
2014.10.15 ー 9

　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　11 月 27 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

◦保健センター☎89-0610　◦休日夜間急病診療所☎89-0616　◦消防署☎89-0119
◦豊川市歯科医療センター☎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

健康相談

日時　11 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　糖尿病、健康に関する
相談 ▼申し込み　電話で、保健
センターへ

　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　11 月 19 日（水）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

　市では、80 歳になっても自
分の歯を 20 本保つ「８０２０」
運動を推進しており、「８０２０
めざそう会」の登録者を募集し
ます。年２回の講座があります。

「８０２０めざそう会」会員を募集
対象　65 歳以上の方で、自分
の歯（治療歯を含む）が 20 本
以上ありそうな方 ▼申し込み　
直接、または電話で、保健セン
ターへ

　市では、毎年「健康体操の集
い」を開催し、今年で 30 周年
を迎えます。ここでは、健康づ
くりを継続している多くの人が、
１年間の成果を発表します。

　これから運動を始めたいと思
っている方には、健康体操グル
ープ一覧表を配布します。
日時　11 月 15 日（土）９：20
～ 12：30 ▼会場　総合体育館

「健康体操の集い」を見に来ませんか

期　日
会　場

午　前
（全項目）

午　後
（大腸がん・乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症検診だけ）

11　

月

25 日（火） 御津福祉保健センター 　　  ―
26 日（水） 保健センター 　　  ―
27 日（木） 小坂井生涯学習会館 　　  ―
28 日（金） いかまい館 　　  ―
29 日（土） 豊川商工会議所 　　  ―
30 日（日） 保健センター 保健センター

12	

月

13 日（土） 保健センター 　　  ―
15 日（月） 保健センター 保健センター
16 日（火） 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

期日・会場　下表のとおり ▼内
容・対象・負担金　胃がん検診
＝ 40 歳以上の方＝ 1,700 円 ▽

大腸がん検診＝ 40 歳以上の方
＝ 300 円 ▽ 乳がん検診（マン
モグラフィ）＝ 40 歳以上の女
性＝ 1,500 円 ▽子宮頸がん検診
＝ 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５日（水）
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・子宮頸がん・前
立腺がん検診の受診間隔は、２
年に１回です

※午後の検診は女性だけ受診できます

赤塚山歩こう会

　赤塚山公園をみんなで歩いて
みませんか。運動を始めたいと
思っている方は、ぜひ、ご参加
ください。
期日　11 月 21 日（金） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼ 集合
場所　赤塚山公園第１駐車場 ▼

対象　市内に在住の方 ▼持ち物
　運動のできる服装、タオル、
飲み物 ▼申し込み　当日、集合
場所へ ▼その他　雨天の場合、
11 月 28 日（金）に順延
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妊産婦歯科健診

期日　11 月 17 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

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　11 月 12 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼ 会場
　保健センター ▼ 対象　平成
26 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

　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　11 月 19 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼ 会場
　保健センター ▼ 対象　平成
23 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

もうすぐ３歳！知っ得教室

期日・対象　11 月 13 日（木）
= 平成 26 年６月１日から 15 日
までに生まれた子どもとその保
護者 ▽ 11 月 27 日（木）= 平成
26 年６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

　赤ちゃんのおふろの入れ方を
体験します。
期日　11 月 10 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）

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　11 月 17 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

　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　11 月８日（土） ▼ 受付
時間　９：30 ～９：45 ▼ 会場
　保健センター ▼対象　妊娠中
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

パパママ教室（本物の赤ちゃん抱っこ講座）

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　11 月８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

こころの健康相談
　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　11 月５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


