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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。★は対象者に受診券を送付します。

検　診 市の各種検診は、年度内に１回受診できます。

定期予防接種など
【B 型肝炎・ヒブ・小児肺炎球菌・
４種混合・不活化ポリオ・ＢＣＧ・
水痘・麻しん風しん混合・日本脳炎
２種混合・子宮頸がん予防ワクチン】
　通年接種です。「健康と福祉ごよ
み」で接種年齢や指定医療機関を確
認し、体調の良い時に計画的に接種
しましょう。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。

【高齢者肺炎球菌ワクチン】
▽実施期間　平成 30年３月 31日
まで
▽対象　
○平成 30 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・呼吸器の機能に障がい
のある人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
※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。

【おたふくかぜワクチンの接種費用
助成】
▽実施期間　平成 30年３月 31日
まで
　対象者には、個別にお知らせして
います。希望する場合は、期間内に
忘れずに接種しましょう。
※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　平成 30年３月 31日
まで
▽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、風しん抗
体価が低い妊婦の同居家族
※過去に風しんにかかったり、助成
を受けたことがある場合は対象外。
▽申請方法　健康づくり推進課窓口
で事前に申請を。

健康の掲示板
弘前市保健センター（野田２丁目）　☎37・3750

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 ８月23日・24日／
受付＝午後０時半～１時半 平成28年２月生まれ

３歳児 ８月２日・３日／
受付＝午後０時半～１時半 平成26年１月生まれ

１歳児歯科 ８月９日・10日／
受付＝午後０時半～１時 平成28年８月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成27年２月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室

８月 22 日（火）、午後１時
～２時半／受付＝午後０時
半～１時

平成29年３月生まれ
＝25組（先着順） ８月８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。

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（８月７日～平成30
年３月 15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８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

８月25日～ 11月 10日
の毎月第２・４金曜日
（８月11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（ヒロロ）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

８月８日・20 日 24 日・
９月３日・７日
※８月 24日は託児あり（乳
幼児 10 人まで）。次月以降
の日程は問い合わせを。

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。

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名（②はコース名）を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※２…家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。
※３…⑤幼児体操教室へ申し込む場合、往復はがきに、子どもの生年月日追記を。
※４…往復はがきに、乳幼児が何か月かの明記を。また、タオルなどの乳幼児用の敷物・世話用具の持参を。
※５…ノルディックウオーキング用ポールの持参を。なお、当日 400円でポールの貸し出しも行います。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。各自傷害保険に加入を。

Health　Information 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

 各種スポーツ・体操教室

 

 市民を対象に開催しています。
希望する人は事前に電話で申し込みを。８月の各種健康相談

名　称 内　容 保健
センター

ヒロロ健康
エリア 受付時間 問い合わせ・

申込先
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ます。 21日 16日・25

日・27日
午前９時～ 11時（2日前〈日
曜開催は3日前〉までに予約）弘前市保健セ

ン タ ー（ ☎
37・3750）へ。こころの

健康相談
本人や家族の心の悩み、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ます。治療
中の人は、まず主治医に相談してください。

22日  午前９時～11時（予約制）

 

