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　この教室では、普段何気なく
食べている食事の基本を学びま
す。
　食事の適量は、自分の手と関
係しています。手を使って、自
分に合った食事バランスと適量
を見つけませんか。
日時　12 月 24 日（水）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

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

「ちから塾」参加者募集

　健康について、個別に相談に
応じます。健康や生活を、一度
立ち止まって考えてみませんか。
日時・会場　下表のとおり ▼対
象　健康についてお悩みの方 ▼

申し込み　電話で、保健センタ
ーへ

日　時 会　場
１月 ６ 日（火）
 13:30 ～ 15:30 保健センター

１月 28日（水）
 ９:30 ～ 11:30 健康福祉センター

※１人１時間程度（予約制）

食べ方と栄養相談

　食事についての相談を受け付
けます。生活習慣に気をつけな
がら、楽しく食べるコツをいっ
しょに考えていきましょう。
日時　１月９日（金）13：30
～ 15：30 ▽１月 23 日（金）９：
30 ～ 11：30 で、１人１時間程
度（予約制） ▼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

健康相談

介護者交流会

　介護は孤独なものと思ってい
ませんか。１人でがんばってい
ると息が切れてしまいます。１
人より２人、２人より３人。介
護する人の知恵を集めると、新
しい発想が生まれるかもしれま
せん。
　少し疲れたな、ほかの人はど
んなふうにしているのだろうか、
などと思っている介護者の皆さ

ん、ぜひ参加してリフレッシュ
しませんか。
　くわしいことは、介護高齢課

（89 － 2173）へ、お問い合わせ
ください。
日時　１月８日（木）13：30
～ 15：00 ▼会場　御津福祉保
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

テーマ

日　時　･　会　場
農業者トレーニング
センター

御津福祉保健
センター 保健センター

９:45 ～ 11:00 13:45 ～ 15:00 ９:45 ～ 11:00
１ ちから塾って 12月11日（木）12月1５日（月）12月1６日（火）
２ 自分を知ろう 12月18日（木）12月２２日（月）１月13日（火）
３ 体を動かす① １月15日（木）１月19日（月）１月20日（火）
４ 食べる話① １月２２日（木）１月２６日（月）１月２7日（火）
５ お口の話① １月２９日（木）２月２日（月）２月３日（火）
６ こころの話 ２月５日（木）２月９日（月）２月10日（火）
７ 食べる話② ２月12日（木）２月16日（月）２月17日（火）
８ お口の話② ２月1９日（木）２月２3日（月）２月２4日（火）
９ 体を動かす② ２月２６日（木）３月２日（月）３月３日（火）
10 まとめ ３月５日（木）３月９日（月）３月10日（火）

　「ちから塾」は、高齢者にと
って必要な介護予防の知識など
を、参加者同士の交流を通して
学ぶ教室です。
　日常生活を「身体」「栄養」「口
腔」「こころ」と、総合的に見

問い合わせください。
テーマ・日時・会場　表のとお
り ▼対象　おおむね 65 歳以上
で、いつまでも若々しくありた
いと思っている方 ▼申し込み　
当日、会場へ

つめることで、
終了時には今
まで気付かな
かったあなた
の「ちから」
が発見できる
はずです。
　くわしいこ
とは、介護高
齢 課（89 －
2173）へ、お
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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　12 月 26 日（金） ▼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
12月17日（水） 健康福祉センター
12月22日（月） 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方は、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

12 月 17 日（水） 20 年 ８月 １日から 11 日
までに生まれた子ども

バスタオル健康福祉センター
１月 ６ 日（火） 20 年 ８月 12日から 22 日

までに生まれた子ども保健センター

１歳６か月児
健診

12 月 18 日（木） 19 年 ６月 14日から 24 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ保健センター
１月 ７ 日（水） 19 年 ６月25日から 30 日

までに生まれた子ども音羽福祉保健センター

２歳児歯科健診
12 月 25 日（木） 18 年 12 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

３歳児健診

12 月 16 日（火） 17 年 ９月 21日から 30 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）
保健センター
12 月 24 日（水） 17 年 10月 １日から 10 日

までに生まれた子ども御津福祉保健センター

期日　12 月 26 日（金） ▼受付
時間　13：00 ～ 13：15 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
20 年３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

おふろ講座

　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　１月９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

親子教室はじめの一歩

　パパママ同士の情報交換をし
ながら、子育ての喜びや楽しみ
方を見つける教室です。
期日　１月 10 日（土） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
20 年 10 月・11 月生まれの子ど
もとその保護者 ▼持ち物　母子
健康手帳、バスタオル ▼申し込
み　当日、会場へ

予防接種はお済みですか

　本年度内に６歳・13 歳・18
歳になる方を対象とした２期・
３期・４期の麻しん風しん予防
接種は、自己負担なしで接種で
きる期限が平成 21 年３月 31 日
までとなっています。まだ接種
していない方は、冬休みなどを
利用して接種を受けましょう。


