
◦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

　認知症の方と接する中で、ど
うしたらよいか困ってしまうこ
とはありませんか。今回は介護
現場の様子や、認知症の方と接
する時に心掛けていることなど
を中心とした講演です。介護者
の方、認知症高齢者に関心があ
る方、ぜひご参加ください。
　なお、今回の講演会は認知症
サポーター養成講座を兼ねてい
ます。
日時　２月 23 日（水）13：30
～ 15：00 ▼会場　豊川市医師
会館 ▼講師・テーマ　グループ
ホームゆたか代表取締役・田中
享子さんによる「認知症介護
に答えはない」と題した講演

▼定員　50 人 ▼申し込み　電
話で、市民病院医療相談室（86
－ 1111）へ

認知症を理解するための講演会

心の健康相談「ポラリス」

　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　２月 21 日（月）13：30
～ 15：40（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　

　「思うように体重のコント
ロールができないけど、なんと
かしたい」「食事の適量は分かっ
ていても、我慢するのは難しい」
という方は、ご相談ください。
日時　２月 23 日（水）９：30
～ 11：30 ▼会場　保健センター

▼対象　食生活に疑問をお持ち
の方 ▼申し込み　電話で、保健
センターへ
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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カ月児健診では読み聞かせが、１歳６カ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　２月 18 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カ月児健診

２月 16 日（水） 22 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 24 日（木） 22 年 10 月 11日から 20 日

までに生まれた子ども音羽福祉保健センター
３月 ８ 日（火） 22 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カ月児
健診

３月 １ 日（火） 21 年 ８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  ９ 日（水） 21 年 ８月 21日から 31 日

までに生まれた子ども保健センター
３月 17 日（木） 21 年 ９月  １日から 10 日

までに生まれた子ども健康福祉センター

２歳児歯科健診

２月 22 日（火） 21 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  ２ 日（水） 21 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
３月 10 日（木） 21 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 23 日（水） 19 年 11 月 11日から 20 日
までに生まれた子ども

目と耳の検査用紙
（ 自 宅 で 実 施 し、
受付時に提出）

御津福祉保健センター
３月 ３ 日（木） 19 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
３月 15 日（火） 19 年 12 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。

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　３月 12 日（土） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
22 年 12 月、23 年１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

育児相談

　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
２月８日（火） 音羽福祉保健センター
２月16日（水） 健康福祉センター
２月28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

22 ー広報とよかわ


