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弘前市保健センター（野田２丁目）　☎ 37・3750

【麻しん風しん混合・３種混合・２
種混合・ＢＣＧ・日本脳炎・不活化
ポリオ・４種混合・ヒブ・小児肺炎
球菌・水痘】
　通年接種です。接種年齢から外れ
ると有料になりますので、ご注意く
ださい。
　接種を受ける際は、あらかじめ指
定医療機関に確認の上、母子健康手
帳と予診票を持参してください。な
お、対象者で予診票を持っていない
人には弘前市保健センターで配布し
ています。
【子宮頸がん予防ワクチンの接種に
ついて】
　子宮頸がん予防ワクチンの接種に
ついては、現在積極的に勧めていま
せんが、希望する場合は接種するこ
とができます。接種に当たっては、
有効性とリスクを理解した上で接種
してください。最新の情報は市ホー
ムページでご確認ください。

定期予防接種

健康の掲示板

母子保健
　母子健康手帳の持参を。場所は弘前市保健センター（各
指定医療機関での個別健診を除く）で、料金は無料です。
なお、発熱など体調不良の場合は、次回に受診してくだ
さい。★は対象者に健康診査票を送付します。

検　診 　市の各種検診は、年度内に１回受診できます。

名
称 会場 と　き 対象・定員 問い合わせ・申込先内　容 料　金
セ
ッ
ト
検
診

医師会健診
センター

通年（２月９日～３月 13 日）
※女性限定日は問い合わせを。

40 歳以上の市民（職場で受診できる人を除く）
※定員になり次第締切。

弘前市医師会健診センター
検診課（☎フリーダイヤル
0120・050・489、平日
…午前 9 時～午後４時〈正
午～午後１時を除く〉）へ。

胃・肺・大腸がん検診（50 歳以上は前立
腺がん検診も受診可〈別途 500 円〉）

1,900 円（市の国保加入者は 950 円、70 歳以
上の人は無料） 

女
性
の
健
康
診
査

医師会健診
センター

２月 18 日・21 日・26 日、３月３日　
※２月 26 日・３月３日は託児あり（乳幼児
10 人まで）。２月 18 日・26 日は女性限定。

18 歳～ 39 歳の主婦や自営業の女性（職場で受
診できる人、妊娠中やその疑いのある人などを
除く）
※定員になり次第締切。

受診希望日の１週間前まで
に、健康づくり推進課（弘
前市保健センター内、土・
日曜日、祝日を除く午前８
時半～午後５時）へ。血液検査、尿検査、内科診察、骨密度検

査など 800 円

医療機関での検診
胃・大腸・前立腺・子宮・乳がん検診、骨密度検診、結核検診は、医療機関でも受診できます。直接、「市の検診」
と伝えて問い合わせを。詳細は「健康と福祉ごよみ」で確認するか、健康づくり推進課へお問い合わせください。なお、
乳がん検診は、国の指針に基づき対象年齢を見直しし、対象は 40 歳以上の人です。

名　称 と　き 対象・定員 申込先内　容

乳
幼
児
の
健
康
診
査

４か月児★
７か月児★ 各指定医療機関での個別健診

１歳６か月児 ２月 25 日・26 日／
受付＝午後０時半～１時半 平成 25 年８月生まれ

３歳児 ２月４日・５日／
受付＝午後０時半～１時半 平成 23 年７月生まれ

１歳児歯科 ２月 18 日・19 日／
受付＝午後０時半～１時 平成 26 年２月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成 24 年８月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室

２月 23 日（月）、午後１時
～２時半／受付＝正午～午
後０時 50 分

平成 26 年９月生まれ ２ 月 ４ 日 ～
20 日 に、 弘
前市保健セン
ターへ。

離乳食講話・グループレッスン／ミニ講話（親子のふれ
あい、はじめての歯みがき）／身長・体重測定／育児相
談　
※歯の相談希望者で歯ブラシを持っている場合は持参を。

パパママ教室・マ
タニティ歯科健診

３月１日（日）、午前 10 時
～午後０時半／受付＝午前
９時半～ 10 時

開催日現在妊娠 12 週～
31 週（４か月～８か月）
の人とその家族＝ 40 組

（先着順）
※マタニティ歯科健診は本
人のみ。

２ 月 ２ 日 か
ら、弘前市保
健 セ ン タ ー
へ。
※歯科健診のみ
受診希望の人は
受付時間が異な
りますので、申
込時にお知らせ
を。

歯科検診／ブラッシング指導／パパママ教室（小児科医
師講話、ママの食生活展示、パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、パパの妊婦体験など）

