
■住民検診
・検診内容　
　胃・肺・大腸・前立腺がん検診、 肝炎ウイルス検診、　

ピロリ菌検査、エキノコックス症検診、特定健診、   
　後期健診

日　程 受付時間 会　場

２月１日㈯
６時00分から
９時00分まで
の７段階

保健福祉センター

 ■婦人科検診
 ・検診内容　

乳がん検診、子宮がん検診

日　程 受付時間 会　場

２月９日㈰
～10日㈪

８ 時30分から
11時00分まで
の５段階

12時30分から
13時30分まで
の2段階

保健福祉センター

■無料バスで行く 札幌日帰り検診ツアー 
・検診内容　

胃・肺・大腸・子宮・乳がん検診、   
   肝炎ウイルス検診、エキノコックス症検診、
   特定健診、後期健診　
　（その他オプション検査もあります）

日　程 バス発着時間 会　場

３月４日㈬

総合町民センター
９時15分発

18時00分着

保健福祉センター
９時45分発

17時30分着

北 海 道 対 が ん
協 会 札 幌 検 診
センター

（札幌市東区北26 
 条東14- １-15）

・締め切り　２月18日㈫　

※住民検診、婦人科検診、札幌日帰り検診ツアーの検
　診機関は、いずれも北海道対がん協会です。

　

■ 30 人限定　地区巡回検診

　「病院まで行くには遠くて」、「保健福祉センターは

遠くて」という方は、お住いの地域で各種検診を受け

ることができますので、今年度、検診を受けていない

方は、この機会にご利用ください。

・検診内容　
　胃・肺・大腸がん検診、   
   肝炎ウイルス検診、エキノコックス症検診、
   特定健診、後期健診　
　（その他オプション検査もあります）

日　程 受付時間 会　場

３月12日㈭
７時00分から
９時00分まで
の３段階

本桐基幹
集落センター

（三石本桐224-６）

・締め切り　２月28日㈮

・検診機関　船員保険北海道健康管理センター

・対象者、回数　
１期…３回接種

生後６か月から生後 90 か月（７歳 6 か月）未満
※３歳からの接種がおすすめです。             

２期…１回接種

9 歳から 13歳未満

 《特例対象者》

　①平成19年４月２日～平成21年10月１日生まれの方
１期（３回）で接種できなかった場合、残りの
回数を２期（９歳から 13 歳未満）で接種でき
ます。

　②平成９年４月２日～平成 19 年４月１日生まれの方
　　20 歳になるまでの間、１期３回の接種と２期

の接種ができます

・接種場所 （要予約 )

   町立静内病院、町立三石国民健康保険病院、

　日高徳洲会病院、中村脳神経内科クリニック、
　駒木クリニック、山田クリニック

とみざき しいな ちゃん（３歳）

もり てんと くん（６歳）
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さかい しゅうま くん（６歳）
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しばむら かのん ちゃん（３歳）

日本脳炎ワクチン
の接種はお 済みですか？

　【問合せ】　保健福祉センター 　　  ☎42‐1287
　　　　　　三石庁舎 健康推進課　  ☎33‐2233

【問合せ】　保健福祉センター 　☎42‐1287　　三石庁舎 健康推進課　 ☎33‐2233

ヘルスアップ講座

【問合せ】　保健福祉センター 　☎42‐1287

男性のための
ファンクショナルトレーニング

　ファンクショナルトレーニングとは、ストレッチや筋
力トレーニング、敏捷性のトレーニングなど複合的な運
動を組み合わせて、「部位を鍛える」ことと「動作を鍛
える」ことを重視したトレーニングです。

　と　き　３月８日㈰ 13 時 00 分～ 15 時 00 分
　ところ　保健福祉センター 
　対象者　町内に住所を有する 30 歳から 60 歳未満の

男性
※医師の指示により運動制限のある方はご遠慮くだ 
  さい。また対象年齢以外の方はご相談ください。　

　定　員　30 人
　内　容　床でのストレッチング、上下肢の筋力トレ
　　　　　ーニングなど
　講　師　健康運動指導士　長谷川 拡介 氏
　参加料　無料
　締め切り　3 月 6 日㈮
　服　装　動きやすいもの
　持ち物　飲み物（水分補給用）、靴
　

若い頃から大切だ！
食事の塩・糖・脂対策！　

　新ひだか町の特定健診の結果では、血圧・血糖・中性

脂肪などの値が、男性は４０代から高く、女性は４０代

から５０代にかけて急上昇する傾向にあります。今回、

実際に調理法や食べ方による違いを比較しながら、「こ

れならできる」と思えるようなヒントをお伝えします。

　と　き　３月16日㈪ 10 時 00 分～ 12 時 00 分
　ところ　保健福祉センター 

　対象者　町内に住所を有する 74 歳までの方

定　員　20 人

内　容　調理実習

参加料　無料

締め切り　3 月 12 日㈭
　持ち物　エプロン、三角巾

どちらの講座も介護予防サポーター養成講座との重複
参加はご遠慮ください。また託児がありますので希望
される方は申し込みの際にお伝えください。

●住民検診、婦人科検診の対象者や検診料金につ

いては、広報１月号をご覧ください。

●「無料バスで行く　札幌日帰り検診ツアー」の

検診料金やオプション検査については、広報６月

号をご覧ください。

●上記検診のほか、町内および町外指定医療機関

での個別検診の受診も可能です。その際は検診受

診券が必要になりますので、お手元にない方は、

下記までお問合わせください。

まだ間に合います　特定健診 ・ がん検診受付中
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地　　区 運 行 日

