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子ども支援センター

　親子で遊ぶ場、保護者の情報交換の場としてご利用く

ださい。子育ての支援や相談（電話相談可）も行ってい

ます。

開館時間…９：00～18：00（土・日、祝日も開館）

問子ども支援センター（☎017－721－2180）

講座（申込不要） 開催日時 対　象

おはなし広場
～おはなし　でてこい！～

５/14（月）
10：00～11：00

０歳～就学前の
子どもと保護者

楽しくあ・そ・ぼ！
※相談専門員が相談に応じま

す。２日前までに要予約

５/10（木）・29（火）
10：00～11：00

０歳～就学前のこ
とば等の発達に心
配のある子どもと
保護者

パパと遊ぼう
～パパ　だいすき！～

５/20（日）
10：00～11：00

０歳～就学前の
子どもと保護者

よちよち広場
～えがお　みーつけた～

５/26（土）
10：00～11：00

０歳～１歳のこど
もと保護者

◆医師による子どものことば等の発達に関する相談

　５月16日（水）13：30～15：30

　（５月14日（月）までに要予約）　地域において食を通じた健康づくりを推進する食生活

改善推進員を養成します。

時６月19日（火）・20日（水）・28日（木）

　７月４日（水）・20日（金）・27日（金）　

　10：00～15：00（６月20日のみ13：00～14：00）

所元気プラザ（６月20日のみ西部市民センター）

内健康づくりに関する講義（食事バランスガイド、衛生

管理、生活習慣病についてなど）、運動の実践、調理

実習

対全日程に参加でき、講座修了後は推進員としてボラン

ティア活動ができるかた

人料30人（申込順）／2,000円（調理実習費）

申問５月１日～31日に、電話または直接健康づくり推進

課（☎017－743－6111）へ

申①は５月10日（木）までに、しらゆり保育園（☎0172－

62－7660）へ／②は当日、直接会場へ

問子ども支援センター（☎017－721－2180）

テーマ 開催日時 場　所

①合同お誕生会
～４・５・６月生まれ～

５/16（水）
10：00～11：30

浪岡総合保健福祉
センター

②春をみつけよう♪ ５/17（木）
10：00～11：30 柳川庁舎

仲間を大募集！
一緒に食の大切さを
伝えていこう♪

青森市食生活改善推進員会会長
　山谷詠子さん

時５月31日（木）13：00～14：00

所元気プラザ

人２組（申込順）

申問健康づくり推進課（☎017－743－6111）

パパも一緒に
遊べるよ♪

★あおもり健康づくりリーダーと運動をしよう！

時５月８日～29日の火曜日10：00～11：15

所元気プラザ

内椅子に座って筋力トレーニング及び健康体操

人備50人（申込順）／公共交通機関をご利用ください

申問５月１日（火）～７日（月）に健康づくり推進課（☎017

－743－6111　土・日曜日、祝日を除く）へ

★三内まちかど健康チェック

時５月11日（金）10：00～12：00

所ユニバース三内店　くつろぎコーナー

内料血圧測定、血管年齢測定、健康情報提供／無料

申直接会場へ

問健康づくり推進課（☎017－743－6111）

★自由ケ丘いきいき健康講座

時５月11日（金）10：00～11：30

所ドリームプラザ自由ケ丘

内料体操、体力チェック等／無料

申問前日までに健康づくり推進課（☎017－743－6111）へ

あおもり健康づくりリーダー
による講座・イベント

食生活改善推進員養成講座

あそびにおいでよ！
青森市子育てひろば

医師による不妊専門相談
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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

初期救急医療施設案内

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

■休日在宅当番医
（内科系・外科系 ９：00～13：00／歯科 ９：00～12：00）
・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
認を。

・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。

診療科目 医　院　名 電話番号 所 在 地

▼４月29日（日）

内科系 あきやま胃腸科内科クリニック 017－743－1199 松森二丁目

歯科
仲條歯科医院 017－777－3325 新町二丁目

やまもと歯科 017－721－5230 浜田字玉川

▼４月30日（月）

内科系 駒井胃腸科内科 017－765－1500 浜館四丁目

外科系 成田あつしクリニック 017－761－7215 浪館前田三丁目

歯科
えらデンタルクリニック 017－744－1081 自由ケ丘二丁目

ミント歯科クリニック 017－739－9755 東大野一丁目

▼５月３日（木）

小児科 こたにこどもクリニック 017－765－1188 浜館三丁目

内科系 村林内科クリニック 017－782－0505 沖館四丁目

歯科
青葉歯科医院 017－782－1378 里見一丁目

本田歯科医院 017－773－5110 中央一丁目

▼５月４日（金）

小児科 工藤こども医院 017－776－8413 長島二丁目

内科系 南内科循環器科医院 017－741－1616 岡造道一丁目

外科系 とよあきクリニック 017－762－3100 浜田二丁目

歯科
Koji Dental Clinic 017－741－2100 花園一丁目

石江歯科クリニック 017－766－1515 石江字江渡

▼５月５日（土）

小児科 かみむら小児科医院 017－776－5678 奥野三丁目

内科系・小児科 斉藤内科小児科医院 017－777－3818 青柳二丁目

歯科
東青森駅前まがら歯科 017－741－1180 南佃一丁目

後藤歯科医院 017－781－3130 篠田一丁目

▼５月６日（日）

内科系 おきだてハートクリニック 017－761－1132 沖館三丁目

外科系 神外科胃腸科医院 017－775－1021 本町三丁目

歯科
桜川歯科医院 017－743－6881 桜川三丁目

熊谷歯科 017－776－5124 古川三丁目

▼５月13日（日）

内科系 よこの循環器呼吸器内科医院 017－761－1188 石江字江渡

歯科 中央歯科クリニック 017－777－6050 長島二丁目

▼５月20日（日）

内科系 りょう内科クリニック 017－761－2326 富田三丁目

外科系 佐藤病院 017－722－4802 青柳二丁目

歯科 江良歯科 017－722－8828 中央一丁目

▼５月27日（日）

内科系 川口内科 017－762－5252 東大野一丁目

歯科 柳谷歯科医院 017－739－1766 青葉三丁目

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

　月～金　19：00～翌朝８：00

　土曜日　13：00～翌朝８：00

　日曜、祝日　８：00～翌朝８：00

　☎＃8000 　または　☎017－722－1152

▲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）

■青森市急病センター（小児科・内科系・外科系）

　市役所南西かど（中央一丁目、☎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。

・５月３日（木）～５日（土）は、12：00～18：00

の時間帯に、それ以外は19：00～23：00の

時間帯に小児科医師がいます。

・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。
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