健

ひまわりの会

無料

がん患者さんやその家族が、がんについて学び、
不安やつらさを話すことで気持ちの整理がつくな
ど、解決の糸口が見えることがあります。一人で
悩まずに、お気軽にお立ち寄りください。
対象 がんの診断を受け
たことのある人と
その家族
時間 13：30〜15：30
会場 市立室蘭総合病院
申込方法 当日会場で

日

程

休日歯科救急医療

毎月第3水曜日に
開催しています︒

がんサロン

9：00〜11：00
診療日

「えみなメイト」無料

テ ー マ

こころのつらさとは

〜気持ちとどう付き合っていますか〜

《詳細》健康推進課 ☎45-6610
65歳以上の人が対象です。汗拭き用
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２時間程度です。
日

時

会

場

11/27 木
14：00〜14：40

無料

25日（火）10：00 御崎町会館
26日（水）10：00 柏木町会館
27日（木）13：30 中島連合会館
28日（金）10：00 本輪西会館（消防支署隣）

柴田歯科医院
中島町1-24-7 ☎44-1022

23日（日）

高橋歯科医院
本輪西町1-6-8 ☎55-8401

24日（月）

岡田歯科医院
中島町2-31-6 ☎44-6677

30日（日）

奥村歯科医院
母恋北町2-4-12 ☎22-2366

事

体と心の健康を維持するためには、日頃
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付けることが大切で
す。気になることがあるときには、すぐに
相談しましょう。

実 施 日

時 間

毎週
10：00
月・水・金曜日 〜11：30

当日直接

メタボリック・ダイエットの相談

当日直接

28日（金）

女性のための健康相談

当日直接

体脂肪と筋肉量の測定

当日直接

14日（金） 9：30
〜16：00
21日（金）

からだと食事の健康相談

要予約

内科・消化器科・循環器科・呼吸器科
下地 英樹 医師

勤労者の 他
ための
下谷 保治 医師
健康相談 内科・小児科
予 約
鈴木
彩 医師
内科・小児科・消化器科
鈴木 啓弘 医師

会場 申込先・詳細

健康推進課
☎45ー6610

毎週
月〜金曜日
6 日（木）
7 日（金）
20日（木）

18：30
〜20：30
14：00
〜16：00

保健センター

知利別町
21日（金）10：00 楽山ヶ丘自治会会館
八丁平町会会館

16日（日）

《会場・詳細》市立室蘭総合病院 ☎25-2022

4日（火）10：00

健康相談

宇賀歯科医院
中央町2-9-10 ☎22-6989

今月のテーマ
・糖尿病専門医 宮崎義則医師のお話
・薬剤師による糖尿病の薬についてのお話

健康相談 無料
行

9 日（日）

保健センター

寿町町会会館
幌萌町会館
5日（水）10：00 母恋会館
日の出町三丁目町会会館
7日（金）10：00
白鳥台会館
高砂町会館
10日（月）10：00
天神町会館
瑞の江会館
12日（水）10：00
緑ヶ丘町会会館
13日（木）10：00 港北町会館
10：00 祝津会館
14日（金）
13：30 中島会館
10：00 保健センター
17日（月）
14：00 道営常盤団地集会室
本町会館
18日（火）10：00
市民会館
港南町会館
10：00
19日（水）
室蘭工業大学大学会館
13：30 舟見町会館
20日（木）10：00 高砂第三会館

糖尿病教室

☎45-7117

御前水歯科クリニック
3 日（月）
御前水町2-6-20 ☎24-8148

《詳細》市立室蘭総合病院地域連携室
医療福祉相談 ☎25-2241

介護予防講座

診 療 所

岩倉歯科
2 日（日）
水元町12-6

緩和ケアの話
11月19日(水) 知って安心、
12月17日
（水）

康

室蘭地域産業
保健センター
☎45ー4393

26日（水） 18：30
〜20：30

血液センターで献血を
献血は69歳まで、成分献血のみ 受付日時
女性は54歳までです。65歳以上 日曜日、祝日を除く毎日
の献血は、60歳から64歳までに
成分献血(予約) 9:00〜11:00 13:00〜15:00
献血経験がある人に限ります。は
全血献血
9:00〜12:00 13:00〜17:00
じめて献血する人などは本人確認
のため、運転免許証、健康保険証 《会場・詳細》
などの身分証明書の提示をお願い 北海道赤十字血液センター 室蘭出張所
しています。
☎45-8730
0120-165-454
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健

康
インフルエンザ予防接種と高齢者肺炎球菌予防接種を受けましょう
接種料金の一部を助成します

インフルエンザが流行する季節を迎えます。感染予防や感染
拡大を防ぐためにインフルエンザ予防接種を受けましょう。また、
肺炎は体の抵抗力が弱まった時などにかかりやすく、高齢者は重

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

症化しやすい病気です。肺炎球菌予防接種は、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。インフルエンザ
予防接種と合わせて行うことで、肺炎予防の効果が高まります。

インフルエンザ予防接種

高齢者肺炎球菌予防接種

・接種する日までに65歳以上になる人
（年齢を確認できる健康保険証などの身分証を
持参）

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
・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）
・平成27年3月31日までに、次の年齢になる人
（個別に通知します。同封の接種券を持参）
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳以上

対
象
・60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器疾
（必要な書類） 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）

実施期間

11月1日から12月31日まで

平成27年3月31日まで

本人負担額

1,050円

2,400円

・市民税非課税世帯の人
（介護保険料納入通知書または課税証明書）
・生活保護受給世帯の人
（介護保険料納入通知書
無料になる人
または生活保護受給証明書）
（必要な書類）
・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）

接種
接種
と
方法
機関

13:30
〜14:15

はぴらん体操 無料
飲み物を持参し、運動しやすい服装と靴
で、当日直接お越しください。
会場 保健センター4階

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

臨床検査フェスティバル 無料
『臨床検査技師』という職業を知っていますか？
11/16 日
10:30
〜15:00

体調が良い時に
受けましょう

・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）

室蘭・登別市内の実施医療機関に直接問い合わせの上、接種を受ける際に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。

室蘭の健康
ご当地体操
11/14 金

・市民税非課税世帯の人
（介護保険料納入通知書
または課税証明書）

会場 モルエ中島
内容 血管年齢測定、肺年齢測定
疑似尿検査体験、超音波体験（中学生・
高校生が対象）、子どもゲームコーナー
（小学生以下が対象）

《詳細》室蘭臨床検査技師会
（市立室蘭総合病院 臨床検査科内）☎25-３４５５
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北海道栄養士会室蘭支部
設立60周年記念事業

無料

/24

11
月
13:15〜16:00

市民公開講座
『食育』
食育に興味のある人なら、
どなたでも参加できます。

会場 市民会館
内容 ・講演「食べることから見えてきたこと
〜将来へのメッセージ〜」
北海道教育大学札幌校 佐々木貴子 教授
・管理栄養士による食育の事例発表
定員 先着100人
申込方法 当日会場で
《詳細》北海道栄養士会室蘭支部事務局
（介護老人保健施設 憩内・堀田）☎41-１５１１

