
　子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診の「無料クーポン
券」を送付しています。有効期限は３月末まで。３月に
入ると混み合いますので、早めに受診しましょう。
問健康づくり推進課（☎017－743－6111）
　浪岡事務所健康福祉課（☎0172－62－1114）

＜対象者＞　平成27年４月２日から平成28年４月１日ま
でに下記の年齢に到達するかた

子宮頸がん検診…①21・26・31・36・41歳の女性で、平成
21～26年度に市の子宮頸がん検診を受診していないかた

　②23・28・33・38歳の女性で、平成25年度に子宮頸が

ん検診無料クーポン券の配布を受け、平成21～26年度に

市の子宮頸がん検診を受診していないかた

乳がん検診…①41・46・51・56・61歳の女性で、平成21～
26年度に市の乳がん検診を受診していないかた　②43・

48・53・58歳の女性で、平成25年度に乳がん検診無料

クーポン券の配布を受け、平成21～26年度に市の乳がん

検診を受診していないかた

大腸がん検診…41・46・51・56・61歳のかた

※無料クーポン券を紛失された場合は、再発行しますの
で希望されるかたはお問合せください。

電話で受診をお勧めします
　未受診のかたに電話で受診をお勧めしています（２月末
頃まで）。受診済みのかたに電話した場合はご容赦ください。
【電話勧奨の発信番号】
　☎017－743－1795　☎017－743－1745
　☎0172－62－1114　☎0172－62－1134　

つどいの広場「さんぽぽ」
　親子で一緒に遊んだり、子育て情報を
交換したりできる場所です。
時毎日10：00～16：00
　※１月13日（水）、年末年始休館
所問さんぽぽ（アウガ６階、☎017－721－4005）
対乳幼児（０～３歳）と保護者など

【１月のイベント】 ★赤ちゃん待ち合わせ…14日（木）・
25日（月）11：00～12：00　★保育士による育児相談
…６日（水）・21日（木）10：00～12：00　★親子のふ
れあい遊び…21日（木）10：30～11：00　★ネット
ワークＡ・Ｌによるお楽しみ会「創作人形劇・手品な
ど」…30日（土）11：00～11：30　★高校生による読
み聞かせ「大型紙芝居・手遊びなど」…９日（土）
11：00～11：30

血圧講座

～家庭血圧を健康のバロメーターに～
　心疾患・脳血管疾患の要因となる高血圧。冬場の急激
な温度変化は要注意です。血圧や減塩について保健師、
栄養士がわかりやすくお伝えします。
時所10：00～12：00（９：30から受付）

１月20日（水） 西部市民センター
１月27日（水） 油川市民センター
１月28日（木） 沖館市民センター
２月２日（火） 戸山市民センター
２月４日（木） 東部市民センター
２月10日（水） 古川市民センター
２月17日（水） 横内市民センター

