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▲
妊　婦Gravidez

教室名など 日　時 内　容 持ち物 定員 申し込み

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

閉所日を除く火・水・木曜
日受付 9：00～11：00
※都合の悪い人はご連絡
ください。

－

妊娠届出書
※手続きには「個人番号（マイ
ナンバー）」と「本人が確認で
きる書類」が必要です。

－ －

パパママ教室
Curso p/ Papai e Mamãe

1月15日（金）
 9：00～10：30
10：30～12：00

赤ちゃんのお世話体験
（着替え、オムツ替え、
抱っこなど）、沐浴指導

母子健康手帳、子育てサポー
トガイド、筆記用具 各回4組 1月8日（金）

まで

Crianças

▲

乳幼児

教室名 日　程 対　象 内　容 定員 申し込み 備考

すくすく教室
Aula de preven ção

sobre a alimentação e
1月13日（水） 生後7カ月ころ

の子 身体計測、離乳食の話 12人 1月6日（水）
まで

時間は予約時に
ご案内します。

歯 科 健 診
Exame odontológica 1月14日（木） 就学前までの子 歯科医師の診察・フッ化物歯面塗布（希

望児） 16人 1月7日（木）
まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
1月18日（月） 令和元年12月生

まれの子
身体計測、発育・発達およびむし歯予防
の話、ブラッシング指導 16人 1月12日（火）

まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
1月12日（火） 平成30年11月・

12月生まれの子
身体計測、生活習慣・食事の話、ブラッ
シング指導 16人 1月5日（火）

まで

● パパママ教室は、妊娠16週以降の妊婦およびその夫が対象です（妊婦・夫のみでも可）。

健診名 日　程 備　考

教室・相談事業の中止について
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、教室が中止となる場合があります。ご理解をお願いいたしま
す。ご相談のある人は、保健センターへお電話ください。なお今後の予定はホームページをご覧ください。

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

1月12日（火）

● 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。
● 指定日で受けられないときのみ、別の日を予約しますのでお知らせください。ただし、指

定日前への変更はできません。
● 健診によって持ち物が異なります。詳しくは健診案内をご覧ください。

1月26日（火）

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

1月13日（水）

1月28日（木）

1月29日（金）

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

1月6日（水）

1月20日（水）

※場所の記載がない場合の会場は、保健センターです。保健セ
ンター内では、ミルクとお茶以外の飲食は禁止です。他市町村、
または海外から転入された人で、ご不明なことがあれば健康推
進課へお問い合わせください。

1月の保健ガイド
お問い合わせは、健康推進課（保健センター内）へ
☎34-5311  N34-5969

▲

健診などの予約時間 8：30～17：15 ホームページ



救急医療施設の連絡先

23

■1月の休日救急外科（昼間当直：受付 9：00～16：30）■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。
●みよし市民病院
　みよし市三好町八和田山15 ☎0561-33-3300
※年末年始は、12月29日（火）～令和3年1月3日（日）です。
●豊田地域医療センター
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-34-3000

①内科・外科（翌朝8：30まで）
　平日19：00～、土曜日14：00～（外科は19：00～）
　日・祝・年末年始17：00～
②歯科　日・祝・年末年始・お盆のみ10：00～14：30
③小児科　土曜日のみ19：00～翌朝8：30

※年末年始は、12月29日（火）～令和3年1月3日（日）です。
●休日救急内科診療所
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-32-7150

内科・小児科　 日・祝・年末年始の9：00～11：30、13：00
～16：30

※年末年始は、12月30日（水）～令和3年1月3日（日）です。
●愛知県救急医療情報センター ☎0561-82-1133

（上記で救急診療が利用できない場合、医療機関を検索）

時間は受付時間
1日（年始）豊田東リハビリテーション病院

豊田市野見山町3-88-26 ☎0565-89-7700

2日（年始）むつおクリニック
豊田市浄水町伊保原173-1 ☎0565-43-3688

3日（年始）窪田整形外科リウマチクリニック
豊田市本町高根12 ☎0565-52-1631

10日（日）浅井クリニック
豊田市中根町永池175-1 ☎0565-53-7711

11日（祝）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

17日（日）おかもとクリニック
豊田市伊保町下川原97-2 ☎0565-45-3020

24日（日）なかね整形外科
豊田市深田町1-5-3 ☎0565-74-0066

31日（日）かみや外科クリニック
豊田市高上1-16-6 ☎0565-88-8568

　当日行う体力測定とご自身が受けた健康診断の結
果から、あなただけの元気度測定結果票を作成しま
す。その結果票に基づいて、専門スタッフから健康
で元気に過ごすためのアドバイスが受けられます。
日時  指定された火曜日または金曜日9：00～11：00

（要予約）
場所  保健センター運動指導室
対象  市内在住で60歳以上　費用  無料
申込  参加希望日の1週間前までに健康推進課へ電話
※健康状態によっては予約ができない場合がありま
すので、ご了承ください。

