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◦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

電話番号はよく確かめて◦保健センター ☎89-0610

 

　ウォーキングは、いつでも、
どこでも、誰にでも気軽に行え
る運動です。しかし、歩き方に
より足を痛めたり、効果の出方
に違いが出てきます。
　この教室では２回を通して、
歩く姿勢、注意点など、ウォー
キングの基本を学びます。教室
に参加して、体を動かす習慣を
つけてみませんか。
日時　３月２日（火）・９日（火）
10：00 ～ 11：30 ▼会場　総合
体育館 ▼対象　ウォーキングに
関心のある方 ▼定員　24 人 ▼

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　２月９日（火）から受け
付け。電話で、保健センターへ

得するウォーキング教室

心の健康相談「ポラリス」

　ポラリスとは北極星を意味し、
北を目指すときの目印となる星
です。あなたにとっての目印（目
標）を探すために、足を運んで
みませんか。
　人と会ったり話をしたりする
ことが苦手、やる気がなく自信
が持てないなど、心の病を心配
している方やその家族の方、気
軽にご参加ください。

日時　３月３日（水）９：30
～ 11：30（1 人１時間程度） ▼

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

　旧小坂井地域にお住まいの方の今後の保健事業の予定につい
ては、この広報「とよかわ」で日程などをご確認ください。ま
た、ホームページ（http://www.city.toyokawa.lg.jp/munic/
hokensindex.html）からも確認することができます。
　不明なことなどがありましたら、豊川市保健センターへ、お
問い合わせください。

旧小坂井地域にお住まいの方へ
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育児相談

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

子ども栄養相談

日時　３月 12 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

期日・会場 対　　　象 持　ち　物

４か月児健診

２月 17 日（水） 21年10 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 25 日（木） 21年10 月 11 日から 20 日

までに生まれた子ども保健センター
３月 ９ 日（火） 21年10 月 21 日から 31 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

２月 18 日（木） 20 年 ８月 1 日から 10 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ

健康福祉センター
３月 ２ 日（火） 20 年８月 11 日から 22 日

までに生まれた子ども保健センター
３月 10 日（水） 20 年８月 23 日から 31 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

２月 23 日（火） 20 年２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
３月 ３ 日（水） 20 年２月 21 日から 29 日

までに生まれた子ども保健センター
３月 11 日（木） 20 年３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

３歳児健診

２月 16 日（火） 18 年11月 １ 日から 10 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
２月 24 日（水） 18 年11月 11 日から 20 日

までに生まれた子ども健康福祉センター
３月 ４ 日（木） 18 年11月 21 日から 30 日

までに生まれた子ども保健センター
　 ▼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。
　 ▼受診日や会場の都合が悪い方は、保健センターへご連絡ください。

　小児科医による講話です。妊
娠中の方、乳児のお子さんのい
る方、気軽にご参加ください。
期日　２月 19 日（金） ▼受付
時間　13：15 ～ 13：30 ▼会場
　保健センター ▼内容 　赤ちゃ
んの体や心の発達および健康管
理について ▼持ち物　母子健康
手帳 ▼申し込み　当日、会場へ

医師による子育て安心教室

　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　２月 22 日（月） ▼受付
時間　９：30 ～ 10：30 ▼会場
　保健センター ▼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


