
 

 

平成 18年 12 月豊平区主催の「男性の料理教室～和食の基本・栄養の基本を学び仲間と楽しく料理を

しませんか～」に、料理好き 30 名が参加しました。「作った出し汁が旨かった。」、「おせち料理もおい

しかった。」と好評で、「2 回の調理実習で解散するのがおしい」と

成して、皆で名前を考え、豊平区の仲間で料理を作る「豊丁の会」と命名しました。豊平区民センター

を会場に毎月開催しており、講師は保健センター管理栄養士や

会の運営は調理台に合わせ 6 班編成です。当番班は全員参加で、講師との打合せや食材の購入等を行っ

ています。会員は現在 28 名ですが、月

名程の出席のため、調理台に余裕があ

すので会員を募集しております。当会の自

慢は NHK テレビ「この街きらり」で紹介さ

れたことと、会員に鮨職人がいることです。

年に数回皆で握り鮨を作って食べたり、作

った料理を持ち帰る楽しみがあります。こ

れからも料理を習い、食生活を見直して栄

養バランスの取れた食事に心掛け、健康で

長生きできる仲間を増やしていきたいです。

【お問い合せ先】 011-853-8131（

 

 

「俎の会」は平成 19 年 10 月に豊平区が主催した「男の料理教室」に参加したメンバーが集まって

スタートしました。この「男の料理教室」には

まりを終わらせないでグループを立ち上げて料理の会を続けてみませんか」という管理栄養士さんの

勧めがあって、継続して活動したいという希望者を募り「俎の会」が発足

初めは 16人の会員で出発しましたが、今年度

ンター2階の調理実習室を会場に、毎月

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「健康づくり応援通信」は、豊平区の

健康づくりに関する取り組みをしているグループの

「健康づくり応援通信」は豊平区ホームページでもご

発行：豊平区健康

月豊平区主催の「男性の料理教室～和食の基本・栄養の基本を学び仲間と楽しく料理を

名が参加しました。「作った出し汁が旨かった。」、「おせち料理もおい

回の調理実習で解散するのがおしい」と言う声があがり、翌年

成して、皆で名前を考え、豊平区の仲間で料理を作る「豊丁の会」と命名しました。豊平区民センター

を会場に毎月開催しており、講師は保健センター管理栄養士や食生活改善推進員

班編成です。当番班は全員参加で、講師との打合せや食材の購入等を行っ

名ですが、月 20 

の出席のため、調理台に余裕がありま 

すので会員を募集しております。当会の自 

テレビ「この街きらり」で紹介さ 

職人がいることです。 

年に数回皆で握り鮨を作って食べたり、作 

った料理を持ち帰る楽しみがあります。こ 

れからも料理を習い、食生活を見直して栄 

養バランスの取れた食事に心掛け、健康で 

長生きできる仲間を増やしていきたいです。 

（菅池） 

月に豊平区が主催した「男の料理教室」に参加したメンバーが集まって

スタートしました。この「男の料理教室」には 20 人程度が集まり、開催回数を重ねた時に、「この集

まりを終わらせないでグループを立ち上げて料理の会を続けてみませんか」という管理栄養士さんの

があって、継続して活動したいという希望者を募り「俎の会」が発足しました。

人の会員で出発しましたが、今年度 8月末現在 24 名の会員が在籍しております。区民セ

階の調理実習室を会場に、毎月 1 回第 2火曜日の午後 1時 30 分から約

います。会の活動を始めた頃は、初めて耳にす

る言葉で戸惑いましたが、徐々に包丁の握り方、

材料の切り方など基本的なことを覚えていきま

した。会の発足当初はここま

きるとは思いませんでしたが、皆様の協力と努

力のおかげで今年 5 年目になりました。

これからも、楽しく永くを

喜ばれて元気で続けていけたらと願っておりま

す。入会希望者大歓迎です。見学の方もどうぞ。

【お問い合せ先】

１ 

の健康づくり活動情報を発信するために発行してい

みをしているグループの皆様にとって、参考になる情報を掲載しましたので

ホームページでもご覧いただけます。 http://www.city.sapporo.jp/toyohira/

豊平区健康・子ども課（平岸 6 条 10 丁目 ℡822－2400

 

