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◦保健センター☎89-0610　◦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

◦保健センター ☎89-0610　　電話番号はよく確かめて

　健康について、個別に相談に
応じます。健康や生活などを、
一度立ち止まって考えてみませ
んか。
日時　５月９日（月）９：00
～ 12：00 ▼ 会場　保健センタ
ー ▼対象　健康についてお悩み
の方 ▼申し込み　電話で、保健
センターへ

健康相談親子教室はじめの一歩

　パパママ同士の情報交換をし
ながら、子育ての喜びや楽しみ
方を見つける教室です。
期日　５月 14 日（土） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
23 年２月・３月生まれの子ど
もとその保護者 ▼持ち物　母子
健康手帳、バスタオル ▼申し込
み　当日、会場へ

パパママ教室（本物の赤ちゃん抱っこ講座）

　家族で赤ちゃんを迎えるため
に、先輩パパ・ママに育児のヒ
ントや体験談を聞き、実際に赤
ちゃんを抱っこします。
期日　５月 14 日（土） ▼受付
時間　９：30 ～９：45 ▼会場
　保健センター ▼対象　妊婦と
その家族の方 ▼持ち物　母子健
康手帳、筆記用具 ▼申し込み　
当日、会場へ

　日本では年間 50,000 人以上
の方が乳がんと診断されますが、
最近は優れた検査方法や有効な
治療手段があり、早期発見と適
切な治療でほぼ完治できます。
乳がんについて知っていただく
ための講演会を開催します。
日時　５月 14 日（土）14：00
～ 15：30 ▼会場　市民プラザ

　睡眠とこころについての講演
会です。
日時・テーマ・対象　下表のと

おり ▼会場　勤労福祉会館 ▼定
員　各回 200 人 ▼申し込み　電
話で、保健センターへ

（プリオⅡ４階） ▼講師 　市民
病院乳腺内分泌外科部長・柄松
章司による「乳がんの最新治
療」と題した講演ほか ▼定員　
150 人 ▼会費　無料 ▼申し込み
　５月 13 日（金）まで受け付
け。電話で、豊川市乳がん市民
公開講座実行委員会（0120 －
018 － 541）へ

乳がんについて知ろう

日　時 テーマ 対　象

５月 25 日（水）
15：30 ～ 17：15

快眠のススメ～心地よい眠り
と目覚めのために～

眠りにトラブルを抱えている人、
眠りの満足度を高めたい人

５月 26 日（木）
10：00 ～ 11：30 寝る子は伸びる～睡眠の効用～ 子育て中の保護者

５月 31 日（火）
13：30 ～ 15：30

赤ちゃんはお口で世界を学んで
いく～成長・発達のふしぎ発見～ 妊婦とその家族、乳児の親

こころの健康支援講演会

　この教室では、３回のコ
ースで講義や実技を通して、
歩く姿勢、注意点など、ウ
オーキングの基本を学びま
す。
日時　５月 11 日（水）・18
日（水）・25 日（水）13：
30 ～ 15：00 ▼会場　総合
体育館 ▼対象　ウオーキン
グに関心のある方 ▼定員　
25 人 ▼持ち物　運動ので
きる服装、室内用靴、タオ
ル、飲み物 ▼申し込み　４
月 27 日（水）から受け付け。
電話で、保健センターへ

得するウォーキング教室

　「ほけん特集号」（広報「とよかわ」４月１日号折り込み）で
お知らせした、乳幼児健診や育児相談などの会場の１つである
御津福祉保健センターは、今回の震災に伴う一時避難所として
県に登録したため、会場を変更します。今後の会場につきまし
ては、広報などでお知らせしますので、ご確認ください。

保健事業の会場の変更について
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親子ピタ・コチョ歯みがき教室

期日　５月 11 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
22 年８月生まれの子どもとそ
の保護者 ▼持ち物　母子健康手
帳 ▼申し込み　当日、会場へ

パパママ教室（おふろ講座）

期日　５月６日（金） ▼受付時
間　９：45 ～ 10：00 ▼会場　
保健センター ▼対象　妊婦とそ
の家族 ▼持ち物　母子健康手帳、
筆記用具 ▼申し込み　当日、会
場へ

モグモグ教室

期日　５月 12 日（木）・26 日（木）

▼受付時間　９：45 ～ 10：00

▼会場　保健センター ▼対象　
平成 22 年 12 月生まれの子ども
とその保護者 ▼内容　離乳食に
ついての講話など ▼持ち物　母
子健康手帳、バスタオル、スプ
ーン、筆記用具 ▼申し込み　当
日、会場へ

妊産婦歯科健診

期日　５月 20 日（金）・27 日（金）

▼受付時間　13：15 ～ 13：30

▼会場　保健センター ▼対象　
妊娠中の方、産後１年以内の方

（妊娠中・産後各１回） ▼持ち
物　母子健康手帳、筆記用具 ▼

申し込み　当日、会場へ

ポリオ予防接種

　４月から４カ月児健診とＢＣＧ予防接種を同時に行います。
受付時間　13：00 ～ 13：30（ＢＣＧ予防接種だけの場合は 13：10
～ 13：20） ▼会場　保健センター ▼申し込み　当日、会場へ

　 ▼受診日の都合が悪い方や事情によりBCGだけ受ける場合は、
　　保健センターへご連絡ください。
　 ▼当日はブックスタート（絵本の読み聞かせ）も行います。

期　　　日 対　　　象 持　ち　物

４月  26 日（火）22 年 12 月 11日から 20 日
までに生まれた子ども

・母子健康手帳（忘れた場
　合は受診できません）
・４カ月児健康診査問診票
・ＢＣＧ予診票
・委任状（ＢＣＧ予防接種
　で保護者以外が同伴の場
　合に必要）
・バスタオル

５月  11 日（水）22 年 12 月 21日から 31 日
までに生まれた子ども

５月  19 日（木）23 年 １ 月  １日から 11 日
までに生まれた子ども

４カ月児健診とＢＣＧ予防接種

受付時間　13：45～14：30 ▼対象
　生後３カ月以上７歳６カ月未
満で、今までに１回接種、または
接種したことがない子ども ▼持
ち物　母子健康手帳、赤ちゃん
ノートの予診票、委任状（保護者
以外が同伴の場合に必要） ▼申
し込み　当日、会場へ
　期　　日　　　会　　場
５月２日（月） 保健センター
５月９日（月） 音羽福祉保健センター
５月16日（月） 保健センター
５月23日（月） 保健センター
５月30日（月） 保健センター

　小児科医による講話です。
期日　５月 27 日（金） ▼受付
時間　13：15 ～ 13：30 ▼会場
　保健センター ▼持ち物　母
子健康手帳 ▼申し込み　当日、
会場へ

予防接種の委任状をご存じですか

　ＢＣＧ・ポリオ・三種混合な
どの定期予防接種を受けるとき
には、保護者（父母、養親）の
同伴が必要です。保護者の代
理（祖父母など）が予防接種に
同伴する場合は、保護者の委任
状が必要です。委任状は、①接
種者氏名②保護者住所③保護者
氏名④保護者連絡先⑤代理人住
所⑥代理人氏名⑦代理人連絡先
―を記載してあれば、様式は
問いません。市ホームページか
らダウンロードもできます。

医師による子育て安心教室


