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　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、   必要な書類  を持参して
予防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。
　今年度は10月から開始します。感染予防や感染
拡大を防ぐため、早めに予防接種を受けましょう。
実施期間　10月1日から12月31日まで
本人負担額　1,500円

・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

　肺炎は体の抵抗力が弱まったとき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｡
実施期間　令和3年3月31日まで
本人負担額　2,400円
　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。
・令和2年4月1日から令和3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

・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
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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

高齢者インフルエンザ予防接種 高齢者肺炎球菌予防接種

高齢者インフルエンザ 高齢者肺炎球菌

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。

■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 ■メタボリック･ダイエット相談
実施日　月・水・金曜日
時間　　10:00～11:30

実施日　10月13日(火)
時間　　9:30～16:00

■女性のための健康相談 ■体組成計を使った体脂肪と筋肉量の測定
実施日　10月6日(火)
時間　　9:30～16:00

実施日　10月26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

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》室蘭歯科医師会
　　　☎43-3522
《
　　　☎43-3522

休日歯科
救急医療

診療時間　診療時間　9:00～11:009:00～11:00
10月

診療日 診　　　療　　　所

4日㈰ 福田歯科クリニック
　祝津町2-3-1　 　　　　 ☎27-5420

11日㈰
三愛病院歯科（登別）
　中登別町24-12　　　　 ☎83-1111
石川歯科医院（伊達）
　元町46-13　　　 ☎0142-23-0020

18日㈰ 水野歯科医院
　東町2-19-14　　　　　 ☎44-4500

25日㈰ ありじ歯科クリニック
　宮の森町4-22-39　　　 ☎84-5041
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日時(10月) 会　　　場

1日(木) 10:00

知利別集会所

港北ふれあいセンター
  港北町3-29-1
  旧港北児童センター

2日(金) 10:00 日の出町三丁目町会会館

6日(火) 10:00
寿町町会会館

幌萌町会館

7日(水) 10:00 母恋会館(母恋北町2-2-18)

8日(木) 10:00 天神町会館

9日(金) 10:00 絵鞆町会館

12日(月) 10:00 高砂町会館

14日(水) 10:00 緑ヶ丘町会会館

15日(木) 10:00 高砂第三会館

16日(金) 10:00 知利別町楽山ヶ丘自治会会館

19日(月) 14:00 常盤町会館

20日(火) 10:00
本町会館

市民会館

21日(水)
10:00

港南町会館

水元町会館

13:30 舟見町会館

22日(木)
10:00 白鳥台みなみ町会会館

13:30 中島連合会館　

23日(金) 10:00 本光寺(本輪西町3-33-7)

26日(月) 10:00 保健センター

27日(火) 10:00 御崎町会館

えみなメイト
高齢者向け健康講座 《詳細》高齢福祉課

　　　☎25-2861

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。参加者が多いときや悪天候の際は、
中止する場合があります｡

・参加前に手を洗い、マスクを着用する
・一つの場所に集まらず、周りの人と２メートル程
　度距離を保つ
・発熱や風邪の症状があるときは、参加しない

※次の点に配慮をお願いします。

無料
無料

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。

10月は中止します。

10月は中止します。

《詳細》 市立室蘭総合病院
　　　 がん相談支援センター
　　　 ☎25-2241

がんサロン
  ひまわりの会

10/7㊌ 13:30～14:40  ※今回はオンラインで開催します。
対象　西胆振地域に居住する人
申込方法　10月5日17時まで、同サロンのホーム
　　　　　ページで

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

webがんサロン
  ほっとほーむ

《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

無料

《会場・詳細》室蘭保健所(広域センタービル)☎24-9846

こころの健康相談こころの健康相談
　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。
日時  10月13日(火) 13:00　  申込方法  10月８日まで、電話で

無料

無料

《詳細》同支部(すばる薬局)☎44-1717

《会場・詳細》生涯学習センター｢きらん｣ ☎83-7750

お薬なんでも相談会お薬なんでも相談会
　日頃から疑問に思っていても、なかなか聞けない薬のことや、健康
診断などの医療に関することを薬剤師に相談してみませんか。お薬手
帳を持参の上、当日直接お越しください。
日時  10月18日(日) 10:00～13:00
会場  モルエ中島内 イベントスペース

　健康寿命の5つの鍵と65歳からの基礎学習など、超高齢社会を見据
えた「100歳大学構想」について、元滋賀県知事の國松善次さんがお
話しします。
日時　10月11日(日) 13:30　　定員　先着50人
申込方法　10月1日から、電話で

人生100歳時代の覚悟と備え～100歳大学が目指すもの～

(一社)北海道薬剤師会室蘭支部

きらん開設2周年記念講演

(                           )
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14:00～15:00
■書道教室
申込方法　10月23日まで、電話で

