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休日在宅当番
▽診療時間　外科・内科…午前９時
～正午／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…
午前10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。

耳鼻咽喉科・眼科
11／2 たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456
16 やすはら耳鼻咽喉科（安

原３）
☎88・0087

30 あらいこどもクリニック
／眼科クリニック（城東
中央４）

☎27・2233

歯　科
11／2 矯正歯科じん歯科クリニ

ック（大町２）
☎37・1182

３ ふじた歯科（大町１） ☎32・0779
９ かなもり歯科（中野５） ☎89・1550
16 Ｉ歯科（富士見町） ☎32・8511
23 あおば歯科医院（桔梗野

４）
☎31・3343

24 石岡歯科医院（松森町） ☎32・1078
30 スクエア歯科（富田３） ☎39・4180

ヒロロ健康サークル
～みんなで体を動かそう！～
　日ごろ運動しない人でも、無理な
く参加できるサークルです。一緒に
体を動かしてみませんか。
▽とき　11 月４日～ 25 日の毎週
火曜日、午前 10 時半～ 11 時 50
分（受け付けは午前10時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　健幸増進リーダーによる体
操
▽対象　毎週継続して参加できる
40歳以上の市民＝20人（先着順）
▽参加料 無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動できる服装、室内用
シューズ、汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み方法　10 月 20 日～
27日の午前 10時～午後 7時にヒ
ロロ３階健康ホール受付（☎ 35・
0157）へ。

未就学児の体力教室

▽とき　11 月４日～ 12 月 16 日
の毎週火曜日、午後３時～４時（受
け付けは午後２半～）
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　走る・跳ぶ・バランス・リ
ズムなど、いろいろな動きを通した
体力づくり
▽対象　４歳～６歳（就学前）の幼
児＝15人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・保
護者の氏名・教室名を記入し、10
月 28日（必着）までに、健康づく
り推進課（〒036・8711、野田２
丁目７の１）へ。
※兄弟姉妹での参加の場合は、はが
き１枚で応募可とし、応募多数の場
合は抽選で決定します。

のびのび子ども相談室

▽とき　11月 11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
▽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　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
▽申込期間　10 月 28 日～ 11 月
10日

ベビーレッスン

▽とき　11月 16日（日）、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝２時
～４時
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、マタニティ相
談など
▽対象　開催日現在妊娠 16 週～
31週（５か月～８か月）の人とそ
の家族＝各５組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽申込期間　11月４日～ 12日

健康相談・禁煙相談

　「生活習慣病の予防について」「健
診結果を詳しく知りたい」「健診受
診後の生活について」「禁煙したい」
など、健康や栄養について保健師や
栄養士が無料で相談に応じていま
す。希望する人は事前に電話でお申
し込みください。
▽ 11月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康広場）＝９
日・28日の午前 10時～午後３時
〇弘前市保健センター会場＝ 17日

Health　Information

健康の掲示板
■問い合わせ・申込先　弘前市保健センター（野田２丁目、☎37・3750）

外　科
11／2 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
３ 福士病院（新里） ☎27・1525
９ 吉田クリニック（百石町）☎37・6300
16 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
23 菊池医院（富田町） ☎39・1234
24 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
30 西弘前クリニック（中野

１）
☎32・4121

内　科
11／2 今村クリニック（松原西

２）
☎88・3090

９ さがらクリニック（桔梗
野１）

☎37・2070

16 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

の午前９時～午後３時
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）

～共通事項～
※ヒロロ開催の講座などに参加する
場合、駐車場はヒロロ駐車場（３時
間無料）または、おおまち共同パー
ク（２時間無料）をご利用ください。

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・人口　  178,268人　   （－              90）
　 男　　  81,525人　   （－              43）
　 女　　  96,743人　   （－              47）
・世帯数　 72,768世帯    （－              2）
平成 26年 9月１日現在（推計）

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　農家の所得の向上や雇用創出のため、市や農家などの取り組みについて
紹介します。
○放送日　10月 18日（土）、午前９時45分～ 10時
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

