングセンターハック

日の出町三丁目町会会館

幌萌町会館

緑ヶ丘町会会館

シニアマンションすずらん(新富町)

天神町会館

高砂町会館

常盤町会館

本町会館

市民会館

港南町会館

舟見町会館

高砂第三会館

八丁平町会会館

白鳥台みなみ町会会館

中島連合会館

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)

保健センター

御崎町会館

対象　市内に居住する次の項目に該当
　　　する人
・妊娠を希望する出産経験がない女性
・妊娠を希望し出産経験がなく、抗体
　ができない女性の配偶者(婚姻関係と
　同様の事情にある人)並びに同居者
・抗体価が低い妊婦の配偶者並びに同
　居者
※ただし、次の人は除きます。
・過去に風しん抗体検
　査を受けた
・過去に２回の風しん
　予防接種を受けた
・検査により風しんと
　診断された

検査方法と助成額
次のどちらかの検査方法
により、１回を限度とし
て助成します。
　・EIA法　6,740円
　・HI法　  5,350円
※配偶者（同居者）との
　同時受検は、補助対象
　外となります。
申請書提出期限
令和2年3月16日(必着）
まで
実施期間
令和2年3月16日まで

　協力医療機関で実施した風しん抗体検査費用を助成します。協力
医療機関に備え付けの申請書と必要な書類を、室蘭保健所に提出し
てください。

先天性風しん症候群の予防のため
抗体検査料を道が助成します

太平洋歯科医院
　白鳥台5-1-2

☎59-6464

福田歯科クリニック
　祝津町2-3-1

☎27-5420

松田歯科医院
　日の出町1-24-25

☎46-6480

本田歯科
　港南町1-9-19

☎22-3322

みうら歯科
　港北町2-6-1

☎55-6330

診療時間　9:00～11:00診療時間　

診療日 診   療   所

4日
(日)

11日
(日)

12日
(月)

18日
(日)

25日
(日)

休日歯科
救急医療救急医療

8月

８/ 5 ㊊  アルコール問題を抱える家族の集い
８/28 ㊌  ひきこもり家族交流会

　家族の悩みについて語り合い、 情報交換や対
応方法を学びませんか。

時間　13:30～15:30
会場　室蘭保健所（広域センタービル2階）
申込方法　 初回の人は、事前に電話で

無料家族交流会家族交流会家族交流会家族交流会家族交流会家族交流会

日時　8月13日(火) 13:00
申込方法　8月8日まで、電話で

　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。

無料

　さまざまな心の健康問題を抱えた本人、家族ま

《詳細》室蘭保健所 ☎24-9846

《詳細》室蘭保健所 ☎24-9846

《詳細》室蘭保健所 ☎24-9846

こころこころのの健康相談健康相談



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

　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。
　年に一回は、お口の中をチェックしましょう。

対象　20歳以上　　　　　　　　　時間　14:00～17:00
定員　各80人(定員超えは抽選)　　料金　1,000円
申込方法　８月１日から21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、メールま
　　　　　たは郵送で

口腔がん検診

9月28日(土) 室蘭市保健センター

10月5日(土) 伊達市保健センター

日　　程 会　　　　場
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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
《詳細》リレー･フォー･ライフ室蘭実行委員会
　　　☎080-1885-1634

　たすきや旗をチームでつなぎ、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・ライフ協賛ウオーク「すこやか がん撲滅の夢をつなぐ」 ※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　9:45 道の駅「みたら室蘭」隣接広場

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　無料
《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
 2019 室蘭13：30 11：30
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■リレー・ウオーク

■ルミナリエ

■ステージ・ブース

8/24●土

　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、感
染する危険があります。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(木)・30日(金) 15:30～16:30 
会場　保健センター ２階
申込方法　当日会場で

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

エキノコックス症の
血液検査を受けましょう

無料

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

無料がんがんがんがんへのへの支援支援

《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》日鋼記念病院
         がん相談支援センター
　　　☎22-2225

■がんに関する学び
■茶話会

■患者さん同士の語らい
■ケアレシピ

■たのしくおしゃべり

がんサロン
はぁと

がんサロン
ひまわりの会

がんサロン
ほっとほーむ

会場　市立室蘭総合病院２階 作業療法室 会場　日鋼記念病院 レストランれじいむ
会場　製鉄記念室蘭病院2階
　　　患者図書室はぁと

8　 21（水）
13:30
　～15:30

8　 7（水）
13:30
　～15:30

8　 14（水）
13:00
　～15:00

《詳細》製鉄記念室蘭病院
         がん相談支援センター
　　　☎47-4337


