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Health　Information

健康の掲示板

【おたふくかぜワクチンの接種費用
助成】
▽実施期間　４月１日～平成 29年
３月 31日
▽対象　
○１歳～２歳で未接種の子ども
○平成 29 年度小学校に入学予定
で、未接種またはすでに 1回接種
した子ども

※過去におたふくかぜにかかったり、
予防接種が２回済んでいる場合は対
象外。
▽費用　4,000円（自己負担）
※生活保護受給者は無料。
【風しん抗体検査とワクチン接種費
用を全額助成】
▽実施期間　４月１日～平成 29年
３月 31日

▽対象　市内に住所を有し、平成２
年４月１日以前に生まれた人で、妊
娠を予定している女性とその夫およ
び同居家族、または抗体価が低い妊
婦の夫および同居家族
▽申請方法　健康づくり推進課（弘
前市保健センター内）窓口に事前に
申請を。妊婦の夫および同居家族は、
申請の際に母子健康手帳の持参を。

弘前市保健センター（野田２丁目）　☎37・3750

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。

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 ４月27日・28日
受付＝午後０時半～１時半 平成26年 10月生まれ

３歳児 ４月６日・７日
受付＝午後０時半～１時半 平成24年９月生まれ

１歳児歯科 ４月13日・14日
受付＝午後０時半～１時 平成27年４月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成25年 10月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室

４月 22 日（金）、午後１時
～２時半／受付＝午後０時
半～午後１時

平成 27 年 11 月生まれ
＝ 25 組（先着順）

４ 月 ７ 日 か
ら、弘前市保
健 セ ン タ ー
へ。離乳食講話・グループレッスン・育児相談

※母子健康手帳・バスタオル・おむつ・ミルクの持参を。

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（４月18日～３月
10日）

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） 

複
合
健
診

ヒ
ロ
ロ

５月21日～ 11月 19日
の毎月第１・３土曜日（８
月20日を除く）

40 歳以上の市民（職場で
受診できる人を除く）　
※特定健診および後期高齢者
健診とがん検診セットの場合
のみ受診可。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。
※複合健診は、申込人数
が 10人に達しない場合、
受診日の変更をお願いす
ることがあります。

特定健診・後期高齢者健診
（無料）／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

４月20日・26日・28日
※４月 28日は託児あり（乳
幼児10人まで）。

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。

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。

 

 

 

▲

定期予防接種

【麻しん風しん混合・２種混合・Ｂ
ＣＧ・日本脳炎・不活化ポリオ・４
種混合・ヒブ・小児肺炎球菌・水痘・
子宮頸がん予防ワクチン】
　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。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。
　麻しん風しん混合Ⅱ期予防接種は
４月１日から、平成 29年度小学校
に入学する児童が対象となります。
対象者には予診票を送付しますの
で、早めに接種してください。
　なお、現在、子宮頸がん予防ワク
チン接種は勧奨していません。
【高齢者肺炎球菌ワクチン】
▽実施期間　４月１日～平成 29年
３月 31日
▽対象　
○平成 29 年３月 31 日までに 65
歳・70歳・75歳・80歳・85歳・
90歳・95歳・100歳になる人
○本年度 60 歳から 64 歳の人で、
心臓・腎臓・呼吸器の機能および免
疫機能に障がいがある人で、身体障
害者手帳１級程度の障がいのある人
※対象者には、個別に通知しますが、
すでに 23価肺炎球菌ワクチンの接
種を受けた人は対象外。
▽費用　5,000円（自己負担）
※生活保護受給者は無料。

定期予防接種など
♥もっと②　弘前！！ 学生企画コーナー

春の女子旅へ Let’s Go !
　こんにちは、ひろ♡レポです。いよいよ春ですね。新生活を迎える人も多い

のではないでしょうか。｢暖かくなってきた中、家にいるのはもったいない！｣

ということで今回私たちは、女子旅と題して市内の教会、津軽塗のお店を見

学してきました♪

はじめは、弘前昇
天教会（山道町）！
中央弘前駅から徒
歩1分のところにあ
る、赤いレンガ造り
の聖堂です。素敵
なベルが目印！毎週
日曜日に礼拝を行っ
ていて、だれでも気
軽に参加できるん
ですよ♪　

聖堂内部には青森ヒバが多く使用され、床は
ピカピカでした。献金する際に使用する袋はこ
ぎん刺し、それを入れるお盆は七子塗りで作ら
れているんです。このように、弘前昇天教会に

は津軽感が満載！こ
んな素敵な教会で結
婚式を挙げたいな♡

二件目は、津軽塗のお店、田中屋（一番町）！
津軽塗資料館も併設されています。店内には「唐
塗（からぬり）」・「七子塗（ななこぬり）」・「錦塗
（にしきぬり）」・「紋紗塗（もんしゃぬり）」の他
に、「寿々喜塗（すすきぬり）」という商品もあり、
これは田中屋の登録商標となっているそうです。
商品の中には、かんざしなどのアクセサリーやイ
ヤホンジャックなど、若者にも人気がありそうな
ものもたくさんありました。お客様の要望から津
軽塗のゴルフのティーを商品化するなど、お客様
の声を大切にしているお店だなと感じました。

◁献金袋とお盆

▽津軽塗のかんざし

　今回の取材を通して、初めて訪れた場所での新たな気づき、出会いにワクワクしました。弘前はレトロな建物や
趣のある建物が多く、私たちの知らない魅力がまだまだいっぱい詰まっています。皆さんもこの春、自分だけのお
気に入りの場所を探してみてはいかがですか♡

 ひろ♡レポとは…若者目線で弘前のことを伝えようと発足された、広報ひろさきで学生企画コーナーを担当する女子大
生グループです。問い合わせやご意見・ご感想はＥメール（hiro.repo@gmail.com）で。Facebook（http://www.
facebook.com/hiro.reporters）、Twitter（@HiroRepo）もやってます！興味のある人はどうぞ（^ *^）

弘前昇天教会 田中屋

弘前って

ステキ♡

田中屋にはお茶を

楽しめるスペースも！

津軽塗のイヤホンジャック△
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