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◦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

◦保健センター ☎89-0610　　電話番号はよく確かめて

心の健康相談「ポラリス」

か。
日時　11 月８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

健康相談

　「健康診査結果の見方がわか
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。健康や生活を、一
度立ち止まって考えてみません

　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、生活のリズムが乱
れている、家から一歩踏み出せ
ずにいるなど、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　11 月 10 日（水）９：30
～ 11：40（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、心の電話相談専用
電話（95 － 0783）へ

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　11 月２日（火）
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）

11
月

29 日（月） 保健センター 御津福祉保健センター
30 日（火） 桜ヶ丘ミュージアム 音羽福祉保健センター

12
月

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

検診車によるがん検診・骨粗しょう症検診

　市では、地域・団体・学校・
職場・行政が手を携えて健康づ
くり運動を展開し、健康なまち
づくりを支援する「とよかわ健
康づくり計画」を推進していま
す。
　この取り組みをさらに推進す
るために「わたしとあなたでつ
くる健康と幸せ」のそれぞれの
頭文字を使った「健

け ん こ う

幸標語かる
た（大判 20 枚）」の貸し出しを
しています。「栄養・食生活」

「アルコール」「こころの健康づ
くり・休養」「身体活動・運動」

「歯の健康」「たばこ」「生活習
慣予防」の７つの分野にわたり
分かりやすく作られていますの
で、市民館まつりなど地域の行
事にご活用ください。
　詳細については、保健センタ
ーへお問い合わせください。

「健幸標語かるた」を貸し出しています
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親子ピタ・コチョ歯みがき教室

期日　11 月 10 日（水） ▼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 ▼持ち物　母子健康手
帳 ▼申し込み　当日、会場へ

パパママ教室（おふろ講座）

　妊婦や家族の方が赤ちゃんと
のおふろの時間を楽しめるよう、
おふろの入れ方を体験します。
　ぜひ、ご参加ください。
期日　11 月５日（金） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼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

モグモグ教室

期日　11月11日（木）・25日（木）

▼受付時間　９：45 ～ 10：00

▼会場　保健センター ▼対象　
平成 22 年６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

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　11 月 13 日（土） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
22 年８月・９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

パパママ教室（本物の赤ちゃん抱っこ講座）

　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　11 月 13 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

妊産婦歯科健診

　妊婦さんはお口の状態が悪く
なりがちです。まずは、お口の
チェックを。
期日　11 月５日（金）・19 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

　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　11 月 26 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


