
●保健センター☎89-0610  ●休日夜間急病診療所☎89-0616 ●消防署☎89-0119
●豊川市歯科医療センター☎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

　成人風しん予防接種は、下表の医療機関で行います。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。

日時　８月 12 日（月）９：00 ～・
10：00 ～・11：00 ～ ▼会場　
保健センター ▼相談員 　保健師

▼内容　生活習慣・健康に関す
る相談 ▼申し込み　電話で、保
健センターへ

健康相談

　自分の日常生活を振り返り、
生活の中で行う活動について講
義と実技を交えて学びます。
期日　８月 28 日から 10 月９
日までの水曜日で全６回（９
月 18 日を除く） ▼時間　13：

30 ～ 15：00 ▼会場　総合体育
館 ▼対象　市内に在住の方 ▼定
員　25 人 ▼受講料　無料 ▼申
し込み　７月 24 日（水）から、
先着順に受け付け。電話で、保
健センターへ

すっきりはつらつ運動教室
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成人風しん予防接種の医療機関一覧

　期日　８月２日（金）・９日
（金） ▼時間　13：30 ～ 14：30

▼会場　保健センター ▼申し込
み　当日、会場へ

はじまりの体操講習会

　睡眠を生活力、学力、働く力
に生かしたい方、学んでみませ
んか。
日時　９月７日（土）13：30
～ 15：00 ▼会場　勤労福祉会
館 ▼講師・テーマ　滋賀医科大

睡眠とこころの講演会

学・宮崎総一郎特任教授による
「こころとからだをつくる よい
眠り ３つの習慣～眠れない社
会を生きぬく～」と題した講演

▼申し込み　電話で、保健セン
ターへ

日時　８月７日（水）９：30
～・10：40 ～（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　

こころの健康相談「ポラリス」

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号
大野泌尿器科（馬場町） 86-9651 大石医院（国府町） 88-2235
大橋医院（東桜木町） 86-2354 可知病院（国府町） 88-3331
皆藤クリニック（豊川栄町） 86-3300 国府病院（久保町） 88-2611
共立荻野病院（三上町） 86-2161 鈴木耳鼻咽喉科（国府町） 87-4133
こざわ小児科（西豊町） 85-3777 ふくとみクリニック（御油町） 82-4150
しらゆりクリニック（大堀町） 80-2111 おおにしこどもクリニック（蔵子）85-1611
高橋医院（豊川西町） 86-2507 タチバナ病院（諏訪） 85-3535
たけだクリニック（豊川町） 83-3730 とりやまクリニック（代田町） 80-2850
宮地病院（豊川町） 86-7171 丹羽クリニック（諏訪） 83-5528
伊藤医院（下長山町） 86-2637 井上医院（本野町） 89-9966
今泉医院（萩山町） 85-5571 ささき小児科（中央通） 86-9516
大島内科クリニック（南大通） 85-0849 星野内科・消化器科クリニック（本野町） 82-3262
大原医院（松久町） 86-8785 安形医院（一宮町） 93-4811
岡田クリニック（千歳通） 85-3251 一宮クリニック（東上町） 93-1477
神谷クリニック（四ツ谷町） 84-8886 今泉アイクリニック（一宮町） 93-6082
すずきクリニック（千歳通） 89-1007 白谷医院（一宮町） 93-2310
野本医院（萩山町） 86-4037 ユタカ医院（大木町） 93-6515
樋口病院（諏訪） 86-8131 あかさかクリニック（赤坂町） 88-1666
渡辺マタニティークリニック（牛久保町）※ 85-3511 たけもとクリニック（御津町） 77-1100
いたづ内科クリニック（野口町） 80-3355 御津南医院（御津町） 75-3107
かとう内科医院（野口町） 85-1655 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 クリニックすみた（伊奈町） 78-2255
田中内科医院（八幡町） 89-4600 佐藤医院（伊奈町） 72-2513
豊川さくら病院（市田町） 85-6511 総合青山病院（小坂井町） 73-3784
いとう内科（久保町） 87-2610

子宮頸がん予防ワクチンの 
接種控えのお知らせ
　子宮頸がん予防ワクチン
と副作用の因果関係が否定
できないため、現在、予防
接種を積極的に勧めていま
せん。これまでどおり接種
をすることはできますが、
ワクチンの有効性と副作用
リスクを十分理解した上
で、接種してください。
　詳細は、厚生労働省ホー
ムページをご覧ください。

※渡辺マタニティークリニックは女性だけ



Health 健康

保健コーナー
Hoken Corner

パパママ教室（安産への秘訣）

　安産に向けて、生活スタイル
を見直してみませんか。
期日　８月 16 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

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　８月２日（金） ▼受付時
間　13：15 ～ 13：30 ▼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

