すこやか

すこやか

９月 10 日（火）～ 16 日（月）は 「自殺予防週間」 です

大切な命を守るためにあなたができること
誰にも話せないことを話せる場所があります
「これからどうやって生きていけばいいんだろう」
「消えたい…もう生きるのをやめたい」そんな思い、
「消えたい…もう生きるのをやめたい」そんな思い、
一人で抱え込まず相談してみませんか？

周囲に悩んでいそうな人がいたら…
周囲に心理的に追い詰められて、つらそうな人がいたら、
「どうしたの？」と一声かけてあげてくだ
さい。「ひとりきりじゃない」と思えることで、気持ちが軽くなることもあります。
専門家へつなぐことが必要と感じたら、下記の相談窓口を紹介しましょう。

はじめよう！デンタルフロス
やってみよう！歯間ブラシ
歯と歯の間や奥歯の後ろなどは、どうしても歯ブラシ
だけでは汚れが残ります。歯ブラシに加え、デンタルフ
ロスや歯間ブラシの使用が効果的です。さまざまなグッ
ズがありますので、しっかり選び、上手に使って歯周病
を予防しましょう。
家庭で使用方法がわからないグッズもアドバイスしま
すので、お持ちください。

①保健福祉センター
９月 26 日（木）～ 28 日（土）
９時 00 分～ 11 時 00 分、13 時 00 分～ 15 時 00 分
※ 28 日は 11 時 00 分で受け付け終了

自殺予防や心の健康を支援する相談窓口

こころの悩み（うつ病、不眠症、依存症など）
●北海道立精神保健福祉センター
こころの電話相談
☎ 0570‐064‐556

健康相談・身近な相談先として
●新ひだか町

保健福祉センター 健康推進課 ☎ 42‐1287
三石庁舎 健康推進課
☎ 33 - 2233
＊保健師の個別相談を随時行っています。

（月～金 9 時 00 分～ 21 時 00 分、土日祝 10 時 00 分～ 16 時 00 分）

いわなみ つぼみ ちゃん（５歳）

さとう るみか ちゃん（４歳）

②総合町民センター
９月 30 日（月）～ 10 月１日（火）
９時 00 分～ 11 時 00 分、13 時 00 分～ 15 時 00 分

９

※１日は 11 時 00 分で受け付け終了

対 象 者：町内にお住まいの 20 歳以上の方
申 し 込 み：当日会場で受け付けます。
デンタルフロス

かとう こう くん（４歳）

歯間ブラシ

● 24 時間対応相談機関
北海道いのちの電話 ☎ 011‐231‐4343
☎ 42 - 0251

●静内保健所

＊精神科医、
保健師などによる「こころの健康相談（無
料・予約制）
」を行っています。
＊保健師の個別相談を随時行っています。

【問合せ】 保健福祉センター

☎42‐1287

くまがい ひさき くん（３歳）

『メンタルヘルスコーナー』のご案内
①図書館（本館・三石分館）

②保健福祉センター（健康まつり）

＊期

間：８月 31 日（土）～９月 26 日（木）

＊と

き：10 月５日（土）10 時 00 分～ 14 時 00 分

＊内

容：こころの健康に関する書籍紹

＊内

容：こころの健康チェック、パン

介、パンフレットや相談先一

フレットや相談先一覧の配布、

覧の配布など

パネル展示

《問合せ》 保健福祉センター

☎42‐1287

三石庁舎 健康推進課

☎33‐2233

なくそう！望まない受動喫煙
平成 30 年７月に『健康増進法』の一部が改正され、多
くの方が利用する施設において、次のとおりとなりまし
た。

参加者募集！

（学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎など）

き 10 月５日（土）11 時 30 分～ 13 時 00 分

と こ ろ 保健福祉センター２階 栄養指導室

親子でさばいてみませんか？
～イカのさばき方教室～
三石漁港で水揚げされる新鮮なイカを、浜の
母さんからさばき方や調理方法を学んでおいし
く楽しく味わいましょう！

講

師 三石地区マリンビジョン協議会 高野 恵理子 氏

◎飲食店
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◎その他全ての施設
（事務所、工場、ホテル、旅館、船舶、鉄道など）

対 象 者 小・中学生とその保護者

※経過措置あり

員 ８組

持 ち 物 エプロン・三角巾
募集期間 10 月４日（金）まで
☎42‐1287

施設・場所ごとに喫煙することができる場を標識など
で掲示することが義務付けられます。喫煙ができる場所、
できない場所を知り、
『受動喫煙ゼロ！』を目指しましょう！

