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◦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

　食生活の悩みや不安について
お気軽にご相談ください。
日時　７月 29 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

食べ方と栄養の相談

　心が疲れてしまった時は、こ
ころの電話相談専用電話（95
－ 0783）をご利用ください。
面接相談も受け付けています。
■電話相談
開設日　毎週月曜日から金曜日

（祝日を除く） ▼ 時間　９：00

こころの健康相談

～ 17：00
■面接相談（予約制）
日時　７月 28 日（月）13：30
～・14：40 ～（１人１時間程度）

▼会場　保健センター ▼申し込
み　電話で、こころの電話相談
専用電話へ

期日
会　場

午　前
（全項目）

午　後
（大腸がん・乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症検診だけ）

８
月

	27日（水） 保健センター 　　  ―
	28日（木） 健康福祉センター 　 　 ―
	30日（土） 保健センター 保健センター
	31日（日） 保健センター 　 　 ―

９
月

	２日（火） 音羽福祉保健センター 　　  ―
	３日（水） 小坂井生涯学習会館 　　  ―
	４日（木） 御津福祉保健センター 　　  ―
	５日（金） 豊川商工会議所 　　  ―
	７日（日） 保健センター 保健センター

期日・会場　下表のとおり ▼内
容・対象・負担金　胃がん検診
＝ 40 歳以上の方＝ 1,700 円 ▽

大腸がん検診＝ 40 歳以上の方
＝ 300 円 ▽ 乳がん検診（マン
モグラフィ）＝ 40 歳以上の女
性＝ 1,500 円 ▽子宮頸がん検診
＝ 20 歳以上の女性＝ 1,100 円

▽前立腺がん検診＝ 50 ～ 69 歳
の男性＝ 500 円 ▽骨粗しょう症

検診＝ 30 歳以上の方＝ 500 円

▼ 申し込み　７月 29 日（火）
８：30 から、先着順に受け付け。
直接、または電話（95 － 0075）
で、保健センターへ ▼その他　
検診の申し込みをされた方には、
後日郵送で、詳細をお知らせし
ます。また、乳がん・子宮頸が
ん・前立腺がん検診の受診間隔
は、２年に１回です

検診車によるがん検診・骨粗しょう症検診

※午後の検診は女性だけ受診できます	

会場・曜日・期間　下表のとお
り ▼ 時間　９：45 ～ 11：00 ▼

内容　簡単な体操や交流など

▼ 対象　市内に在住のおおむ
ね 65 歳以上で要介護認定を受

介護予防教室「たまり場」

けていない方 ▼受講料　無料 ▼

申し込み　当日、会場へ ▼問合
せ先　介護高齢課（89 － 2105）

▼その他　運動のできる服装で
参加

会
場 保健センター 麻生田市民館 国府東市民館
曜
日 火曜日 水曜日 木曜日

期
間

    ７月   ８ 日から
  10 月 21 日まで

（７月 29 日、８月12 日、
９月23日、10月14日を除く）

   ８月 ６日から
  11 月５日まで

（８月 13 日を除く）

   ８月７ 日から
  11 月６日まで

（８月 14 日を除く）

　「すっきり目覚めない」「寝た
気がしない」など、３人に１人
が睡眠に問題を持ち、５人に１
人が不眠に悩んでいます。大人
も子どもも睡眠の本質を知り、
意外と知られていない睡眠のコ
ツを学んでみませんか。
日時　８月 23 日（土）10：00
～ 11：30 ▼ 会場　勤労福祉会
館 ▼講師・テーマ　滋賀医科大
学睡眠学講座特任教授・宮崎総
一郎医師による「よい眠り３つ
の習慣～今夜から実践できる快
眠術～」と題した講演 ▼申し込
み　電話で、保健センターへ。
ＦＡＸ（89 － 5960）でも申し
込みできます

睡眠とこころの講演会



22 ー広報とよかわ

期　　　日 対　　　象 持　ち　物

４か月児健診

８月 ５日（火）26 年３月 21 日から 31 日
までに生まれた子ども

バスタオル８月 19 日（火）26 年４月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

８月 26 日（火）26 年 ４月 11 日から20 日
までに生まれた子ども

１歳６か月児
健診

８月 20 日（水）25 年２月 １日から 10 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ
８月 27 日（水）25 年２月 11 日から 20 日

までに生まれた子ども

２歳児歯科健診

８月 １日（金）24 年７月 21 日から31 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ８月 ７日（木）24 年８月 １日から 10 日
までに生まれた子ども

８月  22 日（金）24 年８月   11 日から 20 日
までに生まれた子ども

３歳児健診

８月 12 日（火）23 年５月 １日から 10 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。容器
は事前に郵送します）

８月 28 日（木）23 年５月 11 日から 20 日
までに生まれた子ども

子ども発達相談

　「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 19 日（火）９：30
～（１人 45 分程度） ▼ 会場　
保健センター ▼相談員　発達相
談員 ▼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

子ども栄養相談

日時　８月８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

育児相談

　期　　日　　　会　　場
７月16日（水） 音羽福祉保健センター
７月23日（水） 御津福祉保健センター
７月28日（月） 保健センター
８月６日（水）　健康福祉センター
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

期日・会場　９月３日（水）・
17 日（水）＝御津福祉保健セ
ンター ▽９月４日（木）・18 日

（木）＝健康福祉センター ▼時
間　10：00 ～ 11：20 ▼ 対象　
平成 26 年１月・２月に生まれ
た子どもとその保護者 ▼定員　
各会場 25 組 ▼ 申し込み　希望
する会場を選んで、電話で、保
健センターへ

ママのための健康体操教室

乳幼児健診

受付時間　13：00 ～ 13：30 ▼会場　保健センター ▼申し込み　当日、
会場へ ▼その他　１歳６か月児健診ではフッ化物塗布が、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化物塗布の希望者
は、640 円（おつりのいらないように）が必要です

　 ▼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。
　 ▼受診日の都合が悪い方は、保健センターへご連絡ください。
　 ▼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。
　 ▼受診日の都合が悪い方は、保健センターへご連絡ください。