▼申し込み　当日、会場へ

10ー広報とよかわ

妊産婦歯科健診
期日　８月９日（金）・23 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年未満の方
（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

モグモグ教室
期日　８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 25 年３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

日時　８月９日（金）13：30
～ ▼会場　保健センター ▼相談
員　小児科医、管理栄養士 ▼対
象　肥満傾向や食事について心
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

子ども栄養相談

親子ピタ・コチョ教室

　９カ月の子どもに「ピタッ」
と合った離乳食と歯みがきの教
室です。
期日　８月 14 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
24 年 11 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

ママのための体操教室

日時　８月 22 日から９月５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 12 月・平成 25 年１月に生ま
れた子どもとその保護者 ▼定員
　25 組 ▼申し込み　７月 25 日
（木）８：30 から、受け付け。
電話で、保健センターへ

　「言葉のことで心配がある」
「落ち着きがない」などといっ
た相談に、個別に応じます。
日時　８月６日（火）９：30
～（１人 45 分程度） ▼会場　
保健センター ▼相談員　心理士

▼対象　入学前の子どもとその
保護者 ▼申し込み　電話で、保
健センターへ

子ども発達相談

受付時間　13：40 ～ 14：00（14：00 を過ぎた場合は受け付けでき
ません） ▼会場　保健センター ▼申し込み　当日、会場へ

 ▼都合が悪い方や事情により接種の日程を変更する場合は、保健
　センターへ、ご相談ください。

期　　　日 対　　　象 持　ち　物

８月  ５ 日（月）25 年 ２月22日から３月５日までに生まれた子ども
・母子健康手帳（忘れた場
　合は接種できません）
・ＢＣＧ予防接種予診票
・委任状（保護者以外が同
　伴の場合に必要）８月  26 日（月）25 年 ３月６日から19日までに生まれた子ども

ＢＣＧ予防接種
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豊川市民病院（八幡町） 86-1111 下記時間に受け付け

翌朝8時まで受け付け

平　日―――――  診療終了後～翌朝８時００分
土・日曜日、祝日― 午後９時００分～翌朝８時００分

18日
24日
25日
31日

日

土

日

土

豊川さくら病院（市田町） 85-6511
日吉整形外科（森） 82-2110
樋口病院（諏訪） 86-8131
総合青山病院（小坂井町） 73-3777

8月の救急当直医
午後11時30分まで受け付け

休日夜間急病診療所（萩山町） 89-0616
平　日――  午後７時３０分～１１時３０分
土曜日――  午後２時３０分～５時３０分
 午後６時４５分～１１時３０分

日曜・祝日― 午前８時３０分～１１時３０分
 午後０時４５分～４時３０分
 午後５時４５分～１１時３０分

問合せ先 ● 保健センター 89-0610

※受け付け時間をご確認の上、ご利用ください。
※救急当直医は変更することもありますので、確認は消防署（89-0119）へお願いします。

内科・小児科

下記時間に受け付け

豊川市歯科医療センター（諏訪） 84-7757
平日・土曜――  午後８時００分～１０時３０分
日曜・祝日――  午前９時００分～11時３０分

歯科 下記時間に受け付け

４日･日･夜間
11日･日･夜間
18日･日･夜間
25日･日･夜間

湯浅眼科（千歳通） 86-0016
やまざき眼科（久保町） 82-4000
有木眼科（駅前通） 86-1888
よしおか眼科（中部町） 82-3001

眼科 午後７時から１0時３０分まで受け付け

17日･土･夜間 大野泌尿器科（馬場町） 86-9651

泌尿器科 午後７時から１０時３０分まで受け付け

午後７時から１０時３０分まで受け付け

24日･土･夜間

皮膚科 午後７時から１０時３０分まで受け付け

耳鼻科

土曜日：診療時間終了後から午後8時30分まで受け付け
日曜・祝日：午前10時から午後8時30分まで受け付け

深夜0時から翌朝8時まで受け付け
豊川市民病院（八幡町）86-1111

３日
４日
10日
11日
17日

土

日

土

日

土

外科

上記時間に受け付け

ささき整形外科（三谷原町） 83-3377
可知病院（国府町） 88-3331
総合青山病院（小坂井町） 73-3777
後藤病院（桜木通） 8６-8166
宮地病院（豊川町） 86-7171

婦人科 午前９時から午後４時３０分まで受け付け

11日･日･昼間 渡辺マタニティー（牛久保町） 85-3511

加藤皮フ科（蔵子） 85-7676

４日･日･夜間
11日･日･夜間
18日･日･夜間
25日･日･夜間

いたや耳鼻咽喉科（馬場町） 89-8733 
伊藤医院（下長山町） 86-2637
おぎの耳鼻咽喉科（駅前通） 82-1182
あけぼの町耳鼻咽喉科（東曙町） 83-3341


