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にんじんケーキ
File.113弘前市食生活改善推進員会

①にんじんはよく洗い、皮つきのままですりお
ろす。

②ボウルに卵を割り入れ、牛乳を加え混ぜる。
①のにんじん、ホットケーキミックスを入れ
て、さっくりと混ぜる。

③炊飯器に②の生地を流し入れる。上からミ
ックスビーンズを散らし、ふつうの炊飯モ
ードを押す。炊飯器に「早炊き」または「ケ
ーキ」のスイッチがある場合は、それでもよい。出来上がったら取り出して、少
し冷ましてから切り分ける。

　※厚手のフライパンで焼く場合は、弱火で10分から12分じっくりと焼く。

炊飯器で作るおやつレシピ

■1／6 切れの栄養量
エネルギー／ 175kcal、たんぱく質
／ 6.1g、脂質／ 4.3g、カルシウム
／ 72mg、食塩相当量／ 0.5g

 
炊飯器 1個分
ホットケーキミックス……200ｇ
にんじん……………… 100ｇ
卵 ……………… 100ｇ（2個）
牛乳…………………… 120ml
ミックスビーンズ……… 25ｇ

材 料

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症の感染拡大状況などによって適宜
見直すことがあります。ご理解とご協力をお願いします。

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。対象者には個別に通知します（★は健康診査票が必要です）。

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。

各種相談

定期予防接種など
【子どもの定期接種】
　定期接種は、免疫の減少に加
え、感染症にかかりやすい年齢
や重症化しやすい年齢などを考
慮して、標準的な接種時期が決
められています。新型コロナウ
イルス感染症に伴う外出自粛な
どにより必要な予防接種を控え
ることのないよう、体調のよい
時に計画的に接種しましょう。
　来年度小学校に入学する予定
の幼児には、麻しん風しん混合
２期の予防接種について個別通
知しています。なるべく早い時
期に接種しましょう。

【高齢者肺炎球菌感染症の定期
接種】
　肺炎は、季節を問わず誰でも

かかる可能性があり、かかると
急激に症状が進んでしまうこと
があります。今年度対象となる
人には個別に通知していますの
で、希望する人は早めに接種し
ましょう。
▼実施期間　令和４年３月 31
日まで
▼対象　今年度65歳、70歳、
75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、
95歳、100歳になる人で、今
までワクチンを接種したことの
ない人
▼自己負担　5,000 円（生活
保護受給者は無料）

【風しんの追加的対策（風しん
第５期定期接種）】
　国が３年間で実施する、風し
んの抗体保有率が低い男性を対
象とした事業は、今年度で終了

します。
　風しんは、妊婦がかかると高
い確率で心臓や目などに障がい
をもった赤ちゃんが生まれる可
能性があります。気づかないう
ちに「感染する、感染させる」
ことがないように、
健診などの機会を
利用して風しんの
抗体があるか検査
しましょう。
▼対象　昭和 37年４月２日～
昭和 54年４月１日生まれの男
性
▼費用　無料
▼実施期間　令和４年２月 28
日まで
※有効期限切れのクーポン券も
使用できますので実施機関にお
問い合わせください。

【胃がんリスク検診とは】　
　胃がんをはじめとする胃の病気のなりやすさを分類する検査で、血液検査で行います。「ヘリ
コバクター・ピロリ抗体検査」と「ペプシノゲン検査」の2種類を調べ、医師から二次検査（精
密検査）が必要と説明を受けた人は、早めに精密検査（胃カメラなど）の受診をお勧めします。

　今年度の大腸がん検査キットと胃がんリスク検診の受診券を送付しました。
受診方法などの詳細は同封のチラシで確認してください。対象となる人は、ぜひ受診しましょう。
◆対象　昭和56年４月１日～昭和57年３月 31日生まれ（今年度40歳になる人）
◆受診期間　大腸がん検診…５月１日～６月30日
　　　　　　胃がんリスク検診…５月１日～令和４年３月31日
◆料金　無料（送付した検査キットと受診券を使用した場合）

名　称 内　容 と　き ところ
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３時、１組あたり１
時間程度（事前の予約が必要）

弘前市保健
センター（野
田２丁目）

食事と
栄養相談

離乳食のその後の食事（すすめ方・偏食など）に関
すること。対象は市民で乳幼児と保護者

平日の午前９時 30 分～午後３時（事前の予約が
必要）

歯科相談 お口の健康づくり（虫歯予防や歯みがきなど）に関
すること。対象は市民で乳幼児と保護者

平日の午前９時 30 分～午後３時（事前の予約
が必要）

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

５月 11 日（火）、午前９時～ 11 時（前日まで
に事前の予約が必要／「こころの病気」の治療を
していない人を優先）

大腸がん検診  と
胃がんリスク検診  が　　　　で受けられます！無 料

名　称 と　き 対象・申込先など
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
★

集団健診…５月 26 日（水）・27 日（木）／受付＝午後０時 20 分～２時 15 分
※集団健診を受診する前に指定医療機関での個別健診を必ず受診してください。

３歳児 ５月 12 日（水）・13 日（木）／受付＝正午～午後１時 25 分　※予約制です。
２歳児歯科★ 各指定歯科医療機関での個別健診

離
乳
食
教
室

離乳食初期（生
後 4 ～ 6 か月
児）

６月７日（月）、①受付＝午前 10 時～ 10 時 10 分（実施＝午前 10
時 10 分～ 10 時 50 分）／②受付＝午前 11 時 10 分～ 11 時 20 分（実
施＝午前 11 時 20 分～正午）　※予約制です。

５月 15 日（土）までに、
駅前こどもの広場（ヒロロ
3 階、☎ 35-0156、午前
10 時～午後６時、土・日
曜日、祝日も可）に申し込
みを。

離乳食中期・
後期（生後 7
～ 11 か月児）

６月４日（金）、①受付＝午前 10 時～ 10 時 10 分（実施＝午前 10 時
10 分～ 10 時 50 分）／②受付＝午前 11 時 10 分～ 11 時 20 分（実
施＝午前 11 時 20 分～正午）　※予約制です。

子どもの日には、親子で一緒におやつ作りをしませんか。卵を割っ
たり生地をかき混ぜたりするなど自分で作ると、人参が苦手な子ど
もでも、人参がなぜかおいしいと感じられるようになります。家族
で食べること、一緒に作ることを増やしましょう♪

おすすめポイント♥




