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　「食事のバランスを保つこと
が大事だと分かっていても難し
い」など、食生活の悩みや不安
をお持ちの方は、お気軽にご相
談ください。
日時　８月 23 日（火）９：30
～ 11：30 ▼会場　保健センター

▼申し込み　電話で、保健セン
ターへ

食べ方と栄養の相談

　市では、住民健康診査を年３
回に分けて実施しています。
　今回は下表の日程で行い、下
記の方が対象です。
対象　学校や職場などで受診機
会のない 15 歳～ 39 歳の方 ▽豊
川市国民健康保険の被保険者で、
受診券をお持ちの方 ▽後期高齢
者医療保険の被保険者で、受診
券をお持ちの方 ▽結核・肺がん
健診だけの場合は 40 歳以上の
方 ▼内容　身体計測、血圧測定、

住民健康診査のお知らせ

尿検査、血液検査、診察、結
核・肺がん検診（胸部Ｘ線撮影、
医師の判断で必要な方は喀

か く た ん

痰
検査） ▼ 負担金　無料（喀痰
検査は 700 円） ▼申し込み　当
日、受付時間内に直接、会場へ

▼注意事項　健診の前日は、ア
ルコールの摂取や激しい運動は
控え、直前は水以外の飲食物を
摂取しないでください ▼その他
　各会場 100 人を超えた場合は
お断りすることがあります

期　日
受付13：30〜15：00

期　日
受付９：30〜11：00 受付13：30〜15：00

会　場 会　場 会　場

８
月

25日（木）御油東山集会所

９
月

11日（日） ― 保健センター

26日（金）江島ふれあいセンター 12日（月） ― 御津福祉保健センター

29日（月）三蔵子市民館 13日（火）小坂井支所 小坂井支所

30日（火）長沢市民館
14日（水）健康福祉センター

赤坂台市民館
麻生田市民館
牛久保公民館31日（水）中条市民館

９
月

 １日（木）桜ヶ丘ミュージアム
15日（木）御津福祉保健センター

平尾市民館
八南公民館
当古公会堂 ２日（金）御津福祉保健センター

 ３日（土）保健センター 16日（金）下長山市民館 御油公民館

 ５日（月）千両市民館 20日（火）豊川公民館 豊川公民館

 ６日（火）武道館 21日（水）三蔵子公会堂 桜ヶ丘ミュージアム

 ７日（水）萩市民館 22日（木）小坂井支所 小坂井支所

 ８日（木）桜町市民館 26日（月）音羽福祉保健センター ―

 ９日（金）農業者トレーニングセンター 27日（火）農業者トレーニングセンター 御津福祉保健センター

10日（土）保健センター 28日（水）国府東市民館 小坂井支所
※９月７日（水）・16日（金）は18：00〜19：30で、保健センターでも実施します。

　「同じことを言われたり聞か
れたりする」「行方が分からな
くなる」など、認知症の方の行
動には理由があります。これら
の行動の原因を知り認知症を理
解するヒントにしませんか。な
お、この講演会は認知症サポー
ター養成講座を兼ねています。
日時　８月 31 日（水）13：00
～ 15：00 ▼ 会場　勤労福祉会
館 ▼講師・テーマ　福祉村病院
副院長の伊苅弘之医師による

「認知症の理解と症状の具体的
対応方法」と題した講演 ▼申し
込み　８月４日（木）から受け
付け。電話で、市民病院医療相
談室（86 － 1111）または、保
健センターへ

認知症を理解するための講演会

　ポラリスとは北極星を意味し、
北を目指すときの目印となる星
です。あなたにとっての目印（目
標）を探すために、足を運んで
みませんか。　
　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、家から一歩踏み出
せないなど、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　８月 22 日（月）13：30
～ 15：40（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」



�� ー広報とよかわ

幼児健診

受付時間　13：00 ～ 13：30 ▼申し込み　当日、会場へ ▼その他　
１歳６カ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

１歳６カ月児
健診

８月 24 日（水） 22 年 ２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
９月  １ 日（木） 22 年 ２月 21日から 28 日

までに生まれた子ども保健センター
９月 13 日（火） 22 年 ３月  １日から 10 日

までに生まれた子ども健康福祉センター

２歳児歯科健診

８月 23 日（火） 21 年 ８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
８月  31 日（水） 21 年 ８月 21日から 31 日

までに生まれた子ども保健センター
９月 14 日（水） 21 年 ９月  １日から 10 日

までに生まれた子ども御津福祉保健センター

３歳児健診

８月 18 日（木） 20 年５月 11日から 21 日
までに生まれた子ども

・目と耳の検査用紙
（自宅で実施し、受
付時に提出）
・採尿容器（自宅で
採尿し、受付時に
提出）

御津福祉保健センター
８月 30 日（火） 20 年５月 22日から 31 日

までに生まれた子ども保健センター
９月  ６ 日（火） 20 年 ６月１日から 10 日

までに生まれた子ども保健センター
９月  ８ 日（木） 20 年 ６月 11日から 20 日

までに生まれた子ども音羽福祉保健センター
　 ▼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。

プレママ交流会

　妊娠中に、これからお母さん
になる仲間をつくりましょう。
期日・会場　８月９日（火）＝
音羽福祉保健センター ▽ ８月
17 日（水）＝健康福祉センター

▼ 受付時間　９：45 ～ 10：00
▼対象　妊婦とその家族 ▼持ち

物　母子健康手帳 ▼申し込み　
当日、会場へ

育児相談

　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
８月９日（火） 音羽福祉保健センター
８月17日（水） 健康福祉センター
８月22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

子ども栄養相談

日時　８月 12 日（金）13：30
～ ▼会場　保健センター ▼相談
員　小児科医、栄養士 ▼対象　
肥満傾向や食事などについて心
配のある入学前の子どもとその
保護者 ▼定員　２～３人 ▼申し
込み　電話で、保健センターへ