 

月豊平区主催の「男性の料理教室～和食の基本・栄養の基本を学び仲間と楽しく料理を

名が参加しました。「作った出し汁が旨かった。」、「おせち料理もおい

う声があがり、翌年 1 月に会を結

成して、皆で名前を考え、豊平区の仲間で料理を作る「豊丁の会」と命名しました。豊平区民センター

推進員等に依頼しています。

班編成です。当番班は全員参加で、講師との打合せや食材の購入等を行っ

月に豊平区が主催した「男の料理教室」に参加したメンバーが集まって

人程度が集まり、開催回数を重ねた時に、「この集

まりを終わらせないでグループを立ち上げて料理の会を続けてみませんか」という管理栄養士さんの

ました。  

名の会員が在籍しております。区民セ 

分から約 2時間の活動を行って 

います。会の活動を始めた頃は、初めて耳にす

戸惑いましたが、徐々に包丁の握り方、

基本的なことを覚えていきま

会の発足当初はここまで永く会が継続で

きるとは思いませんでしたが、皆様の協力と努

年目になりました。 

これからも、楽しく永くをモットーに家族に

喜ばれて元気で続けていけたらと願っておりま

す。入会希望者大歓迎です。見学の方もどうぞ。 

【お問い合せ先】 011-831-9801（佐藤） 

ています。 

しましたので、ご活用ください。 

http://www.city.sapporo.jp/toyohira/ 

2400） 



 

一昨年の 10 月に、豊平保健センター主催の

プロンの会」が誕生しました。現在会員は

ております。発会当初からのレシピを

者にはボリュームのある内容でしたが、包丁を持つ手もぎこちない中で基本のマスターに励んできまし

た。現在では、にんにく、しょうがのみじん切りも

いてきました。教えをいただく先生方も多彩で、保健センターの管理栄養士、食

女子大学生が担当することもあります。加えて会員の奥方にも登場していただき、「我が家のおすすめレ

シピ」を披露してもらっています。また会では「蕎麦打

ち体験」を少なくても年１回実施しており、昨年の実施

後談として、「女房に食べてもらったら、

ソバ初めてよ』と言われ、夫の存在感を示せた

会員報告もありました。そして、夏の納涼ビール会、年

明けの新年会を恒例で行い親睦を深めています。

食を食べ、健康で長生きし、ポックリさよなら」を合言

葉に今日も料理に向き合っている会です。

【お問い合わせ先】011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈1人分の栄養価〉エネルギー
 
《材料（2人分）》 

高野豆腐     2 枚 

シュレッドチーズ 大さじ 3 

玉ねぎ      小 1/2 個 

ピーマン     1/2 個 

フランクフルト  2 本 
（またはウインナー） 

みそ     小さじ 1 

マヨネーズ  小さじ 1 

バター      適量 

ミニトマト    4 個 

《作り方》

①

②

③

～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～

札幌市では、環境都市を目指して

り輸送による環境負荷の軽減と健康面

これからは、買い物から保存、調理

とともに進めていきます。 

A 

 

食生活改善推進員は、栄養の知識、

ンバーです。札幌市では約 1,600 名

私たちの手で」をスローガンに健康づくりのための

域へと健康の笑顔の輪が広がるよう活動

活動目標は、「朝食を食べよう」、「

容は「食生活改善展」、「親子料理教室

する各種団体と連携した活動もしています

 

