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初期救急医療施設案内　時間帯や症状に応じて初期救急医療施設をご利用ください

救急医療施設の確認は…◎救急病院紹介　消防本部　☎017－722－2211

　　　　　　　　　　　◎青森県救急医療情報センター　☎0120－733－620／音声ガイダンス

　　　　　　　　　　　◎あおもり医療情報ネットワーク　HPhttp://www.qq.pref.aomori.jp

子どもの病気やケガに関するご相談は…

　　　　　　　　　　　◎こども救急電話相談　☎＃8000 　または　☎017－722－1152

　　　　　　　　　　　　月～金19：00～翌朝８：00、土曜日13：00～翌朝８：00、日曜日・祝日８：00～翌朝８：00

▲あおもり
　医療情報
　ネットワーク

急病診療案内　問保健予防課（本庁舎、☎017－734－5770）

・比較的軽度な急病患者への応急処置は、青
森市急病センターや在宅当番医などで受け
付けています。

・浪岡地区では、市立浪岡病院（☎0172－62
－3111）が急病患者を受け付けています。

※症状が重い場合は、曜日・時間帯にかかわ
らず、至急１１９番通報してください。

■青森市急病センター（小児科・内科系・外科系）

　中央一丁目（市役所南西かど）
　☎017－773－6477
※医師の判断で症状に適したほかの医療施
設へ紹介・移送することがあります。

時間帯 月～土曜日 日曜日、祝日

９：00～
13：00

医療施設
（診察時間は、
各診療所に直接
ご確認ください）

休日在宅当番医
（歯科は12：00まで）

12：00～
18：00

青森市急病センター

18：00～
23：00

夜間在宅当番医
（救急病院紹介（消防本部）へ問合せ）

19：00～
23：00

青森市急病センター

23：00～
８：00

救急病院紹介（消防本部）へ問合せ

診療科 医　院　名 電話番号 所 在 地
▼12月２日（日)
内科系 木村内科クリニック 017-774-1811 浜田豊田
歯科 布施歯科医院 017-742-8470 浪打一丁目
▼12月９日（日）
内科系 村林内科クリニック 017-782-0505 沖館四丁目
歯科 ミドリデンタルクリニック 017-777-3232 緑二丁目
▼12月16日（日）
内科系 村上内科胃腸科医院 017-741-1215 栄町二丁目
歯科 田村歯科医院 017-782-6351 千刈二丁目
▼12月23日（日）
内科系 木村文祥内科クリニック 017-782-6812 三内沢部

