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◦健康福祉センター☎92-1388　◦音羽福祉保健センター☎88-7723
◦御津福祉保健センター☎77-1500　◦休日夜間急病診療所☎89-0616　◦消防署☎89-0119

◦豊川歯科医療センター☎84-7757　◦救急医療情報センター☎（0532）63-1133

電話番号はよく確かめて◦保健センター ☎89-0610

 

高齢者版体力テストのすすめ

睡眠と生活リズム
健康づくり計画マメ知識辞典

す

　現在、睡眠障害で悩む人
が増えています。これは、
体内時計の乱れが原因だと
言われています。
　体内時計は、「眠る」「起
きる」などの行動をコント
ロールしています。人間の
体内時計は１日 25 時間で
動いていますが、朝日を浴
びることで 24 時間に調整
されます。これは、朝日を
浴びてから約 14 時間後に
睡眠を促すホルモンがでる
ためです。
　このホルモンが十分分泌
されると眠くなりますが、
夜更かしをしたり食事の時
間が乱れると、体内時計が
狂い、睡眠を促すホルモン
が分泌されません。そのた
め眠れなくなり生活リズム
が崩れてしまうのです。
　自分の体内に備わってい
る体内時計をリセットし、
規則正しい生活を心掛けま
しょう。

　旧小坂井地域にお住まいの方の今後の保健事業の予定につい
ては、この広報「とよかわ」で日程などをご確認ください。ま
た、ホームページ（http://www.city.toyokawa.lg.jp/munic/
hokensindex.html）からも確認することができます。
　不明なことなどがありましたら、豊川市保健センターへ、お
問い合わせください。

旧小坂井地域にお住まいの方へ

　「かんたん体力チェック」で、
自分の体力がどれくらいなのか、
調べてみませんか。
期日・会場　３月 23 日（火）
＝保健センター ▽ ３月 24 日

（水）＝南部地域包括支援セン
ター ▼時間　９：45 ～ 11：00

▼対象　自分の体力を知りたい
高齢者 ▼内容　握力、長座体前
屈、開眼片足立ちなど、日常生

活に必要な体力の測定 ▼申し込
み　当日、会場へ ▼問合せ先　
介護高齢課（89 － 2173）
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妊産婦歯科健診 育児相談

　お口のチェックをしませんか。
期日・会場　３月 19 日（金）
＝音羽福祉保健センター ▽３月
26 日（金）＝保健センター ▼

受付時間　13：15 ～ 13：30 ▼

対象　妊娠中の方、産後１年以
内の方 ▼持ち物　母子健康手帳、
筆記用具 ▼申し込み　当日、会
場へ

乳幼児健診

受付時間　13：00 ～ 13：30 ▼申し込み　当日、会場へ ▼その他　
４か月児健診では読み聞かせが、１歳６か月児健診ではフッ素塗布
が、３歳児健診では尿検査があります。２歳児歯科健診でフッ素塗
布の希望者は、640 円（おつりのいらないように）が必要です

期日・会場 対　　　象 持　ち　物

４か月児健診

３月17日（水） 21 年11月 1 日から 10 日
までに生まれた子ども

バスタオル

御津福祉保健センター
４月６日（火） 21 年11月 11 日から 20 日

までに生まれた子ども健康福祉センター
４月７日（水） 21 年11月 21 日から 30 日

までに生まれた子ども保健センター

１歳６か月児
健診

３月 18日（木） 20 年 ９月 1 日から 12 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ

保健センター
３月25日（木） 20 年９月 13 日から 20 日

までに生まれた子ども御津福祉保健センター
４月８日（木） 20 年９月 21 日から 30 日

までに生まれた子ども保健センター

２歳児歯科健診

３月23日（火） 20 年３月 11 日から 20 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ
保健センター
３月30日（火） 20 年３月 21 日から 31 日

までに生まれた子ども保健センター

３歳児健診

３月16日（火） 18 年12月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

目と耳のアンケート
（自宅で実施のこと）

保健センター
３月24日（水） 18 年12月 11 日から 20 日

までに生まれた子ども保健センター
３月31日（水） 18 年12月 21 日から 31 日

までに生まれた子ども保健センター

　子育てで、ちょっと困った、こ
こが心配。そんな時、お気軽に相
談を。
　期　　日　　　会　　場
３月17日（水） 御津福祉保健センター
３月29日（月） 保健センター
受付時間　９：30 ～ 10：30 ▼

内容　育児・生活習慣の相談、
体重測定など ▼持ち物　母子健
康手帳、乳児の場合はバスタオ
ル ▼申し込み　当日、会場へ

　 ▼母子健康手帳、赤ちゃんノートの健康診査票、筆記具をお忘れなく。
　 ▼受診日や会場の都合が悪い方は、保健センターへご連絡ください。

　わかば会では、同じよう
な立場の人たちが集まり、
悩みを話したり聞いたりし
ながら、認知症という病気
をさまざまな面から学び合
っていきます。
　認知症高齢者の家族の方
は、戸惑いや不安などの心
理状況に陥ることがありま
す。わかば会に参加して、
一緒にお話ししませんか。
日 時　 ３ 月 16 日（ 火 ）
13：30 ～ 15：00 ▼会場　
保健センター ▼対象　介護
者、認知症高齢者に関心が
ある方 ▼申し込み　当日、
会場へ

認知症を学ぶ会「わかば会」


