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子育て応援団のお知らせ

（児童書の貸し出し）たんぽぽ文庫 無料

みくにっ子文庫おはなし会

子育てサロン 親子のふれあいや
交流の場

無料

ベビーヨガ

ココ　　　　ルナ

ベビーラップ体験会

子育てのわ～輪と和～
～自律神経を整える自律訓練法とイメージ
　療法を取り入れた癒やしのワーク～

ベビーマッサージ＆
離乳食＆骨盤調整

ベビーマッサージ

～ママの骨盤調整、
　離乳食の進め方のお話～

無料
おはなしやさん
絵本の読み聞かせ

ベビーマッサージ Nico

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

子育て応援団に入りませんか

cocoluna.murorann@gmail.com

（https://coubic.com/babywear
ing0babywrap/250991)

舞台鑑賞例会 人形劇
『まいごのおまわりさん』 ＆
ママ向け子育てトーク

日時　毎週木曜日 14:30～16:00
会場　自宅（白鳥台2-40-12)
　　　同文庫・安藤
　　　☎090-9517-6955

　

　当日会員になり、鑑賞ができます。
トークは、託児を受けます。
対象　就学前の子どもと親
日時　11月16日(土) 
　　　13:00～15:00
会場　市民会館
料金　1人2,200円（入会金200円、会費
月額1,000円×2カ月分)、3歳以下は無料

　年齢に合わせた舞台鑑賞と遊びを通
して､子どもたちを育みます。詳細は、
お問い合わせください。

　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

日時　11月14日・28日(木) 
　　　10:30～11:00
会場　イオン室蘭店
　　　おはなしやさん・吉田 ☎43-5912

－民生・児童委員が中心となり開設－
● 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　11月12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　11月12日・26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

対象　2カ月～2歳の子どもと親
　　　(帝王切開の場合は３カ月以上）
日時　11月8日・22日(金) 11:00～12:00
会場　ぷらっと。てついち
料金　各1,300円（蒸しパン付き)
申込方法　各前日まで、メールで
　　　CoCo LuNa・高子
　　　☎090-6994-2081
　　　

対象　赤ちゃんの抱っこに興味のある人
　　　（男性のみの参加は不可）
日時　11月9日(土)　13:30～15:00
会場　講師自宅（栄町）
料金　1組500円
申込方法　11月8日まで、申込フォーム
で

　　　室蘭ベビーラップアドバイザー･野沢
　　　☎080-5584-0365

対象　子育て中の保護者
　　　（子ども同伴の参加も可）
日時　11月12日(火) 10:00～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
料金　500円（同伴の子どもは無料）
申込方法　11月11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

対象　１カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　11月19日(火) 10:00～11:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
定員　先着10人　　
料金　2,000円
申込方法　11月18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

　『３まいのおふだ』のお話やパネル
シアター『二人の朝ごはん』などを行
います。
日時　11月3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

対象　2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　11月6日・20日(水) 
　　　12:30～13:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
定員　各先着8組程度　　
料金　各800円
申込方法　各前日まで、メールで
　　　林 ☎090-6997-2185
　miho06180618@icloud.com

　　　
　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

対象　2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　11月22日(金) 10:30～12:30
会場　胆振地方男女平等参画センター
　　 （ミンクール）
料金　2,000円
申込方法　11月21日まで、メールで
　　　Present･齋藤 ☎090-5981-5049
　babymassage.present@gmail.com

　子育て応援の取り組みを継続して
行う、市民・団体・会社などが登録
できます。まち全体で子育てを応援
しましょう。

無料

子ども劇場 会員募集
おもちゃの修理（部品により有料）

11月24日(日)
10:00～15:30

11月10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
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11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。

13:30　
～14：15

月18

14:00　
～15：00

木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《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》市立室蘭総合病院 
　　　医療連携・患者支援推進センター ☎25-3１１１