「加工や販売も！農家の挑戦
　　　　　　～６次産業化で地域を元気に～」

 暮らしのinformation

http://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/
rousai/120406-1.html）

献血で尊い命を救うことが
できます
　献血は、青森市・弘前市・八戸市
で開設している献血ルームと県内の
市町村を巡回する献血バス（計４台）
で受け付けしています。
　血液は、いまだ人工的に造ること
ができず、また、長期間にわたって
保存することもできません。そのた
め、輸血に必要な血液を十分に確保
しておくには、絶えず誰かの血液が
必要となります。
　なお、青森県赤十字血液センター
では、献血した人に対し、健康管理
に役立つ７項目の生化学検査成績お
よび８項目の血球計数検査成績をお
知らせしています。
■問問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

土砂災害警戒区域等の
緊急周知
　平成 26年８月の豪雨による広島
市で発生した大規模な土砂災害で
は、多数の死者が出ました。
　弘前市にも土砂災害の危険がある
警戒区域や特別警戒区域がありま
す。台風や大雨に備え、ハザードマッ
プや防災カルテでお住まいの地域の
危険区域や避難所などをもう一度確
認してください。
■問問防災安全課（☎40・7100、■Ｈ〈ハ
ザードマップ http://www.city.

hirosaki.aomori.jp/kurashi/
kinkyu/dosha/index.html〉、
〈 防 災 カ ル テ http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/kurashi/
kinkyu/karte/index.html〉）

ねたきり高齢者などへの
訪問歯科
　弘前歯科医師会所属の歯科医師
が、ねたきり高齢者や身体障がい者
等の自宅などを訪問して、歯科診療
や口腔（こうくう）衛生の指導を行っ
ています。
　歯周病など歯の病気は、全身のさ
まざまな病気につながる恐れがある
ため、対象となる人は、ぜひご利用
ください。
▽診療内容など　診療、口腔ケア・
リハビリ／口腔の健康に関する啓発
／その他口腔の健康増進など
▽費用　①治療費など　②歯科医師
の交通費（自宅から遠い歯科医師の
往診を受けた場合に掛かる場合あ
り）
※詳しくは問い合わせを。
■問問弘前歯科医師会（☎27・8778）

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道の処理区域が、11月
１日から広がります（対象…小金崎
字大仏新田・小金崎字留岡・小金崎
１丁目の各一部）。
　新たな処理区域内の皆さんには、
下水道の接続などについてのお知ら
せを送付しますので、早めの水洗化
にご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
■問問上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎32・0698）

第７回ふるさとあおもり
景観賞の応募受付中
　ふるさと青森の個性を生かした魅
力ある景観（まちなみ・活動など）
を応募してみませんか。最優秀賞の
応募者へはクオカード５千円分を贈
呈します。
▽応募締め切り　平成 27 年１月
31日（必着）
※詳しくは、募集要領または県
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/keikan/
keikanshou.html）をご覧くださ
い。なお、募集要領は、市都市政策
課に備え付けているほか、県ホーム
ページからダウンロードできます。
■問問県県土整備部都市計画課都市計
画・景観グループ（☎青森 017・
734･9681）／都市政策課（市役
所５階、窓口552、☎ 35・1134）

中皮腫や肺がんなど、
石綿による疾病の補償・救済
　中皮腫や肺がんなどを発症し、そ
れが労働者として石綿ばく露作業に
従事していたことが原因であると認
められた場合には、各種労災保険給
付や特別遺族給付金が支給されま
す。
　石綿による疾病は、石綿を吸って
から非常に長い年月を経て発症する
ことが大きな特徴です。
　中皮腫などで亡くなった人が過去
に石綿作業に従事していた場合、各
種給付などの対象になる可能性があ
りますので、まずは気軽にご相談く
ださい。
　制度の内容は厚生労働省ホーム
ページでもご覧になれます。
■問問青森労働局労働基準部労災補償
課（☎青森017・734・4115、■Ｈ

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111
／●相馬庁舎　☎84・2111
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