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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。

※平成30年12月31日（月）～１月３日（木）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。

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（９：00～13：00　※歯科は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。

診療科 医　院　名 電話番号 所 在 地
▼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

▼１月１日（火）

内科系
森総合クリニック松原 017-776-6299 奥野二丁目
おきつ内科 017-757-8787 古川二丁目

歯科
さとう歯科 017-774-3223 久須志三丁目
訪問歯科クリニックこすもす 017-752-7084 野尻今田

▼１月２日（水）
小児科 かみむら小児科医院 017-776-5678 奥野三丁目
内科系 斉藤内科小児科医院 017-777-3818 青柳二丁目

歯科
スマイルの歯科クリニック 017-783-3988 沖館四丁目
ヤマダ歯科矯正歯科クリニック 017-739-1112 浜田玉川

▼１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 田代内科医院 017-781-7044 篠田二丁目

歯科
フラワー歯科医院 017-723-8898 緑三丁目
山口歯科医院 017-777-6887 本町五丁目

▼１月６日（日）
内科系 ひでかず胃腸科内科 017-762-1600 大野前田
歯科 小林歯科クリニック 017-739-9963 青葉一丁目
▼１月13日（日）
内科系 わたなべ内科クリニック 017-764-0833 奥野三丁目

歯科
対馬歯科オフィス 017-782-6471 篠田三丁目
対馬歯科医院 017-736-2355 八重田四丁目

▼１月14日（月）
内科系 田辺和彦胃腸科内科医院 017-735-1188 勝田一丁目

歯科
いちかわ歯科クリニック 017-761-1107 里見一丁目
てつや歯科クリニック 017-765-3655 桜川八丁目

▼１月20日（日）
内科系 斉藤内科小児科医院 017-777-3818 青柳二丁目
歯科 わかい歯科医院 017-741-0411 浪打一丁目
▼１月27日（日）
内科系 平井内科医院 017-774-3355 松原三丁目
歯科 おりかさ歯科クリニック 017-761-5533 三好一丁目

年末年始の救急病院は
大変込み合います！

軽い病気（インフルエンザ含む）やケガ

での受診は、初期救急医療施設（青森市

急病センター・在宅当番医）のご利用を

お願いします。

保健予防課　金田、田澤
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冬休み特別企画「八甲田丸ファン感謝デー！」

問ねぶたの家ワ・ラッセ（☎017－752－1311、HPhttp://www.nebuta.jp/warasse/）

問青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸（☎017－735－8150、HPhttp://aomori-hakkoudamaru.com/）

　※フリーマーケットの問合せは、みちのくリサイクル運動市民の会（☎0178－22－5629）

期間中毎日体験できる「ワ・ラッセ工房」や「ねぶた紙貼り・書割体験」などで、お正

月もねぶたを満喫！　初日の２日９：00からは、先着200人のかたに「ワ・ラッセまん

じゅう」の振る舞いもあります♪

船内スタンプラリー（小学生以上対象）、鉄道模型ショー（10：00～16：00※最終日15：00まで）などを開催。

有料展示コーナーは、高校生以下入場無料！ 大人も特別料金400円で観覧できます！

「スキーの日（１月12日）」にちなんだ記念イベントを開催！

◆スキーの日　特別抽選会

　ケビン宿泊券やリフト券引換券、ヒュッテ食事券、

お菓子詰め合わせなどが当たるよ♪

　時所１月13日（日）９：00～15：00／チケット売場横

　対当日、対象リフト券（１回券を除く）を購入ま

たはシーズン券を持参のかた

◆小学生スキー無料講習会

　時１月13日（日）・20日（日）９：00～15：00

　対人小学１～３年生／各日30人（申込順）

　備スキー用具は持参　※有料レンタルあり

　申１月４日（金）９：00からモヤヒルズへ

【期間】１月２日（水）▶６日（日）

【期間】１月12日（土）▶14日（月）９：00～16：30

スキーの日記念イベント in モヤヒルズ

問モヤヒルズ（☎017－764－1110、HPhttp://www.moyahills.jp/）

ねぶた囃子実演、跳人体験、ねぶた紙貼り・書割体験、

ワ・ラッセ企画展「ねぶたの形展」（企画展は14日（月）まで開催）

◎ねぶたホール入場のかたには「ねぶたしおり」プレゼント！

元機関長の案内で、気動車・郵便貨物車内など非公開部分の見学も！

料申1,000円／前日までに八甲田丸（☎017－735－8150）へ

下山昭義三味線ライブ（２日13：45～14：45）

やさしいねぶた学「展示ねぶたを語る」講師 北村春一（６日13：45～14：45）

ハンドメイドイベント「手作りプチマルシェ」も同時開催！

所２階多目的ホール

★ねぶたホール（有料ゾーン）のイベント

★船内探検ツアー（福袋付） 11：00～（約70分）

★２階イベントホールのイベント

★フリーマーケット 10：00～14：00 ※12日・13日のみ

※12月31日（月）、１月１日（火）は休館
※イベントによって開催時間が異なります。

ねぶたの家ワ・ラッセ
佐々木琢也

元青函連絡船機関長
葛西鎌司さん

９年目の

ワ・ラッセも

よろしくお願いします！

新しい年へ

出航！！

Information Plaza 情報ひろば

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
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「ねぶたの家ワ・ラッセ」のお正月イベント