●●糖尿病専門医のお話糖尿病専門医のお話
　宮崎 義則 さん 
●薬剤師のお話
｢糖尿病薬を使用する上で大切なこと」

無料

　飲み物を持参し、動きやすい服装で参加してください。
　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。

　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。体脂肪と筋肉量の測定もできます。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 3階

　自分と大切な人が健やかに過ごすためにできることを一緒
に考えてみませんか。
講師　市立室蘭総合病院　精神科医師　上川 康友 さん　
会場　市民会館

精神科医の視点から
　～自殺リスクの評価と対応について～

13:00　転ばないための第一歩
　自分の筋力・バランス・歩く速さをチェック
してみましょう

　感染管理認定看護師　荒木 大輔 さん

13:30　講演「おさえておきたい家庭での
　　　　　　　 インフルエンザ予防対策」

　薬剤師　吉嶋 邦晃 さん

13:50　講演「知ろう まもろう 抗菌薬
　　　　　　　 ～クスリが効かないバイ菌の話～」

　感染対策チーム

14:10　上手な手洗いを身につけましょう
　　　　   ～ブラックライトを用いた手洗いの実践～

会場　保健センター 3階　　 定員　先着30人
申込方法　11月1日から19日まで、電話で　　 会場　市立室蘭総合病院 ２階講堂

運動をはじめたい50歳未満の女性のための

市民講演会

お手軽エクササイズ「フラダンス」
レディース運動教室レディース運動教室

くじらん健康教室
今年も流行?インフルエンザ
に負けないために

10:00　
～12:00

金22

14:00　
～16:00

火5

今月の
テーマ

時間と
内容

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

11/ 1㊎　高次脳機能障がい者家族交流会
11/27㊌　ひきこもり家族交流会

《会場・詳細》室蘭保健所 ☎24-9846《詳細》室蘭臨床検査技師会(製鉄記念室蘭病院 臨床検査科内)
　　　☎44-4650

　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。

　動きやすい服装で、参加してください。以前に参加した
人は､〝くじらん健康手帳″をお持ちください。

　健康への関心を高め､「臨床検査技師」を知るための
イベントです。当日、直接お越しください。

時間　13:30～15:30
申込方法　初回の人は、事前に電話で

会場　生涯学習センター「きらん」

無料
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臨床検査フェスティバル
13:30～16:00

日11/17

血管年齢測定 子どもゲームコーナー

検査体験「擬似尿検査｣｢嗅覚(におい)検査」

13:00　
～14：40

金22

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

はぴらん体操講座はぴらん体操講座

こころの健康づくりこころの健康づくり
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岩倉歯科

御前水歯科クリニック

みうら歯科

柴田歯科医院

奥村歯科医院

金子歯科医院

水元町12-6

御前水町2-6-20

港北町2-6-1

中島町1-24-7

母恋北町2-4-12

東町4-18-18

☎45-7117

☎24-8148

☎55-6330

☎44-1022

☎22-2366

☎44-2621

診療時間　9:00～11:00

診療日 診    療    所

3日㈰

4日㈪

10日㈰

17日㈰

23日㈯

24日㈰

休日歯科救急医療休日歯科救急医療 11月

　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 楽しもう学ぼう 楽しもう 認知症カフェ認知症カフェ

｢火災や地震が起こってしまったら｣
消防本部蘭北支署　松尾 孝宏 さん

18㊊11/ 13:30～14:30

22㊎11/ 12:00～13:00

27㊌11/ 13:30～14:30
申込
不要

申込
不要

おたがいサロン
の喫茶店

かがやきカフェ オープン  第2･4金曜日 11:00～15:30

オープン  毎週月曜日 10:00～15:00

☎50-3890

☎44-0012

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（　　　　　　　　  ）

東町4-20-8
(デイサービスセンターかがやき内）

ランチ会 ｢手遊び」で介護予防
料金　500円(ランチ代)　
申込方法　11月20日まで、電話で

オープン  平日 10:00～16:00

☎25-7700 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)

