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カナダのヘルスケアサービスを理解し、利用することは非常に重要です。 

全てのカナダ居住者は、必要なヘルスケアサービスを受けることができま

す。ヘルスケアサービスは病気の時だけのものではありません。ヘルスケア

サービスやリソースは健康を維持するのにも役立ちます！   

この案内はボウバレー地区(バンフ、キャンモア、 レイクルイーズ、 カナ

ナスキス)のヘルスケアサービスやリソースの理解、または利用に役立ちま

す。これらのサービスやリソースの多くは無料で利用できます！ 

   

健康およびウェルネスの疑問に対する回答をいつでも得ることができます。

200の異なる言語にて問い合わせ可能です。 

 

正看護師に相談する場合、どの電話からでも811にご連絡

ください。 https://myhealthalberta.ca にて役立つ情報や

ビデオをご覧いただけます。 

 

どの電話からでも211に連絡できま

す。最寄りのサポートに関しては、

www.ab.211.caをご覧ください。 

 

医療緊急事態の場合は、911に連絡してください。救急車が到着するまで、

オペレーターが電話で助けてくれます。 

通訳サービスはボウバレーにある病院で利用可能、また、多くの

診療所でも手配可能です。 

 通訳は多くの言語で利用可能です。 
 通訳者は患者と医師がお互いを理解できるように、患者の第一言語を話

します。 
 通訳者が問診票記入を手伝います。 
 通訳者はあなたの医療情報を守秘します。友達や家族を診察に連れてく

る必要はありません。 

 

 

 ヘルスケアは全ての人にとって重要！  

  様々な言語で助けを得られる 

サポートは24時間年中無休で利用可能（昼夜問わず） 

https://myhealth.alberta.ca
http://www.ab.211.ca
http://www.ab.211.ca/
http://www.albertahealthservices.ca/info/page12630.aspx
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 案内の情報 

安全で健康的な人間関係の維持 (12ページ) 

依存症とメンタルヘルス (13ページ) 

性の健康、妊娠と出産、乳児ケア (14-15ページ) 

健康な子供たちと10代の若者たち (16-17ページ) 

高齢者向けのヘルスケア (20ページ) 

二次医療サービス (21ページ) 

追加の健康保険 (22-23ページ) 

健康的な食事と運動 (18-19ページ) 

ヘルスケアの地図 (24-25ページ) 

  アルバータ健康保険プラン (AHCIP) (6-7ページ) 
• 健康保険の対象者は？ 
• 健康保険の適用範囲は？ 
• AHCIPの登録方法 

ボウバレー地区のプライマリヘルスケアサービス (8-10ページ) 
• かかりつけの一般開業医/かかりつけ医 
• ボウバレープライマリケアネットワーク（Bow Valley Primary Care Network） 
• かかりつけ医に登録する方法 
• 適切な医療支援を受ける方法 
• 薬局と保健所 

職場での安全衛生の維持 (11ページ) 

よく使われるヘルスケア用語（4-5ページ) 

私の健康情報 (26ページ) 
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このガイドを読むと、太字で書かれたよく使われるヘルスケア用語をいくつ

か目にするでしょう。次の2ページで、それらの用語の意味を学ぶことがで

きます。 

アルバータヘルスは、州の保険政策と基準を設定、監視、施行する州政府の

省庁です。  

アルバータヘルスサービス (AHS) は アルバータ州で健康支援やサービスを

計画、提供する州の保健当局です。 

アルバータ健康保険プラン (AHCIP) は保険適用対象であるアルバータ州内

の病院や医師のサービスを受けた、資格のある全てのアルバータ州民の医療

費をカバーします。健康保険プランに登録し、アルバータパーソナルヘルス

カードを常に携帯してください。 

ボウバレー地区（Bow Valley）とはバンフ、キャンモア、レイクルイーズ、

カナナスキス、MDビッグホーンNo.8市区を含むエリアです。 

救急科（Emergency Department）は、直ちに医師の診察を受けなければなら

ない患者に救急治療を提供します。最も緊急な場合は、救急科で一番に診察

されます。 容体が緊急を要しない場合は、診察を受けるまで長時間待つ可

能性があります。バンフとキャンモアに救急科のある病院があります。 

一般開業医 (GPs) またはかかりつけの内科医/医師は、あなたと家族の健康

の全ての面で助けてくれます。妊娠中の女性、赤ちゃん、子供、大人、高齢

者の診察をします。あらゆる病気、怪我、または健康に関する疑問に対して

助けを提供します。より複雑な健康上の懸念がある場合は、かかりつけの医

師が専門的な検査や治療を受けられるように、専門医を紹介してくれます。 

ヘルスリンク（Health Link）は、アルバータ州民に24時間年中無休の電話

でのアドバイス、または一般的な健康情報を提供しています。ヘルスリンク

を利用する際は、811に連絡してください。  

メディケアは、カナダ居住者に医療保障を提供する国民医療制度です。 

病歴とは、現在そして過去の健康に関する情報を意味します。この情報はこ

れまでに経験した全ての健康上の問題、怪我、家族の健康上の問題、投薬、

その他かかりつけ医ができるだけ最善の治療を提供するために役立つ詳細な

どが含まれます。 

 

 

 よく使われるヘルスケア用語  
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アルバータ州の労働安全衛生は、雇用者または業界と協力して、業務上の怪

我、病気、死亡を防ぐのに役立っています。雇用者は被雇用者が働き始める

時に、安全衛生の方針を一緒に確認します。 

定期健康診断は血圧、心拍数、全体的な健康の検査を含む医師による診察で

す。かかりつけ医がどのくらいの頻度で診察を受けるべきか決めます。 

出産前と産後のケアとは、 妊娠中から新生児が産まれた後に提供されるヘ

ルスケアサービスのことです。 

処方箋とは医師によって書かれた指示書を指します。かかりつけ医が薬局で

購入できる薬の処方箋を出してくれます。また、理学療法などの治療のため

の処方箋を出してくれることもあります。 

プライマリヘルスケアは、あらゆるライフステージにおいて、あなたと家族

の日々の健康維持をサポートするコミュニティ内の全てのサービスを含みま

す。プライマリケアの例として、かかりつけ医による診察、保健師による予

防接種、薬剤師からのアドバイス、栄養士やセラピストとのカウンセリング

が挙げられます。 

紹介状とは別の医療専門家からアドバイスを得るための医師の推薦状です。

一部の医療サービスの利用は、かかりつけ医からの紹介状が必要になること

があります。  

管理栄養士 (RD) は個人や家族が健康的な食品を選択し、健康を支える食品

を手に入れる手助けをします。 

正看護師 (RN) は看護サービスを提供し、健康教育プログラムを指導し、患

者の健康について患者と話をします。  

専門家とは特定の医学分野において、専門知識と治療を提供する医療専門家

のことです。 かかりつけ医が患者を専門家に紹介することがあります。 

ウォークインクリニックは、予約なしで患者を診察する診療所です。かかり

つけ医が利用できない場合は、ウォークインクリニックに行くことができま

す。ウォークインクリニックの情報については24-25ページの地図をご覧く

ださい。  

 

