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電話番号はよく確かめて
◦保健センター☎89-0610◦健康福祉センター☎92-1388◦音羽福祉保健センター☎88-7723
◦御津福祉保健センター☎77-1500◦休日夜間急病診療所☎89-0616◦消防署☎89-0119

◦豊川歯科医療センター☎84-7757◦救急医療情報センター☎（0532）63-1133

　食事の適量は、手と関係して
います。手を使って、自分に合
った食事バランスを見つけませ
んか。
日時　10 月 30 日（木）９：30
～ 11：30 ▼会場　保健センタ
ー ▼対象　食生活に疑問をお持
ちの方 ▼申し込み　電話で、保
健センターへ

手ばかり教室

　65 歳以上の方と、60 歳から
65 歳未満で心臓・じん臓・呼
吸器などの機能に障害のある方
のうち希望する方は、一部負担
金だけでインフルエンザ予防接
種を受けることができます。
実施期間　10 月 15 日から 1 月
31日まで ▼負担金　1,000円（生
活保護世帯、または市民税非課

税世帯は無料） ▼接種回数　1
回（2 回目以降は実費） ▼その
他　市民税非課税世帯に該当し、
減免を希望する方は、下表の医
療機関へ予約する前に、資産税
課（北庁舎１階）で確認書（要
印鑑）をもらうか、インフルエ
ンザ予防接種案内臨時電話（80
－ 2310）へ、ご連絡ください

高齢者の方（希望者）のインフルエンザ予防接種

　心の病を心配している方やそ
の家族の方、お気軽にご参加く
ださい。
日時　11 月 12 日（水）９：30
から１人１時間程度（予約制）

▼会場　保健センター ▼内容　
保健師による心の相談 ▼申し込
み　電話で、保健センターへ　

心のケア“ポラリスの会”

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 ささき整形外科クリニック（三谷原町）83－3377
安形医院（一宮町） 93－4811 佐々木皮フ科（金屋本町） 82－3285
アマノクリニック（牛久保町） 89－5500 佐藤医院（小坂井町） 72－2513
池田内科循環器科（駅前通） 80－5566 白鳥整形外科（白鳥町） 86－7221
いそ病院（市田町） 85－6511 白谷医院（一宮町） 93－2310
いたづ内科クリニック（野口町）80－3355 しらゆりクリニック（大堀町） 80－2111
一宮クリニック（東上町） 93－1477 すずきクリニック（千歳通） 89－1007
伊藤医院（下長山町） 86－2637 鈴木耳鼻咽喉科（国府町） 87－4133
いとう内科（久保町） 87－2610 総合青山病院（小坂井町） 78－2561
井上医院（本野町） 89－9966 高橋医院（豊川西町） 86－2507
今泉アイクリニック（一宮町） 93－6082 たけだクリニック（豊川元町） 83－3730
今泉医院（御油町） 87－2031 たけもとクリニック（御津町） 77－1100
今泉医院（萩山町） 85－5571 タチバナ病院（諏訪） 85－3535
大石医院（国府町） 88－2235 田中内科医院（八幡町） 89－4600
大島内科クリニック（南大通） 85－0849 寺部整形外科（大崎町） 84－8261
大竹内科（蔵子） 86－2121 とみた内科（大橋町） 80－2525
大谷医院（小坂井町） 72－2414 豊川青山病院（西島町） 86－8125
おおにしこどもクリニック（蔵子）85－1611 豊川市民病院（光明町） 86－1111
大野泌尿器科（馬場町） 86－9651 豊川メイツクリニック（野口町）80－7575
大橋医院（東桜木町） 86－2354 内藤メンタルクリニック（光明町）82－1556
大原医院（松久町） 86－8785 中村医院（小田渕町） 89－1666
岡田クリニック（千歳通） 85－3251 丹羽クリニック（諏訪） 83－5528
おぎの耳鼻咽喉科（若宮町） 82－1182 野本医院（萩山町） 86－4037
おぜき整形外科（御津町） 77－1212 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
可知病院（国府町） 88－3331 福田内科（三蔵子町） 86－6116
かとう内科医院（野口町） 85－1655 星野医院（牛久保町） 86－2040
神谷クリニック（四ツ谷町） 84－8886 星野内科・消化器科クリニック（本野町）82－3262
共立荻野病院（三上町） 86－2161 堀内クリニック（長沢町） 88－5785
クリニックすみた（小坂井町） 78－2255 マキノレディスクリニック（天神町）85－8288
国府病院（久保町） 88－2611 御津クリニック（御津町） 76－4320
こざわ小児科（西豊町） 85－3777 御津南医院（御津町） 75－3107
越川クリニック（一宮町） 93－7088 みねた医院（金屋本町） 86－7316
こじま内科クリニック（八幡町）87－0088 宮地病院（豊川町） 86－7171
後藤病院（桜木通） 86－8166 弥田内科（御津町） 76－2407
ごゆクリニック（御油町） 82－4150 ユタカ医院（大木町） 93－6515
ささき小児科（中央通） 86－9516 ユリクリニック（御津町） 76－3220
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期日　10 月 24 日（金） ▼受付
時間　13：00 ～ 13：15 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
20 年１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

