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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

　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　７月７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　

　「健康診断の見方がわからな
い」「自分はメタボリックシン
ドロームではないか？」など、
健康について、個別に相談に応
じます。
日時　７月 12 日（月）９：00
～ 12：00 ▼ 会場　保健センタ
ー ▼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

　「筋力が落ちてきた。」これは、
太りやすい体に移行しているサ
インです。人間が消費するエネ
ルギーで一番大きな割合を占め
るのは、基礎代謝です。基礎代
謝は、筋肉量に比例します。つ
まり筋肉量を減らさないことが、
太りにくい体作りにつながるの
です。
　30 歳を過ぎたあたりから、
筋肉は減り始め、何もしなけ
れば 60 歳では 30 歳の時と比べ、
30％の筋肉が減少するといわれ
ています。
　この教室は 15 回コースで、
道具を使わずにできる筋力アッ
プ体操、ストレッチ、有酸素運
動などを行い、太りにくい体作
りを目指します。初心者向けで、
男性限定の教室です。

期日　下表のとおり ▼時間 13：
30 ～ 15：00 ▼会場　総合体育
館 ▼対象　市内に在住の男性 ▼

定員　30 人 ▼参加費　無料 ▼

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　６月 28 日（月）から受
け付け。電話で、保健センター
へ。応募者多数の場合は、初参
加の方を優先

男性のための健康体操教室参加者募集

８月 ４日・11 日・18 日・25 日
９月 １日・８日・15 日・22 日
10 月 ６日・13 日・20 日・27 日
11 月 10日・17 日・24 日
※いずれも水曜日

期日・会場　下表のとおり ▼内
容・対象・負担金　胃・大腸が
ん検診＝ 40 歳以上の方＝ 2,000
円 ▽ 乳がん検診＝ 40 歳以上の
女性＝ 1,500 円 ▽子宮頚部がん
検診＝ 20 歳以上の女性＝ 1,100
円 ▽ 骨粗しょう症検診＝ 30 歳
以上の方＝ 500 円 ▽前立腺がん
検診＝ 50 ～ 69 歳の男性＝ 500
円 ▼申し込み　７月７日（水）
８：30 から、先着順に受け付け。

直接、または電話（95 － 0075）
で、保健センターへ ▼その他　
申し込みをした方には、後日
郵送で、詳細をお知らせしま
す。また、乳がん・子宮頚部が
ん・前立腺がん検診の受診間隔
は、２年に１回です。検診内容
などの詳しいことは、広報「と
よかわ」４月１日号に折り込み
の「ほけん特集号」をご覧くだ
さい

期　日 会　場
午　前 午　後（乳がん検診と子宮頚部がん検診だけ）

８　

月

 ６ 日（金） 桜ヶ丘ミュージアム 健康福祉センター
 ７ 日（土） 保健センター 保健センター
 ８ 日（日） 御津福祉保健センター 保健センター
 ９ 日（月） 音羽福祉保健センター 保健センター
10 日（火） 健康福祉センター 保健センター
11 日（水） 小坂井生涯学習会館 小坂井生涯学習会館
13 日（金） 保健センター 保健センター
14 日（土） 保健センター 保健センター
15 日（日） 保健センター 保健センター

健康相談

心の健康相談「ポラリス」

検診車によるがん検診・骨粗しょう症検診（１回目）



1� ー広報とよかわ

パパママ教室（本物の赤ちゃん抱っこ講座）

親子ピタ・コチョ歯みがき教室

期日　７月 14 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
21 年 10 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

モグモグ教室

期日　７月８日（木）・22 日（木）

▼受付時間　９：45 ～ 10：00

▼会場　保健センター ▼対象　
平成 22 年２月生まれの子ども
とその保護者 ▼内容　離乳食に
ついての講話など ▼持ち物　母
子健康手帳、バスタオル、スプ
ーン、筆記用具 ▼申し込み　当
日、会場へ

期日　７月２日（金）・16 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

妊産婦歯科健診

パパママ教室（安産への秘訣）

　妊娠中の生活スタイルが、安
産のヒントとなります。安産に
向けて、生活スタイルを見直し
てみませんか。
期日　８月 20 日（金） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　妊婦と
その家族の方 ▼持ち物　母子健
康手帳、筆記用具 ▼申し込み　
当日、会場へ

７月の予防接種

　家族で赤ちゃんを迎えるため
に、先輩パパ・ママに育児のヒ
ントや体験談を聞き、実際に赤
ちゃんを抱っこします。
期日　７月 10 日（土） ▼受付
時間　９：30 ～９：45 ▼会場
　保健センター ▼対象　妊婦と
その家族の方 ▼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　７月 10 日（土） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
22 年４月・５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

　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　７月 23 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

　ＢＣＧの予防接種です。
受付時間　13：45～14：30 ▼対象
　生後３か月以上６か月未満の
子ども ▼持ち物　母子健康手帳、
赤ちゃんノートの予診票 ▼申し
込み　当日、会場へ
　期　　日　　　会　　場
７月９日（金） 音羽福祉保健センター
７月23日（金） 保健センター


