
～あなたの健康度は？～
　子育てや仕事で忙しく、なかなか自分の体に気を配
れない方、健康診断をしばらく受けていない方など、
気軽なヘルスチェックを受けてみませんか？
　
毅と　　き　12 月 15 日㈰

10時 00分から 15時 30分まで
毅と こ ろ　総合町民センター １階はまなすホール
毅対 象 者　町内にお住まいの 20歳以上 60歳未満
　　　　　　の方
毅定 　 員　30人（先着順）
毅内 　 容　１時間程度のヘルスチェックです。

体組成測定、血液さらさら度チェック、
血糖測定、脳年齢測定、足指力測定、
握力測定、スモーカーライザー、健康
相談、虫歯菌チェック、味覚チェック、
砂糖量クイズなど

毅締め切り　12月 12日㈭

11 月８日から 14 日は、

「北海道歯・口腔健康づくり 8020 推進週間」

い
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い歯でよくかもう
　日本歯科医師会は「いつまでもおいしく、

そして、楽しく食事をとるために、口の中の

健康を保っていただきたい」という願いを込

めて、厚生労働省とともに「80歳になって

も自分の歯を20本以上保とう」という「8020

運動」を積極的に推進しています。

　地域包括支援センターでは、 自治会やサークルなどの要望に応じ、 社会福
祉士や保健師、 ケアマネージャー、 作業療法士などの専門職による出前講座を
行っています。 　開催を希望される場合は、 お気軽にお問合せください。

ヘルスチェック （in三石） 11月８日は、 い
１ １ ８

い歯の日！

　胃・肺・大腸・前立腺がん検診、肝炎ウイルス検
診、エキノコックス症検診、肺がんＣＴ検診、内臓
脂肪検診、ピロリ菌検査、特定健診、後期健診

検診会場 検診日程 受付時間

総合町民センター
（三石本町 212 番地）

11 月２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
（静内緑町

４丁目５番１号）

11 月 15 日㈮
　　  ～
11 月 17 日㈰

※肺がんＣＴ検診と内臓脂肪検診は 11 月 16 日㈯
　のみの実施となります。

毅対象者や検診料金、上記以外の検診日程につい
　ては広報 10月号をご覧ください。
毅上記のほか、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。

秋の住民検診受付中！！

やまさき こはる ちゃん（４歳）

おかがき ゆうと くん（６歳）
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のがみ ゆうしん くん（６歳）
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　【問合せ】　保健福祉センター 　☎42‐1287

さわじり かずね ちゃん（４歳）

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

乳がん ・ 子宮がん検診　受付中！

【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】地域包括支援センターしずない　☎43‐1111  　地域包括支援センターみついし　☎33‐2911

地域包括支援センター出前講座　受付中！

まだ、 間に合います！

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

検診名・内容 検診料金 対象者 無料対象者

乳がん

検診

マンモグラフィ検査
（一方向撮影） 2,200円 50歳以上の町民の方 毅40歳の方

（昭和54年４月１日～昭和55年３月31日生）
毅41歳の方

（昭和53年４月２日～昭和54年４月１日生）
毅生活保護世帯

マンモグラフィ検査
（二方向撮影） 2,600円 40歳～49歳の町民の方

乳房超音波検査
（先着18人） 5,360円

40歳～49歳の町民の方
のうち、当日マンモグラ
フィ検査を受けた方

子宮がん

検診

頸部がん検診
（頸部細胞診） 2,100円

20歳以上の町民の方

毅40歳の方
（昭和54年４月１日～昭和55年３月31日生）
毅21歳の方

（平成10年４月２日～平成11年４月１日生）
毅生活保護世帯

経膣超音波検査 1,050円

ＨＰＶ検査
（ヒトパピローマウイルス）

4,980円

※上記料金は助成後の料金です。対象年齢は令和２年３月 31 日現在です。
※40歳以上の方は、上記検診時に大腸がん検診（便潜血反応検査）も受診できます。
※ 2 月 9 日、10 日（会場：保健福祉センター）の乳・子宮がん検診についても、申し込み受付中です。

