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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。あなたの健康や生活
について、一度立ち止まって考
えてみませんか。
日時　９月 12 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

　ワクチンの不足により、一部
の方の接種が差し控えられてい
た子宮頸がん予防ワクチンの接
種が、全対象者（中学１年生か
ら高校２年生までに相当する年
齢の女子）にできるようになり
ました。

　希望する方は、電話で、市が
委託している医療機関にお申し
込みください。なお、公費助成
になるのは本年度中の接種です。
接種が完了するまで半年ほどか
かりますので、９月 30 日（金）
までに初回接種を受けましょう。

子宮頸がんワクチンの接種を再開しました
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期日　９月８日（木）・22
日（木） ▼受付時間　９：
45 ～ 10：00 ▼会場　保健
センター ▼対象　平成 23
年４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

モグモグ教室

　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
せずにいるなど、心の病をなん
とかしたい方やその家族の方、
一緒に考える時間を持ってみま
しょう。
日時　９月７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」
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親子ピタ・コチョ歯みがき教室

　親子で楽しみながら、正しい
歯みがきの仕方などを学びまし
ょう。
期日　９月 14 日（水） ▼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 ▼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）

　赤ちゃんのおふろの入れ方を
体験します。
期日　９月２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

妊産婦歯科健診

期日　９月 16 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

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場合や事情によりBCGだけ受ける場合は、
･　電話で、保健センターへ、ご相談ください。
･ ▼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

８月  25 日（木）23 年 ４ 月 12日から 22 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接種予診票
・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

９月  ７ 日（水）23 年 ４ 月 23日から 30 日
までに生まれた子ども

９月  15 日（木）23 年 ５ 月  １日から 13 日
までに生まれた子ども

４カ月児健診とＢＣＧ予防接種

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ましょう。
期日　９月 10 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

マタニティ歯っぴ～教室

　歯科医師による妊産婦のため
の講話です。妊娠と口臭・むし
歯・歯周病の関係について、学
ぶことができます。
期日　９月 30 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 ▼持ち
物　母子健康手帳、筆記用具 ▼
申し込み　当日、会場へ

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。妊婦さ
んとの交流を通して、妊娠、出
産、子育てを振り返ってみませ
んか。
期日　９月 10 日（土） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
23 年６月・７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