月に、豊平保健センター主催の「男の料理教室」があり、終了後参加者の中から「男のエ

プロンの会」が誕生しました。現在会員は 10 名で、毎月１回第 2水曜日の午後を定例会と決めて活動し

ております。発会当初からのレシピを紐解いてみると、牛肉ロールのトマト煮、ヘルシー棒餃子等初心

者にはボリュームのある内容でしたが、包丁を持つ手もぎこちない中で基本のマスターに励んできまし

た。現在では、にんにく、しょうがのみじん切りも難なくこなし、砂糖、塩、みりんの使い方も身につ

先生方も多彩で、保健センターの管理栄養士、食

女子大学生が担当することもあります。加えて会員の奥方にも登場していただき、「我が家のおすすめレ

シピ」を披露してもらっています。また会では「蕎麦打 

ち体験」を少なくても年１回実施しており、昨年の実施 

後談として、「女房に食べてもらったら、『こんなうまい 

と言われ、夫の存在感を示せた。」との 

会員報告もありました。そして、夏の納涼ビール会、年 

明けの新年会を恒例で行い親睦を深めています。「健康 

食を食べ、健康で長生きし、ポックリさよなら」を合言 

会です。 

011-812-6220（松田） 

２ 

人分の栄養価〉エネルギー254kcal・塩分 1.4g 

《作り方》 

① 高野豆腐は水で戻し、横半分に切る。

玉ねぎはたて半分に切ってから輪切

りにする。ピーマンも輪切りにし、フ

ランクフルトは小口切りにする。A は

混ぜて合わせておく。 

② フライパンにバターを溶かし、A を 

塗った高野豆腐を置く。 

③ 上に玉ねぎ、シュレッドチーズ、ピー

マン、フランクフルトをのせ、フタを

して焼く。皿に盛り付け、ミニトマト

を添える。 

～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～

して、平成 20 年に環境首都・札幌宣言を行い、

健康面でも脂肪の摂取が少ない“北海道型食生活”

調理の方法や後片づけまで、環境に配慮した“さっぽろ

【

・どこの家庭でも常用してい

・和食のイメージがある高野

、調理の知識等、保健センターで開催される養成講座

名、豊平区では約 200 名の食生活改善推進員の

づくりのための食生活改善や運動の実践について

活動しています。 

」、「野菜を食べよう」、「さっぽろ食スタイルを推進

親子料理教室」、「男性料理教室の支援」などです。その他、

もしています。 

があり、終了後参加者の中から「男のエ

水曜日の午後を定例会と決めて活動し

みると、牛肉ロールのトマト煮、ヘルシー棒餃子等初心

者にはボリュームのある内容でしたが、包丁を持つ手もぎこちない中で基本のマスターに励んできまし

こなし、砂糖、塩、みりんの使い方も身につ

先生方も多彩で、保健センターの管理栄養士、食生活改善推進員の方々、

女子大学生が担当することもあります。加えて会員の奥方にも登場していただき、「我が家のおすすめレ

～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～～札幌市では市民の皆様から地産地消と環境に配慮した「さっぽろ食スタイル」レシピを募集しています～    

、食育分野では地産地消によ

”を提案してきました。 

さっぽろ食スタイル”を皆様

【ポイント】 

・どこの家庭でも常用してい

る乾物を使用した簡単に

できるピザです。 

・和食のイメージがある高野

豆腐ですが、洋風にアレン

ジして子どものおやつに

もよいです。 

養成講座を受講し、修了したメ

の仲間が、「私たちの健康は、

について、家族やお友達、そして地

推進しよう」です。主な活動内

、町内会をはじめ地域で活動



 

「ウォーキングは健康が第１・怪我に留意し楽しみましょう！」

平成 13年 9 月 保健センター主催の「運動不足解消法講座」に参加したメンバーで講座終了後ウォー

キングサークルがスタートしました。豊平区はリンゴ並木があるので、リンゴの種類からスターキング

と命名されました。第 2回、第 3回と受講したメンバー数名が入会し、本格的に活動が始まりましたが、

その後人数も増え、サークル名もスターキングからリラックスに変更されました。それを機に最初のメ

ンバー8名と共に、平成 18 年新たにスターキングとしてスタートしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時間 イベント