申当日、直接会場へ
問健康づくり推進課（☎017－743－6111）

子ども支援センターをご利用ください
開館時間…９：00～18：00
土・日、祝日も開館　※年末年始は休館
問子ども支援センター（☎017－721－2180）

◆子育て相談を随時受け付けています（電話相談可。「楽
しくあ・そ・ぼ！」でも受付）。

◆親子で遊ぶ場、保護者の情報交換の場としてお部屋を開
放しています。お気軽にご利用ください。

◆育児支援家庭訪問…子育てに不安を抱える家庭を保育士
が訪問して育児支援を行います。

◆医師による子育て・子どもの発達に関する相談（月１回
／１月20日（水）13：30～15：30　※要予約）

講座（申込不要） 開催日時 対　象

よちよち広場
わらべうたで遊ぼう！

１/９（土）・23（土）
10：00～12：00

０歳～１歳児と
保護者

パパと遊ぼう
うまくキャッチできるかな？

１/17（日）
10：00～11：00

０歳～就学前の
子どもと保護者

楽しくあ・そ・ぼ！
お正月遊びを楽しもう！

１/14（木）・26（火）
10：00～12：00

就学前の発達に心配の
ある子どもと保護者

おはなし広場
雪やこんこん！

１/11（月）・25（月）
10：00～11：00

０歳～就学前の
子どもと保護者

子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診の
無料クーポン券を利用しましょう

１月の子育て健康相談等の日程
子育て相談 歯みがき相談 栄養相談

場
所
・
日
時

◆元気プラザ
　月～金
　（祝日を除く）
　９：00～17：00
◆浪岡総合保健
　福祉センター
　１/14（木）
　９：00～10：30

◆元気プラザ
　１/18（月）
　９：30～11：30

◆浪岡総合保健
　福祉センター
　１/14（木）
　９：00～10：30

内
容

妊娠・出産・育児
など

仕上げみがきや
口の手入れなど

離乳食の進め方、
妊娠中の食事

対
象

妊産婦と乳幼児の
保護者

乳幼児の保護者
※歯ブラシ持参

妊産婦と乳幼児
の保護者

【申込み・問合せ】
・元気プラザ（☎017－743－6111）…当日、直接会場へ
・浪岡総合保健福祉センター（浪岡事務所健康福祉課、

☎0172－62－1114）…前日までに電話予約

お
知
ら
せ
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総合指導コース体験講座
　健康度や体力に応じた自分だけの運動プログラムで、
マシントレーニングなどを行う「総合指導コース」を体
験してみませんか。
時所１月26日（火）13：00～15：30／元気プラザ
対18歳以上で、当コースを利用したことがないかた
人料10人（申込順）／無料
申問１月４日（月）～８日（金）に、電話で健康づくり

推進課（☎017－743－6111）へ
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開催日 タイトル・団体名・時間

1/23
（土）

カダールフェスタ15周年記念オープニング～プラチナエイジ プレシャス ファッションショー＆連続参加団体表彰式～（13：30～
15：00）、日々 いきいきと過ごすために！！（青森県生涯学習インストラクターの会／10：00～12：00）、ken油絵研究会作品展（11：
00～13：00※24日11：00～16：00も開催）、聞こえないってどんなこと？（青森市ろうあ協会、青森県手話通訳問題研究会青森班、
手話サークル「スクラム」／18：30～20：30）、ダンス！DANCE！だんず～！vol.3（グループ33／19：00～20：15）

1/24
（日）

脳力upの秘訣！ビジョン＆メンタルを磨く（あおもりビジョントレーニング研究会／10：00～11：30）、女の生き方塾（詳細下記参
照）、オーケストラ、小編成の楽しみ（青森ジュニアオーケストラ／11：00～11：30）、いのちのパネル展（あおもり被害者支援セン
ター／13：00～16：30※27日・30日も開催）、くるくるあそぼう！てづくりおもちゃ（あおもり子ども劇場／13：30～16：00※材料
費100円）、人生の最後まで自分の足で歩く！（青森ウオーキングクラブ／14：00～16：00）、活き活きライフ ～継続は力です！～
（バレエ・ダンスユニット  ウエーブ／14：30～15：15）

1/25
（月）

法人化10周年記念展示  さらなるステップ！！（すすめる会／９：00～21：00※28日まで開催）、手づくりのマクラメ作品展示と体験
（楓サークル／10：00～15：00※26日も開催）、朗読吟詠交流山彦会と青森岳風会の発表会（10：00～16：00）、あなたの時間どう使
う？こんなことをしている女性たち（企画集団プティジュール／13：00～15：00※託児補助あり 要事前申込み）、みんなで歌おうコ
ンサート（歌声講座「マロニエの会」／13：30～15：00）

1/26
（火）

体は動かした分、正直に結果を出してくれる（ドリーミー／10：00～11：30）、カダール映画の日「おじいさんと草原の小学校」上
映会（10：00～12：00）、歌のつどい（青森演歌進友会／13：30～15：30）、世界と日本の人権運動の実情（治安維持法犠牲者国家賠
償要求同盟女性部／13：30～15：30）、オリジナル「バスカード入れ」作り体験（青森市母子寡婦福祉会／13：30～16：00※材料費
500円）、バラの髪飾り作りとフラダンス体験（青森フラオハナ／13：30～16：00※要事前申込み 材料費1,000円）

1/27
（水）

パソコンとインターネットを使いこなす（パソコン愛好会青森／10：00～14：00）、集まろう！！男塾卒業生諸君！！（すすめる会〈研
修・交流部会〉／14：00～16：00）、Ripple on stage（劇団エゴイスト／19：30～20：30）