歯科
熊谷歯科医院 017-734-0686 堤町二丁目
三浦歯科医院 017-726-4618 はまなす二丁目

▼12月24日（月）
内科系 高内科小児科医院 017-741-8181 蛍沢三丁目

歯科
むらかみ歯科クリニック 017-777-8244 金沢三丁目
サクラヰ歯科医院 017-775-3951 長島二丁目

▼12月30日（日）
内科系 川口内科 017-762-5252 東大野一丁目

歯科
大空歯科クリニック 017-718-4511 浪館前田四丁目
熊谷歯科医院 017-734-0686 堤町二丁目

▼12月31日（月）
小児科 工藤こども医院 017-776-8413 長島二丁目
内科系 三戸内科胃腸科 017-781-6011 浪館前田四丁目

歯科
とやま歯科医院 017-762-7275 蛍沢三丁目
石江ミナトヤ歯科医院 017-781-5888 富田一丁目

■休日在宅当番医（内科系９：00～13：00／歯科９：00～12：00）

・当番医は変更となる場合があります。受診の際は救急病院紹介
（消防本部、☎017－722－2211）へご確認ください。

・病状や年齢によって診療できない場合があります。受診の際は休日
在宅当番医へお問合せください。

認知症について改めて学び、知識を深めましょう。

時所12月20日（木）13：30～15：00／アウガ６階会議室

対認知症サポーター養成講座の受講または、認知症の

かたの介護・支援経験があるかた

人料50人／無料

申問12月19日（水）までに、高齢者支援課（☎017－734

－5206）へ

認知症サポーター復習講座
認知症の人を抱える
　家族のつどい in 青森

認知症のかたを抱える介護者同士がお互いに話し合い、

介護の知恵を知ることができます。

時12月16日（日）13：00～15：00

所料しあわせプラザ２階／無料

申当日、直接会場へ（途中参加及び退室自由）

問（公社）認知症の人と家族の会　青森県支部（鷹架　

☎090－2982－1650）
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時日時　所場所　内内容　対対象　人人員　料料金　備備考15 2018 年 12 月 1 日　広報あおもり

【とき】１月13日（日）　

●対象…平成10年４月２日～平成11年４月１日生まれのかた

内　　容 青森会場 浪岡会場

開　場 11：00～ 14：00～

式　典 12：00～ 15：00～

アトラクション 12：30～ 15：30～

閉　式 ～14：00 ～17：00

市民室内プール プール室
年末年始休業のお知らせ

【期間】12月11日（火）～１月４日（金）

※研修室は12月29日（土）～１月３日

（木）休業

所問市民室内プール

　（☎017－743－3440）

普通救命講習会

時毎月第２水曜日９：00～12：00

所消防合同庁舎４階

内人心肺蘇生法（成人）、ＡＥＤの

使用法、止血法／30人

問１週間前までに、消防本部警防課

（☎017－775－0854）へ

保育士就職相談会

時12月７日（金）14：00～15：30

所申問ハローワーク青森（☎017－

776－1561　音声案内42♯）へ

市民病院
ウインターコンサート2018

公開講座や恒例の地域医療連携バン

ドの歌や演奏等で楽しいひとときを

お届けします。どなたでもご覧いただ

けますのでお気軽にお越しください。

時12月９日（日）13：00～15：30

所市民病院１階中央待合ホール

内当院の医師、高橋伸也（ひ尿器科

部長）、市瀬広太（小児科部長）によ

る公開講座、青森明の星短期大学

合唱サークル「プリマ☆ステッラ」

ステージなど

備イベント中は駐車料金無料

問市民病院（☎017－734－2171）

アコールロビー展

親子木版画講座作品パネル展

時12月４日（火）～20日（木）

　９：00～21：00※９日（日）休館

所問働く女性の家「アコール」

　（☎017－723－1700）

中心商店街
ウォームシェアスポットラリー

暖かく過ごせるお店や施設「ウォー

ムシェアスポット」で暖かさを分か

ち合いませんか？　スポットでスタ

ンプを３つ集めて応募すると抽選で

参加店共通お買物券が当たります。

【期間】12月１日（土）～２月17日（日）

問事務局（新町商店街振興組合内、

☎017－775－4134）

しんまち じゃんけんサンタ

新町商店街でサンタを見つけてジャ

ンケンしよう。プレゼントがもらえ

るよ♪　サンタクロースも募集中！

時12月21日（金）14：00～16：00

問新町商店街振興組合

　（☎017－775－4134）

イベントお知らせ

青森県 商店街ウォーム

★詳細は

申込み必要事項…住所・氏名・年齢・電話番号
申記載のものは申込順（一部除く）　ほかは当日直接会場へ
料記載のないものは無料
※屋外イベントは天候により中止の場合があります

市民病院総務課
川越大貴

※市外に転出されたかたも参加できます。事前申込
みは不要ですので直接会場へお越しください。

※駐車場に限りがあります。公共交通機関等をご利
用ください。

※飲酒されているかた、アルコール類をお持ちのか
たは入場をお断りします。

※迷惑行為は固く禁じます。

問青森会場…文化学習活動推進課（☎017－718－1384）
　浪岡会場…浪岡教育事務所教育課（☎0172－62－3004）

【ところ】青森会場…リンクステーションホール青森
　　　　 浪岡会場…青森市中世の館

ぜひ
お越しください！
歌のゲストも
お楽しみに！

Information Plaza 情報ひろば
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