教室名 とき ところ 内容 対象・定員 参加料 問い合わせ・申込先

①産後エクササイズ
ママ＆ベビー

８月６日・20 日の午後
１時～２時

ウイング
弘前（青山
５丁目）

ヨガやピラティスの要素
を取り入れながら赤ちゃ
んと運動

生後３～12か
月の乳幼児と
母親＝10組

1回＝ 1,944
円／月 2回受
講＝ 3,240 円

事前に電話で、ウイング
弘前（☎ 38・8131）へ。

②テニス体験教室

午前コース＝８月 23日
～ 10月 11日の毎週水
曜日、午前 10時～正午
夜コース＝８月 22日～
10月 10日の毎週火曜
日、午後７時～９時

運動公園
（豊田２丁
目）庭球場

基本のストローク
未経験者、ラリ
ーの続かない人
＝各回 10人
（学生は除く。） 無料

８月10日（必着）までに、
運動公園（〒036・
8101、豊田２丁目３、
☎ 27・6411）へ。
（※１）（※２）

③レディース体験ス
ポーツ教室（ラケッ
トテニス） ９月５日～ 10月 24日

の毎週火曜日、午前 10
時～ 11時 45分 市民体育

館（五十石
町）競技場

基本のストローク、ゲー
ム 市民＝10人

８月15日（必着）までに、
運動公園（〒036・
8101、豊田２丁目３、
☎ 27・6411）へ。
（※１）（※２）

④レディース体験ス
ポーツ教室（ソフト
バレーボール）

基本パス、サーブ、ゲー
ム

市民（女性）＝
15人

無料

８月15日（必着）までに、
市民体育館（〒 036・
8362、五十石町７、☎
36・2515）へ。
（※１）（※２）（※３）⑤幼児体操教室

９月５日～ 10月 24日
の毎週火曜日、午後３時
～４時

基本運動（走る・跳ぶ・
投げる）、体力作り、平均
台を使った運動

４～５歳の幼児
＝20人

⑥プールで筋トレ・
脳トレ水中ウオーキ
ング教室

８月24日～９月 14日
の毎週月・木曜日、午後
１時半～２時半 河西体育

センター
（石渡１丁
目）

水中ウオーキング、スト
レッチ、脳トレ、筋トレ
など

市民＝ 15人

無料

８月14日（必着）までに、
河西体育センター（〒
036・8316、石渡１丁
目 19の１、☎ 38・
3200）へ。
（※１）（※２）

⑦かけっこ教室
８月 24日～９月 14日
の毎週月・木曜日、午後
４時半～６時（９月４日
は休み）

走る・跳ぶなどの全身運
動や、ミニハードルなど
の用具を使って足を動か
すトレーニング

市内の小学 1
年生～４年生
＝ 20人

⑧プールで体力づく
り教室

８月25日～ 10月６日
の毎週金曜日、午後１時
～２時（９月８日は休み）

温水プール
石川（小金
崎字村元）

水中での体操、ウォーミ
ングアップ（ウォーキン
グ・ストレッチ）、筋トレ

市民＝20人

⑨水泳教室（クロー
ル）

８月 28日～９月 13日
の毎週月・水曜日、午後
１時～午後２時

クロール呼吸練習
呼吸が苦手で
25m泳げない
人＝ 15人

無料

８月15日（必着）までに、
温水プール石川（〒
036・8123、小金崎字
村元125、☎ 49・
7081）へ。
（※１）（※２）

⑩ヒロロで脳トレ＆
ミニバランスボール
教室

９月１日～ 10月 27日
の毎週金曜日、午後１時
半～午後２時半（９月
15日、10月６日は休み）

ヒロロ（駅
前町）３階
健康ホー
ル

ミニバランスボールを使
ったストレッチ、筋力ト
レーニング

市民＝20人

無料

８月 15日（必着）まで
に克雪トレーニングセン
ター（〒 036・8101、
豊田２丁目３の１、☎
27・3274）へ。
（※１）（※２）⑪お腹スッキリ！骨

盤リセット体操教室

９月５日～ 12月 26日
の毎週火曜日、午前コー
ス=10時～ 11時、午
後コース＝１時半～２時
半（10月 24日は休み）

克雪トレ
ーニング
センター
（豊田２丁
目）会議室

椅子に座ってタオルを使
った体操、ストレッチポ
ールを使った骨盤リセッ
ト体操、呼吸エクササイ
ズ

市民＝各コース
15人

⑫産後のストレッチ
教室

９月６日・13日・20日・
27日、午後２時 15分
～３時 15分

金属町体
育センタ
ー集会室

赤ちゃんと楽しみながら
のストレッチや簡単な筋
力トレーニング

生後６～12か
月の乳幼児と
母親＝５組程
度

無料

８月20日（必着）までに、
金属町体育センター（〒
036・8245、金属町１
の９、☎ 87・2482）へ。
（※１）（※２）（※４）

⑬ノルディックウオ
ーキング教室

９月２日（土）、午前 10
時～正午

弘前公園
（上白銀
町）追手門

ノルディックウオーキン
グポールを用いたウオー
キング

市民＝20人
（先着順） 100円

９月１日までに、事前に
電話で、青森県ノルディ
ックウオーキング協会事
務局（高井さん、☎携帯
090・2360・9045）へ。
（※５）

⑭韓氏意拳講習会

①８月 25日、韓氏意拳
養生功講習会＝午後６時
半～、②８月 26日、韓
氏意拳初級講習会＝午後
１時 15分～、③剣体研
究会講習会＝午後４時～

清水交流
センター
（大開２丁
目）

①②＝中国武術の講習、
③=木刀や杖を使った武
術の自然な動作

①③＝4,000
円／②＝
5,000 円

日本韓氏意挙学会青森分
館（櫻庭さん、☎携帯
090・7065・9076）へ。

⑮健康太極拳教室 毎週金曜日、午後１時半
～３時半

青森県武
道館（豊田
２丁目）

太極拳の基本的な動作 市民 月４回／
2,000 円

揚名時健康太極拳（工藤
さん、☎携帯090・
9232・7386）へ。