　いきいき元気度測定の利用者限定で
健康セミナーを案内しています。専門
の講師がストレッチや筋トレなど気軽
にできる運動メニューを紹介し、皆さ
んの健康づくりをサポートします。ぜ
ひご利用ください。

　皆さんの健康づくりを応援するため、いきいき元気度測定を実施して
います。人生100年時代を元気に過ごすための健康づくりを考えてみま
せんか。

　結果票には皆さんに合った食習慣や運動
習慣のアドバイスが記載されています。

　体力測定のお手伝いや体の
悩みへのアドバイスなどをさ
せていただきます。皆さんの
参加をお待ちしています。

運動指導員
　原

さかきばら
繁
しげる

さん
　全身持久力、柔軟性、筋力、
平衡性の体力測定を実施

　今年度は新型コロナウイルス感染症対策
のため保健センターで実施しています。

いきいき元気度測定
いつまでも元気に過ごすための体力チェック

あなたに合った健康づくりをご提案

健康セミナー
運動を始めるきっかけに
ぜひご利用ください利用

者限定
フリガナ 性 生年
氏　　名 別 月日 ）

●●体体力力測測定定のの結結果果

（（今今回回）） （（今今回回）） （（今今回回）） （（今今回回））
１１回回目目 右右 右右
２２回回目目 左左 左左

改善への意欲 改善への意欲
（（前前回回）） （（前前回回）） （（前前回回）） （（前前回回））

１１回回目目 右右 右右
２２回回目目 左左 左左

※各種目とも数値が大きくなるほど体力が優れています。

・優れている体力は、今後も維持向上を図って
いきましょう。
・改善したい体力は、「おすすめメニュー」を
参考に、体力の向上をお勧めします。

●●食食生生活活ののおおすすすすめめポポイインントト（（健健診診結結果果、、問問診診よよりり））
【【身身体体チチェェッッククのの結結果果】】

ああななたたのの食食習習慣慣 ※標準問診にて選択した項目
体体重重
標標準準体体重重 ●●身身体体活活動動((運運動動・・生生活活活活動動））ににつついいてて
肥肥満満度度（（ＢＢＭＭＩＩ））
腹腹囲囲 現在のあなたの身体活動は

安安静静時時心心拍拍数数 6600拍拍//分分 5500拍拍//分分
体体脂脂肪肪率率

【【健健康康診診査査のの結結果果】】

血血圧圧（（収収縮縮期期））
血血圧圧（（拡拡張張期期））

血血糖糖 9999mmgg//ddll((空空腹腹時時)) 9999mmgg//ddll((空空腹腹時時)) ※
HHbbAA11ｃｃ
AASSTT（（GGOOTT））
AALLTT（（GGPPTT))
γ
ククレレアアチチニニンン

6600..00mmll//mmiinn//11..7733㎡㎡ 6600..00mmll//mmiinn//11..7733㎡㎡
尿尿蛋蛋白白 ＋＋  ****** ＋＋  ******

※※随随時時血血糖糖はは、、＊＊表表示示さされれまませせんん。。

★★今今後後のの目目標標をを立立ててままししょょうう★★
＜＜動動脈脈硬硬化化ののリリススクク表表示示＞＞ ＜＜肥肥満満度度（（BBMMII））のの推推移移＞＞

ステップ１から始めましょう。（別紙）

痛みのない程度で１０～２０秒
かけて、ゆっくり行いましょう。

※準備運動、整理運動を行いましょう。
※水分補給をしましょう。
※運動靴を着用しましょう。

≪≪筋筋力力トトレレーーニニンンググ≫≫

◎◎ママシシンンのの場場合合

2200回回ででききるる重重ささでで各各種種1155回回をを11セセッットト行行いいままししょょ
うう。。

◎◎自自体体重重のの場場合合

スステテッッププ３３をを目目安安にに行行いいままししょょうう。。

筋筋　　　　　　力力
平平　　衡衡　　性性

９９月月ののメメッッセセーージジでですす。。

【【ババラランンスス】】
歩歩行行又又はは同同等等のの身身体体活活動動をを11日日11時時間間以以上上

【【塩塩分分】】

前回
H27年度

おお酒酒あありり　　早早食食いいあありり　　欠欠食食あありり

いきいき

血血圧圧等等にに十十分分注注意意しし、、「「ききつついい」」とと感感じじ
るるととききはは、、無無理理ををせせずずにに、、ひひとと息息つつききまま
ししょょうう。。血血圧圧等等にに十十分分注注意意しし、、「「ききつついい」」
とと感感じじるるととききはは、、無無理理ををせせずずにに、、ひひとと息息
つつききままししょょうう。。

塩塩分分がが多多いいみみそそ汁汁、、漬漬物物、、加加工工食食品品ななどどににはは注注意意ししままししょょうう。。

平平　　衡衡　　性性

全全身身持持久久力力
柔柔　　軟軟　　性性

身身長長

今今回回((平平成成2288年年11月月1133日日))

