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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

「ながら」で体操教室

　「テレビを見ながら」「歯を磨
きながら」など、いつでもどこ
でも何かしながら気軽にできる
運動「ながら運動」を紹介する、
初級者向けの教室です。
日時　２月６日（金）・13 日（金）
で全２回。10：00 ～ 11：30 ▼

会場　保健センター ▼対象　市
内に在住の方 ▼定員　30 人 ▼

持ち物　運動のできる服装、室

健康体操の集いを開催しました

　「よく眠れない」「食欲がな
くなってやせてきた」「何とな
くだるく疲れやすい」などの症
状が続いていませんか。うつ病
では多くの場合、抑うつ症状な
どとともに身体の不調も現れま
す。うつ病はストレスや環境の
変化、慢性的な病気などの要因
が重なって発症すると考えられ
ています。
　うつ病を発症する人は年々増
加しています。さまざまなスト
レスや社会環境の変化が激しい
現代では、誰でもうつ病を発症
する可能性があります。そこで
今回は精神科医師を講師に迎え、

講演会「心の風邪引きにご用心」～うつ病についてわかってきたこと～　11 月 15 日に「第 24 回健康
体操の集い」を開催し、各地区
で健康体操を行っている１歳
４か月から 89 歳までの幅広い
年齢の方が、39 グループ約 850
人参加しました。また、男性の
ための健康体操教室のＯＢが

「男性のための健康体操グルー
プ」として参加し、「バランス
アップ体操」を発表しました。
　どのグループも、とよかわ健
康づくり計画の「からだを動か
すことを好きになろう」の目標
のもと、気持ち良い汗を流し、
１年間の成果を発表しました。
　運動はひとりでは継続しませ
ん。仲間がいない、指導者がい
ないなどの理由で、運動を始め
られない方、続けられない方、
ぜひ、近くの会場で活動する体
操グループに参加してみてくだ
さい。グループの一覧表は、保
健センターで配布しています。

少しでも生活しやすい環境を学
ぶ機会として講演会を開催しま
す。うつ病の方のご家族やうつ
病に関心がある方、ぜひ参加し
てみませんか。
日時　１月 28 日（水）13：30
～ 15：30 ▼会場　豊川宝飯医
師会館（保健センター内） ▼講
師　名古屋市立大学病院医師・
竹内浩さん ▼定員　50 人 ▼申
し込み　電話で、保健センター
へ

内用靴、タオル、飲み物 ▼申し
込み　１月 19 日（月）から受
け付け。電話で、保健センター
へ

平日―――19：30～23：30
土曜日――14：30～17：30　18：45～23：30
日曜日 ――　8：30～11：30　12：45～16：30
祝日　　　17：45～23：30

◎受付時間

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

◎受付時間



�� ー広報とよかわ

期日　１月 30 日（金） ▼受付
時間　13：00 ～ 13：15 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
20 年４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　１月 16 日（金）
＝音羽福祉保健センター ▽１月
30 日（金）＝保健センター ▼

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

ひなたぼっこ

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

１月 22 日（木） 20 年９ 月 １日から 10 日
までに生まれた子ども

バスタオル保健センター
２月 ３ 日（火） 20 年９ 月 11日から 20 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

１月 27 日（火） 19 年 ７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

２歳児歯科健診
１月 28 日（水） 19 年 １ 月 24日から31 日

までに生まれた子ども
歯ブラシ、コップ、
タオル御津福祉保健センター

３歳児健診

１月 21 日（水） 17 年 10 月 21日から 31 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）
健康福祉センター
１月 29 日（木） 17 年 11 月 １日から 10 日

までに生まれた子ども音羽福祉保健センター

　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
ランスを見つけませんか。
日 時　 １ 月 20 日（ 火 ）
13：30 ～ 15：30 ▼会場　
保健センター ▼対象　食生
活に関心をお持ちの方 ▼申
し込み　電話で、保健セン
ターへ

　ほかの人と比べて何となく落
ち込んだり、自分に自信がなく
なっている方、「ひなたぼっこ」
に来て、いっしょにおしゃべり
しませんか。
日時　１月 20 日（火）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

手ばかり教室

　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
１月19日（月） 音羽福祉保健センター
１月21日（水） 健康福祉センター
１月26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


