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在宅訪問歯科健康診査

歯科医師による
健康教室・健康相談

６月のまちなか健康応援Day

６月１日～７日はＨＩＶ検査普及週間

ＨＩＶ検査を受けてみませんか
　この機会にＨＩＶ（エイズウイルス）検査を受けてみ

ませんか。検査は匿名で受けることができます。

時月２回　13：00～14：00受付　※詳しい日程は市

ホームページをご覧になるか、お問合せください。

所青森市保健所別館１階（元気プラザ隣）

内ＨＩＶ即日検査、希望者には性感染症検査（性器クラ

ミジア、梅毒）とＢ型肝炎・Ｃ型肝炎検査を実施

人料各日10人（申込順）／無料

申問エイズ相談専用電話（保健予防課内、☎017－765－

5295）へ　※市ホームページからも予約可

　寝たきりや認知症の在宅要介護者等を対象に、歯科医

が自宅を訪問し、歯科健康診査を行います。

対①在宅で65歳以上の要介護４・５のかた、または認

知症のため外出が困難な要介護３のかた

　②在宅で40歳以上64歳の認知症のため外出が困難な要

介護３～５のかた

　③在宅で身体障害者手帳１・２級または愛護手帳Ａの

寝たきりのかた

料無料（年度内１回）

申問高齢者支援課（☎017－734ー5326）

　浪岡事務所健康福祉課（☎0172－62－1134）

時６月20日（水）健康教室　13：00～14：00

　　　　　　　　健康相談　14：00～15：00

所西部市民センター

内工藤剛大さん（ミドリデンタルクリニック院長）による

講話「自分の歯を守るために」

申健康教室…当日、直接会場へ

　健康相談（４組／申込順）…電話で健康づくり推進課へ

問健康づくり推進課（☎017－743－6111）

時所６月17日（日）13：00～15：00／しあわせプラザ

料申無料／当日、直接会場へ

問認知症の人と家族の会青森県支部

　（鷹架、☎090－2982－1650）

日　　時 内　　容 備　考

６/14（木）
10：00～14：00

栄養相談
管理栄養士による個別相談

申込不要

６/23（土）
10：30～12：00

健康づくりリーダー・サ
ポーターによる体力測定会
ミニ講座、握力測定、立ち
上がりテスト

申込不要

６/28（木）
10：00～14：00

糖尿病予防相談
日常生活や食生活につい
て、保健師・管理栄養士に
よる個別相談

前日までに
要予約
（４組／申込順）

所まちなか保健室（アウガ５階）

申問健康づくり推進課（☎017－743－6111）へ

★リーダーと一緒に運動をしよう！【会場 元気プラザ】

　時①６月５日（火）・19日（火）10：00～11：15

　　②６月12日（火）・26日（火）10：00～11：15

　内椅子に座って筋力トレーニング及び健康体操

　人備各50人（申込順）／公共交通機関をご利用ください

　申問６月１日（金）～４日（月）に健康づくり推進課　

（☎017－743－6111）へ　※①②のいずれかを選択

★沖館地区栄養教室【会場 沖館市民センター】

　時６月29日（金）10：00～13：00（９：45から受付）

　内「バランス食で健康づくり！」調理実習、試食

　人料20人（申込順）／600円

　申問６月20日（水）までに健康づくり推進課（☎017－

743－6111、Ｆ017－743－6276）へ

「あおもり健康づくりサポーター」を育成する研修会

を開催します。ぜひご参加ください！

所沖館市民センター

対18歳以上の市内在住・在勤・在学のかたで、健康づく

りに関心があり、育成研修会（全３回）に参加できる

かた。また、研修後、地域でボランティア活動ができ

るかた。

人料30人（申込順）／無料 ※栄養講座のみ200円（材料費）

申問６月15日（金）までに健康づくり推進課（☎017－743

－6111、Ｆ017－743－6276）へ

講　座 開催日時 講　師

運動講座
《始めよう！プラス10分の健
康づくり》

６/23（土）
10：00～12：00

近藤文俊さん（NPO
法人青森県健康・体
力づくり協会理事長）

栄養講座
《カラダは食べた物でできて
いる》

７/１（日）
10：00～12：00

青森市食生活改善推
進員、青森市管理栄
養士

心の健康づくり講座
※自殺予防ゲートキーパー養

成講座を兼ねています

７/14（土）
10：00～12：00

青森市保健師・精神
保健福祉士

認知症の人を抱える
家族のつどい in 青森

あおもり健康づくりリーダーと
健康チャレンジ

あおもり健康づくりサポーター
育成研修会
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親子交流の場、子育て情報を得られる場、子育て相談

