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Health　Information

 
ＮＥＷＳたか丸賞（景品）の贈呈式が行われました!!
　３月２日、市役所で「健幸ひろさきマイレージ制度」のたか丸賞
贈呈式が行われました。健康づくりに取り組んでマイレージポイン
トを獲得した 1,129 人の応募者の中から、抽選の結果、たか丸賞
には224人が当選しました。
　当選者を代表して、永井丈四郎さんと千葉恵子さんにマッサージ
クッションや津軽塗お椀セットなどの景品が贈られました。 左から、千葉恵子さん、葛西市長、永井丈

四郎さん

国立病院機構弘前病院
「看護の日」イベント

▽とき　５月10日（日）
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）１階イ
ンフォメーション前広場
▽内容　救急看護認定看護師のＡＥ
Ｄ講習会／緩和ケア認定看護師のが
ん相談／各種健康相談（血圧・栄養・
薬）／看護のパネル展示
▽参加料　無料
■問い合わせ先　国立病院機構弘前
病院（太田さん、☎32・4311）

第８回もの忘れフォーラム
in弘前
　エーザイでは、青森県の「もの忘
れ、認知症」に対する啓発を目的と
し、早期発見・早期治療・介護ケア
の向上のためにフォーラムを開催し
ます。
▽とき　５月10日（日）
　　　　午後２時～４時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）大ホール
▽内容　寸劇「笑って！学んで！認
知症を理解しよう～認知症の症状と
その対応～」など／講演「認知症予
防の秘訣と地域包括ケア」…講師・
山口晴保さん（群馬大学大学院保健
学研究科リハビリテーション科教
授）
▽対象　市民
▽参加料　無料
■問い合わせ先　エーザイ「もの忘
れフォーラム in 弘前」係（☎青森
017・777・7545）

パパママ教室（ヒロロ）

▽とき　５月 17 日（日）、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝１時
半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　パパママ教室（パパとママ
の育児体験、沐浴体験、パパの妊婦
体験、栄養のお話など）
※マタニティ歯科健診はありませ
ん。
▽対象　開催日現在妊娠 16 週～
31週（５か月～８か月）の初産の
妊婦とその家族＝各10組（先着順）
▽参加料　無料

▽持ち物　母子健康手帳
■問い合わせ先　５月１日～ 13日
に、弘前市保健センター（☎ 37・
3750）へ。

健やか育児相談

▽とき　５月 18 日（月）の午前
10 時～ 11 時 45 分（受け付けは
午前10時～ 11時半）
▽ところ　駅前こどもの広場（駅前
町、ヒロロ３階）
▽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（臨床心理
士による「ことばを育てるためのお
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。
■問い合わせ先　弘前市保健センタ
ー（☎37・3750）

のびのび子ども相談室

▽とき　５月19日（火）
　　　　午前10時～
※受け付けは午前 10 時～ 11 時。
相談が終わり次第終了（時間予約
制）。
▽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
■問い合わせ先　５月７日～ 18日
に、弘前市保健センター（☎ 37・
3750）へ。

胃がんリスク検診

　市では、胃がんの予防・早期発見・
早期治療を目指すことを目的に胃が
んリスク検診を実施しています。
▽内容　血液検査（ピロリ菌の有無・
胃の萎縮の程度）
▽対象　平成 28年３月 31日まで
に 40 歳・45 歳・50 歳・55 歳に
なる人
▽受診料　無料（受診後の治療費な

どは保険診療で本人負担となりま
す）
※対象者には受診券を送付します。
なお、国民健康保険加入者は、特定
健診と同時に受診できますので、指
定医療機関で各自の都合に合わせて
受診を。

健康相談・禁煙相談

　生活習慣病の予防や健診結果、禁
煙など、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申し
込みください。
▽５月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康広場）＝８
日・13日・31日の午前９時～ 11
時
〇弘前市保健センター会場＝ 18日
の午前９時～11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）
■問い合わせ先　弘前市保健センタ
ー（☎37・3750）

「無料の健診」が始まります

　市では、国民健康保険に加入して
いる 40歳以上 75歳未満の人を対
象に国保特定健康診査を無料で実施
しています。また、後期高齢者医療
制度に加入している人を対象に後期
高齢者健康診査を無料で実施してい
ます。いずれの健診も本年度は５月
１日から開始となりますので、年に
１回、定期的に健康診査を受診し、
自分の健康状態を検査結果で把握し
ましょう。
※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27年度健康と福祉ごよみ」
24 ページ、26 ページをご覧くだ
さい。
■問い合わせ先　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）

～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。

　この制度は、働き盛りの 20歳以上の人を対象に、健康に関心を持ち、
積極的に健康づくりに取り組めるように応援するものです。がん検診など
を受診したり、健康に関する教室やイベントに参加することでポイントを
獲得し、応募することで素敵な景品がもらえます。

健幸ひろさき
　　　マイレージ制度

始めていますか？

がん検診
各40点

胃・肺・大腸・前立腺・
子宮・乳

【ポイント獲得方法】

健康診査
25点

特定健診・人間ドック・
会社の健診・後期高齢
者健診など

個人目標
各15点

市が設定した７つの個
人目標から、自分で選
んで取り組む

健康に関する教室・
イベント
各15点

健康講座・健康まつり・
アップルマラソンなど
（主催者は問いません）

50点以上100点未満 100点以上獲得

　　　　がん検診の
受診が必須項目では
なくなりました

～参加賞に加えて「たか丸賞」
にエントリーされます !! ～
～参加賞に加えて「たか丸賞」
にエントリーされます !! ～～参加賞を差し上げます！～～参加賞を差し上げます！～

！

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。
▽５月の相談日　５月 11日・25 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。

★応募条件　市内に住所を有し、平
成 28年３月 31 日の時点で 20 歳
以上であること
★ポイント獲得期間　通年（ただし、
応募した日からさかのぼって１年間
に限ります）
★応募締め切り　毎年１月 31 日
（消印有効）
★応募方法　必要事項を記入したマ
イレージシートを付属の封筒に入れ
て郵送（切手不要）するか、弘前市
保健センター（野田２丁目）に持参
または、応募箱（市役所市民課総合
窓口・ヒロロ３階健康広場窓口に設
置）に投函（とうかん）してください。
○氏名・生年月日・住所・たか丸賞
の希望コースなど、記入漏れがない
よう確認しましょう。
★マイレージシート配布場所
弘前市保健センター、市役所市民課
総合窓口、岩木・相馬総合支所、各
出張所、地区公民館、弘前図書館、
弘前文化センター、ヒロロ３階健康
広場窓口、検診実施医療機関
■問い合わせ先　健康づくり推進課
（弘前市保健センター内、☎ 37・
3750）

家族・友だちみんな
で応募しよう !!


