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　健康管理や病気との付き合い
方について、一度立ち止まって
考えてみませんか。
日時　６月 10 日（月）９：00 ～・
10：00 ～・11：00 ～ ▼会場　
保健センター ▼相談員 　保健師

▼内容　歯や健康に関する相談

▼申し込み　電話で、保健セン
ターへ

健康相談パパママ教室（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　６月 21 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 ▼持ち物　母子健康手
帳、筆記用具 ▼申し込み　当日、
会場へ

　豊川市歯科医師会では、「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。
　なお、当日の午前９時から、
「８０２０表彰式典」を開催し
ます。
日時　６月９日（日）10：00
～ 12：00 ▼会場　豊川市歯科
医療センター、ウィズ豊川 ▼内

容　ファミリー歯科健診・相談、
フッ素塗布、矯正相談など ▼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（金）
までに電話で、豊川市歯科医療
センター（84 － 7757）へ

「歯の健康フェスティバル」を開催

　介護は一人でがんばると息が
切れてしまいます。介護をする
中での悩みや戸惑いを話しに来
て、介護のヒントを見つけませ
んか。
日時　６月 13 日（木）13：30
～ 15：00 ▼会場　保健センタ

ー ▼対象　高齢者を介護してい
る方 ▼申し込み　当日、会場へ

介護者交流会
パパママ教室（おふろ講座）

　赤ちゃんのおふろの入れ方を
体験します。
期日　６月７日（金） ▼受付時
間　13：15 ～ 13：30 ▼会場　
保健センター ▼対象　妊婦とそ
の家族 ▼持ち物　母子健康手帳、
筆記用具 ▼申し込み　当日、会
場へ

こころの健康相談「ポラリス」
　心の悩みをなんとかした
い方やその家族の方、一緒
に考えましょう。
日時　６月 12 日（水）９：
30 ～・10：40 ～（１人１
時間程度） ▼会場　保健セ
ンター ▼相談員　保健師な
ど ▼申し込み　電話で、こ
ころの電話相談専用電話
（95 － 0783）へ　

　乳がんについて知っていただ
くための講演会を開催します。
日時　６月１日（土）14：00
～ 15：30 ▼会場　市民プラザ
（プリオⅡ４階） ▼講師 　 市民
病院乳腺・内分泌外科部長の柄 
松章司による「乳がんの最新

情報」と題した講演他 ▼定員　
100 人 ▼会費　無料 ▼申し込み
　５月 29 日（水）までの９：
00 から 17：00 まで受け付け。
電話で、豊川市乳がん市民公
開講座実行委員会（0120 － 018
－ 541）へ

豊川市乳がん市民公開講座
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妊産婦歯科健診
期日　６月21日（金）・28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年未満の方
（妊娠中・産後各１回） ▼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　６月13日（木）・27日（木）

▼受付時間　９：45 ～ 10：00

▼会場　保健センター ▼対象　
平成 25 年１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

　お子さんに合った食事の量や
調理方法の工夫、おやつの内容
などを、わかりやすくアドバイ
スします。
日時　６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
配のある入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

子ども栄養相談

親子ピタ・コチョ教室

　９カ月の子どもに「ピタッ」
と合った離乳食と歯みがきの教
室です。
期日　６月 12 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
24 年９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

もうすぐ３歳！知っ得教室

　３歳の子どもの力を伸ばし、
生活習慣を学ぶことができる教
室です。
期日　６月 19 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
22 年７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

　「言葉のことで心配がある」
「落ち着きがない」などといっ
た相談に、個別に応じます。
日時　６月 18 日（火）９：30
～（１人 45 分程度） ▼会場　
保健センター ▼相談員　心理士

