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◆お子さんとお母さんの健康教室・健診・相談
内容 日時 場所など

股関節の
脱臼検診

（生後90日～120日）

毎週（水）
受付12:00～12:20

場所総合健診センター
Ｔ45-9131※要予約
受診料600円
持�ち物母子健康手帳、
乳幼児ハンドブック、
バスタオル

１歳６か月児
健康診査

(25年8月生まれ)

1日～15日生まれ� 3日（火）
16日～31日生まれ� 17日（火）
受付　12:00～12:45 総合健診センター

※対象者には事前に
　お知らせします。３歳児健康診査

(23年8~9月生まれ)

8月16日～31日生まれ� 10日（火）
9月1日～15日生まれ�24日（火）
9月16日～30日生まれ�31日（火）
受付　12:00～12:45

両親学級
（妊娠16～31週の
初妊婦と夫）

～初めて、パパ・ママに
なる方へ～

22日（日）
午前の部
９:30～11:30
午後の部
13:30～15:30

場所公会堂文化ホール2階会議室
申�3月11日（水）～13日（金）に
　健康増進課へ
　Ｔ43-9271、43-9184
出産予定日5月18日～9月6日
定員各24組
内�容赤ちゃんの育て方、お風呂の入
れ方、妊婦体験ジャケット試着
※ご夫婦で参加してください。

赤ちゃん健康相談
（4か月~1歳）

受付10:00~10:15
相談10:15~12:00

実施日時・場所
　4日（水）福祉公民館（類家）
　6日（金）根城公民館
11日（水）根岸公民館
18日（水）南郷保健センター
内容育児・栄養相談、身長・体重測定
持�ち物母子健康手帳、バスタオル、
乳幼児ハンドブック

よちよち健康相談
（1歳~2歳ごろ）

受付13:00~13:15
相談13:15~14:30

２～３歳児発達相談
のびのびクラス

（概ね2歳～3歳6か月）

19日（木）
９:30～12:00
※初回面接のみ
14:00～15:30

場�所総合福祉会館
　　「はちふくプラザねじょう」
内�容言葉・行動・情緒などの発達相
談、就学に向けた発達相談
申健康増進課　Ｔ43-9271
※要予約

３～５歳児発達相談
あいあいクラス

（概ね3歳6か月～就学前）

12日（木）
12:30～15:00

すくすく離乳食教室
�（3～4か月の赤ちゃん

の保護者）

20日（金）
10:30～12:00

場所根城公民館
内容講話、離乳食作りの見学・試食
定員25組
持ち物母子健康手帳、筆記用具
申3月13日（金）までに健康増進課へ
Ｔ43-9271

◆精神科医師による精神保健福祉相談（要予約）
内容 日時・医師 場所

心の病気で
悩んでいる人と
その家族の相談

25日（水）
14:30~15:30
熊
くまがい
谷　輝

あきら
氏

八戸保健所
健康増進課
Ｔ27-5111
　内線285

◆こころの健康相談
内容 日時 相談窓口

ストレスや不安、
悩みを抱えている人
の電話による相談

毎週（水）
13:00~16:00

健康増進課
Ｔ43-9210
　（専用電話）

◆市民健康づくり講座（申し込み不要）
内　容 講師 日時・場所

知っておきたい
耳の病気について 金

かねた
田　裕

ゆうじ
治氏

4日（水）
13:30～15:00
はっち

◆栄養士による個人相談
内容 日時 場所

生活習慣病が気になる
人や子どもの食生活に
ついての相談

10日（火）、
24日（火）
10:00~12:00
13:00~16:00

健康増進課窓口
または
Ｔ43-9184

◆保健師による健康相談
内容 日時 場所

▷成人の健康について
▷妊産婦の心や体に
　ついて
▷子育てについて

（月）~（金）
10:00~12:00、
13:00~16:00

健康増進課窓口
または
Ｔ43-9184、
　43-9271

八戸市医師会ホームページの「健康一口メモ」に、過去に開
催した医師の健康教室の講演内容を掲載しています。
ホhachinohe.aomori.med.or.jpshikai/

3月の健康教室・健康相談 問健康増進課 　Ｔ 43-9271　Ｆ 47-0745

減塩で健康寿命を延ばそう健康チャンネル 問健康増進課　Ｔ43-9184　Ｆ47-0745

塩分のとり過ぎは、高血圧を引き起こしやすく、脳血管疾患などの原因になり、健康寿命の低下につながります。平
成22年国民健康・栄養調査での青森県の1日の食塩摂取量の値は、男性13.0g、女性10.9gです。日本人の食事摂取
基準（2010年版）によると、1日の食塩摂取量の目標は、男性9g未満、女性7.5g未満です。日々の生活で減塩を心が
けましょう。

■ 漬物、梅干をよく食べる

■ 食卓に塩やしょうゆなどを
常備している

■ ハムやソーセージ、かまぼこなどの
加工品を好んでよく食べる

■ そばやラーメンの汁は
わりと飲むほうだ

■ 外食が多く、特に丼ものをよく食べる

■ 煮物をよく食べる

①塩分の多い加工食品、漬物、外食は控える
②旬の食材を使用し、素材本来の味を楽しむ
③�レモンや酢などの酸味、こしょうやカレー粉などの香辛料、
青じそやしょうがなどの香味野菜でアクセントをつける
④�みそ汁や煮物は、昆布などで「だし」をとり、うま味を出す
⑤�おかずは、1品のみに塩分を使い、メリハリをつける
⑥調味料は、「かける」よりも「つける」を
　習慣づける
⑦料理の表面に味付けをする

～減塩を成功させる７つのコツ～
あなたの塩分のとりかたをチェック！

参考にできるところから挑戦してみましょう!

