
◦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

2015. ３. １ー 17

　「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。

食べ方と栄養の相談

女性のためのアラフィフ健幸講座

　加齢を「華麗」なるスタート
と受け止め、今をすてきに過ご
す女性になるための健

けん

幸
こう

講座で
す。
期日・テーマ・講師　下表のと

おり ▼ 時間　14：00 ～ 16：00

▼会場　保健センター ▼対象　
市内に在住の 50 歳前後の女性

▼会費　無料 ▼申し込み　電話
で、保健センターへ

期	日 テーマ 講	師
５月 29 日 女性の一生と「今のわたし」 保健師
６月 12 日 楽らくボディメイキング 健康運動指導士・伊藤聖子

６月 26 日 おいしく！メリハリズム k・k ダイエットケア
管理栄養士・竹内義政

７月 10 日 更年期から「幸年期」へ！
〜これが私の生きる道〜 保健師

※いずれも金曜日

「８０２０めざそう会」会員を募集

　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。

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

　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
■面接相談（予約制）
日時　４月８日（水）９：30

こころの健康相談

～・10：40 ～ ▽４月 27 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

日時　４月 28 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

更年期を上手に過ごす
ために

健康づくり計画マメ知識辞典

　女性は 40 代から 50 代頃に
更年期を迎え、ホルモンの変
化によってあらゆるところに
不調が現れやすくなります。
この時期は、からだやこころ
のリズムを崩し、次のような
症状が出やすくなります。
①冷えやほてり、多汗
②息切れ・動悸（どうき）
③頭痛・めまい・耳鳴り
④気分が落ち込む、わけもな
く不安になる
⑤イライラする、怒りやすい
⑥尿漏れ・残尿感
　こうしたからだやこころの
サインに耳を澄ませ、自分に
起きていることが「更年期に
よくある症状」だと気付くだ
けでも、不安や不調が和らぐ
こともあります。不調を感じ
たら我慢せずに、信頼できる
人や病院に相談したり、生活
習慣を見直して上手に不調を
乗り切る方法を探してみたり
しましょう。
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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

４月 ２ 日（木）26 年 11 月 11 日から 20 日
までに生まれた子ども

バスタオル
４月 ７ 日（火）26 年 11 月21 日から30 日

までに生まれた子ども

４月 16 日（木）26 年12 月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

４月 30 日（木）26 年12 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

４月 ８ 日（水）25 年 ９ 月 20 日から 30 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ４月 14 日（火）25 年 10 月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

４月 22 日（水）25 年10 月 11 日から21 日
までに生まれた子ども

２歳児歯科健診

４月 ３ 日（金）25 年 ４ 月 １ 日から 10 日
までに生まれた子ども

歯ブラシ４月 17 日（金）25 年４ 月 11 日から 20 日
までに生まれた子ども

４月 24 日（金）25 年４ 月 21 日から 30 日
までに生まれた子ども

３歳児健診

４月 15 日（水）24 年１ 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）

４月 23 日（木）24 年１月 11 日から 19 日
までに生まれた子ども

育児相談

　「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　４月 21 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

日時　４月 10 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
３月18日（水） 音羽福祉保健センター
３月23日（月） 保健センター
４月14日（火）　小坂井生涯学習会館
４月15日（水）　音羽福祉保健センター
４月22日（水）　御津福祉保健センター
４月27日（月） 保健センター
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　４月１日（水）＝
御津福祉保健センター ▽４月２
日（木）＝健康福祉センター ▼

時間　10：00 ～ 11：30 ▼ 対象
　平成 26 年９月に生まれた子
どもとその保護者 ▼申し込み　
希望する会場を選んで、当日、
会場へ

ママのための健康体操教室


