
Health 健康

保健コーナー
Hoken Corner

◦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

期日・会場　４月 22 日から７
月 15 日までの毎週火曜日（祝
日を除く）＝中部南市民館 ▽４
月 23 日から７月 16 日までの毎
週水曜日＝東部地域福祉センタ
ー ▼時間　９：45 ～ 11：00 ▼

内容　簡単体操、交流など ▼対
象　市内に在住のおおむね 65 
歳以上の要介護認定を受けてい
ない方 ▼申し込み　当日、会場
へ ▼問合せ先　介護高齢課（89 
－ 2105）

介護予防教室「たまり場」

2014. ４.15 ー 9

日時　５月 16 日（金）13：30
～ 15：00 ▼ 会場　保健センタ
ー ▼対象　高齢者を介護してい
る方 ▼申し込み　当日、会場へ

介護者交流会

　ロコモティブシンドロームや
転倒の予防につながる体操です。
日時　５月 20 日（火）13：30
～ 15：00 ▼ 会場　保健センタ

豊川市オリジナル健康体操講習会

ー ▼対象　市内に在住の方 ▼持
ち物　運動のできる服装、室内
用靴、タオル、飲み物 ▼申し込
み　当日、会場へ

　胎児に重大な悪影響を起こす
風しんの妊婦への感染を防ぐた
め、風しんの予防接種費用の一
部を助成します。成人風しん予
防接種は、下表の医療機関で行
います。詳細については、各医
療機関へお問い合わせください。
対象　市内に住所を有し、①妊

風しんの予防接種費用の一部を助成します

愛知県が風しんの抗体
検査費用を助成します
　風しんの妊婦への感染を
防ぐため、妊娠を予定また
は希望する方は、風しんの
抗体検査を無料で受けるこ
とができます。
　対象となる方は、①風し
んにかかったことがなく、
現在妊娠していない②今ま
でに出産の経験がない③今
までに一度も風しん抗体検
査を受けたことがない④今
までに一度も風しんの予防
接種をしたことがない―
のすべてに当てはまる女性
の方です。
　詳細については、豊川保
健所（86 － 3177）へ、お
問い合わせください。

　とよかわ健康づくり計画では
「自分に合った運動を知って習
慣化しよう」を目標に、市内で
自主的に活動している体操のグ
ループを一覧表で紹介し、配布
しています。この一覧表に掲載

「体操グループ一覧表」掲載希望グループ募集

を希望するグループは、申込用
紙に記入の上、５月 30 日（金）
までにご提出ください。申込用
紙は保健センターにあります。
なお、営利目的の団体の掲載は
控えさせていただきます。

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 しらゆりクリニック（大堀町） 80-2111
安形医院（一宮町） 93-4811 鈴木耳鼻咽喉科（国府町） 87-4133
いたづ内科クリニック（野口町） 80-3355 すずきクリニック（千歳通） 89-1007
一宮クリニック（東上町） 93-1477 総合青山病院（小坂井町） 73-3784
伊藤医院（下長山町） 86-2637 高橋医院（豊川西町） 86-2507
井上医院（本野町） 89-9966 たけだクリニック（豊川町） 83-3730
大石医院（国府町） 88-2235 たけもとクリニック（御津町） 77-1100
大島内科クリニック（南大通） 85-0849 タチバナ病院（諏訪） 85-3535
おおにしこどもクリニック（蔵子） 85-1611 田中内科医院（八幡町） 89-4600
大野泌尿器科（馬場町） 86-9651 豊川さくら病院（市田町） 85-6511
大橋医院（東桜木町） 86-2354 とりやまクリニック（代田町） 80-2850
大原医院（松久町） 86-8785 丹羽クリニック（諏訪） 83-5528
岡田クリニック（千歳通） 85-3251 野本医院（萩山町） 86-4037
共立荻野病院（三上町） 86-2161 樋口病院（諏訪） 86-8131
皆藤クリニック（豊川栄町） 86-3300 日吉整形外科クリニック（森） 82-2110
かとう内科医院（野口町） 85-1655 福田内科（三蔵子町） 86-6116
クリニックすみた（伊奈町） 78-2255 ふくとみクリニック（御油町） 82-4150
国府病院（久保町） 88-2611 星野内科・消化器科クリニック（本野町） 82-3262
こざわ小児科（西豊町） 85-3777 御津南医院（御津町） 75-3107
後藤病院（桜木通） 86-8166 宮地病院（豊川町） 86-7171
ささき小児科（中央通） 86-9516 ユタカ医院（大木町） 93-6515
佐々木皮フ科（金屋元町） 82-3285 ユリクリニック（御津町） 76-3220
白谷医院（一宮町） 93-2310 渡辺マタニティークリニック（牛久保町） 85-3511

