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保健予防課　精神保健福祉士

自殺予防週間（９月10日～16日）
問保健予防課
　（☎017－765－5285）

　自殺は「追い込まれた末の死」と考えられており、

「自殺を考えている人は悩みを抱え込みながらもサイン

を発している」と言われています。

　誰も自殺に追い込まれることのない社会を目指して、ご

自身や身近なかたのこころの健康に関心を持ちましょう。

◆自殺予防のためにあなたにもできること◆

気づき：家族や仲間の変化に気づいて、声をかける

傾　聴：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

つなぎ：早めに専門家に相談するよう促す

見守り：温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

こころの相談窓口
ひとりで悩まず、ご相談ください。

青森市保健所　保健予防課

☎017ー765ー5285
土・日、祝日、

年末年始を除く

８：30～17：00

メンタルヘルスチェック『こころの体温計』

自分自身の
ストレス

対人関係の
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住環境の
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ストレス落ち込み度

赤金魚

石

水槽のヒビ

水の透明度

黒金魚

ねこ

結果画面（例）

パソコンやスマートフォン、携帯電話で、簡単な質問に
答えていくと、金魚や猫などのキャラクターでストレス
度や落ち込み度を確認できます。

HPhttps://fishbowlindex.jp/aomori/
　料無料（通信費自己負担）　

私たちがご相談を
お受けします。

Android版アプリ
「青森市こころの体温計」
でもチェックできます。
料ダウンロード無料
　（通信費自己負担）

時所９月19日（水）13：00～14：00／元気プラザ

人２組（申込順）

申問事前に健康づくり推進課（☎017ー743ー6111）へ

医師による不妊専門相談

時９月19日（水）健康教室　13：00～14：00

　　　　　　　　健康相談　14：00～15：00

所元気プラザ

内森川晶子さん（県立中央病院産婦人科部長）による講

話「子宮がんを知ろう（子宮頸がん・子宮体がん）」

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）

医師による
健康教室・健康相談

三内・西滝地区
健康フェア

　運動教室や健康チェックなどで楽しく健康について学

びませんか。青森歯科医療専門学校祭も同日開催。

時９月９日（日）10：30～15：00

所滝内福祉館

内「野菜たっぷりミルク味噌

汁」試食（11：45～※数量

限定）、棟方由美子さんの

「カンタンおもしろ運動

教室」（13：00～）など

問健康づくり推進課

　（☎017－743－6111）

総合指導コース
体験講座

　健康度や体力に応じて運動プログラムを作成し、マシ

ントレーニングなどを行う「総合指導コース」を体験！

時①９月25日（火）13：00～15：30

　②10月７日（日）８：45～11：00

所元気プラザ

対人本講座初利用の18歳以上のかた各10人（申込順）

申問①は９月３日（月）～７日（金）、②は９月10日（月）～

14日（金）に、健康づくり推進課（☎017－743－6111　

９：00～17：00受付）へ

時所９月27日（木）13：00～／元気プラザ

対身体の発育・発達等に心配のある乳幼児等と保護者

申問９月20日（木）までに、健康づくり推進課（☎017ー

743ー6111）へ

小児科医による療育相談

“貯筋”のために
みんなで楽しく
体を動かし
ましょう！

健康運動指導士
棟方由美子さん
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あおもり健康づくり
リーダーと運動しよう！

時①９月４日（火）、18日（火）

　②９月11日（火）、25日（火）いずれも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、健康体操

人各50人（申込順）

申問９月３日（月）に健康づくり推進課（☎017－743－

6111）へ ※①②のいずれか選択

自由ケ丘
いきいき健康講座

時９月14日（金）10：00～11：30

所自由ケ丘ドリームプラザ

内健康体操、血管年齢測定等

備汗拭きタオル、飲み物持参

申問前日までに

　健康づくり推進課

　（☎017－743－6111）へ

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
▼９月２日（日)
内科系 村上内科胃腸科医院 017－741－1215 栄町二丁目
歯科 小笠原歯科医院 017－734－7841 松原三丁目タケダビル202号
▼９月９日（日）
内科系 たく内科クリニック 017－752－1192 大野山下
外科系 佐藤病院 017－722－4802 青柳二丁目
歯科 長内歯科医院 017－722－3760 古川一丁目
▼９月16日（日）
内科系 木村内科医院 017－743－5081 佃三丁目

歯科
S DENTAL CLINIC 佐藤歯科 017－763－5418 篠田三丁目
村田歯科医院 017－743－1600 栄町一丁目

▼９月17日（月）
内科系 田代内科医院 017－781－7044 篠田二丁目
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
三戸歯科クリニック 017－763－5218 浪館前田四丁目
塩崎歯科医院 017－741－3338 桜川五丁目

▼９月23日（日）
内科系 斉藤内科小児科医院 017－777－3818 青柳二丁目

歯科
佐々木歯科医院 017－777－1087 久須志一丁目
船越歯科医院 017－743－0321 栄町二丁目

▼９月24日（月）
内科系 森総合クリニック松原 017－776－6299 奥野二丁目
外科系 井上整形外科 017－761－5522 石江江渡

歯科
秋元歯科医院 017－766－7000 浪館前田四丁目
桜田歯科医院 017－738－7511 野尻今田

▼９月30日（日）
内科系 和田クリニック内科・胃腸科 017－775－1300 橋本二丁目
歯科 西巻デンタルオフィス青森 017－721－6166 長島一丁目クロスタワーア・ベイ

■休日在宅当番医（内科・外科系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。

健康づくりリーダーの皆さん

一緒に健康を

目指しましょう♪
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