10101010////4444

（（（（木木木木））））    

9:30
～ 

水面に映る紅葉水面に映る紅葉水面に映る紅葉水面に映る紅葉    西岡水源池巡回（約西岡水源池巡回（約西岡水源池巡回（約西岡水源池巡回（約
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

○問 011-811-9545（平岸まちづくりセンター）

011-831-8741（ひめりんごヘルシー倶楽部

10101010

（水）（水）（水）（水）    

9:50
～ 

豊平峡ダムの紅葉豊平峡ダムの紅葉豊平峡ダムの紅葉豊平峡ダムの紅葉    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

16161616

（火）（火）（火）（火）    

10:00
～ 

西岡水源池と紅桜公園の紅葉西岡水源池と紅桜公園の紅葉西岡水源池と紅桜公園の紅葉西岡水源池と紅桜公園の紅葉
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

22223333

（（（（火火火火））））    

8:00
～ 

支笏湖の紅葉ウォーク支笏湖の紅葉ウォーク支笏湖の紅葉ウォーク支笏湖の紅葉ウォーク    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

30303030

（（（（火火火火））））    

10:00
～ 

黄色に染まるイチョウ並木黄色に染まるイチョウ並木黄色に染まるイチョウ並木黄色に染まるイチョウ並木
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

○問 011-811-9545（平岸まちづくりセンター）

011-831-8741（ひめりんごヘルシー倶楽部

11111111////5555

（（（（月月月月））））    

10:30
～ 

農業研究農業研究農業研究農業研究センターのカラマツ並木ウォークセンターのカラマツ並木ウォークセンターのカラマツ並木ウォークセンターのカラマツ並木ウォーク
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

14141414

（（（（水水水水））））    
未定 

福山醸造の見学（醤油・みそ）福山醸造の見学（醤油・みそ）福山醸造の見学（醤油・みそ）福山醸造の見学（醤油・みそ）
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

12121212////    

10101010

（（（（月月月月））））    

10:00
～ 

札幌卸売市場（朝市）札幌卸売市場（朝市）札幌卸売市場（朝市）札幌卸売市場（朝市）見学ウォーキング見学ウォーキング見学ウォーキング見学ウォーキング
＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

    

～「～「～「～「豊平区健康豊平区健康豊平区健康豊平区健康づくりづくりづくりづくり応援通信第応援通信第応援通信第応援通信第

「ウォーキングは健康が第１・怪我に留意し楽しみましょう！」 

保健センター主催の「運動不足解消法講座」に参加したメンバーで講座終了後ウォー

キングサークルがスタートしました。豊平区はリンゴ並木があるので、リンゴの種類からスターキング

回と受講したメンバー数名が入会し、本格的に活動が始まりましたが、

その後人数も増え、サークル名もスターキングからリラックスに変更されました。それを機に最初のメ

年新たにスターキングとしてスタートしました。5 月～

回自然の中で小鳥のさえずりを聞きながら花、樹木に触れ合

い、4～8km、楽しむことをモットーに歩

リスとの出会いもあります。 

汽車、バスに乗って白老ポロト湖、小樽、石狩はまなすの丘

公園、北海道医療大学薬草園等に行っています。また、

森林公園は四季を通して好きな所なので、年に

ています。11 月～4 月迄は月１～2

ーる・コース”を利用しています。又、食事、旅行、温泉に

行ったりウォーキングして楽しんでいます。

【お問い合せ先】

イベントタイトル/主催者/お問合せ先 

西岡水源池巡回（約西岡水源池巡回（約西岡水源池巡回（約西岡水源池巡回（約 5555 ㎞コース）㎞コース）㎞コース）㎞コース）    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費   