▼対象　入学前の子どもとその
保護者 ▼申し込み　電話で、保
健センターへ

子ども発達相談

受付時間　13：40 ～ 14：00（14：00 を過ぎた場合は受け付けでき
ません） ▼会場　保健センター ▼申し込み　当日、会場へ

 ▼都合が悪い方や事情により接種の日程を変更する場合は、保健
　センターへ、ご相談ください。

期　　　日 対　　　象 持　ち　物

６月  10 日（月）24 年 12月 28 日から 25 年１月 10日までに生まれた子ども
・母子健康手帳（忘れた場
　合は接種できません）
・ＢＣＧ予防接種予診票
・委任状（保護者以外が同
　伴の場合に必要）６月  24 日（月）25 年 １月 11 日から24日までに生まれた子ども

ＢＣＧ予防接種
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豊川市民病院（八幡町） 86-1111 下記時間に受け付け

翌朝8時まで受け付け

平　日―――――  診療終了後～翌朝８時００分
土・日曜日、祝日― 午後９時００分～翌朝８時００分

6月の救急当直医
午後11時30分まで受け付け

休日夜間急病診療所（萩山町） 89-0616
平　日――  午後７時３０分～１１時３０分
土曜日――  午後２時３０分～５時３０分
 午後６時４５分～１１時３０分

日曜・祝日― 午前８時３０分～１１時３０分
 午後０時４５分～４時３０分
 午後５時４５分～１１時３０分

問合せ先 ● 保健センター 89-0610

※受け付け時間をご確認の上、ご利用ください。
※救急当直医は変更することもありますので、確認は消防署（89-0119）へお願いします。

内科・小児科

下記時間に受け付け

豊川市歯科医療センター（諏訪） 84-7757
平日・土曜――  午後８時００分～１０時３０分
日曜・祝日――  午前９時００分～11時３０分

歯科 下記時間に受け付け

２日･日･夜間
９日･日･夜間
16日･日･夜間
23日･日･夜間

湯浅眼科（千歳通） 86-0016
やまざき眼科（久保町） 82-4000
有木眼科（駅前通） 86-1888
よしおか眼科（中部町） 82-3001

眼科 午後７時から１０時３０分まで受け付け

15日･土･夜間 大野泌尿器科（馬場町） 86-9651

泌尿器科 午後７時から１０時３０分まで受け付け

午後７時から１０時３０分まで受け付け

１日･土･夜間 高和皮フ科（牛久保町） 89-0882

皮膚科 午後７時から１０時３０分まで受け付け

２日･日･夜間
９日･日･夜間
16日･日･夜間
23日･日･夜間
30日･日･夜間

あけぼの町耳鼻咽喉科（東曙町） 83-3341
鈴木耳鼻咽喉科（国府町） 87-4133
総合青山病院（小坂井町） 73-3777
いたや耳鼻咽喉科（馬場町） 89-8733
伊藤医院（下長山町） 86-2637

耳鼻科

土曜日：診療時間終了後から午後8時30分まで受け付け
日曜・祝日：午前10時から午後8時30分まで受け付け

深夜0時から翌朝8時まで受け付け
豊川市民病院（八幡町）86-1111

１日
２日
８日
９日
15日

土

日

土

日

土

外科

上記時間に受け付け

豊川さくら病院（市田町） 85-6511
可知病院（国府町） 88-3331
樋口病院（諏訪） 86-8131
宮地病院（豊川町） 86-7171
可知病院（国府町） 88-3331

16日
22日
23日
29日
30日

日

土

日

土

日

後藤病院（桜木通） 86-8166
おぜき整形外科（御津町） 77-1212
樋口病院（諏訪） 86-8131
総合青山病院（小坂井町） 73-3777
豊川さくら病院（市田町） 85-6511

婦人科 午前９時から午後４時３０分まで受け付け

９日･日･昼間 渡辺マタニティ（牛久保町） 85-3511

広報とよかわ 毎月1日・15日発行
●編集／秘書課●発行／豊川市役所［〒442‐8601 豊川市諏訪1丁目1番地／TEL 0533‐89‐2111／ホームページ http://www.city.toyokawa.lg.jp/］


