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運動教室　体ほぐし教室運動教室　体ほぐし教室
～初夏コース～初夏コース

無料無料

無料無料

オレンジカフェ 《詳細》高齢福祉課�☎25-2861

《会場・詳細》室蘭保健所（広域センタービル） ☎24-9846

《詳細》室蘭保健所 ☎24-9846

　市民の皆さんを対象に、毎月イベントを開催しています。飲み物を持参し、
気軽に参加してください。

ふなみカフェ　☎25-7700
舟見町1-13-3（舟見の杜2014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）

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）

オープン
平日10:00～16:00

オープン
毎月第2金曜日12:30～15:30

オープン
毎月最終水曜日13:30～16:30

6/28㊊ 14:00～15:00 ■書道教室
申込方法　6月25日まで、電話で

6/11㊎ 13:30～14:30 ■成年後見制度について
講師　室蘭市社会福祉協議会
申込方法　6月9日まで、電話で

6/30㊌ 13:30～15:30 ■乳酸菌の知識で健康生活習慣を
講師 ヤクルト室蘭販売所 小野 智美さん
用意する物　上履き、外靴用の袋

申込
不要

休日歯科
救急医療

診療日 診　　療　　所

� 6日(日) 山本歯科　知利別町2-26-1� ☎43-4722

13日(日)

三国ファミリー歯科(登別)
　美園町4-2-12� ☎86-1111

藤原眼科・歯科(伊達)
　梅本町5-1� ☎0142-23-5805�

20日(日) ありじ歯科クリニック　宮の森町4-22-39 ☎84-5041

27日(日) いしい歯科　東町2-22-6� ☎44-3367

《詳細》室蘭歯科医師会
　　　☎43-3522

診療時間 9:00～11:00
6月

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、当日、直接お越しください。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（6月） 会　　場

� 1日（火） 10:00 幌萌町会館
� 2日（水） 10:00 母恋会館
� 3日（木） 10:00 知利別中央会館
� 4日（金） 10:00 日の出町三丁目町会会館
� 9日（水） 10:00 緑ヶ丘町会会館

10日（木） 10:00
天神町会館
港北ふれあいセンター

11日（金） 10:00 絵鞆町会館

日　時（6月） 会　　場
14日（月） 10:00 高砂町会館

15日（火） 10:00
本町会館
市民会館

16日（水）
10:00

港南町会館
水元町会館　

13:30 舟見町会館
17日（木） 10:00 高砂第三会館
18日（金） 10:00 八丁平町会会館

日　時（6月） 会　　場
21日（月） 14:00 常盤町会館
22日（火） 10:00 御崎町会館
23日（水） 10:00 柏木町会館

24日（木）
10:00 白鳥台みなみ町会会館
13:30 中島連合会館

25日（金） 10:00 本光寺
28日（月） 10:00 保健センター

無料無料 ※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2メートル
程度距離を保つ

・発熱や風邪の症状があるときは、参加しない

先天性風しん症候群の予防のため
抗体検査料を北海道が助成します

こころの健康相談

　協力医療機関で実施した風しん抗体検査費用を助成します。協力
医療機関に備え付けの申請書と必要な書類を、室蘭保健所に提出し
てください。

　専門の先生がストレッチや筋トレのコツを教えます。運動し
て、話を聞いて、健康を目指しましょう。体組成計測もできます。
※�見守りスタッフがいますので、子どもも一緒に参加できま
す。（人数制限あり、要予約）

《詳細》健康推進課�☎45-6610　 �kenkou@city.muroran.lg.jp

　さまざまな心の健康問題を抱えた本人、家族または関係
者が対象です。精神科医などに相談することにより、適切
な助言や支援を受けられます。
日時　6月8日(火)�13:00　申込方法　6月3日まで、電話で

対象　�市内に居住する次の項目に該
当する人

　○�妊娠を希望する出産経験がない
女性

　○�妊娠を希望し出産経験がなく、
抗体ができない女性の配偶者
（婚姻関係と同様の事情にある
人も含む）並びに同居者

　○�抗体価が低い妊婦の配偶者並び
に同居者

※ただし、次の人は除きます。
　○�過去に風しん抗体検査を受けた
ことがある

　○�過去に２回の風しん予防接種を
受けたことがある

　○�検査により風しんと診断された
ことがある

検査方法と助成額
　次のどちらかの検査方
法により、1回を限度と
して助成します。
　・EIA法　6,790円
　・HI法　  5,460円
※�配偶者(同居者)との同
時受検は補助対象外と
なります。

