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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
２／８ よしだ耳鼻科・小児科（中

野２）
☎33・2306

22 ＥＳＴクリニック（福村）☎29・5500
歯　科

２／１ なかざわ歯科（北川端町）☎35・0601
８ 木村歯科医院（品川町） ☎32・3894
11 平山歯科診療所（本町） ☎32・3705
15 赤石歯科医院（上瓦ケ町）☎33・4181
22 柴田歯科医院（賀田１） ☎82・5322

インフルエンザにご注意を

　季節性インフルエンザは、例年
12月から３月ごろにかけて流行し
ますが、全国では、昨年から３週間
早く、県内でも２週間早く流行期に
入っています。市内でも患者報告数
が増えていますので、次のことを心
掛けてください。
【インフルエンザ予防対策】
①外出時はマスクを着用し、体調が
悪いときは、人込みをなるべく避け
る／②帰宅したら手洗い・うがいを
する／③せき・くしゃみなどの症状
があるときは、マスクを着用する／
④過労や睡眠不足にならないよう、
十分な栄養や休養をとる／⑤室内が
乾燥しないよう気を付け、適度な湿
度を保つ
【インフルエンザにかかったら】
①普通の風邪だと軽く考えず、マス
クを着用して早めに医療機関を受診
する／②安静にして、休養をとる。
特に、睡眠を十分にとる／③水分を
十分に補給する（お茶やスープなど
飲みたいもので構わない）／④せき・
くしゃみなどの症状があるときは、
周りの人にうつさないよう、マスク
を着用する／⑤人込みや繁華街への
外出を控え、無理をして学校や職場
などに行かない

大人のためのブラッシング講座

　本講座では、歯科衛生士による正
しいブラッシング指導のほか、お口
のマッサージの仕方、歯周病・お口
の健康にまつわる講話を行います。
参加者には歯ブラシをプレゼントし
ます。
▽とき　１月29日（木）
　　　　午前10 時～ 11 時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽持ち物　歯ブラシ、タオル１枚
▽申し込み方法　１月 19 日～ 27
日（土・日曜日を除く）に、弘前市
保健センターへ電話で申し込みを。

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　２月３日～ 24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＝25人
▽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　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・サ
ークル名を記入し、１月 26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。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。

65 歳からの
アンチエイジング講座
　テーマは「知っておきたい認知症
～早期発見のポイント～」です。
▽とき　２月５日（木）、午後１時
半～２時半（受け付けは午後１時か
ら）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　精神保健福祉士による講話
▽対象　おおむね65 歳以上の市民
＝50 人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　１月 23 日～ 30
日（土・日曜日を除く）に、弘前市
保健センターへ電話で申し込みを。

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

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
２／１ 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
８ 山内整形外科（城東４） ☎26・3336
11 福士医院（新里） ☎27・1525
15 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
22 西弘前クリニック（中野

１）
☎32・4121

内　科
２／１ 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

８ さがらクリニック（桔梗
野１）

☎37・2070

15 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

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。
▽２月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康広場）＝
13 日・22 日の午前 10 時～午後
３時
〇弘前市保健センター会場＝９日の
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 PopulationPopulation

・人口　  178,162人　   （－              47）
　 男　　  81,547人　   （＋             　1）
　 女　　  96,615人　   （－              48）
・世帯数　 72,871世帯    （±　       0）
平成 26年 12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

　雪に強い街を目指して、新たな除排雪・融雪などの総合的な取り組みに
ついて紹介します。
○放送日　１月24日（土）、午前９時45分～ 10時
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

「総合的雪対策への取り組み
　　　　　～雪に強い街日本一を目指して～」

 暮らしのinformation

造業　735円（改正前721円）
③各種商品小売業　727 円（改正
前714円）
④自動車小売業　766 円（改正前
753円）　
　なお、県内で働くすべての労働
者と使用者に適用される「青森県
最低賃金」は平成 26 年 10 月 24
日から、時間額 679 円に改正され
ています。詳しくはホームページ
（http://aomori-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/）をご覧くださ
い。
■問青森労働局賃金室（青森市新町２
丁目､ ☎青森 017･734･4114）

灯油などの流出事故に注意を！

　例年、燃料タンクの配管破損やポ
リタンクなどに小分けにするときの
不注意が原因で、灯油などを流出さ
せる事故が多く発生しています。事
故を未然に防ぐためにも、次のこと
を心掛けましょう。
①燃料タンクからポリタンクなどに
小分けにするときは、最後までその
場を離れない
②燃料タンクの配管を除雪機などで
傷つけないために、雪が積もっても
配管の位置が分かるように目印を付
ける
③燃料タンク内の減り具合が早いと
きや、燃料タンクの周囲で油のにお
いがするときは、油が漏れていない
か調べる
④燃料タンクの周りに防油堤を付け
る
　万が一、油が漏れても、決して中
和剤や洗剤などは使わずに、速やか
に環境管理課または消防本部にご連
絡ください。
■問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）／消防本部予防課（☎32・
5104）

国保人間ドック・脳ドック

　ドックは受診機関での受け入れ人
数に限りがありますので、お早めに
申し込みください。
○国保人間ドック（有料）
■問国保年金課（市役所１階、窓口
157、☎ 35・1116）または鳴海
病院（☎フリーダイヤル 0120・
52・1172）
○国保脳ドック（有料）
■問鳴海病院健康管理センター（☎フ
リーダイヤル0120・52・1172）、
木村脳神経クリニック（☎ 31・
3117）、健生病院（☎フリーダイ
ヤル0120・32・1179）
※詳しくは「平成26 年度健康と福
祉ごよみ」28 ページをご覧くださ
い。

まだ受診していない人へ

　生活習慣病を早期発見・早期治療
し、将来重大な病気につながらない
ようにするため、次の人を対象とし
て健診を無料で実施中です。
　カラダの定期点検として、毎年受
診しましょう。
▽対象　国民健康保険に加入してい
る40 歳以上の人または後期高齢者
医療制度に加入している人
▽料金　無料
※健診には約１万円の費用が掛か
りますが、「受診券」を使用するこ
とで無料で受診できます。詳しく
は「平成26年度健康と福祉ごよみ」
27 ページ、29 ページをご覧くだ
さい。
■問国保特定健康診査について…国保
年金課国保運営係（☎ 35・1116）
／後期高齢者健康診査について…
国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

相続登記に関する無料相談

  毎年２月は「相続登記はお済みで
すか月間」です。これにちなみ青森
県司法書士会では、相続登記に関す
る無料相談会を実施します。
▽とき　２月１日～ 28日（土・日
曜日、祝日を除く）
▽ところ　県内の各司法書士事務所
※事前に各司法書士事務所に予約を
してください。
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

税務署からのお知らせ

　平成 27年１月１日以降の相続ま
たは遺贈に関する相続税について
は、基礎控除の額が引き下げられ、
次のようになります。
　3,000 万円＋（600 万円×法
定相続人の数）
※亡くなった人から相続などによっ
て財産を取得した人それぞれの課税
価格の合計額が、相続税の基礎控除
額を超える場合、財産を取得した人
は、相続税の申告が必要です。なお、
税務署での面接による個別相談を希
望する人は、事前に電話で予約の上
おいでください。
■問弘前税務署個人課税第１部門（☎
32・0331、自動音声案内２）

必ずチェック最低賃金！
使用者も労働者も
　青森県特定（産業別）最低賃金が
平成 26 年 12 月 21 日から改正さ
れています。金額（時間額）は次の
とおりです。
①鉄鋼業　800円（改正前787円）
②電子部品 ･ デバイス ･ 電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製

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

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先


