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　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　８月 20 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

　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　８月 28 日（木）10：00
～ 11：30 ▼ 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

◦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

健康相談

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

　介護をする中での悩みや戸惑
いを話しに来て、介護のヒント
を見つけませんか。
日時　８月 12 日（火）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

会場・曜日・期間　下表のとお
り ▼ 時間　９：45 ～ 11：00 ▼

内容　運動・栄養・お口の話、
簡単体操、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 中部南市民館 東部地域福祉センター ふれあいセンター
曜
日 火曜日 水曜日 木曜日

期
間

　　   ７月  22 日から
11月 11日まで

（８月12日、９月23日を除く）

　   ７月  30日から
11月 12日まで

（８月 13日を除く）

　   ７月 31 日から
11月 13日まで

（８月 14日を除く）

　加齢と共に引き起こり、生活
に支障をきたすロコモティブシ
ンドロームは何歳からでも予防
することができます。今からで
きることを始めませんか。
日時　９月 17 日（水）13：30
～ 15：30 ▼会場　勤労福祉会

館 ▼講師・テーマ　宮地病院院
長・宮地雅也医師による「ロコ
モティブシンドロームを予防し
よう～いつまでも自分の足で歩
くために～」と題した講演 ▼定
員　80 人 ▼ 会費　無料 ▼ 申し
込み　電話で、保健センターへ

ロコモ予防講演会

介護予防教室「ちから塾」

▼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（予約制）

ロコモのチェックをしてみましょう
　次の７項目に一つでも当てはまると、ロコモティブシンドロ
ームの心配がありますので、チェックしてみてください。
①片足立ちで靴下が履けない②階段を上るのに手すりが必要③
２㌔㌘程度の買い物をして持ち帰るのが困難④横断歩道を青信
号で渡りきれない⑤家の中でつまずいたり滑ったりする⑥掃除
機などを使った家事が困難⑦ 15 分程度続けて歩けない
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妊産婦歯科健診

期日　８月 18 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

親子ピタ・コチョ教室

　９カ月の子ども向けの離乳食
と歯みがきの講座です。
期日　８月 13 日（水） ▼ 受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼ 会場
　保健センター ▼ 対象　平成
25 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

　こころと身体の安産準備講座
を開催します。　
期日　８月 15 日（金） ▼ 受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼ 会場
　保健センター ▼持ち物　母子
健康手帳、筆記用具 ▼対象　妊
婦とその家族 ▼ 申し込み　当
日、会場へ

パパママ教室

　３歳の子どもの力を伸ばす生
活習慣を学べる教室です。
期日　８月 20 日（水） ▼ 受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼ 会場
　保健センター ▼ 対象　平成
23 年９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

もうすぐ３歳！知っ得教室

期日・対象　８月 14 日（木）
= 平成 26 年３月１日から 15 日
までに生まれた子どもとその保
護者 ▽ ８月 28 日（木）= 平成
26 年３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、筆記用具 ▼申し
込み　当日、会場へ

モグモグ教室　赤ちゃんのおふろの入れ方を
体験します。
期日　８月４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

パパママ教室（おふろ講座）

子育て安心教室（こころ編）

　赤ちゃんのこころの成長と関
わり方を学びます。
期日　８月 22 日（金） ▼ 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

プレママバランスごはん塾

　ママにぴったりの栄養バラン
スと簡単レシピを、「手ばかり」
などで紹介します。
期日　８月 25 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


