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◦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

 

日時　５月 12 日（水）９：30
～ 11：30 ▽ ５ 月 17 日（ 月 ）
13：30 ～ 15：30（１人１時間
程度） ▼会場　保健センター ▼

　いきいきと生活するために、
自分の体力を知りましょう。
期日・会場　右表のとおり ▼受
付時間　13：20 ～ 13：30 ▼内
容　日常生活に必要な体力の測
定 ▼対象　市内に在住のおおむ
ね 65 歳以上の方 ▼定員　30 人

期　日 会　場
５月26 日（水）武道館
６月23 日（水）農業者トレーニングセンター
７月28 日（水）総合体育館

　豊川歯科医師会では、「歯の
衛生週間」に合わせて、むし歯
や歯周病予防のためのイベント
を開催します。家族一緒に受け
られる、ファミリー歯科健診・
相談コーナーもあります。
日時　６月６日（日）10：00
～ 12：00 ▼会場　豊川歯科医
療センター、ウィズ豊川 ▼内容
　8020 表彰、ファミリー歯科
健診・相談、フッ素塗布、矯正
相談、歯の健康年齢チェックな
ど ▼対象　就学前の子どもとそ
の家族および 12 歳以下の障害
のある子ども ▼会費　無料 ▼申
し込み　当日、会場へ。ただし、
障害のあるお子さんについては
予約が必要です。５月 31 日（月）
までに電話で、歯科医療セン
ター（84 － 7757）へ

　市では、住民健康診査を年３
回に分けて実施しています。
　今回は下表の日程で行い、下
記の方が対象です。
対象　学校や職場などで受診機
会のない 15 歳～ 39 歳の方 ▽豊
川市国民健康保険の被保険者で、
受診券をお持ちの方 ▽後期高齢
者医療保険の被保険者で、受診
券をお持ちの方 ▼内容　身体計

住民健康診査のお知らせ

測、血圧測定、尿検査、血液検
査、診察、結核・肺がん検診（胸
部Ｘ線撮影、医師の判断で必要
な方は喀

か く た ん

痰検査） ▼負担金　無
料（喀痰検査は 700 円） ▼申し
込み　当日、受付時間内に直接、
会場へ ▼注意事項　健診の前日
は、アルコールの摂取や激しい
運動は控え、直前は水以外の飲
食物を摂取しないでください

つかもう元気会「体力自己診断」

期　日
受付９：30〜11：00 受付13：30〜15：00

期　日
受付13：30〜15：00

会　場 会　場 会　場

５
月

25日（火） 御津福祉保健センター 赤坂台市民館

６
月

12日（土） 御津福祉保健センター
26日（水） 健康福祉センター 牛久保公民館 13日（日） 保健センター
27日（木） 小坂井生涯学習会館 小田渕集会所 14日（月） 麻生田市民館
28日（金） 萩市民館 足山田公民館 18日（金） 武道館
31日（月） 国府東市民館 御油東山集会所 19日（土） 農業者トレーニングセンター

６
月

１ 日（火） 桜ヶ丘ミュージアム 御油公民館 20日（日） 保健センター
２ 日（水） 農業者トレーニングセンター 江島ふれあいセンター 21日（月） 古宿市民館

３ 日（木） 保健センター
桜町市民館

三蔵子公会堂
篠田集落センター

22日（火） 小坂井生涯学習会館
23日（水） 長沢市民館

４ 日（金） 御津福祉保健センター
三蔵子市民館

下長山市民館
千両市民館

24日（木） 八南公民館
25日（金） 桜ヶ丘ミュージアム

７ 日（月） ― 中条市民館 26日（土） 小坂井生涯学習会館
８ 日（火） ― 中部南市民館 27日（日） 保健センター
９ 日（水） ― 当古公会堂 28日（月） 平尾市民館
10日（木） ― 豊川公民館 29日（火） 御津福祉保健センター
11日（金） ― 音羽福祉保健センター

▼申し込み　先着順に受け付け。
電話で、介護高齢課へ ▼問合せ
先　介護高齢課（89 － 2173）

心の健康相談「ポラリス」

　認知症という病気をさまざま
な面から学び合っていきます。
日時　５月 18 日（火）13：30
～ 15：00 ▼会場　保健センター

▼対象　介護者、認知症高齢者
に関心がある方 ▼申し込み　当
日、会場へ

内容　保健師による心の相談 ▼

対象　心の病を心配している方
やその家族 ▼申し込み　電話で、
保健センターへ

「歯の健康フェスティバル」を開催

認知症を学ぶ会「わかば会」



�� ー広報とよかわ

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

　お子さんに合った食事の量や
おやつなどをアドバイスします。
日時　５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

期日・会場 対　　　象 持　ち　物

４か月児健診

５月 25 日（火） 22 年 １ 月 11日から 20 日
までに生まれた子ども

バスタオル

音羽福祉保健センター
６月 ２ 日（水） 22 年 １ 月 21日から 31 日

までに生まれた子ども保健センター
６月 10 日（木） 22 年 ２ 月１日から 10 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

５月 26 日（水） 20 年 11 月 1 日から 10 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ

音羽福祉保健センター
６月  ３日（木） 20 年 11 月11日から 20 日

までに生まれた子ども保健センター
６月 15 日（火） 20 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

２歳児歯科健診

５月 27 日（木） 20 年 ５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
６月 ８ 日（火） 20 年 ５月 21日から 31 日

までに生まれた子ども保健センター
６月 16 日（水） 20 年 ６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

６月 １日（火） 19 年２ 月11日から 20 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）

御津福祉保健センター
６月 ９日（水） 19 年 ２ 月21日から 28 日

までに生まれた子ども保健センター
６月 17 日（木） 19 年 ３ 月１日から 10 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。

ママのための体操教室

　出産後、運動不足を感じてい
る方にお勧めの教室です。
日時　６月３日から 24 日まで
の木曜日で全４回。10：00 ～
11：00 ▼会場　健康福祉セン
ター ▼対象　平成 21 年 10 月・
11 月までに生まれた子どもと
その保護者 ▼定員　25 組 ▼持
ち物　運動のできる服装、タオ
ル ▼申し込み　５月 17 日（月）
から、先着順に受け付け。電話
で、保健センターへ

訂正とおわび
　広報「とよかわ」４月
15 日号でお知らせしまし
た「妊産婦歯科健診」の記
事のうち、５月 21 日の会
場が「保健センター」とあ
るのは、「健康福祉センタ
ー」の誤りでした。訂正し
ておわびします。

　期　　日　　　会　　場
５月11日（火） 小坂井生涯学習会館
５月24日（月） 保健センター
５月26日（水） 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


