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名　称 内　容 と　き ところ

こころの健康相談

本人や家族のこころの悩み、新型コロナウイルス感染症
などの影響による生活への不安や悩み。
※「こころの病気」の治療をしていない人を優先します。
治療中の人は、まず主治医に相談を。

11 月 10 日（火）、午前９
時～ 11 時（事前の予約が
必要） 弘前市保健セ

ンター（野田
２丁目、☎
37-3750）

のびのび子ども相談
発達相談（ことばについて心配、落ち着きがないなど）。
対象は市民で 1 歳以上の幼児とその家族。母子健康手
帳の持参を。

平日の午前９時 30 分～午後
２時、１組あたり１時間程度

（前日までに予約が必要）

各種相談

定期予防接種など
【インフルエンザの無料予防接
種】
　今年度に限り、インフルエン
ザの予防接種の助成対象者を拡
大します。助成対象者は接種費
用が無料になります。接種を希
望する人は、直接医療機関にお
問い合わせください。
　助成の対象者と期限は次のと
おりです。
▼対象者
①生後６か月～小学校２年生の
未就学児・児童
②65歳以上の高齢者
③妊娠中の人
④心臓・腎臓・呼吸器および免

疫機能に１級程度の障がいがあ
る人
▼期限　令和３年１月31日

【子どもの定期接種】
　来年度小学校に入学する幼児
は、済ませていない予防接種が
ないか母子健康手帳で確認しま
しょう。来年度中学校に入学す
る児童は、できるだけ年度内に
二種混合の予防接種を済ませま
しょう。
　対象年齢を過ぎると有料とな
りますので、ご注意ください。

【ロタウイルスワクチンの定期
接種】
　10月１日からロタウイルス
ワクチンが定期接種（無料）に
なりました。ロタウイルスは感

染力が非常に強く重症化しやす
いため、ワクチンで予防しまし
ょう。
▼対象　令和２年８月１日以後
に生まれた乳児
▼初回接種時期　生後６週（標
準的には生後２か月）～生後
14週６日

【高齢者肺炎球菌感染症の定期
接種】
　元気な 65歳以上の人が日常
でかかりやすい肺炎のうち、最
も多いのは肺炎球菌による肺炎
で、予防接種で防ぐことができ
ます。
　今年度対象の人には個別に通
知していますので、接種を希望
する人は早めに受けましょう。

▼とき　11月 15日（日）
▼ところ　文化センター（下白銀町）２階大
会議室
▼内容　第１部＝午後１時～３時、乳がん公
開講座「With コロナの私たちの生活」、講
師＝長谷川善枝さん（市立病院乳腺外科科長）
／第２部＝午後３時～３時 40分、「語らい
の会」…参加者同士の情報交換
▼参加料　500円（茶菓等代として）
▼定員　 100人（先着順）

▼申し込み方法　11 月 10 日
（火）までにファクスまたは E
メール（氏名・連絡先・乳がん
について質問がある場合は質
問事項を記入）で申し込みを。
■問い合わせ先　ほほえみネットワーク
（今さん、ファクス 88-5844、E メール
hohoeminet55@yahoo.co.jp）
※令和２年度市民参加型まちづくり１％シス
テムの採択事業。

 

Health　Information

さばみそ煮缶ときのこホイル蒸し
File.107弘前市食生活改善推進員会 親子クッキングレシピ

みそとチーズの風味で、キノコや野菜がおいしくなります。チーズがア
ルミ箔にくっつかないよう、チーズの上に野菜をのせるのがポイント。
青森県では６月と１１月が食育月間。具を包む作業は子どもの
お手伝いにピッタリなので、ぜひ一緒に作ってみてください。
ホットプレートでも作れます。

おすすめポイント♥

■１人分の栄養量
エネルギー／ 192kcal、たんぱく質
／ 13.3g、脂質／ 11.6g、カルシウ
ム／ 202mg、食塩相当量／ 1.2g

健康と福祉ごよみはこちらから インターネット予約はこちらから
弘前市　集団検診 検索健康と福祉ごよみ 検索

検　診 　市で実施している健（検）診の詳しい内容は、毎戸配布している「健康と福祉ごよ
み」をご覧ください。健（検）診を受診し、精密検査の判定があった場合は、早めに
医療機関を受診しましょう。

母子保健

健康の掲示板
弘前市保健センター（健康増進課、野田２丁目）　☎ 37-3750

　新型コロナウイルス感染防止のため、事前予約が必要となった行事もありますので、
あらかじめ下記の記載内容および通知などを確認するようにお願いします。なお、い
ずれの健診も受診の際は母子健康手帳を持参してください（★の健診は、健康診査票
が必要です）。

名　称 と　き　・　内　容 ところ・予約先
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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★ 集団健診の日程　11 月 25 日（水）・26 日（木）／受付＝正午～午後 1 時 55 分
※集団健診を受ける前に必ず各指定医療機関での個別健診の受診を。　〈※１〉

３歳児 11 月 11 日（水）・12 日（木）／受付＝正午～午後 1 時 15 分　〈※１〉

１歳児歯科 対象＝令和元年 11 月生まれ／ 11 月 18 日（水）・19 日（木）／受付＝午後０時 30 分～２
時５分　〈※１〉

２歳児歯科★ 対象＝平成 30 年 5 月生まれ／各指定歯科医療機関での個別健診

離
乳
食
教
室

初期
（３～６か月児）

11 月 17 日（火）、①午後 0 時 30 分～１時 10 分（受付＝正午～
午後 0 時 30 分）／②午後２時 30 分～３時 10 分（受付＝午後２
時～ 2 時 30 分）　〈※１〉

弘前市保健センター（☎
37-3750）

中期
（７～８か月児）

12 月 7 日（月）、午前 10 時 10 分～ 10 時 50 分（受付＝午前
10 時～ 10 時 10 分）　〈※１〉 駅前こどもの広場

（駅前町、ヒロロ3階、
☎35-0156）後期

（９～11か月児）
12 月 7 日（月）、午前 11 時 20 分～正午（受付＝午前 11 時 10
分～ 11 時 20 分）　〈※１〉

〈※１〉…予約制です（対象者には個別に通知）。詳しくは個別通知をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況などによって適宜見直す
ことがあります。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

 
さばみそ煮缶 ……１缶（140ｇ）
エリンギ ……………………２本
えのきだけ ……………… 80ｇ
玉ねぎ ……… 100ｇ（1 ／ 2個）
ピーマン ………… 20ｇ（１個）
ミニトマト …………………６粒
スライスチーズ ……………３枚
　　さばみそ煮缶の汁 大さじ４
　　マヨネーズ ……… 小さじ１
　　オイスターソース 小さじ１

材 料　３人分

※

　青森県では乳がん患者が増えています。他人
ごとではない乳がんについて、専門家がわかり
やすく解説します。

①エリンギは半分の長さに切って短冊切りに、えのき
だけは石づきを除いて半分の長さに切ってほぐす。
玉ねぎは１cmの厚さの半月切りに、ピーマンは一
口大に、ミニトマトは半分に切る。

②さばみそ煮缶は汁を残し、６等分にする。
③アルミ箔（１人分30cm）に、玉ねぎ（２枚）、さば

みそ煮缶（２切れ）、エリンギ、えのきだけ、スライ
スチーズ、ピーマン、ミニトマトを順にのせる。 
※を混ぜたものを大さじ１程度かけ、アルミ箔を折って具を包む。

④フライパンに③を並べ、水を100ml入れて中火にかける。 
ふたをして７～８分程度蒸し焼きにしてできあがり。
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