妊産婦歯科健診

育児相談

親子ピタ・コチョ歯みがき教室
期日・会場　10 月 24 日（金）
＝保健センター ▽ 11 月 14 日

（金）＝健康福祉センター ▼受
付時間　13：15 ～ 13：30 ▼対
象　妊娠中の方、産後１年以
内の方 ▼持ち物　母子健康手帳、
筆記用具 ▼申し込み　当日、会
場へ

　子育てで、ちょっと困った、こ
こが心配。そんな時、お気軽に相
談を。
　期　　日　　　会　　場
10月27日（月） 保健センター
11月10日（月） 御津福祉保健センター
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

乳幼児健診

受付時間　13：00 ～ 13：30 ▼申し込み　当日、会場へ ▼その他　
４か月児健診では読み聞かせが、１歳６か月児健診ではフッ素塗布
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素塗
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。
　 ▼健診受診日に都合が悪い場合は、保健センターへご連絡ください。

期日・会場 対　　　象 持　ち　物

４か月児健診

10 月 22 日（水） 20 年６月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども バスタオル健康福祉センター

10 月 30 日（木） 20 年６月 11 日から 17 日
までに生まれた子ども音羽福祉保健センター

１歳６か月児
健診

10 月 23 日（木） 19 年４月 11 日から 20 日
までに生まれた子ども 歯ブラシ保健センター

11 月 ４ 日（火） 19 年４月 21 日から 30 日
までに生まれた子ども保健センター

２歳児歯科健診

10 月 28 日（火） 18 年10月 21 日から 31 日
までに生まれた子ども 歯ブラシ、コップ、

タオル
保健センター
11 月 ５ 日（水） 18 年11 月１日から 10 日

までに生まれた子ども保健センター

３歳児健診

10 月 29 日（水） 17 年８月 １ 日から ７ 日
までに生まれた子ども 目と耳のアンケート

（自宅で実施のこと）
音羽福祉保健センター
11 月 ６ 日（木） 17 年８月 ８日から 20 日

までに生まれた子ども保健センター

　妊婦や家族の方が、赤ちゃん
のおふろの入れ方を体験します。
期日　11 月７日（金） ▼受付
時間　13：15 ～ 13：30 ▼会場
　保健センター ▼持ち物　母子
健康手帳、筆記用具 ▼申し込み
　当日、会場へ

おふろ講座

　何となく落ち込んだり自信が
なくなったりしている方、いっ
しょにおしゃべりしませんか。
日時　10 月 20 日（月）10：00
～ 11：00 ▼会場　健康福祉セ
ンター ▼対象　子育て中の方 ▼

申し込み　当日、会場へ

ひなたぼっこ

子ども栄養相談

　お子さんの食事の量などにつ
いて、アドバイスします。
日時　11 月 14 日（金）13：30
～ ▼会場　保健センター ▼相談
員　小児科医、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


