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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 28 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　３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

食べ方と栄養の相談
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認知症を学ぶ会「わかば会」

　介護者との交流や情報交換を
しながら、認知症という病気を
さまざまな面から学びます。
日時　３月 15 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　　

インフルエンザワクチン
接種費用の減免
　平 成 22 年 10 月 １ 日 か
ら 23 年３月 31 日までに接
種した、インフルエンザの
予防接種に係る費用につい
て、市民税非課税世帯およ
び生活保護世帯の方を対象
に、減免を実施しています。
　これから市内の医療機関
で接種を受ける方は、事前
申請で無料接種券（確認
書）を交付します。印鑑を
お持ちの上、３月 31 日（木）
までに申請してください。
　また、市外で接種され
る方や、すでに接種され
た方は、償還払いになりま
す。接種済証、領収書の写
し、印鑑、振込口座のわか
る通帳をお持ちの上、３月
31 日（木）までに申請し
てください。
申請窓口　保健センター、
資産税課（北庁舎１階、事
前申請だけ）、介護高齢課

（本庁舎１階、償還払いだ
け）、地域振興課（一宮庁
舎１階）、音羽・御津・小
坂井支所

「８０２０達成者」を募集

　 豊 川 歯 科 医 師 会 で は、「80
歳になっても 20 本の歯を保
ち、豊かな生活を！」という

「８
は ち ま る に い ま る

０２０運動」を推進してい
ます。そこで、６月の歯の健康
フェスティバルで表彰をする

「８０２０達成者」を募集して
います。
対象　市内に在住し、昭和７年
３月 31 日以前に生まれ、自分
の歯（治療歯や親知らずを含む）
が 20 本以上あり、十分機能し
ている健康な方。ただし、過去
の表彰者を除きます ▼応募方法
　４月 30 日（土）までに、直接、
または電話で、市内の歯科医院

にお申し出ください。歯科医院
で診査し、推薦します（かかり
つけ医が市外の場合は豊川歯科
医師会へご連絡ください）。推
薦された方は、６月５日（日）
にウィズ豊川で表彰されます ▼

問合せ先　豊川歯科医師会（84
－ 7757）



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　３月 11 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
３月 16 日（水） 22 年 11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

１歳６カ月児
健診

３月 24 日（木） 21 年 ９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
４月  ７ 日（木） 21 年 ９月 21日から 30 日

までに生まれた子ども保健センター
４月 19 日（火） 21 年10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

２歳児歯科健診

３月 22 日（火） 21 年 ３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  29 日（火） 21 年 ３月 21日から 31 日

までに生まれた子ども保健センター
４月 12 日（火） 21 年 ４月  １日から 10 日

までに生まれた子ども音羽福祉保健センター

３歳児健診

３月 23 日（水） 19 年12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）

音羽福祉保健センター
３月 30 日（水） 19 年12月 21日から 31 日

までに生まれた子ども保健センター
４月 13 日（水） 20 年 １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。

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
３月８日（火） 小坂井生涯学習会館
３月23日（水） 御津福祉保健センター
３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

�� ー広報とよかわ

　ママにぴったりの栄養バラン
スと簡単レシピを、「手ばかり」
などで紹介します。
期日　３月 16 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
保健センター ▼対象　妊娠中の
方、産後１年以内の方 ▼申し込
み　当日、会場へ　

プレママのバランスごはん塾