 よく使われるヘルスケア用語 
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健康保険の対象者は？ 

カナダにはメディケアと呼ばれる公的資金による医療制度があり、国全体で

ヘルスケアを利用できるようになっています。 カナダの各州と準州には、

それぞれの居住者がメディケアを利用できるように、独自の健康保険プラン

があります。 

アルバータ州に居住し、下記に当てはまる場合はアルバータ健康保険プラン 
(AHCIP)に登録できます。 

 アルバータ州に少なくとも12か月住む予定のカナダの永住者あるいは市

民 

 現在、就労(最低6か月)、就学、あるいはビジター許可証の保持者 

AHCIPの対象者の詳細についてはこちらをご覧ください。 

https://www.alberta.ca/ahcip-eligibility.aspx 

健康保険の適用範囲は？ 

AHCIP が適用されるサービスの例として下記が挙げられます。 

 医師または正看護師による診察 

 医学的に必要な手術 

 病院受診または標準病棟での入院 

 内科医の指示による付き添い看護 

 予防接種 

これらはAHCIPが適用されるサービスのほんの一例です。 

適用されるものと適用されないもののすべての一覧はこちらから

ご覧になれます。 

https://www.alberta.ca/ahcip-what-is-covered.aspx 

AHCIPが適用されないほとんどのサービスの費用は、追加の健康保険によっ

て補償されることがあります。二次医療サービスまたは追加の健康保険の詳

細は、21-23ページにてご確認ください。 

 

  アルバータ健康保険プラン  

在留資格や住所に変更があった場合は、登記所にて情報を更新す

る必要があります。 

アルバータ州に到着後すぐにアルバータ健康保険プランに申し込

みができます。補償の受け取りの遅れを避けるために、アルバー

タ州到着後3か月以内に申し込む必要があります。  

https://www.alberta.ca/ahcip-eligibility.aspx
https://www.alberta.ca/ahcip-what-is-covered.aspx
http://www.health.alberta.ca/
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AHCIPの登録方法 

バンフ登記所 (Banff registry)はボウバレー地区において、直接登録でき

る唯一の場所です。登記所にて申込用紙を記入できます。登録を無料ででき

ます。 

登録のために、下記の3つの書類を持参しなければいけません。 

1. アルバータ州に居住していることを示す書類（下記の書類のどれか１

つ）  

 最新のアルバータ州運転免許証 

 最新のアルバータ州身分証明書 

 アルバータ州の住居あての最新の公共料金または電話料金の請求書 

 氏名とアルバータ州の住所が記載されている場合に限り、最新の給料明

細、 銀行取引明細書または長期の (少なくとも6か月) 賃貸契約書をア

ルバータ州に居住している証明として使用できます。 

2. 本人確認書類（下記の書類のどれか１つ）  

 カナダのパスポート/自国のパスポート 

 カナダ市民カード 

 永住者カード (両面) 

 ファースト・ネーション/イヌイット/メティスカード (両面) 

 アルバータ州身分証明書 

 最新の州または準州運転免許証 

3. カナダでの入国が許可されていることを示す書類（下記の書類のどれか

１つ）  

 カナダのパスポート  

 カナダ市民カードまたは証明書 (両面) 

 カナダの出生証明書  

 永住者カード (両面) 

 ファースト・ネーション/イヌイット/メティスカード (両面) 

 カナダ入国書類 (両面) 

403-762-2177 
 http://www.thebanffregistry.com  

103-211 Bear Street ,Banff, AB, T1L 1A6 

(バイソンコートヤード内に所在) 

  アルバータ健康保険プラン  

http://www.thebanffregistry.com
https://thebanffregistry.com/
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かかりつけの一般開業医/かかりつけ医 

新しいコミュニティに引っ越したらすぐに一般開業医 (GP) を見つけること

が非常に重要です。GP はよくかかりつけ医または内科医と呼ばれます。こ

の医師は患者の病歴を学び、健康情報を記録し続けます。  

かかりつけ医は患者の現在の健康状態と病歴に基づいて、定期健康診断の頻

度を決めます。また、怪我をした時や気分が悪い時、専門家への紹介状が欲

しい時に、予約をしてかかりつけ医の診察を受けることができます。  

患者、患者の家族、患者の医療ニーズを理解している医師を持つことによ

り、可能な限りの最善のヘルスケアを受けることができます。  

新しい患者を受け入れているGPを見つける最適な方法は、ボウバレープライ

マリヘルスケアネットワークのウェブサイトwww.bowvalleypcn.caをご覧く

ださい。  

ボウバレープライマリヘルスケアネットワーク(PCN) 

ボウバレープライマリヘルスケアネットワークは他

のアルバータヘルスサービスの専門家と協力して、

患者にプライマリヘルスケアを提供する地元の医師

グループです。 

 

ボウバレーPCNのウェブサイトwww.bowvalleypcn.caにて、下記のことができ

ます。 

 かかりつけ医を見つける。 

 重要なヘルスケア情報の獲得する。 

 健康維持についてさらに学ぶための無料のプログラムやクラスに登録す

る。 

ボウバレーPCNは、活動的な生活、健康的な食事、禁煙、疼痛処理、減量、

メンタルヘルス、ストレスや不安の軽減、健康的な妊娠と出産、新生児ケ

ア、母乳育児などに関するプログラムやサービスを提供しています。 

 

  ボウバレー地区のプライマリヘルスケアサービス  

多くのプライマリヘルスケアサービスは学校制度と結びついています。子供が追

加の健康または発達の支援を必要とする場合は、子供の学校を通じて支援

や紹介を受けます。 

http://www.bowvalleypcn.ca
http://www.bowvalleypcn.ca
http://www.bowvalleypcn.ca/
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かかりつけ医に登録する方法  

1. www.bowvalleypcn.caに行き、「医師を見つける」をクリックし、登録で

きるボウバレー地区の全ての医師一覧をご覧ください。 

2. 最寄りの医師または診療所を選んでください。一度医師に会い、かかり

つけ医にしたいかどうか決めることができます。かかりつけ医に満足す

ることが重要です。 

3. 診療所に電話し、「新しい患者として登録したいです。」と伝えてくだ

さい。 電話対応者がいくつか質問をし、医師との初診予約を手伝って

くれます。また、診療所に行き、登録の手助けをしてもらうこともでき

ます。   

4. 初診には時間通りに行くようにしてください。アルバータヘルスカード

と写真付き身分証明書を持参してください。また、新しい医師と共有し

たい重要な医療情報あるいは記録を持参してください。  

5. 医師との初診あるいは予約した診察に行けない場合は、電話をして予約

のキャンセルをしなければいけません。少なくとも予約の24時間前に

キャンセルをしなかった場合、手数料が請求される可能性があります。 

 

