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ポリオの不活化ワクチンの医療機関

認知症予防教室「脳ちから塾」

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号
あかさかクリニック（赤坂町） 88－1666 ささき小児科（中央通） 86－9516
安形医院（一宮町） 93－4811 佐藤医院（伊奈町） 72－2513
いたづ内科クリニック（野口町） 80－3355 しらゆりクリニック（大堀町） 80－2111
伊藤医院（下長山町） 86－2637 すずきクリニック（千歳通） 89－1007
今泉アイクリニック（一宮町） 93－6082 総合青山病院（小坂井町） 73－3784
大石医院（国府町） 88－2235 高橋医院（豊川西町） 86－2507
大島内科クリニック（南大通） 85－0849 たけだクリニック（豊川元町） 83－3730
おおにしこどもクリニック（蔵子） 85－1611 たけもとクリニック（御津町） 77－1100
大橋医院（東桜木町） 86－2354 タチバナ病院（諏訪） 85－3535
おぐらこどもクリニック（佐土町） 83－0650 田中内科医院（八幡町） 89－4600
皆藤クリニック（豊川栄町） 86－3300 豊川さくら病院（市田町） 85－6511
可知病院（国府町） 88－3331 豊川市民病院（光明町） 86－1111
かとう内科医院（野口町） 85－1655 野本医院（萩山町） 86－4037
クリニックすみた（伊奈町） 78－2255 樋口病院（諏訪） 86－8131
国府病院（久保町） 88－2611 ふくとみクリニック（御油町） 82－4150
こざわ小児科（西豊町） 85－3777 ユリクリニック（御津町） 76－3220
こじま内科クリニック（八幡町） 87－0088

高齢者版体力テストのすすめ

　「かんたん体力チェック」で、
自分の体力を調べてみませんか。
期日・会場　９月 26 日（水）
＝武道館 ▽ 10 月 31 日（水）＝
総合体育館 ▼ 時間　13：30 ～
15：30 ▼ 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　電話で、介護高齢課
（89 － 2173）へ

　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。
日時　９月 18 日（火）13：30

　～ 15：00 ▼ 会場　保健セン
ター ▼対象　介護者 ▼申し込み
　当日、会場へ

認知症を学ぶ会「わかば会」

期　日 テーマ

基礎編 10月17日 適量は手でわかる
10月24日 人それぞれ家族の適量

実践編 10月31日 適量で満足のコツ
11月７日 納得！手ばかり

※いずれも水曜日

　この教室では全４回を通して、
自分の手を使った「手ばかり」
で、自分自身の「適量」をお伝
えします。また、基礎編だけの
参加もできます。
期日・テーマ　右表のとおり ▼

時間　10：00 ～ 11：30 ▼ 会場
　保健センター ▼対象　市内に
在住の方 ▼参加費　無料 ▼申し
込み　９月 11 日（火）８：30
から、受け付け。電話で、保健

手ばかりでわかる栄養バランス教室

　いきいきと充実した人生を送
るために「脳トレーニング」で
認知症を予防しましょう。　
日時　10 月３日から２月 27 日
までの水曜日で全 21 回。13：
30 ～・14：00 ～・14：30 ～（い
ずれも１時間程度） ▼会場　ふ
れあいセンター ▼内容　読み書
き、計算の教材を使っての脳ト
レーニングなど ▼対象　市内に
在住のおおむね 65 歳以上の方

▼ 参加費　�,000 円 ▼ 申し込み
　９月７日（金）８：30 から、
受け付け。電話で、介護高齢課
へ ▼問合せ先　介護高齢課（89
－ 2173）

　ポリオの不活化ワクチンの接種は、下表の医療機関で行います。
ワクチン流通の都合により、９月上旬の接種ができない可能性があ
ります。詳細につきましては、各医療機関にお問い合わせください。

　食生活の悩みや不安をお持ち
の方はご相談ください。
日時　９月 25 日（火）９：30 ～・

10：30 ～ ▼会場　保健センター

▼相談員　管理栄養士 ▼申し込
み　電話で、保健センターへ

センターへ

食べ方と栄養の相談



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か月児健診ではフッ素塗布があります。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か月児
健診

９月 27 日（木） 23 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

10月 ９ 日（火） 23 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

10月 17 日（水） 23 年 ４月  １日から 10 日
までに生まれた子ども保健センター

２歳児歯科健診

９月 12 日（水） 22 年 ９月 11日から 20 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ

健康福祉センター

９月 25 日（火） 22 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

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

３歳児健診

９月 19 日（水） 21 年 ６月 11日から 20 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、健診受付
時に提出。容器は
10 日前までに郵送
します）

音羽福祉保健センター

９月 26 日（水） 21 年 ６月 21日から 30 日
までに生まれた子ども保健センター

10月 ４ 日（木） 21 年 ７月  １日から 10 日
までに生まれた子ども保健センター

　 ▼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、保健センターへご相談ください。

育児相談

ママのための体操教室

日時　10 月４日から 18 日まで
の毎週木曜日で全３回。10：00
～ 11：00 ▼ 会場　健康福祉セ
ンター ▼対象　平成 24 年２月・
３月に生まれた子どもとその
保護者 ▼ 定員　25 組 ▼ 持ち物
　運動のできる服装、タオル、
飲み物 ▼ 申し込み　９月 13 日

（木）８：30 から、受け付け。
電話で、保健センターへ

　期　　日　　　会　　場
９月19日（水） 音羽福祉保健センター
９月24日（月） 保健センター
９月26日（水） 御津福祉保健センター
10月３日（水）　健康福祉センター
10月９日（火）　小坂井生涯学習会館
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

22 ー広報とよかわ

マタニティ歯っぴ～教室

　歯科医師による、妊娠と口臭・
むし歯・歯周病の関係について
の講話です。
期日　９月 28 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

こころの健康相談「ポラリス」
日 時　 ９ 月 24 日（ 月 ）
13：30 ～・14：40 ～（ １
人１時間程度） ▼会場　保
健センター ▼相談員　保健
師など ▼申し込み　電話で、
こころの電話相談専用電話

（95 － 0783）へ