（平岸まちづくりセンター） 

（ひめりんごヘルシー倶楽部 入倉） 

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

西岡水源池と紅桜公園の紅葉西岡水源池と紅桜公園の紅葉西岡水源池と紅桜公園の紅葉西岡水源池と紅桜公園の紅葉    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

黄色に染まるイチョウ並木黄色に染まるイチョウ並木黄色に染まるイチョウ並木黄色に染まるイチョウ並木    北海道大学北海道大学北海道大学北海道大学散策散策散策散策（約（約（約（約 5555 ㎞コース）㎞コース）㎞コース）㎞コース）    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費   

（平岸まちづくりセンター） 

（ひめりんごヘルシー倶楽部 入倉） 

センターのカラマツ並木ウォークセンターのカラマツ並木ウォークセンターのカラマツ並木ウォークセンターのカラマツ並木ウォーク    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

福山醸造の見学（醤油・みそ）福山醸造の見学（醤油・みそ）福山醸造の見学（醤油・みそ）福山醸造の見学（醤油・みそ）ウォークウォークウォークウォーク    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

見学ウォーキング見学ウォーキング見学ウォーキング見学ウォーキング    
＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

３ 

応援通信第応援通信第応援通信第応援通信第３３３３号号号号」」」」でもウォーキンググループをでもウォーキンググループをでもウォーキンググループをでもウォーキンググループを紹介紹介紹介紹介

 

保健センター主催の「運動不足解消法講座」に参加したメンバーで講座終了後ウォー

キングサークルがスタートしました。豊平区はリンゴ並木があるので、リンゴの種類からスターキング

回と受講したメンバー数名が入会し、本格的に活動が始まりましたが、

その後人数も増え、サークル名もスターキングからリラックスに変更されました。それを機に最初のメ

月～10 月迄は、月 2～3 

回自然の中で小鳥のさえずりを聞きながら花、樹木に触れ合

ことをモットーに歩いています。時には

汽車、バスに乗って白老ポロト湖、小樽、石狩はまなすの丘 

に行っています。また、野幌 

森林公園は四季を通して好きな所なので、年に 1～2 度行っ

2 回の活動の他に“きたえ

ーる・コース”を利用しています。又、食事、旅行、温泉に

ングして楽しんでいます。 

【お問い合せ先】011-831-5572（青戸） 

会場・集合場所など 

平岸平岸平岸平岸会館会館会館会館    
（平岸 2条 7丁目） 

地下鉄南北線真駒内駅バス地下鉄南北線真駒内駅バス地下鉄南北線真駒内駅バス地下鉄南北線真駒内駅バス    
待合室待合室待合室待合室    
 

西岡公園西岡公園西岡公園西岡公園管理管理管理管理事務所前事務所前事務所前事務所前    
（西岡４８７） 

JRJRJRJR 札幌駅東改札口札幌駅東改札口札幌駅東改札口札幌駅東改札口    
 

＊平岸にお住まいの方は 10:0010:0010:0010:00 
まで平岸会館平岸会館平岸会館平岸会館に集合 

＊平岸以外にお住まいの方は

10:4510:4510:4510:45 まで、地下鉄南北線地下鉄南北線地下鉄南北線地下鉄南北線    
北１８条駅北１８条駅北１８条駅北１８条駅に集合 

地下鉄福住駅地下鉄福住駅地下鉄福住駅地下鉄福住駅    
（イトーヨーカドー国道側）（イトーヨーカドー国道側）（イトーヨーカドー国道側）（イトーヨーカドー国道側） 

JRJRJRJR 苗穂駅苗穂駅苗穂駅苗穂駅    
 

地下鉄東西線地下鉄東西線地下鉄東西線地下鉄東西線二十四軒二十四軒二十四軒二十四軒駅駅駅駅    
改札口改札口改札口改札口    
 

紹介紹介紹介紹介していますしていますしていますしています～～～～    



実施実施実施実施期間期間期間期間        平成平成平成平成 24242424 年年年年 10101010 月月月月
＊上記の期間中でも医療機関によっては実施していない日もあります。

