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　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。

　冬場の体力作りとお正月の運動不足を
解消するために、参加しませんか。
　ストレッチポールで筋肉をほぐし、全身を使ったイン
ターバルトレーニングを行います。

対象　20歳以上の人
日時　令和2年1月12日～2月23日の日曜日(全7回）
　　　10:00～11:00　
定員　先着15人
料金　3,500円（別途、任意で保険料がかかります。
　　　64歳以下1,850円、65歳以上1,200円）
申込方法 12月2日から20日まで、電話、直接、または、
　　　　　備え付けの申込書か、住所・氏名・性別・年齢・
　　　　　電話番号を記入し、ファクスで
申込書の設置場所 ・Ｂ＆Ｇ海洋センター　  ・市体育館
　　　　　　　　 ・入江運動公園温水プール
　　　　　　　　 ・げんき館ペトトル

《詳細》高齢福祉課
　　　☎25-2861

学ぼう 楽しもう学ぼう 楽しもう
お正月太り解消！ 認知症カフェ認知症カフェ
おなか引き締め教室

ランチ会
｢年中行事｣を考える
料金　500円（ランチ代）
申込方法
12月18日まで、電話で

認知症サポーター養成講座

申込方法
12月12日まで、電話で

高齢者社会における
相続・遺言について
｢大切な家族のために
 今、できること」
用意する物
上履き、外靴用の袋

マンドリンコンサート

出演
コンパニア・デ・マンドリーナ

20㊎12/ 12:00～13:00

13㊎12/ 18:00～19:30

25㊌12/ 13:30～14:30

2 ㊊12/ 13:30～14:30

申込
不要

申込
不要

おたがいサロンの喫茶店

オープン  毎週月曜日
　　　　 10:00～15:00

白鳥台5-20-1 ☎50-3890

（　　　　　　　　  ）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（　　　　　　　　 

ふなみカフェ

オープン  平日
　　　　 10:00～16:00

舟見町1-13-3 ☎25-7700
(舟見の杜2014内)

かがやきカフェ

オープン  第2・4金曜日 
　　　　 11:00～15:30

東町4-20-8 ☎44-0012

（　　　　　　　  ）（　　　　　　　  ）デイサービスセンター（　　　　　　　  ）（　　　　　　　  ）かがやき内（　　　　　　　  ）

カフェ ちえろ

オープン  毎月最終水曜日
　　　　 13:30～16:30

中島町1-8-5 ☎41-1001
(有料老人ホームチエロ内)

　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

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

■知ればなるほど！くすりクイズ
　～薬についての正しい理解～
  薬剤師　足達 芳恵 さん
■参加者のお話

■患者さん同士の語らい
■ケアレシピ　など

■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　同病院 2階作業療法室 会場　同病院 レストランれじいむ 会場　同病院 患者図書室はぁと

12　 18（水）
13:30
　～15:30

12　 4（水）
13:30
　～15:30

12　 11（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

14:00　
～15：00

木12/26 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☎25-2022

《会場・詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　 ☎26-2082　 26-2083

●糖尿病専門医のお話　宮崎 義則 さん 
●管理栄養士のお話
　「年末年始の食事」

当日、直接会場にお越しください。

会場　市立室蘭総合病院 2階講堂

今月の
テーマ

FAX
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無料

　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。

寿町町会会館

幌萌町会館

シニアマンションすずらん

知利別集会所

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

高砂町会館

緑ヶ丘町会会館

天神町会館

港北町会館

絵鞆町会館

保健センター

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

高砂第三会館

八丁平町会会館

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）

御崎町会館　

白鳥台みなみ町会会館

中島連合会館

診    療    所

3日 10:00

4日 10:00

5日 10:00

6日 10:00

9日 10:00

11日 10:00

12日 10:00

17日 10:00

18日
10:00

13:30

13日 10:00

19日 10:00

20日 10:00

24日 10:00

26日
10:00

13:30

16日
10:00
14:00

12月

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　12月12日(木)
時間　9:30～16:00

女性のための
健康相談
実施日　12月3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　12月23日(月)
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

無料

12/ 9㊊　アルコール問題を抱える家族の集い
12/25㊌　ひきこもり家族交流会

《会場・詳細》室蘭保健所(広域センタービル2階) ☎24-9846

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料

みんなで
楽しく

健康づくり

　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
対象です。精神科医師などに相談することにより、適切な助言
や支援を受けられます。

　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
申込方法　初回の人は、事前に電話で

日時　1２月10日(火) 13:00
申込方法　12月5日まで、電話で

インフルエンザ ノロウイルス 
● こまめに手洗い・うがい
● 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

無料
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《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

無料
高齢者向け健康講座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(12月) 会　　場

寿町町会会館

幌萌町会館

シニアマンションすずらん

知利別集会所

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

高砂町会館

緑ヶ丘町会会館

天神町会館

港北町会館

絵鞆町会館

保健センター

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

高砂第三会館

八丁平町会会館

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）

御崎町会館　

白鳥台みなみ町会会館

中島連合会館

診療日 診    療    所

3日(火) 10:00

4日(水) 10:00

5日(木) 10:00

6日(金) 10:00

9日(月) 10:00

11日(水) 10:00

12日(木) 10:00

17日(火) 10:00

18日(水)
10:00

13:30

13日(金) 10:00

19日(木) 10:00

20日(金) 10:00

24日(火) 10:00

26日(木)
10:00

13:30

16日(月)
10:00
14:00

診療時間　9:00～11:00
年末年始の当番は、13ページをご覧くたさい。

谷口歯科医院　　   御前水町2-1-16　 ☎23-9090

川本歯科医院　　  中島町2-11-14　　☎45-0656

八丁平歯科医院　  八丁平2-27-16　 ☎46-1182

サイトウ歯科医院　 日の出町2-16-11　☎43-6686

1日(日)

8日(日)

15日(日)

22日(日)

休日歯科救急医療休日歯科救急医療
12月

《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　12月12日(木)
時間　9:30～16:00

女性のための
健康相談
実施日　12月3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　12月23日(月)
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

12/ 9㊊　アルコール問題を抱える家族の集い
12/25㊌　ひきこもり家族交流会

《会場・詳細》室蘭保健所(広域センタービル2階) ☎24-9846

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料家族交流会家族交流会

こころの健康相談こころの健康相談

みんなで
楽しく

健康づくり

　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
対象です。精神科医師などに相談することにより、適切な助言
や支援を受けられます。

　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
申込方法　初回の人は、事前に電話で

日時　1２月10日(火) 13:00
申込方法　12月5日まで、電話で

インフルエンザ ノロウイルス 
● こまめに手洗い・うがい
● 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

無料