中野町（３丁目を除く）

旭町（新生自治会地区、公営住宅地区を除く）

神森（第２自治会地区を除く）

目名
静内駅周辺

４日㈫、21日㈮

清水丘
中野町３丁目
神森第２自治会地区
旭町新生自治会地区
旭町公営住宅地区

5日㈬、19日㈬

・市街地の方は前半１回、後半１回の月２回の利用ですので厳守願います。
 ・温泉を無料で利用するには、温泉入館料無料券が必要となります。
 ・温泉バスを利用できる方は、65歳以上の方となります。
・時刻表・運行経路については、静内庁舎福祉課 ☎49‐0286、FAX43‐3900 までお問合せください。

救急外来診療

２月 温泉 ・ コミュニティバス運行表 

地　　区 方　 面 運 行 日

稲見・川上・清瀬・歌笛・庄内・
谷地・美野和の一部・本桐・鳧舞

静内方面 10日㈪
浦河方面 ３日㈪、17日㈪

稲見・川上・清瀬・歌笛市街・久遠・
本桐・鳧舞・東蓬莱

静内方面 25日㈫
浦河方面 ４日㈫、18日㈫

稲見・歌笛・谷地・本桐・蓬栄・
富澤・豊岡・西蓬莱・旭町団地・
緑ヶ丘公営住宅

静内方面 12日㈬、26日㈬
浦河方面 ５日㈬、19日㈬

福畑・富澤・豊岡・西端・越海町・
港町・本町

静内方面 13日㈭、27日㈭
浦河方面 ６日㈭、20日㈭

美野和・歌笛市街・久遠・本桐
シュムロ・福畑・豊岡・西蓬莱・
旭町団地

静内方面 14日㈮、28日㈮
浦河方面 ７日㈮、21日㈮

■コミュニティバス（三石地区）

・日高徳洲会病院　　　　　 ☎ 42‐0701

・町立静内病院　　 　　　　☎ 42‐0181

 全日程　※24時間365日受け入れています。

・町立三石国民健康保険病院 ☎ 33‐2231
 全日程　※救急外来を受診される場合は、必ず事前に左記までご連絡ください。

救急外来は通常の診療とは異なり、休日や夜間に緊急性のある患者を対象
に行う診療です。急病・救急以外での受診はお控えください。

地　　区 運 行 日
田原・豊畑 ６日㈭、18日㈫

市街地・真歌・入船町
５日㈬、12日㈬、13日㈭
20日㈭、27日㈭、28日㈮

川合・西川 14日㈮、28日㈮
春立・東別 ４日㈫、20日㈭
御園・農屋・桔梗親和 ６日㈭、18日㈫
東静内・浦和 ７日㈮、26日㈬

２月 健診 ・ 相談 
相談 と　き ところ

こころの
健康相談 ７日㈮ 13時30分

～15時30分
静内

保健所

女 性 の
健康相談 26日㈬ 13時00分

～16時00分
静内

保健所

・ こころの健康相談～ひきこもりや精神的
　 な不安・悩みのある方 ( 予約制 )
・ 女性の健康相談～不妊、思春期、更年期
　 など心身の悩みがある女性 ( 予約制 )

【問合せ】静内保健所　☎42‐0251
※ 乳幼児健診およびフッ素塗布の対象の方は、個別にご案内します。

■温泉バス（静内地区）

健診 日程 ところ 受付時間
幼児健診 ６日㈭ 保健福祉センター ８時45分～10時30分、12時30分～13時30分

乳児健診
13日㈭ 総合町民センター 12時30分～13時00分

20日㈭ 保健福祉センター ８時45分～10時30分、12時30分～13時30分

歯科健診 19日㈬ 保健福祉センター 12時50分～13時50分
フ ッ 素

塗 布
25日㈫

保健福祉センター
13時00分～16時30分

26日㈬ ９時00分～11時00分、13時00分～16時30分

・静内方面行きは「静内温泉」
を、浦河方面行きは「みつ
いし昆布温泉蔵三」を経由
します。

・ コミュニティバスは、年齢
などの条件はなくどなたで
も利用できます。

・ 時刻表・運行経路について　
　は ､ 三石庁舎町民福祉課
 ☎  33‐2112
FAX 32‐3455
までお問合せください。

※２月24日は、振替
　 休日のため運休とな
　 ります。

【問合せ】保健福祉センター　☎42‐1287

広告
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