適切な医療支援を受ける方法 

  ボウバレー地区のプライマリヘルスケアサービス 

811に電話 正看護師から昼夜問わずいつでもアドバイスをもらうことができ

ます。看護師が質問し、あなたに最適な治療を決定します。  

**200の異なる言語でサポートを受けられます。**  

かかりつけ医 診察予約まで安全に待てる全ての医療ニーズが該当します。かか

りつけ医が利用できない場合は、大抵同じ診療所の別の医師の診

察を受けることができます。 

ウォークイン

クリニック 

かかりつけの診療所が閉まっている時に病気または怪我をした場

合、かかりつけの診療所で予約が取れない場合が該当します。24-

25ページの地図をご覧ください。 

病院の救急科 重症あるいは重傷で、すぐに医師の診察が必要な場合が該当しま

す。かかりつけ医が利用できず、ウォークインクリニックも閉

まっている場合は、病院に行ってください。 

911に電話 あなた自身あるいは周りの誰かが医療的緊急事態の場合が該当し

ます。救急車が到着するまで、電話に対応したオペレーターが助

けてくれます。 

http://www.bowvalleypcn.ca
http://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/link/index.html
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薬局と薬剤師 

ボウバレー地区には多くの薬局があります。かかりつけ医から処方箋
をもらったら、薬局で薬を受け取ることができます。処方箋無しで購

入可能な薬も購入することができます (咳止め薬、応急処置クリー

ム、鎮痛剤)。これらはよく市販薬(OTC)と呼ばれます。薬局では、医療用品

や医療機器、歯磨き粉や石鹸などの衛生用品、その他多くの製品が販売され

ています。 

 

薬剤師は情報を共有し、質問に回答してくれます。 

 

 プライマリヘルスケアチームの一環として、薬局を1つ選んでくださ

い。いつも同じ薬局を利用することにより、下記のことが可能です。 

 全ての投薬記録が簡単に見つけられて確認できる 

 薬がさらに必要な時に投薬記録の確認ができ、簡単に今までの投薬記録

をわりだせる 

 有害の可能性のある薬を混ぜないように気を付けてくれる 

 あなたのことを知り、医療ニーズを理解し、薬の管理を手伝ってくれる

薬剤師との関係を築く 

24-25ページにて、薬局の場所を示した地図の確認ができます。 
 
保健所 
別の重要なプライマリヘルスケアのリソースは最寄りの保健所で

す。保健所にて下記のサービスが利用可能です。 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ボウバレー地区のプライマリヘルスケアサービス 

 予防接種  

 旅行医療サービス 

 ウェルチャイルドサービス 

 ヘルシーママヘルシーベイビー 

 栄養指導 

 メンタルヘルスカウンセリング 

 母乳育児サービス 

 糖尿病診療所 

キャンモア保健所  

800 Railway Avenue 

403-678-5656  

バンフコミュニティ保健所 

300 Lynx Street 

403-762-2990  

薬の使用方法や自分に合った薬が分からない場合は、必ず薬剤師に尋ねて

ください。 

javascript:void(0)
http://www.health.alberta.ca/
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カナダでの労働者には安全で衛生的な職場での労働の権利があります。 

労働者と雇用者は安全衛生に対する責任を共有しています。  

 労働者として、職場でのあらゆる危険について雇用者に直ちに報告しな

ければいけません。  

 雇用者として、 労働者の安全衛生を守るために、合理的にできる全て

のことをしなければいけません。  

労働安全衛生に関する詳細はこちらをご覧ください。 

https://www.alberta.ca/occupational-health-safety.aspx 

業務において、あなたや他の誰かへの緊急的な危害や怪我を懸念する場合

は、労働安全衛生コンタクトセンター 1-866-415-8690 に直ちに連絡してく

ださい。  

 

 

 

カナダの労働者は、労働災害による経済的損失から保

護されています。業務中に怪我を負った場合、すぐに

雇用主に伝え、WCBに怪我を報告する必要があります。

WCBアルバータは仕事に復帰する手伝いをします。サービスには医療保険、

医療計画、賃金損失分の財政援助、および仕事に復帰するために変更された

業務の支援が含まれます。   

オンラインwww.wbc.ab.caにて怪我の報告が可能です。  

詳細については、1-866-922-9221 に連絡してください。 

 職場での安全衛生の維持 

病気または医師の診察が必要な場合は、雇用主によって提供され

た「病気休暇」が使用できます。これらの休暇は給料が発生する

かもしれません。病気が理由で働けない場合、雇用形態に影響が

でることを心配する必要はありません。また、病気の家族を看病するた

めに、給料の発生しない休暇を取ることもできます。休暇の取得または

その他の雇用基準に関する詳細は、こちらをご覧ください。https://

www.alberta.ca/employment-standards.aspx 

全ての職場には、職場での危険に対処するための安全衛生方針と

手順があります。働き始める前に、それらの方針と手順を理解す

ることが非常に重要です。 

https://www.alberta.ca/occupational-health-safety.aspx
http://www.wcb.ab.ca
http://www.wcb.ab.ca/
https://www.alberta.ca/employment-standards.aspx
https://www.alberta.ca/employment-standards.aspx
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カナダでの全ての人間関係において、あなたには次の権利があります。 
 意見を述べ、それを尊重してもらう。 
 自分で自分自身について決める。 
 あなたを不快にする物理的な近さやその他の行動にいつでも「ノー」と

言う。もし「イエス」と言っても、考えを変えることができる。  
 自分の友達は自分で選び、友達関係を保つ。 
 自分のお金と所有物を管理する。 
 他人を含まない活動に参加する。 
 あなたの要求も同様に重要であると認識してもらう。 
 身体的または性的に暴行されない、精神的に虐待されない。 
 脅迫されたり、危害を加えられたりせずに関係を終わらせる。 
 
性的暴行とは性の健全性を侵害する行為のことです。  
• 性的暴行は、結婚を含めたあらゆる関係で起こり得ます。 
• 性別を問わず、誰もが暴行や暴力の犠牲者になり得ます。 
• もしあなたが暴行されたら、それはあなたのせいではありません。ま

た、あなたは1人ではありません。 下記のいずれかの場所から助けを得
ることができます。  

YWCAバンフを通して、詳細やサポートに関して確認できます。  

月曜日-金曜日 (9am-5pm): 403-760-3200 営業時間外: 403-762-3560  

ywcabanff.ca/programs-services/get-help-now または 

ボウバレーハーモニープロジェクト https://ywcabanff.ca/programs-services/

harmony-project/ 

 
 

