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健 診 名 な ど と       き 対　　象

す く す く 教 室
Aula de preven�ão 
sobre a alimenta�ão e
exer�icio pare beb�

2月8日(水)
受付   9:30～9:50

生後5・6カ月ころ
の児

定員30人 　1月24日(火）から電話予約を開
始　内容：離乳食の話と試食・声浴

歯　科　健　診
Aula de preven�ão
odontológica

2月21日(火） 
受付 12:30～13:30 就学前までの児

定員40人  1月24日(火）から電話予約を開始
持ち物 : 歯ブラシ・タオル/フッ素塗布300円

うさぎっこ広場 
Reunião das mães
e do bebê

2月27日(月)
受付   10:00～12:00

0歳から3歳までの
児と母親

予約不要。交流場所としてお使いください。
赤ちゃんのミルク以外の飲食は不可

むし歯予防教室
Aula de orienta�ão
de preven�ão de cárie

2月20日(月)
受付   9:30～9:50

平成17年1月生ま
れの児

定員20人  1月24日(火）から電話予約を開始

　わんぱく教室
Conselho sobre 
nutri�ão da crian�a

3月7日（火）
受付   9:30～9:50

平成16年1・2月生
まれの児

定員20人 1月24日(火）から電話予約を開始 
内容：生活習慣・栄養の話とブラッシング指導

INFORMATION

２月の保健ガイド
お問い合わせは、保健センターまでどうぞ。
☎（34）5311　  （34）5969
ホームページhttp://www.hm3.aitai.ne.jp/̃kenkouka/▲

健診などの予約時間＝午前8時30分から
　　　　　　　　　　　午後5時15分まで
※場所の記載がない場合の会場は、保健センターです。

健 診 名 な ど と      き 対　　象

3・4 カ月児健診
 Exame M�dico para
 bebês de 3 ～ 4 meses 

2月14日(火)
受付  12:45～14:00 　事前に健診案内文

と問診票を対象者に
送付します。転入な
どで届かなかった人
はご連絡ください
　なお、この健診は
予約制ですが、通知
された日程で受けら
れる時は、予約の必
要はありません
　指定日で受けられ
ない時のみ、別日を
予約しますのでお知
らせください

2月28日(火)
受付  12:45～14:00

1 歳 6 カ月児健診
 Exame M�dico para
 crian�as de 18 meses

2月 9日(木)
受付  12:45～14:00
2月16日(木)
受付  12:45～14:00
2月23日(木)
受付  12:45～14:00

3 歳 児 健 診
 Exame M�dico para
 crian�as de 3 anos

2月1日(水)
受付  12:45～14:00
2月 15日(水)
受付  12:45～14:00

GUIA　DA　SAÚDE　PÚBLICA

教 室 名 な ど と　　き 対　　象

母子健康手帳交付
 Entrega da carteira de
 saúde Materno-Infantil

2月7日（火)・16日
(木）・22日(水)
受付   9:30～11:30

妊婦

持ち物 : 妊娠届出書
日程で都合の悪い人はご連絡ください

母 　 親   学   級
マタニティコース
 Classe de orienta�ão 
para cuidar de crian�a

1月27日（金）
受付   9:15～9:30

妊娠16週以降の
初妊婦

持ち物 : 母子健康手帳、筆記用具、エプロン

母 　 親   学   級
お っ ぱ い コ ー ス

  Aula para os pais
　Amamenta�ão

2月10日（金）　　
受付   9:15～9:30

妊娠16週以降の
初妊婦

持ち物 : 母子健康手帳、筆記用具
予約受付中

母 　 親   学   級
子 育 て コ ー ス

  Aula para os pais 
  sobre crian�ão filhos

3月10日（金）　　　
受付   9:15～9:30

妊娠16週以降の
初妊婦

持ち物 : 母子健康手帳、筆記用具

両　 親   学   級
 Aula para futuros 
pais

2月24日（金）　　　
受付   9:00～9:15

妊娠16週以降の初妊婦
で夫婦で参加できる人

持ち物 : 母子健康手帳、運動のできる服装
定員25組　予約受付中

相   談   名 と　　き 備　　考
月曜育児相談
月曜健康相談

Consulta sobre cuidados
com a crian�a 
Consulta sobre a saúde 

2月6日・13日・20日・
27日の月曜日
受付   9:00～11:00

27日は助産師の相
談があります

出前育児相談
Consulta sobre cuidados
com a crian�a antes do  
nascimento

2月14日(火)
受付   9:30～11:00

場所は三好丘交流セン
ター。保健師・歯科衛生
士の相談、管理栄養士
の栄養相談があります

成人歯科相談
 consulta odontológica
 para adultos

2月8日(水)
 受付   13:30～15:00

歯科医師による相
談。時間指定あり

定員 5人　予約受付中

妊　婦
▲

　
GRAVIDEZ

注）当日の持ち物は事前に郵送する健診のお知らせをご覧ください。
（健診によって持ち物が変わりますのでご注意ください）指定され
た日より前に受けることはできません。各健診では対象月齢に合わ
せた成長・発達を診ていますので、変更は指定日以降で受け付けて
います。 

