
　インフルエンザが流行する時期を迎えます。今シーズンから４種類の型のウ
イルスに対応するワクチンになり、従来よりも多くのウイルスに効果があります。
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
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ので、今年度の対象年齢の人は予防接
種を受けましょう。

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

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　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。

健康相談
行　　事 実　施　日 時　間 会場 申込先・詳細

健康相談　当日直接� 月･水･金曜日 10:00～11:30
保
健
セ
ン
タ
ー

健康推進課
☎45-6610

女性のための健康相談�当日直接 13日（金）

  9:30～16:00
体脂肪と筋肉量の測定�当日直接 20日（金）

メタボリック・ダイエット相談� 当日直接 27日（金）

からだと食事の健康相談� 予 約 � 月～金曜日

勤労者の
ための　
健康相談

予 約

内科
塩澤　英光　医師  5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

循環器科
横山　豊治　医師 12日（木）

精神科・神経科
千葉　泰二　医師 19日（木）

整形外科・リハビリ科
澤田　一二　医師 26日（木）

無料

診療日 診���療���所�

 1日（日）
太平洋歯科医院
　白鳥台5-1-2
 ☎59-6464

 3日（火）
福田歯科クリニック
　祝津町2-3-1
 ☎27-5420

 8日（日）
エルム歯科蘭東診療所
　中島町2-23-3
 ☎43-6161

15日（日）
松田歯科医院
　日の出町1-24-25
 ☎46-6480

22日（日）
本田歯科
　港南町1-9-19
 ☎22-3322

23日（月）
みうら歯科
　港北町2-6-1
 ☎55-6330

29日（日）
森歯科クリニック
　港北町2-5-18
 ☎55-0118

休日歯科救急医療
診療時間　9：00～11：00

～接種料金の一部を助成します～

インフルエンザ予防接種 必要な書類（必ず持参） 高齢者肺炎球菌予防接種

対　象

○接種する日までに、65歳以上に
　なる人

○ 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機能障
　害で身体障害者手帳1級の人

年齢を確認できる健康
保険証などの身分証　

身体障害者手帳

個別に送付した接種券

　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
疫機能障害で身体障害者手帳1級の人

　○ 平成28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

実施期間 11月1日から12月31日まで － 平成28年3月31日まで
本人負担額 1,500円 － 2,400円

無料に
なる人

○市民税非課税世帯の人
○生活保護受給世帯の人

○室蘭市国民健康保険に加入して
　いる人
○後期高齢者医療制度に加入して
　いる人

◦介護保険料納入通知書
◦課税証明書
◦ 後期高齢者医療限度額適
　用・標準負担額認定証
◦生活保護受給証明書

上記のいずれかひとつ

国民健康保険被保険者証

後期高齢者医療被保険者証

　○市民税非課税世帯の人
　○生活保護受給世帯の人

接種機関と接種方法 　室蘭・登別市内の実施医療機関に直接問い合わせの上、接種を受けてください。接種を受ける際には、
必要な書類を必ず持参してください。
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健康保険証を
持参しましょう



　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
 4日（水） 10:00 母恋会館

 6日（金） 10:00
日の出町三丁目町会会館
白鳥台会館

 9日（月） 10:00
高砂町会館
天神町会館

10日（火） 10:00 幌萌町会館

11日（水） 10:00
瑞の江会館
緑ヶ丘町会会館

12日（木） 10:00 港北町会館

13日（金）
10:00 祝津町会館
13:30 中島会館　

16日（月） 14:00 道営常盤団地集会室

17日（火） 10:00
本町会館
市民会館
寿町町会会館

18日（水）
10:00

港南町会館
室蘭工業大学大学会館

13:30 舟見町会館
19日（木） 10:00 高砂第三会館

20日（金） 10:00
知利別町楽山ヶ丘自治会会館
八丁平町会会館

24日（火） 10:00 御崎町会館　
25日（水） 10:00 柏木町会館

26日（木）
10:00 白鳥台みなみ町会会館
13:30 中島連合会館

27日（金） 10:00 本輪西会館（サンライフ室蘭隣）
30日（月） 10:00 保健センター

介護予防講座「えみなメイト」
《詳細》健康推進課�☎45-6610

無料

糖尿病教室

月の健康講座11

　がんの診断を受けたことのある人とその家族を対象に、開
催しています。一人で悩まずに、気軽にお立ち寄りください。
●「冬に流行する感染症」のお話　　●参加者のお話
　感染管理認定看護師　荒木�大輔
会場　市立室蘭総合病院

内容　ヨガの講演と体験
定員　先着20人
申込方法　11月２日から17日まで、電話で

18水
13:30～14:15

　室蘭の名所や名物を取り入れた体操です。気持ち良く体を
動かし、冬に向けて体力を向上させましょう。
　飲み物を持参し、動きやすい服装と靴でお越しください。
会場　保健センター4階

はぴらん体操講座

《詳細》�健康推進課�☎45-6610

《詳細》高齢福祉課�☎25-2861

19木
13:00～15:00

《会場・詳細》女性センター�☎25-3200

ヨガ体験講座

健康
ご当地
体操

　認知症サポーター、認知症について興味がある人、または
実際に介護をしている人を対象に行う交流会です。必要に応
じて見守りますので、認知症本人と同伴で参加できます。
内容　◎地域の助け合いについて一緒に考える
　　　　テーマ｢認知症にやさしいまちで暮らす｣
　　　◎認知症の最近の話題
　　　◎介護のコツ　　◎専門家による相談会
日時と会場、申込先

申込方法　�①は11月1日から6日まで、②は11月1日から11
日まで、電話で

日　　時 会　場 申　込　先
①11月11日（水）
　13:00～15:00 白鳥台会館 地域包括支援センター

白鳥ハイツ ☎59-3100

②11月16日（月）
　13:00～15:00 中島会館 地域包括支援センター

憩 ☎41-3076

集まれ！認知症の応援隊
認知症交流会

無料

　地域包括ケアについて、理解を深めるための講演会
とシンポジウムです。当日、直接会場にお越しください。
13:40～14:40　講演
�「認知症になっても、介護が必要になっても
　安心して生活するために」
　～在宅医療の現場から～
　本輪西ファミリークリニック院長
　　　　　　　　　　　　　草場 鉄周 医師
14:50～15:50　シンポジウム
　さまざまな分野を代表する人が、お話をします。
・まちづくりや高齢者を支える資源
・支え合いマップ作りの取り組み
・地域でのボランティアの取り組み
・地域包括支援センターが取り組んできた地域包括ケア

地域包括ケアのまちづくり

11/9月
13:30～16:00

会場：蓬崍殿

誰もが安心して
暮らし続けられる
地域づくり

無料
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26木
14:00～14:40

《会場・詳細》市立室蘭総合病院�☎25-2022

今月のテーマ

無料
　 ｢申込方法｣ の記載がない催しは、事前の申し込みは
必要ありません。当日、直接会場にお越しください。

18水
13:30～15:30

《詳細》市立室蘭総合病院�地域連携室�医療福祉相談�☎25-2241

がんサロン
ひまわりの会

●糖尿病専門医　宮崎義則医師のお話
●臨床検査技師のお話「糖尿病と脂質」


