
健  康 ひ ろ ば

相談名

相 談 機 関
内容 とき／ところ

保健師による
健康相談

生活習慣病予防など
に関する相談

電話相談は随時地域保健課
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
来所は予約が必要

地域保健課
☎34・6627　FAX34・6186

栄養相談、
歯科相談

栄養士・歯科衛生士
による相談

電話相談は随時保健部総務課　
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
来所は予約が必要

保健部総務課
☎34・6723　FAX31・6320

５月25日、６月１日の火曜日午後１時30
分～３時

精神保健福祉
相談

保健支援課（要予約）
☎34・6855　FAX34・6051

専門医によるこころ
の相談／３人程度

６月２日（水）午後２時30分～４時30分
心理職員による
こころの悩み
相談

保健支援課（要予約）
☎34・6855　FAX34・6051

18歳以上が対象のこ
ころの悩み相談／２
人程度

各問合せ先とも相談は予約が必要
※保健支援課は土・日曜日、祝日、年末年始を除く
※エポレは日曜日、祝日、年末年始、施設が定める
休みを除く月～土曜日の午前9時～午後4時

精神保健福祉士・保健師
による
こころの悩み
相談

こころの病気などに
関する相談

保健支援課  ☎34・6855　FAX34・6051
地域生活支援センター  エポレ  ☎25・0052

土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前
９時～正午、午後１時～５時に専用電話

（☎34・6584）

予防接種に
関する相談

市が実施する予防接
種に関する電話相談

感染症予防課 ☎34・6180　FAX34・6929
※接種歴の確認や予防接種券については感
染症予防課へ

心 と か ら だ に 関 す る お 困 り ご と 、 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い 。

問合せ

毎週水曜日午前10時～午後４時
※年末年始、祝日は除く

精神障がい者家族会による
こころの悩み
相談

家族会によるこころ
の悩み相談 専用電話  ☎070・2214・3397

●問合せ　地域保健課
　（☎34・6627、FAX34・6186、
　　✉chiikihoken@city.toyota.aichi.jp）フレイルの進行を予防するために

　フレイルとは、要介護状態に至る前段階のこと。加齢に伴い、やせや転倒、認知機能低下、閉じこも
りが進んでしまいます。フレイルの進行を予防するため、今、自宅でできる取組を提案します。

できることからやってみましょう！

●座っている時間を減らしましょう
　立つ、歩く、テレビのコマーシャル中に足踏みするなど身体を動かす時間を増やしましょう。
●筋肉を維持しましょう！関節も固くならないように気をつけて
　ラジオ体操などの運動は筋肉の衰えを予防します。スクワットなど足腰の筋肉を強める運動も有効です。
●日の当たるところで散歩を
　天気が良ければ屋外の解放された場所で体を動かしましょう。
●しっかりバランス良く食べましょう
　※食事制限をうけている人はかかりつけ医の指示に従ってください。
●毎食後、寝る前に歯を磨きましょう
　口の清潔を保つことは感染症予防にも有効です。義歯の清掃も大切です。
●口周りの筋肉を保ちましょう
　一日三食、しっかり噛んで食べましょう。鼻歌を歌う、早口言葉もオススメです。
●孤立を防ぐ！電話などを利用した交流を
　外出しにくい今こそ、家族や友人が互いに支え合い、電話を活用するなど意識して交流しましょう。

※一般財団法人 日本老年医学会作成リーフレットより抜粋し一部修正

（４月１日現在）
豊田市の人口・世帯数 男 性

女 性

人 口

世 帯 数

救急診療のご案内
西山町 ☎32・7150

西山町 ☎34・3000

休日救急内科診療所

診療時間　※受付は終了30分前まで

地域医療センター救急診療 西山町

とよた急病・子育てコール24（育救さんコール）

急なケガや病気でどうしたらいいか迷った時や応急処
置方法を知りたい時などにお電話ください。看護師・
医師・社会福祉士などの資格保有者が対応します。
※子育ての悩みについても相談可

月～金
　土

日・祝

内科系、外科系（午後７時～翌午前９時）
内科系（午後２時～翌午前９時）  外科系（午後７時～翌午前９時）
内科系、外科系（午後５時～翌午前９時）
歯科系（午前10時～午後３時）

年中無休・24時間受付0120・799192

※受付は午前９時～11時30分、午後１時～４時30分

診療日　　日曜日、祝日
　　　　　年末年始（12月30日～翌年１月３日）
診療科　　内科・小児科
診療時間　午前９時～午後５時

☎34・3000

休日救急外科医療機関（当番制）
診療時間　午前９時～午後５時
※受付は終了30分前まで　※外科系の診療に対応

西山町 ☎32・7150
南部休日救急内科診療所 和会町 ☎85   ・0099

21万9,259人
20万2,021人

42万1,280人
18万3,167世帯

大人も子どもも利用できる

喜多町　  きたまちクリニック ☎37・0618

梅坪町　  なかねクリニック ☎37・8800

四郷町　  斉藤病院 ☎44・0033

司　町　  つかさ整形外科 ☎37・3322

曙　町　  細野クリニック ☎28・3665

５２

５

16

３

４

貝津町　  しばはらクリニック ☎45・6633９

中根町　  浅井クリニック ☎53・771123
御立町　  吉田整形外科病院 ☎89・181830

Issuance of Certificate of Income for the FY 2021: From Saturday, June 5　（Ｐ14）

Atestado de Rendimentos do ano fiscal 2021: disponível a partir de 5 de junho (sex)　（Ｐ14）

Notification of Withdrawal from National Health Insurance　（Ｐ14）

O Seguro Nacional de Saúde deve ser cancelado em caso de inscrição em outro tipo de seguro de saúde　（Ｐ14）

Toyota City Scholarship and Educational Grant　 （Ｐ12）

Recruta-se bolsistas para a Bolsa de Estudos municipal　（Ｐ12）
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本紙をスマートフォンや
タブレットでご覧いただ
けます。

Para mais detalhes sobre os assuntos acima 
e muitas outras informações, acesse a Edição
 Digital do Boletim Informativo Koho Toyota. 

Detailed information about the topics 
above and much more on the 
Digital Edition. 

詳細內容和其它信息可以在數位電子版中查詢。

详细内容和其它信息可以在电子版本中查询。

자세한 내용 및 기타 정보는 디지털 
버전에서 확인할 수 있습니다.

รายละเอียดเนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ 
สามารถค้นหาได้จากเว็ปไซต์

詳細な内容とそのほかの情報は
デジタル版で確認できます。

Para más detalles sobre los puntos indicados arriba 
y otras informaciones, acceder a la Edición Digital 
del Boletín Informativo Koho Toyota.
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