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②冬場の体力づくり講座

時２月13日（水）13：30～14：30

所東部市民センター　和室

内健康づくり体操、筋力トレーニング

備セラバンドをお持ちのかたは持参

してください

申当日直接会場へ

③冬でも歩いて筋力アップ

時２月19日（火）13：30～15：30

所盛運輸サンドーム会議室集合

内健康チェック、ミニ健康講座「筋

力アップのための食事」、健康

ウォーキング

人料20人（申込順）／200円

備タオル、飲み物、室内シューズ持参

申２月１日（金）～12日（火）に、健康

づくり推進課へ

あおもり健康づくりリーダーと健康チャレンジ！

①リーダーと運動しよう！

時Ⓐ２月５日（火）・19日（火）

　Ⓑ２月12日（火）・26日（火）

　Ⓒ２月19日（火）

　Ⓓ２月22日（金）

　いずれも10：00～11：15

所ⒶⒷ元気プラザ

　Ⓒ中央市民センター

　Ⓓ西部市民センター

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）

備公共交通機関でお越しください

申Ⓐ～Ⓓのいずれかを２月１日

（金）～４日（月）に、健康づくり推

進課へ

【申込み・問合せ】健康づくり推進課

（☎017－743－6111、月～金曜日受付※祝日除く）へ

時２月28日（木）13：00～14：00

所元気プラザ

人２組（申込順）

申 問事前に電話で健康づくり推進課（☎017－743－

6111）へ

医師による不妊専門相談
～一人で悩まず、相談してみませんか？～

　指定医療機関で、特定不妊治療（体外受精・顕微授

精）を受けた夫婦に対し、治療費の一部を助成します。

助成金 ▼１回の治療につき上限15万円（初回の治療に限

り30万円まで。男性不妊治療は15万円まで）

通算助成回数 ▼治療開始時の妻の年齢が39歳以下の場合

６回、40歳以上の場合３回（43歳以上は対象外）

申問申請書・受診等証明書・領収書の原本・印鑑を持

参し、健康づくり推進課（☎017－743－6111）または

浪岡事務所健康福祉課（☎0172－62－1114）へ

特定不妊治療費を助成します

各種がん検診等の無料受診者証・
無料クーポン券は３月末まで

時所２月20日（水）／元気プラザ

申問健康づくり推進課（☎017ー743ー6111）へ

講　座 時間 内　容 備　考

健康教室
13:00
～14:00

中村渉さん（中村整形
外科医院院長）による
講演
「まず整形外科へ」

当日
直接会場へ

健康相談
14:00
～15:00

中村渉さん（中村整形
外科医院院長）による
個別相談

前日までに
要予約
（４組/申込順）

血管いきいき

講座
14:00
～16:00

保健師・管理栄養士に
よる
・糖尿病、高血圧予防
　についての講話
・血圧・血管年齢測定
・健診結果構造図を
　用いた保健指導

保健指導を希
望のかたは、
前日までに要
予約

医師・保健師・管理栄養士
による健康講座

　５月下旬、対象者に無料受診者証・無料クーポン券を

送付しています。有効期限（３月末）が近づくと混み合

いますので、受診はお早めに。

問健康づくり推進課（☎017－743－6111）

　浪岡事務所健康福祉課（☎0172－62－1114）

【送付対象者】

無料受診者証　胃がん・大腸がん・歯周疾患検診 ▼40

歳／子宮頸がん検診 ▼30歳の女性

無料クーポン券　子宮頸がん検診 ▼21歳の女性／乳が

ん検診 ▼41歳の女性

※年齢は、平成30年４月２日～平成31年４月１日に誕生日を迎える
年齢。

※市のがん検診未受診のかたには、12月上旬に案内はがきを送付し
ています。ご確認ください。

寒さに負けないた
めの体力づくりを
しませんか？

健康づくり推進課　山内、泉谷
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■休日在宅当番医
　（内科系 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。
　受診の際はお問合せください。

診療科目 医　院　名 電話番号 所 在 地

▼２月３日（日)

内科系 大高内科医院 017－734－3477 中央一丁目

歯科 たきや歯科医院 017－742－0939 花園二丁目

▼２月10日（日）

内科系 成田祥耕クリニック 017－743－6511 中佃一丁目

歯科
三和会歯科クリニック 017－766－1231 三内稲元

成田歯科矯正歯科医院 017－722－8214 堤町二丁目

▼２月11日（月）

内科系 まちだ内科クリニック 017－788－6688 羽白沢田

歯科
のぎわデンタルクリニック 017－788－4182 羽白沢田

せきの歯科医院 017－764－4181 横内亀井

▼２月17日（日）

内科系 斉藤内科小児科医院 017－777－3818 青柳二丁目

歯科 嶋谷歯科医院 017－722－4683 安方二丁目

▼２月24日（日）

内科系 高屋医院 017－776－2881 長島三丁目

歯科 桜庭歯科医院 017－739－7575 青葉二丁目

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

・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 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

（診察時間は、
各診療所に直接
ご確認ください）

急病診療案内 　問保健予防課（本庁舎、☎017－734－5770）

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

時所２月21日（木）10：00～15：00／芙蓉会病院

内①こころの病気について

　②精神科リハビリテーションと精神障がい者への関わ

　　り方・接し方

対メンタルヘルスや精神障がいに関心のあるかた、関わ

りやボランティア活動を希望されるかた

人５人（応募多数の場合、抽選）

料備無料／昼食あり

申問２月８日（金）までに芙蓉会病院地域医療連携室（橋

本・工藤、☎017－738－2214）へ

メンタルヘルス・ボランティア
体験講座

あおもり健康志向
スイーツフェア開催

　県内のお菓子屋さんたち10社が、「からだにやさしい　

ごほうびスイーツ」をコンセプトに開発したおいしいお菓

子を展示販売します。また、「おしりたんてい　なぞとき

ショー」も観覧無料で開催します。ぜひお越しください。

時２月24日（日）10：00～17：00

　※おしりたんてい　なぞときショー　①11：00　②14：00

所県観光物産館アスパム　

　１階イベントホール

問青森県商工労働部地域産業課

　（☎017－734－9375）

からだに
やさしい
お菓子を
食べて
みませんか？
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