乳幼児

▲

　3・4カ月児健診、1歳6カ月児健診、3歳児健診は、番号札（番号シール）を午前11時30分から配布しますが、受け付けは午後0時45分から2時までです。なお番号札（番号シール）を取られた人でも、受付開始後、番号を呼ばれたときにいない場合は、順番が後になることが
ありますのでご承知ください。CRIANÇAS

健康に関して相談のある人は、気軽にご相談ください。母子
健康手帳・三好町発行の健康手帳をお持ちください。相　談

▲

　
CONSULTA

注）各教室などの予約受付期間は、開催日の1週間前までです。定員を
超える場合は抽選を行います。（定員に満たない場合は以降も随時受
け付けします）
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救急医療施設の連絡先
■休日・夜間の救急医療施設
※電話で確認してからお越しください。
●三好町民病院（三好町大字三好字八和田山15）…☎0561(33)3300

■2月の休日救急外科
（昼間当直午前9時から午後5時まで）

 保健センターからのお知らせ 

  5日(日)小早川整形外科（豊田市市木町5-1-2）

　　　　  …………………………☎ 0565(88)3311

11日(祝)豊田クリニック（豊田市平芝町4-8-1）

　　　  ……………………………☎ 0565(31)5533

12日(日)牧原胃腸科外科診療所（豊田市青木町1-8-6）

　　　  ……………………………☎ 0565(45)8684

19日(日)斎藤病院（豊田市四郷町森前166-1）

　　　  ……………………………☎ 0565(44)0033

26日(日)浅井クリニック（豊田市中根町永池175-1）

　        ……………………………☎ 0565(53)7711

１　この冬のインフルエンザ対策は手洗い・うがいが基本　～インフルエンザは予防から～
　インフルエンザQ&A
　Q　インフルエンザと普通の風邪の違いは
　A　どちらもウイルスによる感染症。普通の風邪は、のどの痛み、鼻汁、くしゃみが中心で、発熱も37～　
　　38℃程度がほとんどです。一方インフルエンザは 38～ 39℃以上の突然の発熱に加え、頭痛、全身のだ
　　るさ、筋肉や関節の痛みなど全身症状を伴うのが特徴で、重症化することもあるので十分注意が必要です。
　Q　予防法は
　A　次のことが効果的です
　　　1外から帰ったら、うがいや手洗いをしっかりする
　　　2睡眠・食事のバランスに気をつける
　　　3風邪・インフルエンザの流行中は、人ごみをなるべく避ける
　　　4室内では適度な室温と湿度を保つ（マスクなどでのどの乾燥を防ぐのも効果的）
　　　5インフルエンザに対しては、早めに予防接種を受ける
　Q　どのように治したらいいですか
　A　次のことに心掛けてください
　　　1できるだけ安静にし、体を休める
　　　2消化機能が落ちる時は、消化の良い食べ物をとるようにする
　　　3熱が高い時は、水分を多くとるようにする
　　　4気になる症状があったら、早めに病院を受診する

２　冬の食中毒にご注意ください
　冬は気温が低いため、食中毒に対して油断しがちです。しかし、食中毒は冬にも多く発生します。風邪の症
状と似ているため、気付かない場合もあるそうです。
　冬に起きる食中毒の原因に多いウイルスは小型球形ウイルスで、人の腸の中でしか増殖しないものです。原
因に生ガキなどの二枚貝からの感染があります。またほかにも感染した人の下痢や吐いたものなどの汚物の後
処理をしたときに、ウイルスが手に付着して感染が広がることが多くあります。免疫力や体力が低い子どもや
お年寄りなどは特に注意が必要です。
症状…吐き気、腹痛、下痢、発熱（38℃以下）
対策…食品の１分以上の加熱
　　　カキなどの二枚貝の生食を避ける
　　　せっけんでの手洗い（特に調理前、食事前、トイレの後は必ず）
　　　冷蔵庫での食品の保存
　　　調理具（まな板・包丁・ふきんなど）の洗浄と消毒
　　　下痢などの症状があるときは食品を扱わない

※下記の医療機関へ電話するときは、必ず豊田市の市外局番
（0565）を付けておかけください。
●豊田地域医療センター（豊田市西山町）……☎0565(34)3000
①内科・外科（翌朝午前8時30分まで）
　平日…午後7時から、
　土曜日…午後2時から（外科は午後7時から）
　日・祝…午後5時から
②歯科　日・祝のみ…午前10時から午後2時30分まで
●休日救急内科診療所（豊田市西山町）………☎0565(32)7150
　内科　日・祝…午前9時から午後4時30分まで
●愛知県救急医療情報センター………………☎0565(34)1133
（上記で救急診療が利用できない場合、医療機関を検索）
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