 
対象者対象者対象者対象者   札幌市民または東日本大震災による被災もしくは福島第札幌市民または東日本大震災による被災もしくは福島第札幌市民または東日本大震災による被災もしくは福島第札幌市民または東日本大震災による被災もしくは福島第
                        に伴う避難のため札幌市内に居留している方に伴う避難のため札幌市内に居留している方に伴う避難のため札幌市内に居留している方に伴う避難のため札幌市内に居留している方

① 接種日現在で
② 接種日現在で

                        HIVHIVHIVHIV ウィルスによる免疫の機能に障がいを持つ方ウィルスによる免疫の機能に障がいを持つ方ウィルスによる免疫の機能に障がいを持つ方ウィルスによる免疫の機能に障がいを持つ方
（障害等級 1 級またはそれに準じる方）

接種費用接種費用接種費用接種費用    １，０００円１，０００円１，０００円１，０００円    
 
接種回数接種回数接種回数接種回数 実施期間中 １回１回１回１回 
 

＊ 接種場所（札幌市が委託している医療機関）、持ち物等は下記にお問い合わせください。
 
〈お問い合わせ先〉札幌市コールセンター〈お問い合わせ先〉札幌市コールセンター〈お問い合わせ先〉札幌市コールセンター〈お問い合わせ先〉札幌市コールセンター

または、各区保健センターへ。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

～普通のか～普通のか～普通のか～普通のかぜとインフルエンザは違いますぜとインフルエンザは違いますぜとインフルエンザは違いますぜとインフルエンザは違います

普通のかぜは、のどが痛む、鼻がむずむずする、

が出るなどが中心で、全身症状はあまり見られません。

インフルエンザにかかると 39度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が

強く、あわせて、のどの痛み、鼻水

などを併発し、重症化することが多いのもインフルエンザの特徴です。また、インフル

エンザは流行が爆発的に始まり、短期間に乳幼児から高齢者まで膨大な人に感染すると

いう点で普通のかぜとはっきり区別されます。

・外から帰ったら必ず手洗いうがいをする。

・できるだけ人ごみは避ける。  

・部屋の換気を定期的に行う。  

・部屋の加湿を行う。  

・バランスのとれた食事を 3 食きちんととる。

・睡眠を十分にとる。  

・過度の厚着を避け、適度な運動をする。

・インフルエンザにかかった人のいる部屋は換気
をよく行い、食器は別のものとする。

・ワクチン接種を受ける。 

～早めに医師の診断を受けて、次のことに注意しましょう～～早めに医師の診断を受けて、次のことに注意しましょう～～早めに医師の診断を受けて、次のことに注意しましょう～～早めに医師の診断を受けて、次のことに注意しましょう～

・睡眠を十分に取り、安静にする。

・消化がよく、ビタミン、タンパク質など栄養のあるものを食べる。

・高熱により脱水症状になりやすいので、水分の補給を心がける。

・体を冷やさないように室温は 20

・乾燥は呼吸器を痛めるので湿度は

日本では、季節性インフルエンザが

月月月月 1111 日（月）から平成日（月）から平成日（月）から平成日（月）から平成 24242424 年年年年 12121212 月月月月 31313131 日（月）まで日（月）まで日（月）まで日（月）まで
＊上記の期間中でも医療機関によっては実施していない日もあります。

札幌市民または東日本大震災による被災もしくは福島第札幌市民または東日本大震災による被災もしくは福島第札幌市民または東日本大震災による被災もしくは福島第札幌市民または東日本大震災による被災もしくは福島第 1111、第、第、第、第
に伴う避難のため札幌市内に居留している方に伴う避難のため札幌市内に居留している方に伴う避難のため札幌市内に居留している方に伴う避難のため札幌市内に居留している方（詳しくはお問い合わせください。）