【問合せ】 保健福祉センター
三石庁舎 健康推進課

≪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

②平成９年４月２日～平成 19 年４月１日生まれ
⇒ 20 歳になるまでの間、年齢に関わりなく１期３回
の接種と２期の接種が可能です。

令和２年４月１日から「原則屋内禁煙」

《問合せ》 保健福祉センター
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※経過措置あり

参 加 料 １組 1,000 円
定

１期：生後６か月～生後 90 か月（７歳６か月）未満
…３回接種（３歳からの接種がおすすめです）

⇒１期３回を接種できていない場合、残りの回数分を
９歳から 13 歳未満の間で接種することが可能です。

令和２年４月１日から「原則屋内禁煙」
と

≪対象者・回数≫

２期：９歳以上～ 13 歳未満…１回接種

◎学校・病院・行政機関
令和元年７月１日から「敷地内禁煙」

第 22回 総 合ケアセンター健 康まつり

日本脳炎ワクチン

☎42‐1287
☎33‐2233

≪接種協力医療機関≫
町立静内病院、町立三石国民健康保険病院、駒木
ク リ ニ ッ ク、 中 村 脳 神 経 内 科 ク リ ニ ッ ク、 日 高
徳洲会病院、山田クリニック
※直接、上記医療機関に予約してください。

※予診票がお手元にない方や、ご不明な点がある方は、
下記の連絡先にお問合せください。

【問合せ】 保健福祉センター
三石庁舎 健康推進課

☎42‐1287
☎33‐2233

2019‐９ shinhidaka
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救急外来診療
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さまを対象に行う診療です。
■日高徳洲会病院

☎ 42‐0701 全日程（24時間365日受け入れています）

■町立静内病院

☎ 42‐0181

■町立三石国保病院 ☎ 33‐2231

９月

急病・救急以外での
受診はお控え願います。

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）

温泉・コミュニティバス運行表

■温泉バス（静内地区）
地

区

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
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

地

運行日

区

運行日
10日㈫、26日㈭

田原・豊畑

６日㈮、19日㈭

４日㈬、18日㈬

５日㈭、11日㈬、12日㈭
20日㈮、25日㈬、27日㈮

市街地・真歌・入船町
川合・西川

６日㈮、27日㈮

春立・東別

３日㈫、13日㈮

御園・農屋・桔梗親和

10日㈫、26日㈭

東静内・浦和

11日㈬、25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。

■コミュニティバス（三石地区）
地

区

方面

稲見・川上・清瀬・歌笛・庄内・谷地・美野和の一部・本桐・鳧舞
稲見・川上・清瀬・歌笛市街・久遠・本桐・鳧舞・東蓬莱
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
福畑・富澤・豊岡・西端・越海町・港町・本町
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

運行日
９㈪
２日㈪、30日㈪
10日㈫、24日㈫
３日㈫、17日㈫
11日㈬、25日㈬
４日㈬、18日㈬
12日㈭、26日㈭
５日㈭、19日㈭
13日㈮、27日㈮
６日㈮、20日㈮

静内方面
浦河方面
静内方面
浦河方面
静内方面
浦河方面
静内方面
浦河方面
静内方面
浦河方面

■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、FAX32‐3455）までお問合せください。

９月
健診
幼児健診
乳児健診
歯科健診
フ ッ 素
塗
布

健診・相談
日程
５日㈭
12日㈭
19日㈭
11日㈬
24日㈫
25日㈬

※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。
※日程・時間は変更になる場合があります。

ところ

受付時間

その他

保健福祉センター
保健福祉センター

８時45分～10時30分、12時30分～13時30分
12時30分～13時30分
８時45分～10時30分、12時30分～13時30分

保健福祉センター

12時50分～13時50分

詳しくは、お
問合せいただ
くか、町公式
ホームページ
でご確認くだ
さい。

保健福祉センター

13時00分～16時30分

総合町民センター

保健福祉センター

９時00分～11時00分、13時00分～16時30分
【問合せ】保健福祉センター ☎42‐1287
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相談

と

き

ところ

13時30分
静内
こころの
６日㈮
健康相談
～15時30分 保健所
13時00分
静内
女 性 の
25日㈬
健康相談
～16時00分 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
等心身の悩みがある女性 ( 予約制 )

【問合せ】静内保健所 ☎42‐0251

2019‐９ shinhidaka
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