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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

　「食事のバランスを保つこと
が大事だと分かっていても難し
い」など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 30 日（火）９：30 ～・
10：30 ～ ▼ 会場　保健センタ
ー ▼相談員　管理栄養士 ▼申し

食べ方と栄養の相談

込み　電話で、保健センターへ

　心が疲れてしまった、気分が
落ち込む、やる気が出ない、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　９月 22 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

こころの健康相談

　市では、歯周病健診として、
歯周病の検査、口腔内診査、歯
科保健指導を行っています。　
　平成 25 年度に 30 歳、35 歳、
45 歳、50 歳、60 歳、70 歳になっ
た方、および平成 26 年度に 40
歳になる方に、無料で健診を受
けることができる受診券を送付
しています。受診期限は、平成
27 年２月 14 日（土）までです。
　詳しいことは、保健センター
へ、お問い合わせください。

歯周病健診を受けましょう

糖尿病・歯周病予防講演会

平日――19：30～23：30
土曜日―14：30～17：30  18：45～23：30
日曜日
祝日

◎受付時間

8：30～11：30  12：45～16：30
17：45～23：30

平日・土曜日――20：00～22：30
日曜日・祝日――  9：00～11：30

◎受付時間

豊川市歯科医療センター
☎84－7757

　命に関わる合併症を引き起こ
す糖尿病の患者は急増していま
す。また、歯周病についても全
身疾患を引き起こす原因となる
ことが分かってきています。
　生涯を自分らしく過ごすため
に、糖尿病や歯周病の予防につ
いて、この機会に考えてみませ
んか。

日時　10 月 16 日（木）13：30
～ 15：30 ▼ 会場　勤労福祉会
館 ▼内容　糖尿病専門医と歯科
医師による「早めの対応が効果
を生む糖尿病・歯周病予防に取
り組もう」と題した講演 ▼対象
　市内在住の方 ▼ 定員　60 人

▼会費　無料 ▼申し込み　電話
で、保健センターへ

自分のHbA1c の数値をご存知ですか
　過去１～２カ月の血糖の平均値を知ることができる HbA1c
の数値が 5.6 以上になると、糖尿病予備軍と呼ばれます。平成
25 年度特定健診のデータによると市の国民健康保険被保険者
の糖尿病予備軍の数は県平均に比べて 20％も多いという結果
になっています。糖尿病予備軍の方の生活を続けていると心
筋梗塞や脳梗塞など、重篤な疾病につながる可能性がありま
す。各保険者実施の健診を受け、自分の状態を確認しましょう。
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　 ▼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。

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

期　　　日 対　　　象 持　ち　物

４か月児健診

10 月 ９ 日（木）26 年 ５月21日から 31 日
までに生まれた子ども

バスタオル10 月 15 日（水）26 年 ６月 １ 日 から 10日
までに生まれた子ども

10 月 28 日（火）26 年 ６月11日から 19日
までに生まれた子ども

１歳６か月児
健診

10 月 14 日（火）25 年 ４月１日から 10日
までに生まれた子ども

歯ブラシ10 月 21 日（火）25 年 ４月 11日から 20 日
までに生まれた子ども

10 月 30 日（木）25 年 ４月21日から 30 日
までに生まれた子ども

２歳児歯科健診

10 月 ３ 日（金）24 年 ９月23日から 30 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ
10 月 ７日（火）24 年 10月 １ 日から 11 日

までに生まれた子ども

10 月 23 日（木）24 年 10月12日から 21日
までに生まれた子ども

10 月 31 日（金）24 年 10月22日から 31日
までに生まれた子ども

３歳児健診

10 月 ２ 日 （木）23 年 ６月11日から 21日
までに生まれた子ども ・目と耳の検査用紙（自

宅で検査し、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）

10 月 ８ 日（水）23 年 ６月 22 日から 30 日
までに生まれた子ども

10 月 16 日（木）23 年 ７月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

10 月 22 日（水）23 年 ７月11 日から 20日
までに生まれた子ども

育児相談

期日・会場　11 月５日（水）・
19 日（水）＝御津福祉保健セ
ンター ▽ 11 月６日（木）・20
日（木）＝健康福祉センター ▼
時間　10：00 ～ 11：20 ▼ 対象
　平成 26 年３月・４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

　期　　日　　　会　　場
９月17日（水） 音羽福祉保健センター
９月22日（月） 保健センター
９月24日（水） 御津福祉保健センター
10月１日（水）　健康福祉センター
10月14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

　「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　10 月 21 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　就学前の子どもと
その保護者 ▼ 申し込み　電話
で、保健センターへ

子どもの発達相談

日時　10 月 10 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
て心配のある就学前の子どもと
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


