
11月の健康講座
「申込方法｣のない催しは、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。

無料

《詳細》市立室蘭総合病院 ☎25-2022

《詳細》市立室蘭総合病院 ☎25-2241

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》西胆振糖尿病療養指導士会事務局
　　  （なの花薬局室蘭宮の森店内） ☎45-1193

●糖尿病専門医　宮崎 義則 医師のお話 
●看護師のお話「フットケアについて」
会場　市立室蘭総合病院 2階講堂

　脳卒中について、医師や看護師がお話をします。
　どなたでも参加できます。

講演　｢こんな症状 ピンときたら119番」
　　　講師　脳卒中センター長　大山 浩史 医師

　　　｢脳卒中　再発予防のススメ」
　　　講師　脳卒中リハビリステーション看護
　　　　　　認定看護師　菅原 大輔 さん

　　　｢食べる前の体操でお口の準備をしましょう」

　　　講師　摂食嚥下障害看護認定看護師
　　　　　　岩本 高始 さん

会場　市立室蘭総合病院 2階講堂

●みんなで答えて学ぼうクイズタイム、血圧や肥
　満度測定、頸動脈エコー検査、糖尿病相談コーナーなど
●講演会
　テーマ「糖尿病と合併症　備えあれば憂いなし」
　講師　あとう内科クリニック　網頭 慶太 医師

会場　市民会館

　室蘭の健康ご当地体操で､気持ちよく体を動か
しましょう｡
　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

　ヨガマットまたはバスタオル、飲み物を持参し、動きやすい服
装で参加してください。別室で、託児(要予約)を無料で受けます。

会場　保健センター 3階　　定員　先着30人　
申込方法　11月12日から26日まで、電話で

糖尿病教室糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教糖尿病教室室室室室室

糖尿病フェア

脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中
市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座

市民公開講座

今月のテーマ

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

はぴらん体操講座はぴらん体操講座

14:00　
～15:00

木22

18:00　
～19:30

木29

10:00　
～13:00

金23

13:30　
～14:15

木29

運動をはじめたい50歳未満の女性のための

お手軽エクササイズ
レディース運動教室

10:00　
～12:00

木29
初心者
向け

時間と内容

9:30～10:00
◎受け付け

11:40～12:00
◎健康ミニ講座
◎ティータイム

10:00～11:30
◎ローラーピラティス

《詳細》健康推進課
　　　☎45-6610

無料健康相談健康相談

　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。

健 康 相 談

実施日　月・水・金曜日
時間　10:00～11:30

メタボリック・ダイエット
相談

実施日　11月21日(水)
時間　9:30～16:00

女性のための
健康相談

実施日　11月2日(金)
時間　9:30～16:00

からだと食事の健康相談
実施日　月～金曜日
時間　9:30～16:00

体組成計を使った
体脂肪と筋肉量の測定

実施日　11月16日(金)
時間　9:30～16:00

当日
直接

当日
直接

当日
直接

当日
直接

要 予約

会　場
保健センター３階

11月

診療日 診　療　所

診療時間  9:00～11:00

休日歯科休日歯科
救急医療救急医療

3日(土) 柴田歯科高砂デンタルオフィス
高砂町3-9-20  　☎45-8484

4日(日) 白鳥台歯科医院
白鳥台5-3-43  　☎59-5567

11日(日) すずき歯科医院
高砂町5-12-15　☎46-3434

18日(日) 八丁平歯科医院
八丁平2-27-16　☎46-1182

23日(金) 小野瀬歯科医院
東町4-31-2　  　☎44-1310

25日(日) 高砂歯科医院
高砂町5-31-12　☎45-8622

えんげ

広報むろらん 2018年11月19

みんなの健康



みんなの健康

20広報むろらん 2018年11月

(                                   )

■がんに関する学びと当事者による体験談、医
　療用ウィッグ、ネイル体験、タオル帽子、相
　談コーナーなど
■講演会　13:00～15:00
　テーマ「あなたを支える緩和ケア」
　講師　消化器科医師　小野寺 馨 さん
　テーマ「中皮種患者として､伝えたいアスベスト
　　　　　(石綿)疾患患者の現状と今後」
　講師　中皮種･アスベスト疾患･患者と家族の会
　　　　　　　　　　　勝沼 範和 さん
　　　　　　　　　　　田中 奏実 さん
会場　市立室蘭総合病院 2階講堂

■15分レクチャー
　｢がんの痛み～お薬の使い方」
　  薬剤師　佐藤 英二 さん
■治療や生活のことなど、いろいろなことを
　語らいましょう
会場　日鋼記念病院 2階講堂

■たのしくおしゃべり
会場　製鉄記念室蘭病院 患者図書室はぁと

がんへの支援がんへの支援
《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。当日、直接会場にお越しください。

　今月は市民公開講座と共催のため、どなたで
も参加することができます。

無料がんへの支援がんへの支援
《詳細

《詳細》市立室蘭総合病院 地域連携室
　　　医療福祉相談 ☎25-2241

《詳細》日鋼記念病院 がん相談支援センター 
　　　☎22-2225

《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

はあと

がんサロン

がんサロン

ひまわりの会+
市民公開講座

ほっとほーむ

10:30～
11/13（火）

テーマ　｢がんになっても私らしく過ごそう｣

13:30～
  15:30

11/7（水）

13:00～
  15:00

11/6（火）

《会場･詳細》市立室蘭総合病院事務局 医事課 ☎25-3111(内線 ２２３９)

