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　「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　１月 20 日（火）９：30
～（１人 45 分程度） ▼ 会場　
保健センター ▼相談員　発達相
談員 ▼対象　就学前の子どもと
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

◦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

食べ方と栄養の相談

　心が疲れてしまった、気分が
落ち込む、やる気が出ない、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

こころの健康相談

　「食事のバランスを保つこと
が大事だと分かっていても難し
い」など食生活の悩みや不安に
ついてお気軽にご相談ください。
日時　12 月 16 日（火）９：30 ～・
10：30 ～ ▼ 会場　保健センタ
ー ▼相談員　管理栄養士 ▼申し
込み　電話で、保健センターへ

（祝日を除く） ▼ 時間　９：00
～ 17：00
■面接相談（予約制）
日時　12 月 22 日（月）13：30
～・14：40 ～（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

健診は受けましたか？

　本年度の豊川市のがん検診は
２月 14 日（土）までです。終
了間際には予約がとれないこと
がありますので、希望する場合
はお早めに受診してください。
　また、４０健診受診券、乳が
ん・子宮頸がん・大腸がん検診

無料クーポン券、歯周病健診受
診券をお持ちの方の有効期限も
２月 14 日（土）までです。必
ず期限内にご利用ください。
　なお、受診方法など詳しいこ
とは、保健センターへ、お問い
合わせください。

一人一人の子どもに 
合った関わり方

子育てマメ知識辞典

　子どもには、一人一人に個
性があります。かけっこなど
の外遊びが好きな子、お絵か
きなどの部屋遊びが好きな子、
人懐っこい子、恥ずかしがり
屋な子など、それぞれです。
　子育てをしていると「自我
が強くて困る」「友達や兄弟に
おもちゃを貸すことができな
い」と思うことはありません
か。そんな時、私たちはどう
接するといいのでしょうか。
　困ったときほど、子どもに
対してどっしりと構えてみま
しょう。無理に言うことを聞
かせようとするのではなく、
子どもの訴えを受け止めてみ
ましょう。子どもが行動した
理由が見えてくるかもしれま
せん。
　一人一人の声に耳を傾け、
一人一人に合った関わり方を
探してみましょう。

一般不妊治療費の助成申請はお早めに

　市では、一般不妊治療（体外
受精、顕微授精を除くホルモン
療法や人工授精など）の費用の
一部を助成しています。
　平成 26 年度の助成は、平成
26 年３月１日から平成 27 年２
月 28 日までの治療費が対象で
す。申請期限は、平成 27 年３
月 18 日（水）までとなります
のでお早めに申請してくださ

い。
対象　①一般不妊治療を受けて
いる戸籍上の夫婦のうち、少な
くとも１人が豊川市に住民票を
有している方②夫婦の年間所得
の合計がおおむね 730 万円未満
の方③夫婦とも健康保険に加入
している方
助成額　自己負担額の２分の１
で上限５万円
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　 ▼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。
　 ▼受診日の都合が悪い方は、保健センターへご連絡ください。

乳幼児健診
受付時間　13：00 ～ 13：30 ▼会場　保健センター ▼申し込み　当日、
会場へ ▼その他　１歳６か月児健診ではフッ化物塗布が、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化物塗布の希望者
は、640 円（おつりのいらないように）が必要です

期　　　日 対　　　象 持　ち　物

４か月児健診

１月 ６ 日（火）26 年８月 23 日から 31 日
までに生まれた子ども

バスタオル１月 15 日（木）26 年９月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

１月 27 日（火）26 年９月 11 日から 20 日
までに生まれた子ども

１歳６か月児
健診

１月 ７ 日（水）25 年６月 21 日から 30 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ１月 13 日（火）25 年７月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

１月 20 日（火）25 年７月 11 日から 21 日
までに生まれた子ども

２歳児歯科健診

１月 14 日（水）24 年12月21 日から 31 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ１月 22 日（木）25 年１月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

１月  29 日（木）25 年１月  11 日から 20 日
までに生まれた子ども

３歳児健診

１月 ９日（金）23 年10 月１ 日から 10 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）
・採尿容器（自宅で採尿
し、受付時に提出。容器
は事前に郵送します）

１月 21 日（水）23 年10 月11 日から 20 日
までに生まれた子ども

１月  28 日（水）23 年10 月21 日から 31 日
までに生まれた子ども

育児相談

日時　１月 16 日（金）13：30
～ ▼会場　保健センター ▼相談
員　小児科医、管理栄養士 ▼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

子ども栄養相談

　期　　日　　　会　　場
12月17日（水） 音羽福祉保健センター
12月22日（月） 保健センター
12月24日（水） 御津福祉保健センター
１月７日（水）　健康福祉センター
１月13日（火）　小坂井生涯学習会館
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

期日・会場　２月４日（水）・
18 日（水）＝御津福祉保健セ
ンター ▽２月５日（木）・19 日

（木）＝健康福祉センター ▼時
間　10：00 ～ 11：20 ▼ 対象　
平成 26 年６月・７月に生まれ
た子どもとその保護者 ▼定員　
各会場 25 組 ▼ 申し込み　希望
する会場を選んで、電話で、保
健センターへ

ママのための健康体操教室