目目標標達達成成ままででああとと少少ししでですす

歩歩くく速速度度がが速速いい

「目標」とは、歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施している
状態をいいます。

筋筋　　　　　　力力

3300分分以以上上のの運運動動をを週週22回回以以上上

2288..33～～3322..55mmll//kkgg//mmiinn
前回

男ｹﾝｺｳ ﾋｮｳﾀﾛｳ
健康　評太郎　様

全全身身持持久久力力
柔柔　　軟軟　　性性

5599秒秒

昭和17年 7月 1日
74歳

受診番号
作成日

--66～～55ccmm

平成29年 4月 1日

5599秒秒

6600秒秒

マル「キューちゃん」

めざせ！

2299～～3366kkgg

健診日：平成28年1月13日

ああななたたのの同同年年代代のの平平均均値値（（ 7700～～7744歳歳 ））

予予備備群群該該当当
服服薬薬のの為為情情報報提提供供 服服薬薬のの為為情情報報提提供供

予予備備群群該該当当

中中性性脂脂肪肪

血血圧圧

2200..00kkgg//㎡㎡

前前回回((平平成成2288年年33月月11日日))今今回回((平平成成2288年年99月月11日日))

2200..00kkgg//㎡㎡

今回

前前回回((平平成成2233年年99月月11日日))

前々回 今回
H27年度 H28年度

社保健診 いきいき

1166～～5599秒秒

≪≪スストトレレッッチチンンググ≫≫

ﾒﾒﾀﾀﾎﾎﾞ゙ﾘﾘｯｯｸｸｼｼﾝﾝﾄﾄﾞ゙ﾛﾛｰーﾑﾑ判判定定

保保健健指指導導ﾚﾚﾍﾍﾞ゙ﾙﾙ判判定定

◎◎自自分分のの感感覚覚　　　　　　　　「「楽楽ででああるる」」

運運動動のの強強ささはは「「自自分分のの感感覚覚」」をを目目安安ににししてて、、そそのの範範囲囲でで行行いいままししょょうう。。

【【エエネネルルギギーー】】
間間食食ややおお酒酒ななどどののととりり過過ぎぎははあありりまませせんんかか？？検検査査値値のの悪悪化化やや肥肥
満満予予防防ののたためめ、、量量やや頻頻度度をを決決めめてて上上手手にに付付きき合合ええるるとと良良いいでですす
ねね。。食食事事はは11日日33食食をを基基本本にに、、11口口2200～～3300回回をを目目安安ににゆゆっっくくりり噛噛んん
でで食食べべるるののががおおすすすすめめでですす。。

ああななたたはは身身体体活活動動のの目目標標達達成成ままででああとと少少ししでですす。。生生活活活活動動ププララスス1100分分をを取取りり
入入れれ、、よよりり活活発発なな日日常常生生活活をを目目指指ししままししょょうう。。
＜＜身身体体活活動動のの例例（（強強度度はは問問わわなないい））＞＞
推推奨奨：：１１日日4400分分以以上上買買いい物物、、散散歩歩、、階階段段昇昇降降、、庭庭のの掃掃除除、、子子どどももとと遊遊ぶぶ、、運運
動動ななどど
メメタタボボリリッッククシシンンドドロローームムのの改改善善をを目目指指すすたためめににはは、、週週にに１１５５００分分（（１１日日ああ
たたりり約約２２００分分））のの身身体体活活動動がが推推奨奨さされれてていいまますす。。

≪有酸素運動(ウォーキング・自転車など)≫

●●運運動動おおすすすすめめメメニニュューー

6600秒秒

健健診診結結果果でではは、、基基準準値値をを大大ききくくははずずれれたた項項目目ががあありり、、大大変変心心配配でで
すす。。食食事事やや運運動動習習慣慣のの生生活活習習慣慣改改善善ととああわわせせてて医医療療機機関関ににててごご相相
談談くくだだささいい。。

主主食食やや主主菜菜ののととりり過過ぎぎにに注注意意しし、、野野菜菜をを増増ややすすととババラランンススがが良良
くくななりりまますす。。

運運 動動 生生活活習習慣慣（（問問診診）） 

食食 事事 健健康康状状態態 

全全身身持持久久力力 

健康度評価 

「いきいき元気度測定」結果 

柔柔 軟軟 性性 筋筋 力力 平平 衡衡 性性 

生生活活習習慣慣チチャャーートト 

みみよよしし市市健健康康づづくくりり大大使使「「キキュューーちちゃゃんん」」よよりりアアドドババイイスス 

●●ああななたたへへのの健健康康づづくくりり総総合合ココメメンントト●● 

【【優優れれてていいるる体体力力】】 【【改改善善ししたたいい体体力力】】 
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健健診診受受診診

運運動動
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食食事事

実実線線＝＝今今回回

点点線線＝＝前前回回

肥満度

血圧

糖尿病

脂質

喫煙

正常値 危険の度合い


