
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）

※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。ご理解とご協力をお願いします。

弘前市　集団検診 検索健康と福祉ごよみ 検索

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

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 　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。
　健診受診の際は、母子健康手帳の持参を（★の健診は健康診査票が必要）。

名　称 とき　・　内容
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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★ 保健センターでの健診日＝ 12 月 15 日（水）・16 日（木）／受付＝午後０時 20 分～１時 55 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 12 月８日（水）・９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
（４～ 6 か月児）

１月 17 日（月）、①午前 10 時 10 分～ 10 時 50 分／②午前
11 時 20 分～正午（いずれも開始 10 分前から受け付け）〈※１〉

12 月 15 日（水）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
（7～11か月児）

１月７日（金）、①午前 10 時 10 分～ 10 時 50 分／②午前
11 時 20 分～正午（いずれも開始 10 分前から受け付け）〈※１〉

〈※１〉…予約制です。詳しくは個別通知をご覧ください。

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

12 月 14 日（火）、午前９時～正午（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＝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

おすすめポイント♥

炊き込みチキンライス
File.120弘前市食生活改善推進員会 炊飯器でお手軽レシピ

炊飯器一つで肉と野菜がたっぷりとれるお手軽
レシピ♪栄養の力を引き出すには、いろいろな食
品を組み合わせることが大事。毎日の食事はバラ
ンスよく、たんぱく質をとって免疫力を高めよう！

■１人分の栄養量
エネルギー／ 520kcal、たんぱく質／ 22.1g、脂質
／ 15.0g、カルシウム／ 24mg、食塩相当量／ 1.5g

米……………………… ２合
鶏もも肉………………400g
玉ねぎ…… 100g（１/２個）
にんじん …… 60g（１/２本）
ピーマン …… 50g（２個）

ケチャップ … 大さじ６
塩 ……………… 少々
こしょう ……… 少々

コンソメ（顆粒） … 小さじ２

◆

 材 料 ①米を洗い、30分以上水に浸す。
②鶏もも肉は一口大に切り、◆の調味料と混ぜて
15分以上おく。材料の野菜は５mm角に切る。
③炊飯器に水を切った①の米と米の分量よりやや
少なめの水を入れる。コンソメを入れ、ピーマ
ン以外の野菜をのせて、かき混ぜずに炊飯する。
④炊き上がったら、ピーマンを混ぜて５分くらい
蒸らして出来上がり。
※炊き込みご飯は、炊飯器の容量の半分程度の米で作り、具をかき混ぜない
で炊くこともポイントです！

４人分

うになりました。感染が心配な人は早めに検査
を受けましょう。

【検査を受けるためには】
　相談・検査は、電話かインターネットで予約
の上、匿名・無料で受けることができます。ま
た、希望により、性器クラミジア感染症、梅毒
の検査も同時に受けられます。
■問い合わせ先　弘前保健所（下白銀町、弘前
健康福祉庁舎２階、☎38-2389）

12 月 1 日は世界エイズデー
Think Together Again

今年のテーマは、「レッドリボン 30 周年～
Think Together Again ～」です。HIV・
エイズに関する検査や治療、支援などの正しい
知識を得て、HIV 検査の受検促進や差別・偏
見の解消につなげていきましょう。
　治療法の進歩により、HIV 陽性者は感染の
早期把握、治療の早期開始・継続によりエイズ
の発症を防ぐことができ、HIV に感染してい
ない人と同等の生活を送ることが期待できるよ

◀インターネット予約は
こちら（青森県 STOP 
AIDS ホームページ）

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。体調の良い時に計画的に接
種しましょう。
　令和４年度に小学校に入学す
る予定の幼児で、麻しん風しん
混合２期の予防接種を受けてい
ない人は早めに受けましょう。
また、２種混合（ジフテリア・
破傷風）は13歳になると有料に
なりますので、できるだけ小学
校６年生までに接種しましょう。

【小児インフルエンザワクチン
の接種費用助成】
　対象者には、インフルエンザ
予防接種１回分の無料助成券を
送付しています。
▼実施期限　令和４年１月 31

日（月）まで
▼対象　６か月以上の未就学児
※接種の際は、助成券と母子健
康手帳を忘れずに医療機関に提
出してください。

【高齢者インフルエンザ予防接
種】
接種を希望する人は、『健康

と福祉ごよみ』の 20ページか
ら掲載されている「予防接種が
できる医療機関」を確認し、直
接医療機関に問い合わせてくだ
さい。
▼実施期限　令和４年１月 31
日（月）まで
▼対象　① 65歳以上の人、②
60 歳～ 64 歳の人で心臓、腎
臓、呼吸器および免疫機能に障
がいのある人（内部障がい１級
程度）
▼自己負担　1,600 円（生活
保護受給者は無料）

【冬休み親子食育教室】
▼と き　令和４年１月８日
（土）・９日（日）の午前 10時
30分～ 11時 45分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼内容　食育講話…「朝ごはん
の大切さ」、調理実習…フルー
ツサンドイッチ、じゃが芋ツナ
チーズ焼き
▼対象　市内の小学生とその保
護者＝各日10組（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　エプロン、三角巾
▼その他　乳製品､ 小麦粉等の
食材を使用します／試食はせず
に料理を持ち帰ります。
▼申し込み方法　12月 20日
（月）までに保健センター（☎
37-3750）へ電話で申し込みを。

その他のお知らせ
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