 安全で健康的な人間関係の維持  

ボウバレー犠牲者サービス 

（Bow Valley Victim Services）  

403-760-0197  

営業時間外: 403-762-2226  

バンフミネラルスプリングス病院 305 Lynx Street 403-762-2222 

キャンモア総合病院 1100 Hospital Place 403-678-5536 

警察署  RCMP-バンフ 403-762-2226 

RCMP-キャンモア 403-678-5516 

RCMP-カナナスキス 403-591-7708 

RCMP-レイクルイーズ 403-522-3812 

セントラルアルバータ性的暴行サポー

トセンター 

（Central Alberta Sexual Assault 

Support Centre） 

24時間サポートライン—電話またはテキスト: 

866-956-1099  

http://ywcabanff.ca/programs-services/get-help-now/
https://ywcabanff.ca/programs-services/harmony-project/
https://ywcabanff.ca/programs-services/harmony-project/
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身体的な健康と同様にメンタルヘルスも重要です。新しい土地に馴染むこと
はストレスがたまり、精神的な負担になることもあります。かかりつけ医は
メンタルヘルスに関する質問について助けることができます。カナダではメ
ンタルヘルスと依存症について医師と率直に話し合うことができます。あな
たや知り合いがサポートを受けられる他の無料の方法がたくさんあります。 

緊急メンタルヘルスとウォークインカウンセリング (予約の必要なし) 

バンフミネラルスプリングス病院 / キャンモア総合病院                                                     

あなたや知り合いが助けをすぐに必要としている場合、毎日2pm-9pmの間、

病院に行き、カウンセラーに相談することができます。 

ボウバレーメンタルヘルスサービス 

Suite 101,743 Railway Avenue, Canmore カウンセリングの予約をするには

403-678-4696に電話してください。月曜日から金曜日 8:15am-4:30 pm 

24時間ヘルプライン: 1-877-303-2642  

24時間お悩みセンター緊急ライン: 403-266-4357 

アルバータ州メンタルヘルスオンラインコミュニティ:  

https://togetherall.com 

幸せの基本や落ち着くことの不安、その他のクラスは誰でも参加できます。

詳細や登録方法についてはこちらをご覧ください。www.bowvalleypcn.ca.  

ライトフロムスタートは、学校を通じて、子供と若者にメンタルヘルス教育

とサポートを提供しています。 詳しくは17ページをご覧ください。  

ボウバレー依存症サービス  

Suite 101,743 Railway Avenue, Canmore 予約の際は403-678-4696に電話し

てください。月曜日から金曜日 8:15am-4:30 pm 

 個人、グループ、青年および家族のカウンセリング  

 酒、たばこ、その他の薬、ギャンブルに関連した問題について理解を深

め、認識を高めるように設計されたプログラム  

24時間ヘルプライン: 1-866-332-2322  

アルバータクイットは禁煙するために必要な手段やスキルを提供していま
す。www.albertaquits.caをご覧ください。また、866-710-7848に電話をする
か、ABQUITS to 123456にテキストで連絡できます。 

 

 メンタルヘルスと依存症 

メンタルヘルスや依存症のサポートを探すことによって、雇用形態

や在留資格に影響がでることはありません。 

tel:1-877-303-2642
https://togetherall.com
http://www.bowvalleypcn.ca
http://www.albertaquits.ca
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性の健康 

かかりつけ医は、性や生殖に関する健康の疑問に答えることができます。避

妊や性感染症 (STIs) から身を守る安全な選択肢はたくさんあります。かか

りつけ医、またはウォークインクリニックにて、無料で性感染症の検査を受

けることができます。かかりつけ医は、妊娠あるいは妊娠したい場合のサ

ポートも可能です。 

このウェブサイトは、性の健康に関して信頼できる情報源として、多くのボ

ウバレー 医師に推奨されています。www.sexandu.ca 

妊娠と出産 

妊娠していることが分かったらすぐに、出産前の患者にケアを提供している

医師に登録する必要があります。かかりつけ医が出産前ケアを提供していな

い場合は、提供している医師に紹介してくれます。   

出産前と産後ケアを提供する医師は2つの診療所で勤務しています。 

キャンモア—マウンテンマタニティアンドファミリーメディシン 403-675-

3088 

バンフ—アルパインメディカルクリニック 403-762-3155 

新生児が産まれてくる準備の手助けしてくれる多くのリソースが利用可能で

す。最善の準備の仕方をかかりつけ医が決めるのを手伝ってくれます。ボウ

バレー地区のほとんどの新生児はキャンモア総合病院で産まれています。妊

娠が複雑または新生児が特別なサポートを必要とする場合は、新生児はカル

ガリーで出産されます。 

出産とその後  

この無料プログラムは、陣痛/分娩と母乳育児に特化した2時間のクラスを3

回提供しています。最初のクラスの時点で、妊娠25週目以上のキャンモア総

合病院で出産予定の患者向けに設計されています。パートナーやサポートす

る人の参加も歓迎しています。このプログラムに登録するには 

www.bowvalleypcn.caをご覧ください。 

Birthandbabies.com  

このウェブサイトでは、非常に有益な情報を得ることができます。陣痛/分

娩や乳児ケアに関する6週間コースに登録することができます。コースはバ

ンフとキャンモアで提供されています。www.birthandbabies.comから登録で

きます。 

 性の健康、妊娠と出産、乳児ケア  

http://www.sexandu.ca
http://www.bowvalleypcn.ca
http://www.birthandbabies.com
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ベストビギニングプログラム 

健康な妊娠と健康な新生児を産むために非常に役に立つガイドが、アラビア

語、中国語、英語、ペルシア語、フランス語、パンジャブ語、スペイン語、

タガログ語、ウルドゥー語、ベトナム語で利用可能です。http://

www.birthandbabies.com/best-beginning-programにてご覧ください。 

ヘルシーママヘルシーベイビー 

このプログラムはバンフとキャンモアの妊娠中の女性に提供しています。他

の妊娠中の女性と会い、自身と新生児の世話をする方法を学びます。栄養や

その他のサービスについてサポートが受けられます。 

このプログラムを利用するには、妊娠中かつ出産前に電話して登録しなけれ

ばいけません。403-762-2990 (バンフ)  403-678-5656 (キャンモア) 

