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JAXAコズミックカレッジ

《会場・詳細》DENZAI環境科学館 ☎22-1058

　プロペラ飛行機を作ります。講座終了後に展
示室を見学する場合は、入場料がかかります （大
人600円、65歳以上400円、市内居住の中学生
以下無料）。

ロボットアリーナ体験教室

対象　小学1～3年生
日時　9月25日（日） 10:30～12:00

レゴⓇWeDo2.0でロボット
を動かします。使用するレゴ
ⓇWeDo2.0とレゴⓇブロック
は持ち帰れません。

対象　小学4～6年生
日時　9月25日（日） 14:00～16:00

　壁に当たると旋回するロボットを作ります。
作成したロボットは持ち帰ることができます。

対象　小学1～3年生の子どもと保護者
日時　9月17日（土） 10:30～12:00
定員 先着10組 （子ども1人につき保護者は1人）
申込方法　9月7日から11日までの10時15分か
ら17時まで、電話で

図書館・DENZAI環境科学館合同企画

宇宙を感じちゃおう★月間宇宙を感じちゃおう★月間

《詳細》図書館 ☎22-1658、DENZAI環境科学館 ☎22-1058

※DENZAI環境科学館は、入館料 （大人600円、65歳以上400円、市内
　居住の中学生以下無料） がかかります。

木9/1
金～30
宇宙にまつわる本の
特設コーナー

図書館
本館

DENZAI環境科学館
当日
直接
当日
直接

　海で働いたり、遊んだりしている人の様子や、海の
生き物たちの様子などを描いたはがきサイズの作品を
募集します。詳細は、ホームページをご覧ください。
募集部門　小学生低学年の部 （1～3年生）、小学生高学年
の部 （4～6年生）、中学生の部
申込方法　9月9日まで、作品の裏面に住所・氏名 （ふりがな）・学校
名・学年・クラス・電話番号・作品のメッセージを記入し、郵送で

《詳細》第一管区海上保安本部警備救難部環境防災課 ☎0134-27-0118
　　　　047-8560 小樽市港町5-2

無料無料

無料無料

《会場・詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　　　　　☎46-5337

定員　各8人 （定員超えは抽選、保護者は1人
まで同伴可）
申込方法　9月1日12時から10日
16時まで、ホームページの申込
フォームで

「ロボブロックで遊ぼう！プログラミング編」

「壁で方向転換！せん回ロボットを作ろう」

　日本人の２人に１人が生涯に一度はがんになり、３人に１人はがんで亡くなっています。がんは、誰
もがかかる可能性のある身近な病気です。自覚症状が現れてからでは、治療が困難になることもあり、
予防や早期発見・早期治療が重要です。あなたと、あなたの大切な人のためにがん検診を受けましょう。

　新型コロナウイルス感染症の流行後、全国でがん
検診受診率が低下しており、本市でも、ほとんどの
がん検診で受診率が低下しています。がん検診の受
診率が減ったことで、がんと診断される数も減って
いると考えられています。がんや生活習慣病の早期
発見には、定期的な健診やがん検診の受診など適切
な受診が重要です。消毒などの基本的な感染対策を
徹底しながら、健診は予定通りに受けましょう。

　ほとんどのがんは、早期に発見してがんの広がりが小さいうち
に治療を始めた場合、良好な経過をたどることが分かっています。
早期がんとは、大きさが2センチメートルくらいまでのがんを指
します。しかし、1センチメートル以下のがんは検査しても発見
できないことが多く、早期発見できるがんは、1～2センチメー
トルまでの間です。1センチメートルのがんが2センチメートル
になるのに1～2年かかるといわれ、自覚症状はほとんどないため、
症状がなくても1～2年おきにがん検診を受けることが大切です。

子宮がん検診 乳がん検診

どんながん？

20歳代後半以降から増え
るがんで、早期はほとん
ど自覚症状がありません。
早期のうちに治療すれば、
ほとんどが治るといわれ
ています。

日本人女性の12人に1人
がかかるといわれるほど
女性に身近な病気です。
40～50歳代の発症が最も
多くなっています。早期
に治療すれば、ほとんど
が治るといわれています。

対象年齢
今年度20歳以上の人
※�令和4年度は、偶数月生
まれの人が対象。

今年度40歳以上の人
※�令和4年度は、偶数月生
まれの人が対象。

検査方法 子宮頸部の内診
（細胞診） マンモグラフィ

検査の頻度 2年に1回
無料クーポン
対象者 今年度21歳になる人 今年度41歳になる人

　がんには原因の分からないものもあり、小児がん
も、生活習慣や細菌・ウイルスとは関係なく発症す
るものが多いがんです。
　原因の分かっている主なものは、細菌・ウイルス、
生活習慣、遺伝的要因です。男性のがんの53.3パー
セント、女性のがんの27.8パーセントは、たばこ
や飲酒、塩分摂取、過体重などの生活習慣や細菌・
ウイルスの感染が原因と考えられています。

