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Health　InformationHealth　Information

おたっしゃ健幸塾 
 「からだが変わる！のびのび体操」

65歳以上の皆さんへ　あなたは心当たりありませんか？

　年齢が進むにつれて体力や筋力が低下するのは誰もが避けられませ
ん。しかし、体を動かさないでいると、筋力や骨は年齢以上に衰え、心
臓や肺の機能も低下してしまいます。また、ひざや腰の痛みから動かな
いでいると、「動けない」状態になり、それが全身機能の低下、さらには「動
かない、動けない」状態へと悪循環に陥ってしまいます。そうならない
ためには、日ごろから体を動かし、生活に必要な筋力や柔軟性を蓄える
ことが大切です。
　市では、家でも簡単にできる高齢者に適した体操の教室を開催します。
楽しく身体を動かして、体力づくりをしてみませんか。
▽日程および開催場所　右記日程表のとおり
▽時間　午前10時～正午（受付は午前９時半～）
▽対象　65歳以上の市民
▽内容　健康運動指導士による講話と体操
▽参加料　無料（各自傷害保険などに加入を）
■問い合わせ・申込先　健康づくり推進課（野田２丁目、弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

会場 実施月日
1 和徳公民館 7月11日（金）
2 西交流センター 7月18日（金）
3 清水交流センター 7月25日（金）
4 新和公民館 7月29日（火）
5 サンライフ弘前 8月18日（月）
6 弘前市農村環境改善センター 8月22日（金）
7 堀越公民館 8月29日（金）
8 弘前市保健センター 9月 1日（月）
9 清水交流センター 9月 5日（金）
10 城東団地町会集会所 9月12日（金）
11 鷹ヶ丘老人福祉センター 9月17日（水）
12 北児童センター 9月26日（金）
13 桔梗野会館 9月29日（月）
14 勤労青少年ホーム 10月 3日（金）
15 中野集会所 10月10日（金）
16 千年公民館 10月17日（金）
17 堅田集会所 10月20日（月）
18 上松原中央集会所 10月27日（月）
19 大成小学校 10月31日（金）
20 第三大成小学校 11月10日（月）
21 ヒロロ３階健康広場 11月14日（金）
22 岩木保健福祉センター 11月17日（月）
23 瑞風園 11月21日（金）
24 船沢公民館 12月 1日（月）
25 藤代公民館 12月 8日（月）
26 石川公民館 1月16日（金）
27 中央公民館相馬館 1月19日（月）
28 東目屋ふれあいセンター 1月23日（金）
29 三省地区交流センター 2月 6日（金）

　　最近つまずきやすくなった…
　病院の先生に運動するように言われた…
体を動かしたいが、何をすればいいのか分からない…

コーナー名 内　容

セ
ン
タ
ー
１
階

くすり 110番コーナー　※７月 12日のみ おくすり相談・健康食品と健康飲料の試食試飲・健康関連ポスター資料展示な
ど

健康クイズラリー 健康に関する問題を解きながら会場巡り
展示即売コーナー 作品の展示、手づくりパン・お菓子などの販売
放射線技師会コーナー 骨密度測定・放射線関連パネル展示など
つがる弘前農協 農産物直売所 地場野菜や加工品の販売

セ
ン
タ
ー
２
階

歯科技工士会コーナー パネル展示・石こう人形の色付け体験・ミニチュア入れ歯の作成など
食生活改善コーナー ポスター掲示・試食提供など
理学療法コーナー ポスター展示・リハビリ相談・計測（片足立位・長座体前屈）
心肺蘇生法（ＡＥＤ）体験コーナー 心肺蘇生法（ＡＥＤ）体験・救急事例のビデオ上映など
検査コーナー（尿中塩分濃度測定） 尿中塩分濃度測定
糖尿病相談コーナー 糖尿病の療養についての相談・その他生活習慣病の健康相談
作業療法コーナー 転倒予防・認知症予防に関する相談など
ジェネリック医薬品コーナー ジェネリック医薬品ＰＲパネル掲示・啓発資料の配布など
血管年齢チェックコーナー 血管年齢測定・保健師による指導及び資料の配布
健康づくりコーナー 血管を守ろう・測ってみようコーナー・肺年齢測定など
栄養相談コーナー 栄養相談・減塩チェックコーナーなど
予防接種相談コーナー 新しく定期接種に加わったものを中心とした予防接種に関する相談
こども健康かるたコーナー こども健康かるた体験・展示、乳幼児の身長体重測定・アドバイス
母乳相談コーナー 母乳に関する相談・授乳スペースなど
ゲームコーナー 楽しいゲームのコーナー
歯つらつ健口コーナー ブラッシング指導・健口体操・デコ歯ブラシケース作りなど