　市立室蘭総合病院では、多忙な平日を過ごす女性のため
に日曜日に乳がん検診を受診できる環境づくりに取り組ん
でいます。各検査は女性技師が対応します。
日時　12月9日(日) 9:00～14:00　　定員　先着40人
申込方法　電話で(平日9:00～17:00）

休日乳がん検診

マンモグラフィー検査
(40歳以上の人を推奨)

エコー検査
(20～39歳の人に限定)

マンモグラフィー検査と
エコー検査併用
(40歳以上の人を推奨)

4,500円
室蘭市無料クーポン、室蘭市・登別市
検診助成制度の利用可

8,000円
(通常は、10,000円)

3,500円

検査の種類 料　　　　金

ふなみカフェ
☎25-7700

舟見町1-13-3(舟見の杜2014内)

カフェちえろ
☎41-1001

中島町1-8-5 (有料老人ホームチエロ内)

かがやきカフェ
☎44-0012

東町4-20-8(デイサービスセンターかがやき内)

おたがいサロンの喫茶店
14㊌11/

体験！漬物づくり
対象　認知症の本人と家族
申込方法　11月12日まで、電話で

心に響く歌声♪

mail-heartの楽しい音楽会
※バンドによる演奏。
持ち物　上履きと外靴を入れる袋

ランチ会
　懐かしの映像～家庭・仕事
　1960～70年代
料金　500円（ランチ代）
申込方法　11月26日まで、電話で

14:00～15:00

7㊌11/

コンサート　秋の午後 歌と共に
出演　中森 芳恵 さん
　　　八屋 千裕 さん
　　　伊藤 茂子 さん

13:30～14:30

12㊊11/

秋のオカリナ ミニコンサート
出演　オカリナ アンサンブル
　　　SoLa

13:30～14:30

28㊌11/ 13:30～14:30

30㊎11/ 12:00～13:00

申込
不要

申込
不要

申込
不要

　認知症カフェでは、市民の皆さんを対
象に毎月イベントを開催しています。 気
軽にご参加ください。飲み物は100円で､
おかわり自由です。

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861学ぼう 楽しもう
認知症カフェ認知症カフェ
学ぼう 楽しもう

メール ハート

オープン  第2・4金曜日　　　　 11:00～15:30

オープン  毎週月曜日 10:00～15:00

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

☎50-3890

（　　　　　　　　　　  ）

オープン  平日 10:00～16:00

オープン  毎月最終水曜日　　　　 13:30～16:30
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無料
《詳細》高齢福祉課 ☎25-2861

高齢者向け健康講座
えみなメイト 　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。悪天候のときは、中止する場合があります。

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　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。

　インフルエンザが流行する時期を迎えます。
感染予防や感染拡大を防ぐために、予防接種を
受けましょう。
実施期間　11月1日から12月31日まで
本人負担額　1,500円

・接種をする日までに65歳以上になる人

・市民税非課税世帯の人

・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

介護保険料納入通知書　または 課税証明書

個別に通知しています。同封の接種券を持参

介護保険料納入通知書
　または
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
　または
課税証明書

身体障害者手帳を持参

・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

年齢を確認できる健康保険証などの
身分証明を持参

・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

　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。今年度の対象年齢の人は、早
めに予防接種を受けましょう。
実施期間　平成31年3月31日まで
本人負担額　2,400円

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。
・平成31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

・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

・市民税非課税世帯の人

介護保険料納入通知書
　または
生活保護受給証明書

・生活保護受給世帯の人

持
参
す
る
必
要
な
書
類

対

　
　象

必
要
な
書
類

上
記
対
象
の
う
ち
、
無
料
に
な
る
人

高齢者のための予防接種高齢者のための予防接種高齢者のための予防接種
インフルエンザ予防接種と高齢者肺炎球菌を
受けましょう。接種料金の一部を助成します。

インフルエンザ予防接種 高齢者肺炎球菌予防接種

日時(11月) 会　　　場 日時(11月) 会　　　場 日時(11月) 会　　　場

1日㈭ 10:00

2日㈮ 10:00

6日㈫ 10:00

7日㈬ 10:00
9日㈮ 10:00

12日㈪ 10:00

知利別集会所

白鳥台ショッピング
センターハック

日の出町三丁目町会会館
寿町町会会館
幌萌町会館
母恋会館
絵鞆町会館
高砂町会館
天神町会館

14日㈬ 10:00

15日㈭ 10:00

16日㈮ 10:00

19日㈪ 14:00

20日㈫ 10:00

瑞の江会館
緑ヶ丘町会会館
高砂第三会館
港北町会館

知利別町楽山ヶ丘
自治会会館

八丁平町会会館
道営常盤団地集会室
本町会館
市民会館

21日㈬
10:00

22日㈭

13:30

27日㈫ 10:00
26日㈪ 10:00

28日㈬ 10:00

30日㈮ 10:00

10:00
13:30

港南町会館
室蘭工業大学大学会館
舟見町会館
白鳥台みなみ町会会館
中島連合会館
保健センター
御崎町会館　
柏木町会館

本輪西会館
(サンライフ室蘭隣)