1つでもあて
はまったら
減塩を!
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地元スポーツチームを応援しよう !
TKbjリーグ：青森ワッツ（八戸開催） サッカーJFL：ヴァンラーレ八戸（八戸開催）

試合・チケットなどについて
問青森スポーツクリエイション株式会社
Ｔ 017-763-0551Ｆ 017-763-0552ホ aomori-wats.com

試合・チケットなどについて
問株式会社ヴァンラーレ八戸
Ｔ 82-2925Ｆ 82-2926ホ vanraure.net

試合日 ティップオフ 対戦チーム
2/28（土） 17:00

岩手ビッグブルズ
3/��1（日） 14:00

試合会場　東体育館

試合日 キックオフ 対戦チーム
3/29（日） 13:00 ヴェルスパ大分

試合会場　東運動公園陸上競技場

その他の問い合わせ…問八戸スポーツ振興協議会事務局（スポーツ振興課内）Ｔ 43-9159 Ｆ 47-0746

2・3月のホームゲーム

場所 相談名 日時 内容

市民相談室
（市庁本館
1階）

一般相談 8:15~17:00（土）（日）（祝）を除く毎日 日常生活の中での困り事や心配事に関すること

人権相談 4日、11日、18日、25日〈各（水）〉
9:00～12:00、13:00～16:00

夫婦・親子・相続など家庭での困り事、暮らしの中の
人権問題に関すること

行政相談 5日、12日、19日、26日〈各（木）〉
13:00～16:00

国・県など行政への困り事、苦情、要望などに
関すること

税務相談 2日（月）13:00～16:00
（相談時間は15分程度） 相続税・贈与税・譲渡所得税などに関すること

法律相談
9日（月）13:00～16:00（相談時間
は15分程度）　予約受付日�5日（木）
8:30～電話で（先着10人）

相続、離婚、金銭貸借などの法律問題全般に関する
こと
※裁判・調停など係争中の人は除く

司法書士相談 16日（月）13:00～16:00
（相談時間は15分程度・先着10人）

相続登記、成年後見、簡易訴訟代理手続きなどに
関すること

行政書士相談 17日（火）13:00～16:00〈予約受付日
10日（火）、11日（水）電話で〉 契約・許認可申請など行政書類手続きに関すること

公証人相談 17日（火）10:00～15:00 遺言・離婚・賃貸借などの公正証書に関すること
住宅増改築相談 6日、20日〈各（金）〉13:00~16:00 住宅の新増改築に関すること
土地家屋調査士

相談 3日（火）13:00~16:00 土地境界などの悩み・土地に関すること

不動産相談 10日、24日〈各（火）〉13:00~16:00 不動産売買、アパートなどの賃貸借に関すること
南郷区役所
第3会議室 行政相談 10日（火）9:00~12:00 国・県など行政への困り事、苦情、要望などに関する

こと
島守市民サービス
センター保健相談室 人権相談 10日（火）9:00~12:00 夫婦・親子・相続など家庭での困り事、暮らしの中の

人権問題に関すること
※法律相談・行政書士相談は予約が必要です。それ以外の相談は、当日受付で先着順となります。相談は無料です。

3月の各種相談� 問市民相談室　Ｔ43-2148

公会堂　Ｔ 44-7171　Ｆ 44-7176
日 曜 催し物 開演時間 入場料金

7 土 航空自衛隊�北部航空音楽隊
第36回定期演奏会 14:30 要整理券

8 日 第56回八戸市連合婦人会
演芸大会 10:30 1,000

14 土
第54回八戸ファンタジィ公演

13:30 1,000
（2日間共通）15 日 ��9:30

22 日 第68回南部芸能祭 10:30 1,000

29 日 東奥日報�ジュニジュニキッズ
フェスティバル 13:00 無　料

（整理券）

公会堂文化ホール　Ｔ 45-1511　Ｆ 44-7176
日 曜 催し物 開演時間 入場料金
1 日 ピアノ発表会 12:00 無　料
7 土

ヤマハアンサンブルフェスタ 11:00 無　料
8 日

11 水
3.11�防災フォーラム−東日
本大震災復興事業・みんなを
つなぐ復興の架け橋−

13:00 無　料

15 日 第13回八戸工業大学第二高
等学校吹奏楽部定期演奏会 14:00 無　料

21 土祝
八戸学院光星高等学校演劇部
第3回自主公演 15:00 無　料

29 日
ダンススタジオワンムーブ
プレゼンツ�MUSICA5期生
卒業公演「ROUND」

15:00 2,000
（当日3,000）

南郷文化ホール　Ｔ 60-8080　Ｆ 60-8081
日 曜 催し物 開演時間 入場料金

14 土 出張!なんでも鑑定団in八戸
公開収録 14:00 要整理券

22 日 S.J.Oコンサート 13:30
一　般1,000
高以下��無料
（要整理券）

28 土 佐藤ピアノ教室　ピアノ発表会 14:00 無　料

※�主催者の都合により変更となる場合があります。会員制などの催し
については、掲載していません。

3月のイベント（公会堂・公会堂文化ホール・南郷文化ホール）