　市内には、国や北海道の指定を受けた「がん診療連携拠点・指
定病院」があり、「がん相談支援センター」が設置されています。
　がんの診断を受けた人、治療中の人、その家族が抱えるさまざ
まな悩みについて相談員がお話を伺います。相談は無料です。ま
た、各病院では毎月がんサロン（16ページ）が開催され、その
病院に通院していない人も参加できます。

※�無料クーポン券は、対象者へ5月末ごろに郵送しています。

　詳細は、健康推進課にお問い合わせください。
市ホームページでも確認できます。

肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎
ウイルス検診、ピロリ菌検査も実施しています

子宮がん検診と乳がん検診

 がんを見逃しているかもしれません

 がんと診断されたら

 がん検診で早期発見

 室蘭市のがん検診

９月は「がん征圧月間」です 《詳細》健康推進課 ☎45-6610

会　場 日　時 電　話
市立室蘭総合病院
がん相談支援センター

月～金曜日
（祝日を除く）

8:50～17:20 25-2241

日鋼記念病院
がん相談支援センター 8:30～17:00 22-2225

製鉄記念室蘭病院
がん相談支援センター 8:30～17:15 47-4337

がんを予防するためには

がんを予防する生活習慣
5つの健康習慣を実践することで
がんになるリスクが低くなります。
①禁煙する たばこは吸わず、他の人が吸っ

ているたばこの煙も避けましょ
う。たばこが無くなれば、男性
のがんが３分の１に減るといわ
れています。

②食生活 塩分摂取の理想は１日6グラム
未満です。野菜は１日350グラ
ム以上食べましょう。熱い食べ
物・飲み物は冷ましてから。

③お酒は適量 ビール大瓶1本（633ミリリット
ル）、日本酒1合（180ミリリッ
トル）、ワイン（240ミリリット
ル）、焼酎（120ミリリットル）、
ウイスキー（60ミリリットル）

④身体を動かす 歩行程度の運動は１日60分、汗
ばむ程度の運動は１週間に60分
行いましょう。

⑤適正体重 自分の理想体重は、身長（メート
ル）×身長（メートル）×22です。
（例：身長160センチメートル
なら、56.32キログラム）
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無料無料
オレンジカフェ 《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

　認知症の人とその家族、地域の人が気軽に立ち寄ることのできるカフェです。詳細は、各カフェにお問い合わせください。

　　　　　　　☎25-7700
舟見町1-13-3（舟見の杜2014内）

オープン
毎月第2・4月曜日
13:00～15:00

9/26㊊ 14:00～15:00
■書道教室
申込方法　9月23日まで、電話で

講師　日鋼記念病院　吉田 有希 さん（認知症看護認定看護師）
　　　市立室蘭総合病院　高橋 悠哉 さん（認知症看護認定看護師）
　　　老人保健施設母恋　高橋 徳子 さん（理学療法士）
日時　9月20日（火）13:00～14:30
会場　㊆栗林商会アリーナ　
定員　先着30人
料金　200円
申込方法　9月1日から9日まで、電話で

《詳細》室蘭いが栗の会事務局・谷中 ☎090-7643-4189

　専門職が認知症に関する相談を伺います。また、脳
機能や健康と密接な関係のある嗅覚の簡易検査（先着
50人）を実施します。カフェではコーヒー（100円）、
ふくろうのマリトッツォ（130円）の販売があります。
コーヒーを飲みながら、ゆっくり相談できます。
日時　9月20日（火）12:30～15:00
会場　㊆栗林商会アリーナ　
持ち物　上靴またはスリッパ

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

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

オープン
毎月第2金曜日
12:30～15:30

9/9㊎ 13:30～14:30
■みんなで脳トレ
講師　地域包括支援センターことぶき　鷲津 輝朗 さん
申込方法　9月7日まで、電話で

　　　　　　　☎41-1001
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

9/28㊌

9/26㊊

13:30～15:00

13:30～14:20

■身も心も若返るスペシャルレクリエーション
講師　（株）ライフアップ　波方 元希 さん

■ひょっとこ踊り
　飲み物は100円で、おかわりは自由です。
講師　ひょっとこ笑和会

当日
直接

当日
直接

当日
直接

　　　　　　　ふなみカフェ

　　　　　　　　かがやきカフェ

　　　　　　　カフェちえろ

☎50-3890
白鳥台5-20-1（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

13:00～15:00
おたがいサロンの喫茶店

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

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。
※市立室蘭総合病院のがんサロンは休止中です。再開する場合は、ホームページなどでお知らせします。

