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まずは声をかけあうことから始めてみませんか？

３月は自殺対策強化月間
　　  あなたにもできること  　　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

しているといわれています。

元気がない、眠れていないなど、家族や身近な人にい

つもと違う様子が見られたら、「どうしたの？」「眠れ

ている？」と声をかけることから始めてみませんか。

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
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　　  ひとりで悩まずにご相談を  　　

青森市保健所　保健予防課　　　

☎017－765－5285
月～金曜日８：30～17：00

（年末年始・祝日を除く）

こころの相談窓口

親子交流の場、子育て相談ができる場です。

時月～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

【３月のイベント】

★赤ちゃん待ち合わせ（０歳児の育児についての情報

交換の場）

　　時５日（火）・28日（木）11：00～12：00

　★ママのリラックスストレッチ

　　時15日（金）11：00～11：45

　　所カダール研修室（アウガ５階）

　　対人０歳児のママ／15組（申込順）

　　備お子さん連れでの参加可、動きやすい服装

　　申３月１日（金）からつどいの広場「さんぽぽ」へ

　★転勤族のママあつまれ～（青森に転入されたかたの

交流の場）

　　時22日（金）11：00～12：00

【託児】手続や相談などでご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）

時３月20日（水）13：00～14：00

所人元気プラザ／２組（申込順）

申問事前に健康づくり推進課（☎017－743－6111）へ

　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）

所問子ども支援センター（中央三丁目16－１　総合福

祉センター２階、☎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

３月27日（水）13：30～15：30 ※２日前までに要予約

講座（申込不要） 日　　時 対　　象

楽しくあ・そ・ぼ！
専門相談員が相談に応じます

※２日前までに要予約

３/７（木）・19（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～

３/11（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！～

３/17（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～

３/23（土）
10：00～11：00

０歳～１歳児と
保護者

イラスト：細川貂々

保健予防課　精神保健福祉士

医師による不妊専門相談
～一人で悩まず話してみませんか？～

子ども支援センター

つどいの広場「さんぽぽ」
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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
▼３月３日（日)
内科系 木村内科医院 017－743－5081 佃三丁目
歯科 せき歯科クリニック 017－738－8148 幸畑一丁目
▼３月10日（日）
内科系 たく内科クリニック 017－752－1192 大野山下
歯科 たかはし歯科クリニック 017－775－0077 古川三丁目
▼３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 堀内歯科医院 017－734－1707 中央一丁目
▼３月21日（木）
内科系 福士内科胃腸科医院 017－777－8363 緑一丁目
歯科 小川歯科診療所 017－742－5070 佃二丁目
▼３月24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 ダイヤ歯科クリニック 017－739－6874 大野山下
▼３月31日（日）
内科系 村上内科胃腸科医院 017－741－1215 栄町二丁目
歯科 竹浪歯科医院 017－728－2811 幸畑一丁目

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
（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

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

時内３月17日（日）

　11：00～12：30 ▼血糖・血圧測定、療養相談など

　13：00～15：30 ▼特別講演「糖尿病治療最前線～過去

から未来へ～」講師　増田光男さん（芙蓉会村上病

院） ▼糖尿病教室「健康寿命をのばすために認知症

について考えてみましょう」 ▼運動コーナー（講師　

植村望さん）

所リンクステーションホール青森５階　大会議室

料無料

申当日、直接会場へ

問青森糖尿病療養指導研究会（☎017－763－5411／月～

金11：00～15：00受付）

時３月23日（土）13：00～16：30

所市役所駅前庁舎１階　障がい者支援課内

内あおもり若者サポートセンター専用ブース、精神保健

福祉士等によるアドバイス、関係機関の紹介

対不登校、ひきこもり、ニート等に関する問題を抱える

本人や家族など

料無料

申 問３月22日（金）までに障

がい者支援課（☎017－734

－5319）へ

子ども若者支援相談会
不登校、ひきこもり、ニート等の問題でお悩みのかた

糖尿病オープンセミナー2019
のばそう健康寿命　正しい知識で糖尿病を治療する
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