お坊さんバンド＆ウクレレ★トライアングル　　　
用意する物　上履き、外靴用の袋

カフェちえろ

ふなみカフェ

オープン  毎月最終水曜日 13:30～16:30

☎41-1001

　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。

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

■参加者のお話
■ストレスとつきあう
　認定心理士　木村 緑 さん

■ミニレクチャー
　｢お答えします！薬物療法の疑問アレコレ」
　がん化学療法看護認定看護師　亀田 千鶴 さん
■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 講堂
会場　製鉄記念室蘭病院
　　　患者図書室はぁと

11　 20（水）
13:30
　～15:30

11　 6（水）
13:30
　～15:30

11　 13（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

《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　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　11月12日(火) 
時間　9:30～16:00

女性のための
健康相談
実施日　11月5日(火)
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　11月26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
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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

　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。

　インフルエンザや肺炎は、高齢者
にとって命に関わることもあります。
　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 必要な書類を持参  して、接種
を受けましょう。

　インフルエンザが流行する時期を迎えます。
インフルエンザのウイルスは空気感染をします
ので、感染予防や感染拡大を防ぐために予防接
種を受けましょう。
実施期間　11月1日から12月31日まで
本人負担額　1,500円

実施期間　令和2年3月31日まで
本人負担額　2,400円

　肺炎は体の抵抗力が弱まった時になどにかかりや
すく、高齢者は重症化しやすい病気です。
　今年度の対象年齢の人は、早めに予防接種を受け
ましょう。

・接種をする日までに65歳以上になる人

・市民税非課税世帯の人

・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

介護保険料納入通知書　または　課税証明書

個別通知に同封している接種券

介護保険料納入通知書　または
課税証明書　または
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

身体障害者手帳

・室蘭市国民健康保険に加入している人
国民健康保険被保険者証

・後期高齢者医療制度に加入している人
後期高齢者医療被保険者証

年齢を確認できる健康保険証などの
身分証明書

・生活保護受給世帯の人
介護保険料納入通知書　または
生活保護受給証明書

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31年4月1日から令和2年3月31日までに、
　次の年齢になる人
　　65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
　　95歳、100歳、101歳以上

・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

・市民税非課税世帯の人

介護保険料納入通知書
　または
生活保護受給証明書

・生活保護受給世帯の人
必要な書類

上記対象のうち
無料になる人

必要な書類

対　　象

高齢者のための予防接種を受けましょう
接種料金の一部を助成します

インフルエンザ   高齢者肺炎球菌

インフルエンザ予防接種 高齢者肺炎球菌予防接種

日時(11月) 会　　　場 日時(11月) 会　　　場 日時(11月) 会　　　場
1日㈮ 10:00

5日㈫ 10:00

6日㈬ 10:00

7日㈭ 10:00

8日㈮ 10:00
11日㈪ 10:00
13日㈬ 10:00

14日㈭ 10:00 21日㈭ 10:00

22日㈮ 10:00

25日㈪ 10:00

26日㈫ 10:00

27日㈬ 10:00

28日㈭
10:00

13:30

15日㈮ 10:00

18日㈪ 14:00

19日㈫ 10:00

20日㈬
10:00

13:30

日の出町三丁目町会会館
寿町町会会館
幌萌町会館
ケアハウス絆
知利別集会所

絵鞆町会館
高砂町会館
緑ヶ丘町会会館

白鳥台ショッピング
センターハック

天神町会館
港北町会館

常盤町会館
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

知利別町楽山ヶ丘
自治会会館

高砂第三会館

八丁平町会会館

保健センター

御崎町会館

柏木町会館

白鳥台みなみ町会会館

中島連合会館

本輪西会館
(サンライフ室蘭隣)

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

インフルエンザ ノロウイルス 
●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

気を付けよう
《詳細》健康推進課
　　　 　　　 　　　 ☎45-6610


