みんなの健康
学ぼう 楽しもう

詳細 高齢福祉課 ☎25-2861

認知症カフェ

ふなみカフェ

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。
オープン
平日
10:00〜16:00

☎25-7700
舟見町1-13-3(舟見の杜2014内)

5/15㊎ 12:00〜13:00

■ランチ会 「家庭でもできる転倒予防」
料金

500円(ランチ代)

かがやきカフェ

申込方法

5/27㊌ 13:30〜14:30

申込
不要

ミネルバ病院 音楽療法士 佐藤 寛子 さん
用意する物 上履き、外靴用の袋

オープン
第４金曜日
12:30〜15:30

☎44-0012

オープン
毎月最終水曜日
13:30〜16:30

☎41-1001
中島町1-8-5(有料老人ホームチエロ内)

■楽しい音楽療法

5月13日まで、電話で

東町4-20-8(デイサービスセンターかがやき内)

カフェ ちえろ

おたがいサロンの喫茶店
白鳥台5-20-1

(

☎50-3890

サービス付き高齢者向け住宅
おたがいサロン内

)

オープン
毎週月曜日
10:00〜15:00

5/16㊏ 11:00〜14:00

申込
不要

■ソバ打ち体験

打ち立てのおいしいおそばを食そう

ゴールデンウイーク
内科系医療

詳細》室蘭市医師会
☎45-4393

休日や夜間の急病は、各救急病院で対応していますが、発熱、腹痛、風邪な
どの内科に関する症状があるときは、次の診療所を受診してください。各診療
所の専門分野以外の場合は、ほかの病院を受診していただくことがあります。
診療時間

9:00〜15:00(休診…12:00〜13:00)

医

診療日

療

機

上田病院

東町2-24-6

☎44-3690

4日(月)

くがはら内科クリニック

御前水町2-7-22

☎22-1010

5日(火)

あらい内科医院(登別市)

若山町4-42-5

☎86-0338

6日(水)

いしはら小児科(登別市)

若山町3-12-34

☎81-5631

会場 保健センター ３階

当日 直接

詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料

■体組成計を使った体脂肪と筋肉量の測定
実施日 5月29日(金)
時間
9:30〜16:00

■女性のための健康相談
実施日 5月12日(火)
時間
9:30〜16:00

■メタボリック･ダイエット相談
実施日 5月22日(金)
時間
9:30〜16:00

要 予約
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診療日

4日(月)

5日(火)

6日(水)

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

■からだと食事の健康相談

診療時間

3日(日)

関

3日(日)

健康相談

休日歯科
救急医療

実施日 月〜金曜日

時間 9:30〜16:00

10日(日)

定員

先着30人

詳細 室蘭歯科医師会
☎43-3522
5月

9:00〜11:00

診 療 所
太平洋歯科医院
白鳥台5-1-2

☎59-6464

さとう歯科・小児歯科(登別)
☎86-1414
新生町2-14-1
サン･フィッシュ･デンタル･クリニック(伊達)
舟岡町362-18 ☎0142-23-1830
奥村歯科医院
母恋北町2-4-12

☎22-2366

嶋津歯科医院(登別)
富士町2-11-10

☎81-3366

エルム歯科(伊達)
末永町58-61 ☎0142-25-5188
徳満歯科医院(登別)
登別東町1-18-1

☎83-3711

宮内歯科医院(伊達)
☎0142-23-4812
鹿島町41

17日(日)

柴田歯科医院
中島町1-24-7

☎44-1022

24日(日)

福田歯科クリニック
祝津町2-3-1

☎27-5420

31日(日)

金子歯科医院
東町4-18-18

☎44-2621

みんなの健康
申込方法のない教室は、当日直接お越しください。

はぴらん体操講座

無料

5/11㊊ 13:30〜14:15

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

糖尿病教室

無料

●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」
会場

日時

月〜金曜日、
９時から１６時までの１時間程度
会場 市内の希望する場所
講座の内容 事前に話し合いの上、決めます

市立室蘭総合病院 2階講堂

詳細 市立室蘭総合病院 ☎25-2022

レディース運動教室

お手軽エクササイズ

無料

運動をはじめたい50歳未満の女性のための教室です。飲み物と、ヨ
ガマットかバスタオルを持参し、動きやすい服装で参加してください。
1コースのみの参加、途中からの参加も可能です。別室で託児（満1歳
以上、要予約）を無料で受けます。

春夏コース日程
5月28日(木)
6月29日(月)
7月28日(火)
8月17日(月)

時

ローラーピラティス
リズムダンス
フラダンス
ヨガ

間

令和元年度に行った講座の内容
・特定健診の受け方と結果の見方
・気になる生活習慣病の予防
・メタボリックシンドロームの予防

9:30〜10:00 受け付け

・寝たきりにならないために

10:00〜11:30 運動

11:40〜12:00 健康ミニ講座

会場 保健センター 3階
定員 先着30人
申込方法 ５月1日から25日まで、電話または氏名・生年月日・電話番
号・託児が必要な子どもの氏名・生年月日をメールで

詳細 健康推進課 ☎45-6610

こくほ健康出前講座
室蘭市国民健康保険では、保健師、管理栄養
士、健診担当者があなたの町の集会などで講座
を行います。国民健康保険加入者が参加する、
町内会などでご利用ください。