娠を予定または希望する女性②
妊娠を予定または希望する妻ま
たは事実上の婚姻関係にある同
居女性がいる男性 ▼助成額　風
しんワクチン＝上限 3,000 円 ▽

ＭＲ（風しん・麻しん）ワクチ
ン＝上限 5,000 円 ▼助成期間　
平成 27 年３月 31 日まで



Health 健康

保健コーナー
Hoken Corner

健康相談

日時　５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　禁煙・健康に関する相
談 ▼申し込み　電話で、保健セ
ンターへ（予約制）

10 ー広報とよかわ

妊産婦歯科健診

期日　５月 19 日（月） ▼ 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・対象　５月８日（木）=
平成 25 年 12 月１日から 15 日
までに生まれた子どもとその保
護者▷５月 22 日（木）= 平成
25 年 12 月 16 日から 31 日まで
に生まれた子どもとその保護者

▼ 受付時間　９：45 ～ 10：00

▼会場　保健センター ▼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 ▼申し込み　当日、
会場へ

親子ピタ・コチョ教室

期日　５月 14 日（水） ▼ 受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼ 会場
　保健センター ▼ 対象　平成
25 年８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

　心が疲れてしまった、気分が
落ち込む、そんな時は、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
～ 17：00
■面接相談（予約制）
日時　５月 14 日（水）９：30
～・10：40 ～（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

こころの健康相談

プレママバランスごはん塾

　妊婦さんの食事は赤ちゃんの
成長やおいしい母乳につながり
ます。簡単レシピを、「手ばかり」
で紹介します。
期日　５月 26 日（月） ▼ 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、筆記用具 ▼申し込み　当日、
会場へ

子育て安心教室（こころ編）

得するウォーキング教室
　メタボやロコモティブシ
ンドロームの予防に効果的
な、いつでもどこでもでき
るウオーキングの基本を学
びます。
日時　６月４日から 18 日
までの毎週水曜日で全３
回。13：30 ～ 15：00 ▼ 会
場　総合体育館 ▼対象　市
内に在住の方 ▼ 定員　25
人 ▼持ち物　運動のできる
服装、室内用靴、タオル、
飲み物 ▼ 申し込み　電話
で、保健センターへ

　赤ちゃんのこころの成長と関
わり方を学びます。
期日　５月 28 日（水） ▼ 受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼ 会場
　保健センター ▼ 対象　妊娠
中・産後６カ月未満の方とその
家族 ▼持ち物　母子健康手帳、
筆記用具 ▼申し込み　当日、会
場へ



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

17日
18日
24日
25日
31日

土

日

土

日

土

樋口病院（諏訪） 86-8131
後藤病院（桜木通） 8６-8166
可知病院（国府町） 88-3331
豊川さくら病院（市田町） 85-6511
総合青山病院（小坂井町） 73-3777

11日･日･昼間 藤澤 F.K.（四ツ谷町） 84-1180

5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
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

11日･日･夜間
18日･日･夜間
25日･日･夜間

有木眼科（駅前通） 86-1888
よしおか眼科（中部町） 82-3001
湯浅眼科（千歳通） 86-0016

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
５日
６日
10日
11日

土

日

月

火

土

日

外科

上記時間に受け付け

総合青山病院（小坂井町） 73-3777
豊川さくら病院（市田町） 85-6511
宮地病院（豊川町） 86-7171
樋口病院（諏訪） 86-8131
皆藤クリニック（豊川栄町） 86-3300
可知病院（国府町） 88-3331

婦人科 午前９時から午後４時３０分まで受け付け

４日･日･夜間
11日･日･夜間
18日･日･夜間
25日･日･夜間

鈴木耳鼻咽喉科（国府町） 87-4133
伊藤医院（下長山町） 86-2637
おぎの耳鼻咽喉科（駅前通） 82-1182
いたや耳鼻咽喉科（馬場町） 89-8733

下記時間に受け付け

広報とよかわは再生紙を使用しています。

※財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合せは直接広告主へ。　　　　　　　　　　　　　　

広　告

広報とよかわ 毎月1日・15日発行　●編集／秘書課●発行／豊川市役所
〒442‐8601 豊川市諏訪1丁目1番地／TEL 0533‐89‐2111／FAX 0533-89-2124／ホームページ http://www.city.toyokawa.lg.jp/

信 愛 グ ル ー プ 豊川市国府町流霞１０３番地
ＴＥＬ．0533-82-2707

 

各事業所で職員募集しています。

介護老人保健施設おとわの杜

TEL.0533-87-0111
〒441-0202　豊川市赤坂町東山１２番地の１

詳しくはホームページをご覧下さい。

検索信愛グループ　豊川

お気軽にお問い合わせ下さい。

退院後すぐにはご自宅での生活が不安な方、ご自宅から通ってリハビリをした
い方、ご家庭の事情で介護者が不在の方、医療・看護・リハビリ・介護などの
各スタッフが支援します。365日相談に応じます。

デイケアショートステイ入 所

 

看護・介護職員募集しています。

訪問リハビリ


