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　心が疲れてしまった、気分が
落ち込む、そんな時は、ここ
ろの電話相談専用電話（95 －
0783）をご利用ください。面接
相談も受け付けています。
■電話相談
開設日　毎週月曜日から金曜日
（祝日を除く） ▼時間　９：00
～ 17：00
■面接相談（予約制）
日時　９月 10 日（水）９：30
～・10：40 ～（１人１時間程度）

▼会場　保健センター ▼申し込
み　電話で、こころの電話相談
専用電話へ

こころの健康相談

　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　９月 18 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

健康相談

日時　９月８日（月）９：00 ～・
10：00 ～・11：00 ～ ▼会場　
保健センター ▼相談員 　保健師

▼内容　睡眠・健康に関する相
談 ▼申し込み　電話で、保健セ
ンターへ

　ロコモティブシンドロームや
転倒の予防につながる体操です。
日時　９月 25 日（木）10：00
～ 11：30 ▼会場　保健センタ

豊川市オリジナル健康体操講習会

ー ▼対象　市内に在住の方 ▼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　当日、会場へ

　６回コースで、道具を使わず
にできる筋力アップ体操、スト
レッチなどを行い、健康的な体
づくりを目指します。初心者向
けで、男性限定の教室です。
期日　右表のとおり ▼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　電話で、保健センター
へ。応募者多数の場合は、初参

男性のための健康体操教室参加者募集

9 月 24日

10 月 １日・８日・15日・29日

11 月 ５日
※いずれも水曜日

健康づくり推進員養成講座を開催します

期	日 テーマ

10 月17日（金）とよかわ知っ得！健康情報

10月31日（金）自分の健康は自分で守ろう

11月13日（木）おいしく・楽しく・食べる

12月 ４ 日（木）手ばかり栄養学

12月19日（金）若さの秘訣は健口

 １月16日（金）ロコモ予防で心も身体も動く

 ２月13日（金）「つなぐ・広がる・増やす」
健幸な地域づくり

　市では、「健康づくり推進員」
を養成する講座を開催します。
「健康づくり推進員」とは、市
民の健康づくりを応援する仲間
です。
　「健康づくりの情報や仲間が
欲しい」「家族や地域の人の健
康を考えたい」という方は、推
進員になって、新しい仲間や、
やりがいを見つけてみません
か。
期日・テーマ　右表のとおり ▼

時間　13：30 ～ 15：00 ▼会場

　保健センター ▼申し込み　電
話で、保健センターへ

加の方を優先



10 ー広報とよかわ

　先輩パパ・ママに育児のヒン
トや体験談を聞きましょう。
期日　９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 ▼持ち物　母子健康手
帳、筆記用具 ▼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）

　赤ちゃんのおふろの入れ方を
体験します。
期日　９月１日（月） ▼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

パパママ教室（おふろ講座）

妊産婦歯科健診
期日　９月８日（月）・22 日（月）

▼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

　妊娠と口臭・むし歯・歯周病
の関係について学ぶ講話です。
期日　９月 26 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

マタニティ歯っぴ～教室

親子教室はじめの一歩

　情報交換を通して、子育ての
喜びや楽しみ方を見つけます。
期日　９月 13 日（土） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼内容　パパマ
マ同士の情報交換など ▼対象　
平成 26 年６月・７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

期日・対象　９月 11 日（木）
=平成 26 年４月１日から 15 日
までに生まれた子どもとその保
護者 ▽９月 25 日（木）=平成
26 年４月 16 日から 30 日まで
に生まれた子どもとその保護者

▼受付時間　９：45 ～ 10：00

▼会場　保健センター ▼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

モグモグ教室

親子ピタ・コチョ教室

　９カ月の子ども向けの離乳食
と歯みがきの講座です。
期日　９月 10 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
25 年 12 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

　３歳の子どもの力を伸ばす生
活習慣を学べる教室です。
期日　９月 17 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
23 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

もうすぐ３歳！知っ得教室

プレママバランスごはん塾

　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　９月 29 日（月） ▼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