乳児ケア 

新生児を持つことは非常に素晴らしいことです。また、新生児の世話をする

ことは非常に大変なことでもあります。それを助けてくれる多くのサポート

が利用可能です。生後1週間、1か月、3か月、6か月ごとに新生児と一緒にか

かりつけ医の診察を受けてください。母親と新生児の健康に関して懸念があ

る場合は、いつでも予約をして医師の診察を受けることができます。 

全てのボウバレー地区の両親は、新生児と一緒に帰宅してから1日以内に保

健師の訪問があります。保健師は両親と新生児が問題ないかどうか確かめる

ために来ます。何か懸念していることがあれば、保健師に尋ねることができ

ます。 

授乳コンサルタントは新生児が産まれる前と後で利用可能です。授乳コンサ

ルタントは母親と新生児のための母乳育児のサポートを提供しています。か

かりつけ医が授乳コンサルタントを紹介してくれます。 

ファミリーリソースネットワークは、子供たちが安全で、愛情と思いやりの

ある家族とコミュニティで育てられるように両親の手助けをします。子供た

ちと家族のためのプログラムがたくさんあります。お子さんが0-18歳までの

両親向けのクラスやサポートサービスもあります。他の両親に会い、ボウバ
レー地区での子育てについて学ぶことができます。詳細は17ページをご覧く

ださい。 

ヘルシーペアレンツヘルシーチルドレンは新しい両親向けの非常に役立つ

ウェブサイトです。多くの役立つ情報をwww.healthyparentshealthychildren.ca

でご確認ください。   

 性の健康、妊娠と出産、乳児ケア 

http://www.birthandbabies.com/best-beginning-program
http://www.birthandbabies.com/best-beginning-program
http://www.healthyparentshealthychildren.ca
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子供たちの健康を保つために様々な方法があります。かかりつけ医を見つけ

ることは重要な第1歩です。詳しくは9ページをご覧ください。健康診断のた

めに、5歳以下の子供たちは毎年医師の診察を受ける必要があります。5歳以

降はかかりつけ医が健康診断の頻度を決めます。 

栄養   

子供たちの脳と身体の発達を助けるために、様々な健康的な食品

が必要です。健康的な食品を手頃に入手できる方法があります。

18ページをご覧ください。子供の健康的な食事について懸念があ

る場合は、かかりつけ医が管理栄養士を紹介することができます。  

運動 

身体活動は健康的な幼少期において重要な要素です。子供たち

は、毎日少なくとも60分は運動することが医師によって推奨さ

れています(ランニング、ウォーキング、スポーツをする、体を

動かす)。キッズスポーツとジャンプスタートは、子供たちがスポーツや身

体活動に参加できるように財政的支援を提供する地元の組織です。これらの

プログラムに関する詳細や申請については、バンフのコミュニティサービス

オフィスとキャンモアのファミリーアンドコミュニティサポートサービス

(FCSS)オフィスで確認できます。17ページをご覧ください。 

予防接種—ウェルチャイルドサービス  

カナダの子供たちは定期予防接種を通じて、ワクチンで予防可能

な多くの病気から守られています。地元の保健所にて詳細と予防

接種のスケジュールが確認できます。10ページをご覧ください。

http://immunizealberta.caからもご覧いただけます。 

 

口腔衛生と歯科医療 

子供の歯と歯茎の手入れをすることは、非常に重要です。良好な口

腔衛生 (毎日歯磨きをする、砂糖の取りすぎを避ける、水をたくさ

ん飲む) と定期的な歯科医療は虫歯と感染症を防ぎます。口腔衛生

は産まれた時から始まっています。子供たちは3歳から歯医者に通

い始める必要があります。歯科医療はAHCIPが適用されません。従業員の健

康保険、民間の健康保険、アルバータチャイルドヘルスベネフィットはすべ

て、歯科医療費の一部をカバーしています。22ページをご覧ください。キャ

ンモアとバンフの歯医者への連絡先詳細と役立つ情報がオンライン

www.dentalhealthalberta.caにて確認いただけます。 

 健康な子供たちと10代の若者たち 

http://www.kidsportcanada.ca/alberta/bow-valley
https://www.banff.ca/861/Jumpstart-Bow-Valley
http://immunizealberta.ca
http://www.dentalhealthalberta.ca
http://www.healthyeatingstartshere.ca/
https://www.participaction.com/en-ca/programs/make-room-for-play
https://www.participaction.com/en-ca/programs/make-room-for-play
http://www.dentalhealthalberta.ca/
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検眼 (アイケア) は全ての人にとって重要です。アルバータ州では全ての18

歳までの子供たちの眼科検診が無料です。子供の診察予約をする

ためには、バンフまたはキャンモアの眼科に連絡してください。 

アイシー…アイラーンは、幼稚園の生徒に眼科検診を提供し、必要に応じて

無料で眼鏡を提供するプログラムです。このプログラムに関する詳

細は様々な言語でhttps://www.optometrists.ab.ca/web/AAO/ESEL/

AAO/ESEL/Eye_See...Eye_Learn.aspxから確認できます。 

ライトフロムスタートは学校とコミュニティでメンタルヘルス の促進とサ

ポートを提供しています。子供たちと10代の若者たちは大人と同

様に、メンタルヘルスの変化を経験します。不安と鬱に悩む子供

たちもいます。学校またはオンラインhttps://sites.google.com/

crps.ca/rightfromthestart/homeにて詳細を確認できます。  

ボウバレーファミリーリソースネットワーク (FRN) はボウバレー地区の幼

児を持つ全ての家族向けの素晴らしいサポートです。提供さ

れるサービスには、両親のサポートグループや教育のワーク

ショップ、両親と子供向けの立ち寄り遊び時間、リソースと

おもちゃの貸出図書館、親子関係カウンセリングと個別の子

育てサポートなどがあります。クラスとプログラムの詳細は、フェイスブッ

クでBow Valley Family Resource Networkを検索してください。Eメールでも連

絡可能です。frnadmin@canmore.ca (キャンモア/エクスショウ) または

familyconnections@banff.ca (バンフ)  

コミュニティリソース 

キャンモアのファミリーアンドコミュニティサポートサービス 403

-609-3743 http://canmore.ca/residents/family-community-services およ

びバンフのチャイルドアンドファミリーリソース 403-762-1251 

www.banff.ca/kids は子供たち、青年、家族に多くのプログラムとサ

ポートを提供しています。 

10代の若者たち向けのサポート 

10代の若者で誰かと話したい、または問題解決の手助けが欲しい場合

は、コネクティーンに連絡できます。403-264-8336に電話をするか、

587-333-2724にテキスト、またはウェブサイトcalgaryconnecteen.comを確認

してください。キッズヘルプフォン1-800-668-6868に電話するか、

kidshelpphone.caも利用できます。 

 健康な子供たちと10代の若者たち 

https://www.optometrists.ab.ca/web/AAO/ESEL/AAO/ESEL/Eye_See...Eye_Learn.aspx?
https://www.optometrists.ab.ca/web/AAO/ESEL/AAO/ESEL/Eye_See...Eye_Learn.aspx?
https://sites.google.com/crps.ca/rightfromthestart/home
https://sites.google.com/crps.ca/rightfromthestart/home
https://www.facebook.com/Bow-Valley-Family-Resource-Network-449721911749451/
mailto:frnadmin@canmore.ca
mailto:familyconnections@banff.ca
http://canmore.ca/residents/family-community-services
https://www.banff.ca/kids
http://www.calgaryconnecteen.com
tel:1-800-668-6868
http://www.kidshelpphone.ca
https://sites.google.com/a/crps.ca/rfts
http://canmore.ca/residents/family-community-services
http://www.banff.ca/kids
http://calgaryconnecteen.com/
https://www.yellowpages.ca/search/si/1/Optometrists/Canmore+AB
http://www.optometrists.ab.ca/WEB/AAO/ESEL/Eye_See...Eye_Learn__Translated_Information.aspx
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よく食べ、活動的でいることは健康において重要な要素です。多くの心身の