ができる場です。

時毎日：平日（月～金曜日）９：00～18：00

　　　　土・日曜日、祝日　９：00～17：00

所対駅前庁舎２階／乳幼児（０～３歳）と保護者など

【６月のイベント】

　★赤ちゃん待ち合わせ

　　８日（金）・20日（水）

　　11：00～12：00

　★転勤族のママあつまれ～

　　14日（木）11：00～12：00

　★プレママ応援講座

　　26日（火）10：30～12：00

　　※15人（申込順／６月１日（金）から受付）

◆託児　手続や相談などで来庁の際にお子さんをお預か

りします。対概ね１歳から就学前まで

　　　　料無料　備利用は原則１時間以内

問つどいの広場「さんぽぽ」（☎017－721－4005）

　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）

◆医師による子どものことば等の発達に関する相談

　６月20日（水）13：30～15：30 ※２日前までに要予約

時６月７日（木）、７月５日（木）10：00～12：00

所大野市民センター

内親子交流、手遊び歌、読み聞かせなど

対料未就学児と保護者／無料

申問当日、直接会場へ／青森市子育てメイト連絡協議会

（福山、☎017－741－5742）

講座（申込不要） 開催日時 対　象

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

６/７（木）・26（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

おはなし広場
～おはなし　でてこい！～

６/11（月）
10：00～11：00

０歳～就学前の
子どもと保護者

パパと遊ぼう
～パパ　だいすき！～

６/17（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～

６/23（土）
10：00～11：00

０歳～就学前の
子どもと保護者

子ども支援センター

大野子育て広場

日本脳炎予防接種

マタニティセミナー

つどいの広場「さんぽぽ」
６月の
子育て健康相談等の日程

【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…前日ま

でに、浪岡事務所健康福祉課（☎
0172－62－1114）へ電話予約

子育て相談 歯みがき相談 栄養相談

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

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
　６/７（木）
　９：00～10：30
　※要予約

◆浪岡総合保健
　福祉センター
　６/７（木）
　９：00～10：30
　※要予約

◆元気プラザ
　６/18（月）
　９：30～11：30

所備元気プラザ／母子健康手帳、筆記用具持参

◆妊娠中のセルフケア講座〈土曜特別セミナー〉　

　時６月16日（土）13：30～15：30（13：00から受付）

　内歯のケア、早期産予防、栄養バランスと体重管理

　申当日、直接会場へ

◆パパ・ママ体験講座

　時６月24日（日）10：00～12：00（９：30から受付）

　内人もく浴実習、妊婦擬似体験など／20組（申込順）

　申問６月18日（月）～22日（金）に、健康づくり推進課

（☎017－743－6111）へ

　平成10年４月２日～平成19年４月１日生まれのかた

で、日本脳炎予防接種を４回終了していない場合は、20

歳の誕生日の前日まで無料で接種できます。

　特に、平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれの

かたで接種が終了していないかたには個別通知をしてい

ます。母子健康手帳を確認し、残りの回数を接種しま

しょう。

　また、接種間隔や対象年齢は定められています。守っ

て接種しましょう（対象外での接種は有料となります）。

所市予防接種指定医療機関

備母子健康手帳、予診票（平成19年４月１日以前に生ま

れた20歳未満の予診票をお持ちでないかたは医療機関

備付けをお使いください）

問健康づくり推進課 

　（☎017－743ー6111）

　浪岡事務所健康福祉課

　（☎0172－62－1114）
健康づくり推進課　齋藤真以

忘れずに
接種しましょう
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