歯科健康相談コーナー
歯科健康相談
成人歯科検診　※７月 13日のみ　受付…正午～午後３時
口腔（こうくう）がん検診コーナー　※受付…午前 10時～ 11時 50分

看
護
専
門
学
校

２
階
看護専門学校コーナー 手洗いチェック、計測（肺活量・握力・身長）、白衣体験など

ポスター、川柳・俳句入賞作品展示 健康を題材にした市内小学生の作品展示
イベント名 とき・問い合わせ先など

よい歯のシニアコンテスト　
とき…７月 12日／受付…正午～午後０時半／表彰式…午後１時 15分～１時
半／対象…60歳以上で自分の歯が 20本以上ある人／問い合わせ先…弘前歯科
医師会（☎ 27・8778）

ポスター、川柳・俳句入賞者表彰式　 とき…７月 13 日、午前 10 時半～ 11 時半／問い合わせ先…健康づくり推
進課（☎ 37・3750）

特別講演会「青森県の短命ってどういうこと？」 とき…７月 13日、午後１時半～２時半／講師…中路重之さん／問い合わせ先
…弘前市医師会事務局（☎ 32・2371）

　市民の健康まつりは、市民の皆さんの健康増進のため、
健康づくりに関連した団体の協力により開催しています。
　健康に関するクイズラリーや各種相談・検査・測定、
ＡＥＤ体験などの子どもから大人まで楽しめる各種コー
ナーのほか、市内の小学生から募集した元気いっぱいの
ポスター、川柳・俳句の作品展示など内容も盛りだくさ
んです。
　7月 13 日の午後１時半からは、弘前大学大学院医学
研究科長の中路重之さんによる特別講演会「青森県の短
命ってどういうこと？」を開催します。入場は無料です。
家族そろっておいでください。
▽とき　7月 12日の午前 10時～午後４時と 13日の午
前 10時～午後３時
▽ところ　弘前総合保健センター（野田２丁目）
※当日は駐車場が込み合いますので、なるべく公共交通
機関の利用や、自家用車に乗り合わせておいでください。
■問い合わせ先　健康づくり推進課（弘前総合保健セン
ター内、☎37・3750）

第 28 回

市民の健康まつり
7 月 12 日（土）・13 日（日）
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　　 こころの健康相談

　本人や家族の心の悩みについて、
保健師が面接して相談に応じていま
す（無料）。希望する人は事前に電
話で申し込んでください。
▽７月・８月の相談日
７月＝７日

８月＝４日・18日
※時間は午前９時～午後３時。
▽ところ　弘前市保健センター
▽対象　市民
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）

　　 のびのび子ども相談室

▽とき　７月15日（火）
▽受付　午前 10時～ 11時（時間
予約制。相談が終わり次第終了）
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　発達相談（ことばが遅い、
落ち着きがないなど）／子育て相談
▽対象　市民（１歳以上の幼児とそ
の家族）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽申し込み期間　７月１日～14日

　　 健やか子育て相談

▽とき　７月22日（火）
　　　　午前10時～ 11時 45分
▽ところ　駅前こどもの広場（駅前
町、ヒロロ３階）
▽受付　午前10時～ 11時半

▽とき　７ 月 11日（金）
　　　　午後７時～ ８時半
※受付は午後６時45分～。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階
健康ホール　
▽講師　大熊洋揮さん（弘前大学
脳神経外科教授）
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問い合わせ先　「いつ・もの・
こと弘前版」編集部（工藤さん、
☎携帯090・8071・8645）

地域健康フォーラム
「脳卒中って知ってる？」

▽内容　子育て相談（育児、食事、
歯みがきについて）
※子育てについての講座（助産師
による「母乳のおはなし」）が午前
10時半～ 10時 50分にあります。
▽対象　乳幼児をもつ保護者とその
家族
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
※歯の相談を希望する人は、普段
使っている歯ブラシの持参を。

　　 赤ちゃんとふれあおう

▽とき　７月28日（月）
　　　　正午～午後２時
▽ところ　弘前市保健センター
▽内容　乳幼児との触れ合い体験
（生後５か月前後の赤ちゃんとの触
れ合い）
▽対象　市内の小学校５年生～高校
生＝５人（先着順）
▽申し込み期間　７月１日～ 25日
※当日は動きやすい服装でおいでく
ださい。

■問い合わせ・申込先　弘前市
保健センター（☎37・3750）