健康問題は、健康的な食事と運動によって予防または手助けとなることがあ

ります。 

健康的な食事をより手頃な価格で入手する方法はたくさんあります。  

ボウバレー食品同盟は食料安全保障の問題に取り組み、健康的で新鮮な食品

を手頃な価格で入手できるよう改善に専念しています。ボウバ

レーフードアライアンスのウェブページhttps://bvfa.caにて、ボウ

バレー地区の住民のための多くの食品サポートやプログラムの一

覧がご覧になれます。 

https://bvfa.ca/mapで双方向性のフードアセット地図がご覧になれます。 

食品サポートと今後の食品関連イベントは、Bow Valley Food Alliance 

Facebook ページにて確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

グッドフードボックスは、ボウバレー地区の居住者は誰でも利用可能です。

新鮮な果物や野菜のお手軽ボックスは、毎月事前に注文でき、各コミュニ

ティの場所で受け取りが可能です。https://bowvalleygoodfoodbox.com/でグッ

ドフードボックスの注文ができます。 

カナダの食品でよい食習慣を持つガイドは、あなたと家族が必要とする食品

量や、健康に良い食品の種類について簡単に学ぶことができます。ガイドは

12言語で利用可能です。http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order

-commander/guide_trans-trad-eng.phpでご確認ください。 

 

健康的な食事はここから始まるでは、予算内の健康的な食事のアイデア、レ

シピ、 学校給食のヒントなどを提供しています。

www.healthyeatingstartshere.ca 

  健康的な食事と運動 

https://bvfa.ca
https://bvfa.ca/map
https://www.facebook.com/bowvalleyfoodalliance/
https://www.facebook.com/bowvalleyfoodalliance/
https://bowvalleygoodfoodbox.com/
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/guide_trans-trad-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/guide_trans-trad-eng.php
http://www.healthyeatingstartshere.ca
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ボウバレー地区では、季節ごとに活動的になれるような楽しいアクティビティを提

供しています。活動的になることを楽しむ手助けをするプログラムがたくさんあり

ます。 

キャンモアのレクリエーションプログラムはコミュニティガイドで確認できます。

このガイドはhttps://canmore.ca/recreation-facility/recreation-programs-registrationにて

オンラインでもご覧になれます。 

キャンモアにあるエレベーションプレイスでは、スイミングプール、フィットネス

クラス、運動器具、クライミングジムを提供しています。詳細はhttps://canmore.ca/

recreation-facility/elevation-placeをご覧ください。割引メンバーシップはキャンモアお

得なサービスプログラム（Canmore Affordable Services Program）を通じて利用で

きます。 

キャンモアお得なサービスプログラム（Canmore Affordable Services Program）は、資

格のある居住者に割引価格で様々なレクリエーションプログラムを提供していま

す。詳細あるいは申込用紙の印刷はhttps://canmore.ca/residents/affordability-

assistance/affordability-services-programをご覧ください。 

バンフのレクリエーションと公園は季節ごとのレクリエーションを促進するため、

様々なプログラムと施設を提供しています。トライイットプログラムは、新しいア

クティビティを無料で試せる機会です。www.banff.ca/recreation 

サリーボーデンフィットネスとレクリエーションセンターは、スイミングセン

ター、体育館、フィットネスとウェイトルーム、クライミングジム、屋内競争路と

エアロバイクなどの様々なフィットネスクラスとサービスを提供しています。無料

の1週間お試しメンバーシップが利用できます。詳細はwww.banffcentre.ca/sally-

borden-fitness-and-recreationをご覧ください。割引メンバーシップはバンフアクセス

プログラムを通じて利用できます。 

バンフアクセスプログラムは、低所得の居住者が様々なレクリエーションを利用で

きるように割引価格を提供しています。詳細とプログラムへの申し込みは 

www.banff.ca/accessをご覧ください。 

レイクルイーズのスポーツとレクリエーションセンターは強力なコミュニティの結

びつき、健康とウェルネス、教育をサポートしています。施設には屋外リンク、バ

スケットボールコート、テニスコート、スケートボードエリア、野球場、遊び場が

あります。www.facebook.com/lakelouisesportandrec をご覧ください。 

プライマリケアネットワークプログラムは活動的な生活運動プログラム、最適な体

重、その他運動を基本としたプログラムが含まれます。詳細またはこれらのプログ

ラムへの登録はwww.bowvalleypcn.caをご覧ください。 
 

 

  健康的な食事と運動 

https://canmore.ca/recreation-facility/recreation-programs-registration
https://canmore.ca/recreation-facility/elevation-place
https://canmore.ca/recreation-facility/elevation-place
https://canmore.ca/residents/affordability-assistance/affordability-services-program
https://canmore.ca/residents/affordability-assistance/affordability-services-program
http://www.banff.ca/recreation
https://www.banffcentre.ca/sally-borden-fitness-and-recreation
https://www.banffcentre.ca/sally-borden-fitness-and-recreation
http://www.banff.ca/access
https://www.facebook.com/lakelouisesportandrec
http://www.bowvalleypcn.ca
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高齢者の健康を維持するためのサポートやサービスはたくさんあります。こ

