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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

日時　10 月 28 日（火）９：30 ～・
10：30 ～ ▼会場　保健センタ

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。
■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　10 月８日（水）９：30
～・10：40 ～ ▽ 10 月 27 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

◦保健センター ☎89-0610　電話番号はよく確かめて

　「手ばかり」で食事の適量に
ついて簡単に学ぶことができる
教室です。
日時　11 月 28 日（金）10：00

～ 11：45 ▼対象　市内に在住
の方 ▼定員　25 人 ▼持ち物　
筆記用具 ▼申し込み　電話で、
保健センターへ

楽ちん栄養バランス教室（ちょこっとコース）

ー ▼相談員　管理栄養士 ▼申し
込み　電話で、保健センターへ

 介護をする中での悩みを話し
合い、気分転換をしませんか。
日時　11 月 11 日（火）13：30
～ 15：00 ▼会場　ウィズ豊川

▼対象　高齢者を介護している
男性 ▼申し込み　当日、会場へ

▼問合せ先　西部高齢者相談セ
ンター（88 － 8005）

男性のための介護者交流会～おやじのつぶやき会～

　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　10 月 23 日（木）10：00
～ 11：30 ▼会場　保健センタ

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

豊川市オリジナル健康体操講習会

　10 月１日（水）から、水ぼ
うそうワクチンが無料で接種で
きるようになります。１歳から
３歳までの方には予診票を送付
します。水ぼうそうにかかった
ことがない方で、自費で接種を

していない方は医療機関に直接
連絡し、受診してください。
　また、平成 26 年度だけ３歳
から５歳までで、１回も接種し
ていない方も定期接種として１
回接種を受けられます。

水ぼうそう予防接種が定期接種になります

　皆さんに、がんについてもっ
と知っていただくためのセミナ
ーを開催します。今回は乳がん
について、分かりやすくお話し
します。講演会の他にパネル展
示「がんを知る展」もあります。
日時　11 月５日（水）午後１
時 30 分から３時まで ▼会場　
勤労福祉会館 ▼内容　市民病院
乳腺・内分泌外科部長・柄松章
司による「乳がん診療の最新情
報」と題した講演 ▼定員　200
人 ▼申し込み　電話で、保健セ
ンターへ

がんを知るセミナー

　10 月１日（水）から、高齢
者肺炎球菌ワクチンが定期接種
になり、一部負担金（2,000 円）
で受けられます。対象者は、今
までに接種したことがなく、平
成 26 年 度 に 65 歳、70 歳、75
歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、

100 歳になる方、101 歳以上の
方です。本年度に対象の年齢と
なる方に案内と予診票を送付し
ますので、希望される方は医療
機関に直接、ご連絡ください。
受診期間は平成 27 年３月 31 日

（火）までです。

高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種になります



18ー広報とよかわ

　 ▼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

11 月 ４ 日（火）26 年６月 20 日から 30 日
までに生まれた子ども

バスタオル11 月 18 日（火）26 年 ７月  １ 日 から 10 日
までに生まれた子ども

11 月 25 日（火）26 年７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

11 月 11 日（火）25 年５月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ
11 月 26 日（水）25 年５月 11 日から 20 日

までに生まれた子ども

２歳児歯科健診

11 月  ７ 日（金）24 年11月 １ 日から ９ 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ11 月 19 日（水）24 年11月 10 日から 19 日
までに生まれた子ども

11 月 27 日（木）24 年11月 20 日から 30 日
までに生まれた子ども

３歳児健診

10 月 29 日（水）23 年７月 21 日から 31 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）

11 月  ５ 日（水）23 年８月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

11 月 13 日（木）23 年８月 11 日から 20 日
までに生まれた子ども

11 月 21 日（金）23 年８月 21 日から 31 日
までに生まれた子ども

育児相談

期日・会場　12 月３日（水）・
17 日（水）＝御津福祉保健セ
ンター ▽ 12 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４月・５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
10月22日（水） 御津福祉保健センター
10月27日（月） 保健センター
11月５日（水） 健康福祉センター
11月11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

日時　11 月 14 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

健康相談
日時　10 月 20 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

日時　11 月 18 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


