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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。

７月 13 日（火）、午前９時～ 11 時（相談日
の前日までに予約が必要。「こころの病気」の
治療をしていない人を優先）

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３時、１組あたり
１時間程度（相談日の前日までに予約が必要）

各種相談

定期予防接種など
【子どもの定期接種】
　定期の予防接種は、ワクチン
で防げる感染症の発生やまん延
を予防するためにとても重要で
す。新型コロナウイルスに伴う
外出自粛等により、必要な予防
接種を控えることのないように
しましょう。
　来年度小学校に入学する予定
の幼児は、受けていない予防接
種がないか母子健康手帳で確認
しましょう。小学校６年生の児
童でまだ２種混合（ジフテリア・
破傷風）を受けていない人は、
早めに接種しましょう。

【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
▼自己負担額　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、健診等
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
※現在お持ちのクーポン券は、
期限を延長して使用できます。

【高血圧予防に関する標語を募
集】
▼テーマ　健（検）診、家庭血圧、
減塩のいずれかに関連した内容
▼応募資格　弘前市に在住、通
勤、通学している人など
▼応募方法　次の事項を記入し
持参（保健センター＝平日の午
前 8 時 30 分～午後 5 時、ま
たはヒロロ３階健康広場＝火曜
日を除く午前９時～午後６時）
か郵送、または Eメールで応
募してください。
①住所・氏名・年齢・ペンネー
ム（希望者のみ）・電話番号
②標語（応募１件につき 1点
まで）、作品に込めた思い
※何度でも応募可能。はがきな
ど任意の用紙での提出も可能。
▼応募期限　７月 30日（金・
消印有効）

Health Information

健康の掲示板
弘前市保健センター（健康増進課、〒 036-8711、野田２丁目７の１、☎ 37-3750、
E メール kenkou@city.hirosaki.lg.jp）

※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。

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 　乳幼児の健康診査および離乳食教室の対象者には、個別に通知しています。詳しく
は個別通知をご覧ください。
　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
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
★

保健センターでの健診の日程＝７月 28 日（水）・29 日（木）／受付＝午後０時 20 分～
２時 15 分
※保健センターでの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 ７月７日（水）・８日（木）／受付＝正午～午後１時 25 分　〈※１〉
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

初期
（生後４～ 6 か
月児）

８月２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）　〈※１〉

７月 15 日（木）まで
に、駅前こどもの広
場（駅前町、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。

中期・後期
（生後 7 ～ 11
か月児）

８月６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）　〈※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。

　今年度、成人歯科健診が対象となる人に、受診券
を送付しました。ぜひ受診しましょう。
▼受診期間　７月１日～令和４年３月31日
▼受診場所　指定歯科医療機関（健康と福祉ごよみ
をご覧ください）
▼対象　令和４年３月31日までに、30歳・40歳・
50歳・60歳・70歳になる市民
▼料金　無料（健診後の治療などは自己負担）
※事前の予約が必要。

成人歯科健診を受診しましょう
●成人歯科健診とは？

　10 年に１回対象になる健診
で、むし歯や歯周病の早期発見、
口腔内の清掃状況やかみ合わせ
などの健康チェックをします。歯科健診の結果、歯
科医師から精密検査や治療（自費になります）が必
要と説明を受けた人は、早めに受診しましょう。
■問い合わせ先　健康増進課（☎37-3750）
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おすすめポイント♥

レタスと小松菜の減塩炒め
File.115弘前市食生活改善推進員会  酢とごま油で減塩レシピ

毎月 17日は減塩の日です。「酢」と「ごま油」は塩分がゼロの調味料。
ほかの調味料と組み合わせることで、おいしく減塩できます。さらに
野菜がもつカリウムは、体から塩分を出す効果が。減塩レシピで、血
管をいつまでも若く保ちましょう。

■１人分の栄養量
エネルギー／ 57kcal、たんぱく質／
2.1g、脂質／ 4.2g、カルシウム／
96mg、食塩相当量／ 0.4g

レタス ………100ｇ（1／２個）
小松菜 ………… 100ｇ（２株）
　　ごま油 …………… 小さじ２
　　オイスターソース 小さじ１
　　酢 …………… 小さじ１／２
花かつおパック ……… １パック

 材 料 ①レタスは手で一口サイズにちぎる。小
松菜は３cmの長さに切る。

②フライパンに①を入れ、ふたをして強
火で蒸し焼きにする。途中で２～３回
混ぜながら、野菜をしんなりさせる。

③Aの調味料を混ぜてから全体にかけ、
さっと炒める。

④皿に盛り付けし、花かつおを上にかけ
てでき上がり。

A

２人分
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