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みんなの健康

　子宮けいがんは､HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因と考えられ
ています。このウイルスは、女性の多くが "一生に一度は感染する" といわ
れ、感染してもほとんどの人は自然に消えますが、一部の人はがんになるこ
とがあります。がんにならないためには、感染を防ぐことが重要です｡
　小学６年生～高校１年生相当の女子は、無料で子宮けいがん予防ワク
チンの定期接種(半年～１年の間に３回)を受けられます。厚
生労働省のホームページをご覧になり、子宮けいがん予防ワ
クチンと接種のリスクを理解した上で検討してください。

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。

　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
日時　令和3年1月10日から2月21日までの日曜日
　　　(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）
申込期間　12月1日(火)～21日(月)

12月は中止します。

12 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

1/6㊌
令和3年 13:30～14:45　※詳細は、ホームページで。

対象　西胆振地域に居住する人
申込方法　令和３年１月４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 《詳細》健康推進課 ☎45-6610

子宮けいがん予防ワクチンの接種
お正月太り解消！
おなか引き締め教室

　下半身を中心とした筋力トレーニングを
行います。初回に簡単な脚力テストがあります。
対象　40歳以上
日時　令和3年1月9日から2月27日までの土曜日
　　　(全8回) 10:00～11:00　
定員　先着10人
料金　4,500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）
申込期間　12月1日(火)～25日(金)

申込方法　電話または申込書で
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

健脚教室
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

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。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。

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

無料 ※次の点に配慮をお願いします。
・参加前に手を洗い、マスクを着用する
・ひと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

日　時 (12月) 会　場 日　時 (12月) 会　場 日　時 (12月) 会　場

1日(火) 10:00
寿町町会会館 11日(金) 10:00 絵鞆町会館

18日(金) 10:00 知利別町楽山ヶ丘自治会会館幌萌町会館 14日(月) 10:00 高砂町会館
2日(水) 10:00 母恋会館(母恋北町2-2-18）

15日(火) 10:00
本町会館

21日(月)
10:00 保健センター

3日(木) 10:00 知利別集会所 市民会館 14:00 常盤町会館
4日(金) 10:00 日の出町三丁目町会会館

16日(水)
10:00

港南町会館 22日(火) 10:00 御崎町会館
9日(水) 10:00 緑ヶ丘町会会館 室蘭工業大学

大学会館 24日(木)
10:00 白鳥台みなみ町会会館

10日(木) 10:00
天神町会館 13:30 中島連合会館　

港北ふれあいセンター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)(港北町3-29-1 旧港北児童センター)(港北町3-29-1 旧港北児童センター)(港北町3-29-1 旧港北児童センター)(港北町3-29-1 旧港北児童センター)

13:0013:0013:00 舟見町会館
25日(金) 10:00 本光寺(本輪西町3-33-7）17日(木)17日(木) 10:0010:0010:00 高砂第三会館

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  12月8日(火) 13:00
申込方法  12月3日まで、電話で

行います。初回に簡単な脚力テストがあります。

《会場・詳細》B&G海洋センター ☎26-2082

みんなの健康
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無料
健康相談

■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　12月10日(木)
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　12月1日(火)
時間　　9:30～16:00

実施日　12月21日(月)
時間　　9:30～16:00

当日直接

要 予約

14:00～15:00
■書道教室
申込方法　12月25日まで、電話で

12/28㊊ 13:30～14:30
■楽しい音楽会「カンパーニャ＆トライアングルス」
用意する物　上履き、外靴用の袋

12/23㊌

13:30～14:30
■特殊詐欺被害予防のお話 など
講師　室蘭警察署生活安全課

12/14㊊13:30～14:30
■かがやき機能訓練士による「腰痛・膝痛体操」
申込方法　12月10日まで、電話で

12/11㊎

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

申込
不要

申込
不要

無料認知症カフェ
学ぼう 楽しもう

休日歯科
救急医療

12月

うつらない、うつさないために 風邪  インフルエンザ  新型コロナウイルス感染症
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無料
健康相談 《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《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。

こまめな手洗いを心掛けましょう。また、外出中に手が汚染されている場
合があるので、顔(特に目・鼻・口)を触らないようにしましょう。
・流水と石けんで20～30秒かけて丁寧に洗う
・外出先からの帰宅時、調理の前後、食事前、排泄後の手洗いを心掛ける

周囲の人へ、咳やくしゃみの飛沫が飛ぶのを防ぎましょう。
・マスクを着用する
・咳やくしゃみの際は、ティッシュやハンカチ、上着の内側、服の袖などで
　口や鼻を覆う

密閉空間密閉空間密閉空間
密集場所密集場所密集場所
密接場面密接場面密接場面

感染リスクが高くなる「３密」を避けましょう。
・換気の悪い部屋などは、風の流れができるよう1回5分間を目安に1～2
　時間に1回以上、二方向の窓を開ける
・買い物は混雑していない時間に行く
・会話や発声する際、互いに手を伸ばして届く範囲以上の距離をとり、
　正面に立たない

　一人一人の手洗い、咳エチケットの実施がとても重要です。 ご理解ください
子どものマスク着用

マスクを着用できない人がいます

■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 ■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　12月10日(木)
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　12月1日(火)
時間　　9:30～16:00

実施日　12月21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

14:00～15:00
■書道教室
申込方法　12月25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
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(                                  )

12/28㊊ 13:30～14:30
■楽しい音楽会「カンパーニャ＆トライアングルス」
用意する物　上履き、外靴用の袋

12/23㊌

13:30～14:30
■特殊詐欺被害予防のお話 など
講師　室蘭警察署生活安全課

12/14㊊13:30～14:30
■かがやき機能訓練士による「腰痛・膝痛体操」
申込方法　12月10日まで、電話で

12/11㊎

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

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

《詳細》室蘭歯科医師会
　　　☎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
年末年始の当番は、13ページをご覧ください。年末年始の当番は、13ページをご覧ください。

12月

診療日 診　　　療　　　所

6日㈰ 金子歯科医院
　東町4-18-18　　　　　　　 ☎44-2621

13日㈰
K.FUKUDA DENTAL CLINIC（登別）
　鷲別町3-22-2　　　　　　　☎50-6565
金本歯科医院（伊達）
　山下町55　　　　　　☎0142-25-3822

20日㈰ 谷口歯科医院
　御前水町2-1-16　  　　　　 ☎23-9090

27日㈰ 川本歯科医院
　中島町2-11-14　　　　　　 ☎45-0656

うつらない、うつさないために 風邪  インフルエンザ  新型コロナウイルス感染症

　就学前の子どもは、保護者などが体調に十分注
意し、体調が悪いときは無理に着用させる必要はあ
りません。また、２歳未満の子どもは窒息などのリ
スクが高まるため、マスクの着用は不要です。
　保育所、幼稚園、学校などで、人との距離が十分
にとれる屋外では、マスクの着用は必要ありません。

　わがままや努力不足ではなく、感覚過敏やぜん
そく、肺の病気、認知症などでマスクを着用でき
ない人がいます。
　マスクの着用が推奨されている状況で着けてい
ない人がいても、まずは「何か事情があるのかも
しれない」と考えてみてください。