10/26㊊ 13:30～14:30
■歌声ユニット・スワンハーモニー演奏会
用意する物　上履き、外靴用の袋

10/28㊌

13:30～14:30
■骨盤底筋トレーニング～尿漏れ予防～
講師　尿失禁ケアセラピスト　野沢  祥代 さん

10/19㊊13:30～14:30
■かがやき機能訓練士による「筋力向上トレーニング」
申込方法　10月8日まで、電話で

10/9㊎

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

申込
不要

申込
不要

無料認知症カフェ
学ぼう 楽しもう

10月29日 世界脳卒中デー

口を「イ～ッ」としたときに、
片方しか動かない。

手のひらを上にして両手を水平
に上げたままにしようとしても、
片腕だけが下がってくる。

話をしても言葉が出ない、ろれ
つが回らない、言葉が理解でき
ない。

脳梗塞の血の塊を溶かす治療(血
栓溶解療法)は、発症から4.5時
間がリミットです。

Face

Arm
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顔

腕

言
葉
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　脳卒中は、西胆振地域の死亡原因として、がん、心臓病
に次いで第３位、日本人の介護が必要となった主な原因で
は、認知症に次いで第２位となっていて、重大な健康問題
です。
　脳卒中の症状で、突然激しい頭痛が起こることはよく知
られています。しかし、多くは痛みを伴わず、急に手や足
が思うように動かなくなる、しびれる、話をしようとして
も言葉が出ない、相手の話が理解できない、視界が狭くな
る、片方の目が見えないなどの症状がたびたび出現します。
　一つでも症状があれば、緊急の受診が必要となります。
早期に治療を開始することで、命を救うことができます。

高血圧を管理しましょう
糖尿病を予防しましょう
不整脈（心房細動）を見つけて治療しましょう
LDLコレステロールを下げましょう
塩分は控えめに、野菜を多く摂りましょう
たばこをやめましょう
節酒しましょう
適度な運動を続けましょう
健康的な体重を維持しましょう
ストレスに気を配りましょう
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９
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　脳卒中の初期症状をいち早く確認できる方法が「ACT 
FAST(急いで行動)」で、脳卒中を疑う際に行うチェック
の頭文字を組み合わせて「FAST」としています。
　一つでも当てはまるときは、急いで行動しましょう。

簡単チェック ACT FAST

これって脳卒中!?
顔･腕･言葉に異常があれば、救急車を
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14:00～15:00
■書道教室
申込方法　10月23日まで、電話で

☎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。飲み物
を持参し、気軽に参加してください。

ふなみカフェ

脳卒中を予防するために

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

10/26㊊ 13:30～14:30
■歌声ユニット・スワンハーモニー演奏会
用意する物　上履き、外靴用の袋

10/28㊌

13:30～14:30
■骨盤底筋トレーニング～尿漏れ予防～
講師　尿失禁ケアセラピスト　野沢  祥代 さん

10/19㊊13:30～14:30
■かがやき機能訓練士による「筋力向上トレーニング」
申込方法　10月8日まで、電話で

10/9㊎

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

オープン
平日

10:00～16:00

オープン
毎週月曜日

10:00～15:00

☎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)

オープン
毎月最終水曜日
13:30～16:30

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)

オープン
第２金曜日

12:30～15:30

無料認知症カフェ
学ぼう 楽しもう

10月29日 世界脳卒中デー

口を「イ～ッ」としたときに、
片方しか動かない。

手のひらを上にして両手を水平
に上げたままにしようとしても、
片腕だけが下がってくる。

話をしても言葉が出ない、ろれ
つが回らない、言葉が理解でき
ない。

脳梗塞の血の塊を溶かす治療(血
栓溶解療法)は、発症から4.5時
間がリミットです。
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　脳卒中は、西胆振地域の死亡原因として、がん、心臓病
に次いで第３位、日本人の介護が必要となった主な原因で
は、認知症に次いで第２位となっていて、重大な健康問題
です。
　脳卒中の症状で、突然激しい頭痛が起こることはよく知
られています。しかし、多くは痛みを伴わず、急に手や足
が思うように動かなくなる、しびれる、話をしようとして
も言葉が出ない、相手の話が理解できない、視界が狭くな
る、片方の目が見えないなどの症状がたびたび出現します。
　一つでも症状があれば、緊急の受診が必要となります。
早期に治療を開始することで、命を救うことができます。

高血圧を管理しましょう
糖尿病を予防しましょう
不整脈（心房細動）を見つけて治療しましょう
LDLコレステロールを下げましょう
塩分は控えめに、野菜を多く摂りましょう
たばこをやめましょう
節酒しましょう
適度な運動を続けましょう
健康的な体重を維持しましょう
ストレスに気を配りましょう
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　脳卒中の初期症状をいち早く確認できる方法が「ACT 
FAST(急いで行動)」で、脳卒中を疑う際に行うチェック
の頭文字を組み合わせて「FAST」としています。
　一つでも当てはまるときは、急いで行動しましょう。

簡単チェック ACT FAST

これって脳卒中!?
顔･腕･言葉に異常があれば、救急車を