　認知症になっても安心して暮らせる地域を
目指し、講演会と相談会を開催します。

がんへの支援

webがんサロン
ほっとほーむ

《詳細》日鋼記念病院がん相談支援
　　　センター ☎22-2225

がんサロン
はぁと

《詳細》製鉄記念室蘭病院がん相談支援センター
　　　☎47-4337

9/7㊌ 9/28㊌13:30～14:45 13:00
申込方法　9月5日17時まで、ホームページの申込
フォームで

会場　同病院�患者図書室はぁと
申込方法　事前に電話で

無料無料

認知症を見守る地域につながる絆認知症を見守る地域につながる絆
世界アルツハイマーデー講演会2022 出張オレンジカフェ　相談会

「家族が認知症になったら」

９月は世界アルツハイマー月間
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高齢者向け健康講座 えみなメイト 《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。

日　時（9月） 会　　場

1日（木） 10:00 知利別中央会館
白鳥台集会所

2日（金） 10:00 日の出町三丁目
町会会館

6日（火） 10:00 幌萌町会館
7日（水） 10:00 母恋会館

8日（木） 10:00 天神町会館
港北ふれあいセンター

9日（金） 10:00 絵鞆町会館

日　時（9月） 会　　場

12日（月）
10:00 高砂町会館

10:30 高砂第一会館
（高砂町1-52-34）

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
八丁平町会会館

20日（火） 10:00 本町会館
市民会館

日　時（9月） 会　　場

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
26日（月） 10:00 保健センター

14:00 常盤町会館
27日（火） 10:00 御崎町会館
28日（水） 10:00 柏木町会館
30日（金） 10:00 本光寺

※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
・ 一つの場所に集まらず、周りの人と1メートル

程度距離を保ち、対面で座らない
・発熱や風邪の症状があるときは、参加しない

　トランポリンを使ったエクササイズを
行います。
対象　20～40歳代
日時　10月12日（水）18:30～19:30
　　　　　�15日（土）10:30～11:30
会場　㊆栗林商会アリーナ　
定員　各先着10人　料金　各1,000円
申込方法　9月14日から、申込フォームで

《詳細》スポーツ協会 ☎84-6270

健康相談 《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《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。
会場　保健センター3階

■健康相談
日時　月・水・金曜日
　　　　10:00～11:30

■メタボリック・ダイエット相談
日時　9月12日（月）

　　　　9:30～16:00

■女性のための健康相談
日時　9月5日（月）
　　　　9:30～16:00

■からだと食事の健康相談　 日時　月～金曜日　9:30～16:00

■体組成計を使った体脂肪と筋肉量の測定
日時　9月20日（火）

　　　　9:30～16:00

当日 直接

要 予約

無料無料

休日歯科
救急医療

診療日 診　　療　　所

 4日（日） いしい歯科
　東町2-22-6  ☎44-3367

11日（日）

高橋歯科医院（登別市）
若草町3-14-10  ☎86-2250

福田歯科クリニック伊達医院（伊達市）
旭町1-1 ☎0142-82-3787

18日（日） いちはし歯科
本輪西町3-6-13 ☎55-4323

19日（月） 岩倉歯科
水元町12-6� ☎45-7117

23日（金） 御前水歯科クリニック
御前水町2-6-20� ☎24-8148

25日（日） 柴田歯科医院
中島町1-24-7 ☎44-1022

《詳細》室蘭歯科医師会
　　　☎43-3522

診療時間 9:00～11:00 9月　新型コロナウイルス感染症の影響で環境が一変し、生活や仕事にさま
ざまなストレスや悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。も
しもあなたや周りの人が悩みや不安を抱えて困っているときは、気軽に
相談できる場所があります。

・健康推進課 ☎45-6610　月～金曜日（祝日を除く）8:45～17:15
・室蘭保健所 ☎24-9846　月～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00
・北海道いのちの電話 ☎011-231-4343　毎日24時間
・相談窓口などの情報を分かりやすくまとめたサイト
「まもろうよ こころ」（LINEやチャットなどで相談ができます）

無料無料 当日
直接

9月10～16日は9月10～16日は
 　自殺予防週間です 　自殺予防週間です

〝コロナ疲れ〞の心と体を
 　　　 ケアしましょう

〈1人で悩まず相談を〉
相 談 窓 口

トランポリンフィットネストランポリンフィットネス