1/28
（木）

くらし学び塾～知っておきたいマイナンバー制度のイロイロ～（木蓮の会／10：00～11：30）、カダールdeシネマ  ドキュメンタ
リー「レッドマリア  それでも女は生きていく」上映会＆シネマカフェ（すすめる会〈シネマ部会〉／13：00～15：50）

1/29
（金）

「指定ごみ袋」制度が始まります（市清掃管理課／９：00～16：30）、思い通りに動かせる体をめざして！（プチマドンナ／10：00
～11：30）、いけばな展 －空間をさりげなく彩るいけばな－（いけばなサークル豊扇会／10：00～21：00※30日10：00～16：00も開
催）、幸せを呼びこむコサージュ作り体験（フローラ愛花／10：30～15：00※31日まで開催 材料費600～1,000円）、英国リフレクソ
ロジーとリンパ体操（すすめる会〈心とからだの健康を考える部会〉／13：30～15：30）

1/30
（土）

異文化との交流をとおして平和を考える（Ｉ女性会議青森支部／10：00～12：00）、津軽こぎん刺し体験講座（すすめる会〈ジェン
ダーアクション倶楽部〉／10：00～12：00※要事前申込み 材料費800円）、ユニバーサルファッションショー（あおもりファッショ
ン協会／11：00～11：40）、ネットワークA・L  すくすく育て！プロジェクト（11：00～12：30）、津軽の魂に響くアイリッシュの旋
律とリズム（地域交流育成福祉活動支援おひさまの村／13：30～15：30）、家事男、育男ライブラリー～図書館で身につけるカジダ
ン・イクメンの極意～（市民図書館／14：00～16：00）、いけばな体験（いけばなサークル豊扇会／14：00～16：00※材料費1,000
円）、あおもりをテーマにした朗読会（すすめる会〈企画クリエイティブ（部）会〉／18：00～20：30）

1/31
（日）

きこえのことで悩んでいませんか？講演会（青森県難聴者・中途失聴者協会青森支部、青森県要約筆記問題研究会青森支部／10：00
～15：00）、冬でも楽しめるハワイアンショー2016（フラハラウ カフラオハワイ青森教室／10：30～11：30）、メンターズサロン
（13：00～15：00）、新春吟詠  春に「うたう」（青森市吟剣詩舞道連盟／13：20～15：30）

平成27年度 カダールフェスタ（市民活動企画展）
１/23（土）～31（日）
男女共同参画プラザ「カダール」
アウガ５・６階　☎017－776－8800  Ｆ017－776－8828

　男女共同参画の視点で活動している市民団体（47団体）が、講演会、ワーク
ショップ、学習体験、映画上映、展示などを行います。どなたでも入場できます
ので、お気軽にお越しください。

★ カダール託児室 ★
　プラザでの催事や図書館の利用のほか、
中心市街地での買い物や通院などのときに
も安心して利用できます。
時休館日を除く毎日９：00～21：30
対１歳６か月～就学前の幼児
人１日15人（申込順）
料１時間600円（１日３時間まで）
申問前日までに、カダールへ

アコール（働く女性の家）のイベント 《申込み・問合せ》☎017－723－1700 ※12月29日（火）～１月３日（日）・10日（日）休館

◎展示のみ参加…沖館川をきれいにする会、子育て応援隊ココネットあおもり

◆女の生き方塾（会場：小会議室）
時１月24日（日）①10：30～12：00 ②13：00～15：00
内①プレ講座とティータイムミーティング
　②ロールモデル講演／講師…石村真弓さん（薪ストーブと木の雑

貨Woodrack）
対人高校生以上の女性20人（申込順）
申問電話・FAX・Eメールで、住所・氏名・年齢・電話番号をカダール
（☎017－776－8800、Ｆ017－776－8828、 nakama@actv.ne.jp）へ

◆スイーツデコＭＩＭＹ作品展
　～おいしそうなインテリア～
時１月４日（月）～30日（土）
　９：00～21：00
内スイーツデコ作品
　の展示

こちらへも
お越し

ください！

★スイーツデコ  小物入れづくりワークショップ
時１月11日（月）10：00～14：00
　（13：30まで受付）※所要時間約20分
所アコール談話室
内かわいいお菓子のパーツを使ってオリジナル作品を作る
　講師…佐々木香織さん（MIMY）
人料20人（申込順・事前予約可）／１個600円
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