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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

モグモグ教室

期日　６月９日（木）・23 日（木）

▼受付時間　９：45 ～ 10：00

▼会場　保健センター ▼対象　
平成 23 年１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

　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　６月 13 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

健康相談パパママ教室（安産への秘訣）

　妊娠中の生活スタイルが、安
産のヒントとなります。安産に
向けて、生活スタイルを見直し
てみませんか。
期日　６月 17 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

　豊川歯科医師会では、「歯の
衛生週間」に合わせて、むし歯
や歯周病予防のためのイベント
を開催します。家族一緒に受け
られる、ファミリー歯科健診・
相談コーナーもあります。
日時　６月５日（日）10：00
～ 12：00 ▼会場　豊川歯科医
療センター、ウィズ豊川 ▼内容
　８０２０表彰、ファミリー歯
科健診・相談、フッ素塗布、矯
正相談、歯の健康年齢チェック
など ▼対象　就学前の子どもと

その家族および 12 歳以下の障
害のある子ども ▼会費　無料 ▼

申し込み　当日、会場へ。ただ
し、障害のあるお子さんについ
ては予約が必要です。５月 31
日（火）までに電話で、歯科医
療センター（84 － 7757）へ

「歯の健康フェスティバル」を開催

　市では、80 歳になっても自
分の歯を 20 本保つ「８０２０」
運動を推進しており、「８０２０
めざそう会」の登録者を募集し
ます。

対象　65 歳以上の方で、自分
の歯（治療歯を含む）が 20 本
以上ありそうな方 ▼申し込み　
直接、または電話で、保健セン
ターへ

　人と会ったり話をしたりする
ことが苦手、やる気がなく自信
が持てないなど、心の悩みをな
んとかしたい方やその家族の方、
一緒に考える時間を持ちましょ
う。

日時　６月１日（水）９：30
～ 11：40（１人１時間程度）

▼会場　保健センター ▼内容　
保健師による心の相談 ▼申し込
み　電話で、心の電話相談専用
電話（95 － 0783）へ　

心の健康相談「ポラリス」

「８０２０めざそう会」会員を募集

日時　５月 24 日（火）９：
30 ～ 11：30 ▼会場　保健
センター ▼対象　食生活に
疑問をお持ちの方 ▼申し込
み　電話で、保健センター
へ

食べ方と栄養相談
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パパママ教室（おふろ講座）

　妊婦や家族の方が赤ちゃんと
のおふろの時間を楽しめるよう、
おふろの入れ方を体験します。
　ぜひ、ご参加ください。
期日　６月３日（金） ▼受付時
間　９：45 ～ 10：00 ▼会場　
保健センター ▼持ち物　母子健
康手帳、筆記用具 ▼申し込み　
当日、会場へ

　４月から４カ月児健診とＢＣＧ予防接種を同時に行っています。
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

５月  31 日（火）23 年 １月 12日から 23 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

６月  ８ 日（水）23 年 １月 24日から 31 日
までに生まれた子ども

６月  16 日（木）23 年 ２ 月  １日から ９日
までに生まれた子ども

４カ月児健診とＢＣＧ予防接種

　ＢＣＧ・ポリオの予防接種が、
豊橋市・蒲郡市・田原市の集団
接種会場でも受けられます（た
だし、豊橋市・田原市はポリオ
だけ）。
　日時、会場などの詳細につい
ては、各市へお問い合わせくだ
さい。
持ち物　母子健康手帳、赤ちゃ
んノートの予診票、接種者の住
所を証明するもの（子ども医療
費受給者証など） ▼問合せ先
　豊橋市（〈0532〉39 － 9109）、
蒲 郡 市（〈0533〉67 － 1151）、
田原市（〈0531〉23 － 3515）

近隣市で予防接種が受けられます

プレママ交流会

　妊娠中の悩みや不安を互いに
話し合ったり、先輩パパ・ママ
からの体験談を聞いたりします。
期日　５月 25 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
御津文化会館 ▼対象　妊婦とそ
の家族 ▼申し込み　当日、会場
へ

親子ピタ・コチョ歯みがき教室

期日　６月８日（水） ▼受付時
間　９：45 ～ 10：00 ▼会場　
保健センター ▼対象　平成 22
年９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

妊産婦歯科健診

期日　６月 17 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

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
６月６日（月） 保健センター
６月13日（月） 保健センター
６月20日（月） 保健センター
６月27日（月） 保健センター


