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◦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　１月 20 日（火）９：30 ～・
10：30 ～ ▼ 会場　保健センタ
ー ▼相談員　管理栄養士 ▼申し

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

（祝日を除く） ▼ 時間　９：00
～ 17：00 ▼ 相談員　保健師な
ど

こころの健康相談
■面接相談（予約制）
日時　１月 26 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

　落ち込んだ時に自分で気持ち
を立て直す術を身に付けたいと
思っている方、こころの健康づ
くりについて学んでみませんか。
日時　２月 18 日（水）午後１
時 30 分から３時 30 分まで ▼会
場　勤労福祉会館 ▼講師・内容

　藤田保健衛生大学医学部精神
神経科学・内藤宏教授による「不
安に負けないこころをつくる～
ひとりで出来るリラクゼーショ
ン～」と題した講演 ▼ 定員　
200 人 ▼申し込み　電話で、保
健センターへ

こころの健康講演会

込み　電話で、保健センターへ

こころの不調のサインは
ありませんか

健康づくり計画マメ知識辞典

　「何となく気分が落ち込んで、
家事や仕事がうまくいかない」
ことはありませんか。もしか
すると、それは、こころの不
調のサインかもしれません。
次の５項目に２つ以上当ては
まり、生活に差し障りが出て
いたら、こころの不調の心配
があります。
①毎日の生活に充実感がない
②これまで楽しんでできたこ
とが、楽しめなくなった③以
前は楽にできていたことが、
今ではおっくうに感じる④自
分が役に立つ人間だと思えな
い⑤わけもなく疲れたように
感じる
　10 日から２週間以上その
状態が続く場合は要注意です。
そんなときに一番大事なこと
は、安心して休息することで
す。また、気持ちを話せるよ
うなら、信頼できる人に今の
気持ちを伝えるとよいでしょ
う。

平日―――19：30～23：30
土曜日――14：30～17：30　18：45～23：30
日曜日         8：30～11：30　12：45～16：30
祝日        17：45～23：30

◎受付時間

｝

平日・土曜日――20：00～22：30
日曜日・祝日――  9：00～11：30

◎受付時間

豊川市歯科医療センター
☎84－7757
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期　　　日 対　　　象 持　ち　物

４か月児健診

２月 ４ 日（水）26 年 ９月 21 日から 30 日
までに生まれた子ども

バスタオル２月 17 日（火）26 年 10 月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

２月 25 日（水）26 年 10 月 11 日から 23 日
までに生まれた子ども

１歳６か月児
健診

２月 ５ 日（木）25 年 ７月 22 日から 31 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ２月 10 日（火）25 年 ８月 １日から 10 日
までに生まれた子ども

２月 24 日（火）25 年 ８月 11 日から 20 日
までに生まれた子ども

２歳児歯科健診

２月 ６ 日（金）25 年 １月 21 日から 31 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ２月 19 日（木）25 年 ２月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

２月 27 日（金）25 年 ２月 11 日から 20 日
までに生まれた子ども

３歳児健診

２月 12 日（木）23 年 11 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）

２月 18 日（水）23 年 11 月 11 日から 18 日
までに生まれた子ども

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

　 ▼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。
　 ▼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。

育児相談

　期　　日　　　会　　場
１月21日（水） 音羽福祉保健センター
１月26日（月） 保健センター
１月28日（水） 御津福祉保健センター
２月４日（水）　健康福祉センター
２月10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

子ども発達相談

　「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　２月 17 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

子ども栄養相談

日時　２月 13 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

期日・会場　３月４日（水）・
18 日（水）＝御津福祉保健セ
ンター ▽３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７月・８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