Health　Information

計量調査体験学習会

　商品の重さ
などを正しく
「はかる」こ
とは、安心な
取引のため大
変重要です。     
　市では、計量法に基づき、食料品
店や薬局などの取引等に使用されて
いる計量器やグラム売り商品を定期
的に検査しています。
　この「計量」を消費者の皆さんに
身近に感じてもらうため、計量調査
体験学習会を開催します。市内スー
パーでの計量調査を通して、計量制
度について学んでみませんか。
▽とき　３月16日（月）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽内容　計量制度の説明、市内スー
パーでのグラム売り商品の購入、グ
ラム売り商品の計量調査
▽対象　18 歳以上の市民＝ 10 人
（先着順）
※市内スーパーへは、自家用車また
は市で準備する車両で移動します。
なお、商品の購入費は市が負担し、
購入した商品は参加者に持ち帰って
もらいます。
■問２月 27 日までに、商工政策課
（市役所６階、窓口 652、☎35・
1135）へ。

２月は省エネルギー月間

　寒さの厳しいこの季節は、暖房機
器や給湯器の使用などでエネルギー
消費が増大する時期です。限りある
エネルギー資源を大切にするととも
に、地球温暖化防止のため、身の回

りでできる省エネルギー対策を実践
していきましょう。
○暖房は、室温 20℃を目安に温度
設定し、寒いときは衣類で調節しま
しょう。
○暖房や電気カーペット、電気こた
つはこまめに温度調節をし、使用し
ないときは電源を切りましょう。
○給湯器は目的に合わせて温度設定
をしましょう。
○お風呂は間隔を空けずに入り、追
いだきをしないようにしましょう。
○冷蔵庫内は季節に合わせて温度調
整をし、ものを詰め込み過ぎないよ
うにしましょう。
　このほかの省エネルギー対策につ
いては、「弘前市地球温暖化対策地
域アクションプラン」ホームペー
ジ（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kurashi/kankyo/
ondanka/index.html）をご覧く
ださい。
■問環境管理課（☎40・7035）

若年者と女性のための
資格取得支援事業
　市では、求職
中の若年者およ
び女性を対象と
した、パソコン
（初級・中級）、
日商簿記の講習
会を開催しています。マンツーマン
形式で個人のレベルにあった授業を
行い、早期就労を支援します。
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽対象　①および②に該当する人
①弘前市に住所を有し、失業中で求
職中の女性または 40歳未満の男性
②現在、雇用保険受給中か、ハロー
ワークに登録して、求職活動をして

いる人
▽定員　各科目10人（先着順）
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み手続き　申し込みには、
印鑑・雇用保険受給資格者証または
ハローワークカードの写し、身分証
明書（運転免許証など）の写しが必
要。申込書は商工政策課（市役所６
階、窓口652）で配布。
※受講者の選考あり。受講日時は受
講者により異なります。詳しくはお
問い合わせを。
■問商工政策課就労支援係（☎35・
1135）

要介護認定高齢者の
障害者控除
　65歳以上で、要介護認定を受け
ている人を対象に、「障害者控除対
象者認定書」を発行しています。こ
の認定書により、身体障害者手帳な
どの交付を受けていなくても、本人
または扶養している親族は、個人住
民税および所得税の障害者控除を受
けることができます。
　なお、個人住民税と所得税が課税
されない場合は、控除申告の必要は
ありません。
▽対象者および控除区分　①要介護
１～３で、市の基準を満たす人…一
般障害者／②要介護４～５の人…特
別障害者（認定書は、当日交付しま
す）
▽申請に必要なもの　申請者の印鑑
※原則として本人または扶養者が申
請してください。
■問介護福祉課（市役所２階、☎
40・7114）／岩木総合支所民生
課（岩木庁舎１階、☎ 82・1628）
／相馬総合支所民生課（相馬庁舎内、
☎84・2111、内線 810）

 暮らしのinformation
■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

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

有 料 広 告
今月の市税などの納期

納期限
3月２日

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替をご利用ください。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が加算される場合があります。

市 ・ 県 民 税   第４期
国民健康保険料  第８期
介 護 保 険 料  第８期
後期高齢者医療保険料  第８期

教えて！たか丸くんクイズの答え

こころの健康相談

　弘前市保健センターでは、本人や家族の
心の悩みや、家族を自死で亡くした人の悩
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。
▽２月・３月の相談日　２月２日・16日、
３月２日・23日の午前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）
※「こころの病気」の治療をしていない人
を優先します。現在治療している人は、ま
ず主治医に相談を。

※質問は 17ページに掲載。
※平成７年の人数は旧岩木町・相馬村を除く。
※関連記事を４～７ページに掲載。

答えは、③の 3,100 人だよ。当時は今よ
りもかなり人数が多かったんだね。人口
が減ると将来、いろいろな問題が起こる
かもしれないから、市は人口減少対策に
も取り組んでいるんだ。