詳細 健康推進課 ☎45-6610
5/28㊍ 14:00〜15:00

国民健康保険に加入している
皆さんの健康づくりをお手伝いします

申込方法 希望する講座開催日の１カ月前まで、
開催希望日時・会場・参加人数・内
容を電話で
詳細 保険年金課 ☎25-1010

kenkou@city.muroran.lg.jp

後期高齢者医療制度(保険料)の見直しについて

詳細 保険年金課 ☎25-2433

見直しに伴う手続きなどはありません。令和２年度の保険料は、６月中旬以降に順次郵送します。

■令和２年度保険料の計算方法
均等割【1人当たりの額
52,048円

+

被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する
｢所得割額｣の合計で保険料を計算します。年度の途中で加入したときは、加入
した月からの月割で計算します。

所得割【被保険者本人の所得に応じた額
(令和元年中の所得−33万円)×10.98％

=

１年間の保険料【限度額64万円
(100円未満切り捨て)

※所得とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

均等割の軽減
割合が見直し
されました
均等割２割・
５割軽減の
範囲が見直し
されました

軽

所得が次の金額以下の世帯

33万円以下で、被保険者全員の所得が０円
※年金収入のみの場合、受給額80万円以下。
33万円

軽減割合

減

割

合

令和元年度

令和２年度

８割軽減

７割軽減

8.5割軽減

7.75割軽減

所得が次の金額以下の世帯
令和元年度

令和２年度

５割軽減

33万円＋(28万円×世帯の被保険者数)

33万円＋(28万5千円×世帯の被保険者数)

２割軽減

33万円＋(51万円×世帯の被保険者数)

33万円＋(52万円×世帯の被保険者数)
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みんなの健康
高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部を助成します
《詳細》健康推進課 ☎45-6610
この予防接種は、肺炎の原因菌の一つである肺炎球菌による
感染を防ぐものです。令和２年度の対象者には、４月に「高齢
者肺炎球菌予防接種券（水色の紙)｣を個別に送付しています。
実施医療機関に直接問い合わせの上、必要な書類と健康保険証
を持参して接種を受けてください。
対象

左記の対象者で次のいずれかに該当する人は、無料
で接種することができます。

過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがなく、次に該当
する人

無料になる人

必要な書類(いずれか一通)

〇令和3年3月31日までに、65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳になる人
(個別に送付した接種券を持参)

市民税非課税世帯の人

○接種時に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）

• 介護保険料納入通知書
• 後期高齢者医療減額認定証
• 課税証明書

生活保護受給世帯の人

• 介護保険料納入通知書
• 生活保護受給証明書

ハチマルニイマル

8020 表彰 該当者の募集
毎年6月「歯と口の健康週間」に合わせ、室蘭歯科医師
会が、80歳を超えて20本以上の歯を維持されている人を
表彰しています。
6月6日(土)に市民会館で開催する「歯と口の健康週間」
イベントにおいて表彰しますので、対象となる人は、ぜひ、
お知らせください。
対象

実施期間 令和3年3月31日まで
本人負担額 2,400円

次の全てに該当する人
・満80歳以上(昭和15年4月1日以前生まれ)
・自分の歯を20本以上維持している
・自立した生活を送っている

申込方法

5月1日から15日まで、電話、または、住所・
氏名・性別・生年月日・電話番号を記入し、
ファクス、メール、郵送で

《詳細》健康推進課 ☎45-6610 FAX 43-4325
kenkou@city.muroran.lg.jp
050-0083 東町 4-20-6

高齢者向け健康講座

えみなメイト
日 時 (5月)

会

無料
場

港北ふれあいセンター

昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性

これからクーポン券を郵送します

昭和37年4月2日〜昭和47年4月1日生まれの男性
には、段階的にクーポン券を個別に郵送する予定です。

クーポン券の有効期限を延長

昭和47年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性に
郵送済みのクーポン券は、有効期限を令和3年3月31
日まで延長しています。
交付・再交付を希望する人は、お問い合わせください。
詳細 健康推進課 ☎45-6610

日 時 (5月)

19日(火) 10:00

20日(水) 10:00
知利別町
楽山ヶ丘自治会会館

会

場

18日(月) 14:00 常盤町会館

(港北町3-29-1 旧港北児童センター)
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無料で受診できる人

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。中止する場合がありますので、お問い合わせください。

12日(火) 10:00 幌萌町会館

15日(金) 10:00

クーポン券が届いたら
風しん抗体検査を受けましょう

詳細 高齢福祉課 ☎25-2861

1日(金) 10:00 日の出町三丁目町会会館

14日(木) 10:00

成人男性の風しん対策について

日 時 (5月)

会

22日(金) 10:00 本光寺（本輪西町3-33-7）

本町会館

25日(月) 10:00 保健センター

市民会館

26日(火) 10:00 御崎町会館

水元町会館

27日(水) 10:00 柏木町会館

港南町会館

21日(木) 10:00 八丁平町会会館

場

28日(木)

10:00 白鳥台みなみ町会会館
13:30 中島連合会館