のガイドの他のセクションに加えて、このページは高齢者や高齢者の世話を

手伝っている人に役立ちます。 

ボランティア運転手プログラムはキャンモア、バンフ、カルガリーにて、誰

かに医療予約に連れて行ってもらう必要がある高齢者に交通手段を提供して

います。このプログラムに関する詳細は、403-762-1253（バンフ）または

403-609-3743（キャンモア）に連絡してください。 

ミールズオンウィールは、キャンモアで自分で食事を準備することができな

い方に食事を提供しています。このサービスには最小限の費用がかかりま

す。ボランティアの人が食事を家まで届けてくれます。403-609-3743に連絡

してください。 

年齢の関係のないサイクリングでは、キャンモアに住む身体の不自由な高齢

者向けにボランティアが操縦する人力車スタイルの自転車に乗る機会を提供

します。1度に最大2人まで乗ることができ、日光や新鮮な空気を楽しみ、コ

ミュニティとの繋がりを感じることができます。詳細は403-678-7136に連絡

してください。 

ビッグレッドライドはバンフに住む高齢者の自転車に乗る際の負担を減らし

ます。4人乗りの自転車は機動性とバランスの問題をサポートするように調

節可能です。ボランティアのパイロットが操縦と、ペダルをほとんど漕いで

くれます。詳細は403-762-1251に連絡してください。 

高齢者の心身の健康のサポートに役立つ追加のコミュニティリソースはこち

らからご覧ください。https://canmoreseniors.org/ または https://canmore.ca/

residents/family-community-services/emotional-support/seniors-programs（キャ

ンモア） 

www.banff.ca/55plus （バンフ） 

65歳申請チェックリストは、65歳の高齢者が利用できる健康上またはその他

のベネフィットに関しての詳細を提供しています。https://www.mysage.ca/

public/download/documents/1962でチェックリストを確認できます。 

介護者向けのケアは介護者の健康と被介護者にとって重要です。高齢者の世

話をしている介護者にとって、これは自分自身も大切にすることに役立つ情

報源です。https://www.alberta.ca/seniors-resources.aspx 

プライマリケアネットワークもまた、高齢者向けのプログラムやサービスを

提供しています。詳細はwww.bowvalleypcn.caをご覧ください。 

 

  高齢者向けのヘルスケア  

https://canmoreseniors.org/
https://canmore.ca/residents/family-community-services/emotional-support/seniors-programs
https://canmore.ca/residents/family-community-services/emotional-support/seniors-programs
http://www.banff.ca/55plus
https://www.mysage.ca/public/download/documents/1962
https://www.mysage.ca/public/download/documents/1962
https://www.alberta.ca/seniors-resources.aspx
http://www.bowvalleypcn.ca
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二次医療サービスは心身の健康をサポートすることができます。これらの

サービスは、アルバータ健康保険プラン（AHCIP）では完全にカバーされて

いません。 

追加の健康保険プラン（補足健康保険給付プラン、民間保険プラン、従業員

の拡張健康保険給付プラン）は、二次医療サービスの一部の費用を補償しま

す。追加の健康保険プランに関する情報は22-23ページをご覧ください。 

一般的な二次医療サービス 

カイロプラクターは、神経筋疾患の診察と治療に重点的に取り組んでいま

す。治療には脊椎の調節やマニピュレーションなどが含まれ、痛みを軽減

し、機能性の改善を目的としています。 

臨床心理学者はメンタルヘルスをサポートします。心理的苦痛を理解、予

防、緩和し、幸福と自己啓発の促進に重点的に取り組んでいます。個人、

カップル、家族のストレスの軽減、人間関係の向上と精神的あるいは感情的

に困難なことを上手く処理できるよう手助けができます。 

歯科医は、歯のクリーニングや病気あるいは腐敗の兆候を探すなどの一般的

な歯科治療を提供しています。必要に応じて、より複雑な治療も行います。

毎日の口腔ケア、健康的な食事、6か月ごとに歯科医の診察を受けることを

推奨しています。健康保険に加入していない場合は、歯科医が割引価格を提

供してくれることがよくあります。 

眼科医は診断、治療を行い、目、視力、関連した組織に影響を与える病気や

障害を予防する手助けをします。眼科検診を子供は毎年（18歳までは無

料）、大人は2年ごとに受けることが推奨されています。 

理学療法士は、病気あるいは障害の影響や怪我の疼痛管理とリハビリテー

ションを提供します。同様に、健康促進、病気と怪我の予防に関する教育と

アドバイスも行います。 

レジスタードマッサージセラピストは、筋肉、結合組織、腱、靭帯、関節な

どの体の軟組織に働きかけます。マッサージ療法は日常または職業上のスト

レス、筋肉の使い過ぎ、様々な慢性疼痛などの関係した不快感を和らげる手

助けをします。 

  二次医療サービス  
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処方箋医薬品と二次医療サービス（歯科医、眼科医、理学療法士など）はア

ルバータ健康保険プラン（AHCIP）の適用範囲外です。個人および家族は、

以下の方法で追加の健康保険に加入することを考慮する必要があります。 

補足健康保険給付プラン  

アルバータヘルスは、アルバータブルークロスを通じて、多数の健康保険給

付プランと専門の処方薬を提供しています。これらのプランは、既存の疾患

にも適用されます。あなたと家族に最適なプランを選ぶことができます。  

下記の他の補足健康保険給付プログラムへの資格がある場合があります。 

• 低所得向け健康保険給付プログラム（大人と子供用） 

• 高齢者向けベネフィットとプログラム  

• アルバータ州の日常生活支援   

これらのプログラムに関する詳細は、https://www.alberta.ca/drug-coverage-

health-benefits.aspxをご覧ください。 

従業員の拡張健康保険プラン 

多くのボウバレー地区の雇用主は、拡張健康保険プランを提供しています。

これらのプランは従業員の福利厚生と見なされています。従業員はプランに

対する費用を支払わなければいけませんが、これは民間保険よりはるかに安

いです。家族もあなたのプランを通してカバーされます。ほとんどのプラン

は、処方箋医薬品と多くの二次医療サービスの費用の一部をカバーしていま

す。  

民間健康保険 

補足健康保険給付プログラムや雇用主を通して追加の健康保険に加入してい

ない場合は、民間健康保険に加入することを推奨します。個人や家族向けに

多くのプランが利用できます。大きな民間保険会社には以下などがありま

す。 

  追加の健康保険  

従業員の健康保険給付について、雇用主に尋ねることは重要です。

雇用主は健康保険給付の適用範囲、どのように使用できるかについ

て理解できるよう助けてくれます。 

https://www.ab.bluecross.ca/
https://www.alberta.ca/drug-coverage-health-benefits.aspx
https://www.alberta.ca/drug-coverage-health-benefits.aspx
https://www.manulife.ca/for-you.html
https://www.sunlife.ca/
https://www.ab.bluecross.ca/
https://ama.ab.ca/insurance/
https://www.canadalife.com/about-us/who-we-are/brand-story.html
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雇用保険（EI） 

下記に該当する場合、雇用保険の給付金を受け取ることができる場合があり

ます。 

 怪我や病気のため働くことができない。 

 新生児の世話をしている。 

 深刻な病気あるいは怪我を負った子供を看病している。 

 重病を患う家族の看病をしている。 

オンラインでの雇用保険への申請方法は、www.canada.ca/en/services/

benefits/ei.htmlをご覧ください。 

旅行医療保険 

カナダ国外に旅行する際はいつでも、必要な医療保険に加入していることを

確認する必要があります。旅行医療保険に加入していない場合、カナダ国外

で受ける医療サービスの費用は非常に高くなる可能性があります。 

かかりつけの診療所や薬局で、旅行医療保険について問い合わせができま

す。https://www.alberta.ca/ahcip-coverage-outside-canada.aspxにてアルバータ

州民向けの旅行保険について確認できます。 
 

 