接種日現在で 65656565 歳以上の方歳以上の方歳以上の方歳以上の方 
接種日現在で 60606060 歳以上歳以上歳以上歳以上 65656565 歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、

ウィルスによる免疫の機能に障がいを持つ方ウィルスによる免疫の機能に障がいを持つ方ウィルスによる免疫の機能に障がいを持つ方ウィルスによる免疫の機能に障がいを持つ方    
級またはそれに準じる方） 

 

接種場所（札幌市が委託している医療機関）、持ち物等は下記にお問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉札幌市コールセンター〈お問い合わせ先〉札幌市コールセンター〈お問い合わせ先〉札幌市コールセンター〈お問い合わせ先〉札幌市コールセンター    011011011011----222222222222----4894489448944894（年中無休（年中無休（年中無休（年中無休 8:008:008:008:00～～～～
または、各区保健センターへ。 

ぜとインフルエンザは違いますぜとインフルエンザは違いますぜとインフルエンザは違いますぜとインフルエンザは違います～～～～                     

普通のかぜは、のどが痛む、鼻がむずむずする、水っぽい鼻水が出る、くしゃみやセキ

が出るなどが中心で、全身症状はあまり見られません。                                        

度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が

鼻水などの症状も見られます。さらに、気管支炎、肺炎

などを併発し、重症化することが多いのもインフルエンザの特徴です。また、インフル

エンザは流行が爆発的に始まり、短期間に乳幼児から高齢者まで膨大な人に感染すると

いう点で普通のかぜとはっきり区別されます。 

・外から帰ったら必ず手洗いうがいをする。  

食きちんととる。  

・過度の厚着を避け、適度な運動をする。  

・インフルエンザにかかった人のいる部屋は換気
をよく行い、食器は別のものとする。  

流行の 1 か月前くらいの

に、1 回又は 1～4 週間の間隔を置いて

接種します。一般に成人は、過去のインフ

ルエンザ流行時の免疫があり、

も免疫効果があると考えられています。

特に 65 歳以上の高齢者については、

接種で十分に抵抗力がつくとの研究結果が

報告されています。 

～早めに医師の診断を受けて、次のことに注意しましょう～～早めに医師の診断を受けて、次のことに注意しましょう～～早めに医師の診断を受けて、次のことに注意しましょう～～早めに医師の診断を受けて、次のことに注意しましょう～    

・睡眠を十分に取り、安静にする。 

・消化がよく、ビタミン、タンパク質など栄養のあるものを食べる。 

・高熱により脱水症状になりやすいので、水分の補給を心がける。 

20～22 度にする。 

・乾燥は呼吸器を痛めるので湿度は 60～70%を目安に。 

日本では、季節性インフルエンザが、例年 12 月～3 月頃に流行します。 

４ 

インフルエンザの感染力は

は毎年約 1 千万人が感染しています

日（月）まで日（月）まで日（月）まで日（月）まで    
＊上記の期間中でも医療機関によっては実施していない日もあります。 

、第、第、第、第 2222 の原子力発電所事故の原子力発電所事故の原子力発電所事故の原子力発電所事故        
（詳しくはお問い合わせください。）    

歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、    

接種場所（札幌市が委託している医療機関）、持ち物等は下記にお問い合わせください。 

～～～～21:0021:0021:0021:00））））    

                     

が出る、くしゃみやセキ

                                        

度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が

などの症状も見られます。さらに、気管支炎、肺炎

などを併発し、重症化することが多いのもインフルエンザの特徴です。また、インフル

エンザは流行が爆発的に始まり、短期間に乳幼児から高齢者まで膨大な人に感染すると

か月前くらいの 11 月～12 月の間

週間の間隔を置いて 2 回

接種します。一般に成人は、過去のインフ

ルエンザ流行時の免疫があり、1回の接種で

も免疫効果があると考えられています。 

歳以上の高齢者については、1 回の

接種で十分に抵抗力がつくとの研究結果が

 

は非常に強く、日本で

しています。 


