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無料
健康相談 《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　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。

室蘭歯科医師会のホームページで
最新の情報を確認できます。

■からだと食事の健康相談 実施日　月～金曜日　　時間　9:30～16:00

■健康相談 ■体組成計を使った体脂肪と筋肉量の測定
実施日　月・水・金曜日
時間　　10:00～11:30

実施日　2月25日(火)
時間　　9:30～16:00

■女性のための健康相談 ■メタボリック･ダイエット相談
実施日　2月6日(木)
時間　　9:30～16:00

実施日　2月17日(月)
時間　　9:30～16:00

会場 保健センター３階

当日直接

要 予約

休日歯科救急医療
診療時間　9:00～11:00

みうら歯科
港北町2-6-1

☎55-6330
森歯科クリニック
港北町2-5-18

☎55-0118
水野歯科医院
東町2-19-14

☎44-4500
横山歯科医院
母恋北町2-3-16

☎22-2394
高砂公園歯科
高砂町2-1-21

☎43-2118
ちりべつファミリー歯科
知利別町3-5-7

☎41-4141

2日(日)

9日(日)

11日(火)

16日(日)

23日(日)

24日(月)

診療日(2月) 診   療   所

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

14:00～15:30

■ふなみカフェ書道教室
※用具は、用意しています。

☎25-7700

　市民の皆さんを対象に、毎月イベントを開催しています。気軽に参加
してください。飲み物は100円で、おかわり自由です。

ふなみカフェ
舟見町1-13-3(舟見の杜2014内)

☎50-3890おたがいサロンの喫茶店
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

おたがいサロン(                                  )おたがいサロン内(                                  )内

2/24㊊

13:30～14:30

■実践！笑いヨガ☆   講師　兼子 孝子 さん
申込方法　2月12日まで、電話で

2/14㊎ 13:30～14:30

■Winter フォークコンサート
出演　「mail-heart」

2/17㊊

認知症カフェ学ぼう 楽しもう

オープン
平日

10:00～16:00

オープン
毎週月曜日

10:00～15:00

13:30～14:30

■ちえろ寄席　出演　ブルース亭たく馬
用意する物　上履き、外靴用の袋

☎41-1001カフェ ちえろ
中島町1-8-5(有料老人ホームチエロ内)

2/26㊌

オープン
毎月最終水曜日
13:30～16:30

申込
不要

申込
不要

申込
不要

☎44-0012かがやきカフェ
東町4-20-8(デイサービスセンターかがやき内)

ふなみカフェ
｢警察講話-交通事故と
 オレオレ詐欺｣

かがやきカフェ
｢腰痛・膝痛体操をしましょう｣

カフェちえろ
｢楽しい音楽療法」

おたがいサロンの
喫茶店
｢いきいきネット」

オープン
第2・4金曜日
11:00～15:30

ラフターヨガ
インターナショナル
認定リーダー(                    )

《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
● 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

感染しない！ 感染させない！
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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。

2/19㊌ 13:30～15:30 　 会場　同病院 2階作業療法室
■みんなでやろう！アロママッサージ
　　緩和ケア認定看護師　磯貝 英利子 さん
■参加者のお話

《《詳細詳細》 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

2/  5㊌ 13:30～15:30 　 会場　同病院 地域医療研修センター
■患者さん同士の語らい        ■ケアレシピ　など

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

がんサロン
ほっとほーむ

2/12㊌ 13:00～15:00 　 会場　同病院 患者図書室はぁと
■たのしくおしゃべり

《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

がんへの支援

　  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
　  shibu/hokkaido/cat070/smoking_
　  kitsuentaisaku/no_smoking/

《詳細》全国健康保険協会北海道支部
　　　☎011-726-0352

　皆さんの薬代の負担軽減や健康保険財政の改
善につながり、これからの医療費や保険料率の
伸びを抑えられるため、ジェネリック医薬品の
普及を進めています。
かかりつけの医師または薬剤師に、ジェネリッ
ク医薬品の処方について、相談してみませんか。

　全国の中でも北海道は、喫煙率の高い地域で
す。協会けんぽでは、喫煙対策を通じて、加入
者の皆さんの健康を守るさまざまな取り組みを
行っています。詳細は、ホームページに掲載し
ていますので、ぜひ、ご覧ください。

ジェネリック医薬品に
　　かえてみませんか

禁煙・分煙に取り組みましょう

協会けんぽからのお知らせ

日 時(2月) 日 時(2月)会　　　　場 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

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

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）

4日(火) 10:00 18日(火) 10:00

20日(木) 10:00

21日(金) 10:00
25日(火) 10:00

28日(金) 10:00

26日(水)

27日(木)

10:00

10:00

13:30

19日(水)
10:00

13:30

5日(水) 10:00

6日(木) 10:00

10日(月) 10:00

12日(水) 10:00

13日(木) 10:00

14日(金) 10:00

17日(月)
10:00

14:00

えみなメイト
高齢者向け健康講座

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。

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

無料
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レディース運動教室 お手軽エクササイズ

はぴらん体操講座

生活習慣病予防の市民健康教室

～大腸がんについて～

申込方法のない教室・講座は、当日直接お越しください。

会場　保健センター 3階　　　定員　先着30人
申込方法　2月3日から21日まで、電話で

会場　保健センター 3階

運動をはじめたい50歳未満の女性のための教室で、スモールボール
を使ったエクササイズを行います。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（満１歳以上、要予約）を無料で受けます。

　現在、日本で死因の１位となって
いるがんですが、中でも大腸がんに
なる人が増え、罹患数は第１位、死
亡数は第２位となっています。
　大腸がんについての予防や治療な
どをテーマに、医師がお話しします。

講師　
製鉄記念室蘭病院
　消化器内科 医師　藤井 重之 さん
日鋼記念病院
　　　　外科 医師　矢部 沙織 さん

　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。

9:30～10:00　受け付け
10:00～11:30　運動「スモールボールエクササイズ」
11:40～12:00　健康ミニ講座、ティータイム

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料

2/27㊍

2/21㊎無料

無料

《会場・詳細》室蘭保健所(広域センタービル２階)
　　　　　　☎24-9846

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
　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

13:30～14:15

《詳細》室蘭市医師会事務局 ☎45-4393

2/29㊏
14:30～16:00 無料

糖尿病教室

会場　市立室蘭総合病院 2階講堂

●糖尿病専門医のお話　医師　宮崎 義則 さん 
●理学療法士のお話 「フットケアについて」

《詳細》市立室蘭総合病院 ☎25-2022

2/27㊍無料 14:00～15:00

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

３月３１日まで です

高齢者肺炎球菌予防接種
費用の助成は

　令和元年度の高齢者肺炎球菌予防接種費用を
助成しています。対象年齢の人は、助成の対象
となる接種期間が間もなく終了しますので、早
めに接種してください。
　室蘭・登別市内の実施医療機関に問い合わせ
てから、接種を行ってください。

対象　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。

実施期間　令和２年3月31日まで
本人負担額　2,400円

※対象者のうち、市民税非課税世帯の人および
　生活保護受給世帯の人は、証明になる書類を
　持参すると無料で接種を受けられます。

• 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
  帳を持参）

• 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歳以上

(                            )対象者への個別通知に同封
している接種券を持参 

2/ 3㊊ アルコール問題を抱える家族の集い
2/ 7㊎  高次脳機能障がい者家族交流会
2/26㊌  ひきこもり家族交流会

2017年
死亡数

１位

２位

３位

４位

５位

肺

大　腸

胃

膵　臓

肝　臓

大　腸

胃

肺

乳　房

前立腺

2014年
罹患数