  追加の健康保険   

アルバータヘルスケアカードを常に携帯してください。カナダ内のどこか

で医師や病院に行く場合は、提示するよう求められることがあります。 

難民向け重要な健康保険情報 

暫定連邦健康保険プログラム（IFHP）は、州の健康保険に加入できない

第3国定住難民と難民申請者に、限定的で一時的なヘルスケア給付金の補

償を提供しています。  

IFHPの適用範囲:  

 病院受診と入院 

 カナダで認可された医師、正看護師、その他医療専門家から受ける

サービス 

 追加のサービス（視力、緊急歯科治療、カウンセリング等） 

 医療用品と機器  

 処方薬 

 移民用健康診断（IME） 

IFHPと適用されるサービスの詳細はこちらをご覧ください。  

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary-ifhp.asp 

http://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html
http://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html
https://www.alberta.ca/ahcip-coverage-outside-canada.aspx
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary-ifhp.asp
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  バンフのヘルスケアリソース地図 

 
バンフミネラルスプリングス病院（Banff Mineral Springs Hospital） 305 Lynx St.403-762-

2222  

バンフアルパインメディカルクリニック（Banff Alpine Medical Clinic）（ウォークイン

（Walk In））211 Bear St. #201A 403-762-3155   

ベアーストリートファミリー医師（Bear Street Family Physicians） 220 Bear St. #302 403-

762-4846 

バンフコミュニティヘルスセンター（Banff Community Health Centre） 303 Lynx St. 403-762

-2990 

ボウバレープライマリケアネットワーク（Bow Valley Primary Care Network） 111 Banff Ave. 

#205 403-675-3000 

ガウレイ薬局（Gourlay’s Pharmacy） 220 Bear St. 403-762-2516  

IDA Rx ドラッグマート（IDA Rx Drug Mart） 317 Banff Ave. 403-762-2245 

セーフウェイ薬局（Safeway Pharmacy） (IGA バンフ（IGA Banff）) 318 Marten St. 403-762-

5370 

バンフコミュニティサービス（Town of Banff Community Services） 110 Bear St. 403-762-

1251 

バンフ登記所（Banff Registry Office） 211 Bear St. #103 403-762-2177 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.bowvalleypcn.ca/
http://www.bowvalleypcn.ca/
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 キャンモアのヘルスケアリソース地図 

キャンモア総合病院（Canmore General Hospital） 1100 Hospital Pl. 403-678-5536 
キャンモアアソシエイトメディカルクリニック（Canmore Associate Medical Clinic） 1151 
Sidney St. 403-678-5585  
マウンテンマタニティ＆ファミリーメディシン（Mountain Maternity & Family Medicine） 1205 
Bow Valley Trail 403-675-3088 
リッジビューメディカルセンター＆ウォークイン（Ridgeview Medical Centre & Walk-In） 1240 
Railway Ave. 403-609-8333 
スリーシスターウォークイン＆ファミリーメディシン（Three Sisters Walk-In & Family Medi-
cine） 75 Dyrgas Gt. 403-609-9095 
キャンモアパブリックヘルス（Canmore Public Health） 800 Railway Ave. 403-678-5656 
ボウバレープライマリケアネットワーク（Bow Valley Primary Care Network） 1205 Bow Valley 
Tr. #107 403-675-3000 
ガウレイ薬局（Gourlay’s Pharmacy） 1151 Sidney St. 403-678-5288 
レクサル薬局（Rexall Pharmacy） 901 8 Ave. 403-678-4301 
セーフウェイ薬局（Safeway Pharmacy） 1200 Railway Ave. 403-609-2983 
セーブオンフーズ薬局（Save-On-Foods Pharmacy） 950 Railway Ave. 403-678-6326 
ショッパーズドラッグマート（Shoppers Drug Mart） 933 Railway Ave. 403-678-8750 
スリーシスター薬局＆トラベルクリニック（Three Sisters Pharmacy & Travel Clinic） 75 
Dyrgas Gt. 403-678-2220 
ファミリーアンドコミュニティサポートサービス（Family and Community Support Services） 
902 7th Ave. 403-609-3743 

健康維持に役立つ多くのリソースがこの案内に含まれています。健康でいるた

めの最も重要な第1段階は以下の通りです。 

 アルバータ健康保険プランに登録する。  

 信頼でき、満足のいくかかりつけ医を見つける。 

 歯科医の診察を受け、歯と歯茎の手入れをする。 

 水をたくさん飲み、よく食べ、運動をし、外出する。  

 他者やコミュニティリソースと繋がる。 

http://www.bowvalleypcn.ca/
http://www.bowvalleypcn.ca/
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私の健康情報 

アルバータヘルスケアナンバーは: ____________________________ 

かかりつけ医は:___________________________________________________ 

かかりつけ医の電話番号は:_________________________________________ 

かかりつけ医が知っておくべき重要な健康情報は:  

（アレルギー、薬、持病 等）

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

かかりつけ歯科医は:_________________________________________________ 

かかりつけ歯科医の電話番号は:_______________________________________ 

私/家族が利用する他のヘルスケアサービスは: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

私が良く知りたい他のヘルスケアサービスは: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

～を通して追加の健康保険プランに加入している: 

____________________________________________________________________ 

他の重要な健康情報（電話番号、ウェブサイト）: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

私の心身の健康をサポートする方法は:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ボウバレー地区のコミュニティコネクションは、バンフ、キャンモ

ア、レイクルイーズ、MDビッグホーンNo.8市区、カナナスキスで

サービスを提供し、重要なネットワーク、コミュニティリソース、

情報や活動との繋がりを構築し、強化することにおいて地域に新し

く転入された方々のサポートをします。 

ボウバレー地区のコミュニティコネクションの要は、コミュニティ

コネクタープログラムです。このプログラムでは、ボランティアの

コミュニティコネクターが4か月の間、地域に新しく転入された方々

や家族と月に2-3度面会し、社会的な繋がりの構築、コミュニティ情

報やリソースへの精通、そしてコミュニティで歓迎されていると感

じるように手助けをします。 

コミュニティコネクタープログラムでのボランティアあるいは参加

に関して詳しく知りたい方は、下記のいずれかの方法でご連絡くだ

さい。 

Eメール: community.connections@banff.ca 

電話番号: 403-497-4471 

ウェブサイト: www.banff.ca/connections 

フェイスブック: www.facebook.com/community.connections.bv 

http://www.banff.ca/connections
mailto:community.connections@banff.ca
http://www.banff.ca/connections
http://www.facebook.com/community.connections.bv
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この案内は、以下の機関からサポートを受けて発行されています。 

http://www.banff.ca/settlement
http://www.banff.ca/connections
https://canmore.ca/
http://www.cic.gc.ca/english/department/
http://www.bowvalleypcn.ca/