検診会場 検診日程 申込期限 検診受付時間

総合町民センター
(三石本町212番地) 12月１㈰ 11月15日㈮

①８時30分～８時50分　　④12時30分～12時50分
②９時30分～９時50分　　⑤13時00分～13時30分
③10時00分～10時30分　
※受診する検診によって受付時間が決まっています。

検診会場にキッズスペースがあ
りますので、 お子さま連れの
方も安心して受診できます。

講座名 時　間 内　容

脳健康度
チェック

50分～

認知症に関連した記憶、注意、
言語、視空間認知、思考の5つ
の機能を測ります。映像を見な
がら用紙に記入し、結果を解説
します。また自宅でできる脳ト
レを紹介します。

認知症サ
ポーター
養成講座

40分～

認知症の方やその家族を応援す
る認知症サポーターを養成する
講座です。

いきいき
百歳体操

高知市が開発し、全国に広がっ
た筋力運動です。椅子に腰を掛
けて映像を見ながら行います。
継続して行うことで筋力が付
き、転びにくい体になります。

体力
チェック

30分～
筋力、バランス、歩行能力がわ
かる体力測定を行い、その結果
について解説・助言します。

講座名 時　間 内　容

作業療法

20分～

簡単なストレッチや筋力訓練で
す。このほか身体機能について
解説します。

高齢者の
権利擁護

高齢者の権利を守るための制度
（成年後見制度、高齢者虐待防
止など）について解説します。

栄養
管理栄養士が栄養について説
明します。希望により調理実
習も行います。

お口の
健康

歯科衛生士がかむ力と飲み込
む力を強化する方法を説明し
ます。

※この他、依頼に応じて講話を行います。
キッズスペースがありますので、 お子さまも一緒に参加できます。
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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

８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

13日㈬、27日㈬

毅市街地の方は前半１回、後半１回の月２回の利用ですので厳守願います。
 毅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。
 毅温泉バスを利用できる方は、65歳以上の方となります。
毅時刻表・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

11 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 18日㈪
浦河方面 11日㈪、25日㈪

稲見・川上・清瀬・歌笛市街・久遠・
本桐・鳧舞・東蓬莱

静内方面 ５日㈫、19日㈫
浦河方面 12日㈫、26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 ６日㈬、20日㈬
浦河方面 13日㈬、27日㈬

福畑・富澤・豊岡・西端・越海町・
港町・本町

静内方面 ７日㈭、21日㈭
浦河方面 14日㈭、28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 ８日㈮、22日㈮
浦河方面 １日㈮、15日㈮、29日㈮

■コミュニティバス（三石地区）

毅日高徳洲会病院　 ☎ 42‐0701

毅町立静内病院　　 ☎ 42‐0181

 全日程　※24時間365日受け入れています。

毅町立三石国保病院 ☎ 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さまを
対象に行う診療です。なお、急病・救急以外での受診はお控え願います。

地　　区 運 行 日
田原・豊畑 14日㈭、26日㈫

市街地・真歌・入船町
７日㈭、13日㈬、15日㈮
20日㈬、22日㈮、28日㈭

川合・西川 １日㈮、22日㈮
春立・東別 １日㈮、19日㈫
御園・農屋・桔梗親和 14日㈭、26日㈫
東静内・浦和 12日㈫、20日㈬

11 月 健診 ・ 相談 
相談 と　き ところ

こころの
健康相談 １日㈮ 13時30分

～15時30分
静内

保健所
女 性 の
健康相談 27日㈬ 13時00分

～16時00分
静内

保健所
毅こころの健康相談～ひきこもりや精神的
　 な不安・悩みのある方 ( 予約制 )
毅女性の健康相談～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。
※日程・時間は変更になる場合があります。

■温泉バス（静内地区）

健診 日程 ところ 受付時間

幼児健診 ７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

【問合せ】
保健福祉
センター　
☎42‐1287

28日㈭ 総合町民センター 12時30分～13時00分
乳児健診 21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 13日㈬ 保健福祉センター 12時50分～13時50分

フ ッ 素
塗 布

26日㈫
保健福祉センター

13時00分～16時30分

27日㈬ ９時00分～11時00分、13時00分～16時30分

毅静内方面行きは「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。

毅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。

毅時刻表・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。

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。

広告
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