
健　康

からだとこころの健康を維持するためには、日ごろから適度な運動を続けて、
毎日の食事や、自分の体調の変化に気をつけることが大切です。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

介護予防講座「えみなメイト」

行　　事　　名 実　施　日 時　間 会場 申込先・詳細

健康相談　当日直接 毎週月・水・金曜日 10:00 
 ～11:30

保
健
セ
ン
タ
ー

健康づくり課
☎45‒6610

メタボリック症候群に関する相談　当日直接  6 日（木）・10日（月）
20日（木）・24日（月）

 9:30 
 ～16:00

ダイエット相談　当日直接 20日（木）
女性のための健康相談　当日直接  6 日（木）
体脂肪と筋肉量の測定　当日直接 27日（木）
からだと食事の健康相談　予 約　 25日（火）

勤
労
者
の
た
め
の
　

健
康
相
談
　
　
　
　

内科・小児科
 塩　澤　英　光　医師  6 日（木）

18:30 
 ～20:30

保
健
セ
ン
タ
ー

室蘭地域産業保健センター
☎45‒4393

精神科・神経科
 千　葉　泰　二　医師 13日（木）

循環器科
 横　山　豊　春　医師 20日（木）

外科・整形外科
 堀　尾　昌　司　医師 27日（木）

心の健康相談　予 約 12日（水）・18日（火） 午　後
室蘭保健所

子ども・保健推進課精神保健福祉係
☎24‒9847

無料

無料

予 約

休日歯科救急医療

移動献血車「ひまわり号」
巡回日程表

《詳細》北海道赤十字血液センター室蘭出張所
　　　☎45‒8730

　　　　（９:00～11:00）　　　　（９:00～11:00）　　　　（９:00～11:00）

巡　回　日　時 会　　　場

 7 日（金）
 9 ：30～11：30 ぷらっと・てついち
12：00～13：00 ＮＨＫ室蘭放送局
14：30～16：30 大川原脳神経外科病院

11日（火）10：00～11：0012：10～17：00 室蘭工業大学

21日（金）
 9 ：00～11：00 室蘭警察署
12：30～13：30 室蘭ガス㈱
15：00～16：30 ㈱室蘭民報社

診療日 医　　院　　名

 2 日（日） 高砂公園歯科   
　高砂町 2 - 1 -21 ☎43-2118

 3 日（月） さとう歯科・小児歯科
　登別市新生町 2 -14- 1  ☎86-1414

 4 日（火） 藤原眼科･歯科
　伊達市梅本町5-1 ☎0142-23-5805

 5 日（水） 太平洋歯科医院
　白鳥台 5 -19- 2  ☎59-6464

 9 日（日） 高橋歯科クリニック
　白鳥台 4 -20- 5  ☎59-2200

16日（日） すずき歯科医院
　高砂町 5 -12-15 ☎46-3434

23日（日） 白鳥台歯科
　白鳥台 5 - 3 -43 ☎59-5567

30日（日） 小野瀬歯科医院
　東町 4 -31- 5  ☎44-1310

　健康に関する講話や ｢はぴらん体操｣ などの軽運動
を楽しみながら行います。65歳以上の人が対象です。
汗拭き用タオルと飲み物を用意して、動きやすい服装
と靴で、直接お越しください（ 2時間程度）。初めて
参加する人は、介護保険被保険者証をお持ちください。

日　　時 会　　場
 6 日（木） 10：00 白鳥台会館

10日（月） 10：00
高砂町会館
天神町会館

11日（火） 10：00 幌萌町会館

12日（水） 10：00
母恋会館
緑ケ丘町会会館（高砂町）
瑞の江会館（大沢町）

14日（金） 13：30 中島会館

18日（火） 10：00
市民会館
本町会館

19日（水）
10：00

水元町会館
港南町会館

13：30 舟見町会館
20日（木） 10：00 日の出町 3丁目町会会館
21日（金） 10：00 八丁平会館
25日（火） 10：00 御崎町会館
26日（水） 10：00 柏木町会館
27日（木） 10：00 本輪西会館（本輪西消防署隣）
31日（月） 10：00 保健センター

《詳細》介護福祉課認定予防係 ☎25-2861

相　　談　　名 実　施　日 時　　間 会　　場 申 込 先・詳 細

弁護士の無料法律相談 毎月第2・4土曜日 9：30～12：00
（相談時間30分以内）中小企業センター

市民相談室 ☎25-2703

市民相談（生活の悩みなど） 土・日・祝日を除く毎日 9：00～17：00 市民相談室
（市役所本庁舎1階） 市民相談室 ☎25-2703

行政相談委員による定例相談
（国や道、市の行政に関する相談） 毎月第2木曜日 13：00～15：00 モルエ中島内

サンドラッグ横通路
北海道管区行政評価局

行政相談課
☎011‒709‒1803

行政書士くらしの無料相談
（相続、各種認可、届出等に関する相談） 毎月第3土曜日 9：30～12：00 中小企業センター 北海道行政書士会室蘭支部

☎23-3207

消費生活に関する相談
土・日・祝日を除く毎日 9：00～17：00 消費生活センター（市役所本庁舎1階）消費生活センター ☎25-3100

土・日・祝日 10：00～16：00 消費者ホットライン
☎0570-064-370

精神障がい者の社会復帰施設
利用などの相談  7 日（金）・17日（月） 9：30～16：00 保健センター 健康づくり課☎45-6610

身体・知的障がいのある人と家族
のための相談支援専門員による障
害福祉サービス利用などの相談

毎月第3金曜日 13：00～16：00 障害者福祉総合センター
（ぴあ216） ぴあ216 ☎45-6611

思45-1003

納税相談（納付もできます） 17日（月）～28日（金）
（土・日を除く毎日）

17：15～19：00 市・納税課
（広域センタービル1階） 市・納税課

☎25-2314
☎25-2321
☎25-2708
☎25-3177
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