申請書提出期限
令和4年3月15日(必着)
実施期間
令和4年3月15日まで

6/18㊎、7/20㊋
全2回�10:00～11:30

無料

対象　20～64歳
会場　保健センター3階　　定員　先着20人
申込方法　�6月16日まで、電話、または、氏名・生年月日・

電話番号を記入し、メールで

メニュー ·簡単な運動　·健康・栄養の話
·体組成計による筋肉量、体脂肪などの測定
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　フレイル（虚弱）とは、老化に伴い筋力や活動量が低下し、心身
の機能が衰えている状態です。フレイルが進行すると、要介護のリ
スクが高まります。予防するためには、早い段階で生活習慣を見直
すことが大切です。

対象　�75歳以上の人、65歳以上74歳以下で一定の障がいが
あると認定された人

○現在お使いの保険証
　有効期限は令和３年7月31日までです。
○新しい保険証と減額認定証・限度証
　7月中に簡易書留で郵送します。
　8月1日からは、新しいものを使用してください。
○紛失したときや汚れたとき
　再交付しますので、保険年金課給付係までご連絡ください。

○低栄養はフレイルを起こす最大の原因です！
　偏った食事や無理なダイエットは低栄養を引き起こします。1日3
食「主食＋主菜＋副菜」を意識した食事を摂るようにしましょう。
フレイル予防に最も大切な栄養素は体をつくる・筋肉の働きを助け
る“たんぱく質”です。肉・魚・卵・大豆製品などを使った料理を毎
食1品必ず食べるようにしましょう。

○運動不足もフレイルの原因になります！
　体を動かす機会が減ると、筋肉量の減少や筋力の低下を引き起こ
します。そのため運動や外出で体を動かす機会をつくることが大切
です。フレイル予防の運動としては、ウオーキングや水中歩行など
の有酸素運動、ストレッチング、筋力トレーニングなどがお勧めで
す。また、掃除や洗濯などの家事で意識的に体を動かし、今よりプ
ラス10分間体を多く動かすように心掛けましょう。

　室蘭市内において、還付金詐欺が発生し
ています。
「室蘭市役所」の職員などを名乗り、「還付
金があります。郵送した書類が返送されて
いません。今すぐ銀行に行ってください。」
などと騙してATMに向かわせ、携帯電話か
ら指示して、犯人の口座にお金を振り込む
操作をさせるものです。
まずは落ち着いて確認しましょう。
　還付金などでATMの操作をお願いするこ
とは、絶対にありません。
　所属や名前、電話番号を聞いて、市役所
の職員かどうか確認しましょう。怪しいと
思ったら、すぐに室蘭警察署（☎46-0110）
または消費生活センター（☎25-3100）に
連絡してください。

フレイルを予防しようフレイルを予防しよう 還付金詐欺が
発生しています！

後期高齢者医療制度の保険証(被保険者証)が後期高齢者医療制度の保険証(被保険者証)が
新しくなります新しくなります
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保険証と減額認定証・限度証の一斉更新を行います

注意 !

■メタボリック・
　ダイエット相談

日時　6月14日(月)
　　　9:30～16:00

《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。

がんへの支援

がんサロン
ひまわりの会

《詳細》市立室蘭総合病院がん相談支援センター
　　　☎25-2241

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

　6月の活動は未定です。決まり次第、市立室蘭総合病院のホームペー
ジやツイッターでお知らせします。

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

　6月は中止します。

6/2㊌
13:30～14:45

対象　西胆振地域に居住する人
申込方法　�6月1日まで、同サロンのホー

ムページで

無料無料
健康相談

《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

■女性のための健康相談
日時　6月8日(火)
　　　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　6月29日(火)
　　　9:30～16:00

当日 直接

要 予約

無料無料

《詳細》保険年金課�☎25-3026


