
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

12月７日、21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

精神科医師によるここ
ろの相談／３人程度

12月１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

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

電話相談は随時。来所は予約が必要
※保健支援課は土・日曜日、祝日、年末年始を除く
※エポレは月～土曜日、豊田ころもサポートは月～
金曜日の午前９時～午後４時（祝日、年末年始、施
設が定める休みを除く）

保健支援課　☎34・6855　FAX34・6051
地域生活支援センター  エポレ　☎25・0052
地域生活支援センター  豊田ころもサポート
☎32・8112

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

問合せ

毎週水曜日午前10時～午後４時
※年末年始、祝日を除く

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

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　保健支援課
　（☎34・6855、FAX34・6051、
　　✉hokenshien@city.toyota.aichi.jp）お酒との付き合い方について考えてみませんか

　11月10日～16日は「アルコール関連問題啓発週間」です。
　お酒は生活に豊かさと潤いを与える一方で、「不適切な飲酒」はアルコール健康障がいの原
因となり、本人の健康の問題だけでなく、家族や友人などの身近な人も悲しませてしまうお
それがあります。厚生労働省「健康日本21」では、「節度ある適度な飲酒量」の基準を「１日平
均純アルコールで20㌘程度」としています。
　ご自身の飲酒量を振り返り、お酒との付き合い方について考えてみませんか？

ビール 500ミリ㍑ ７㌫のチューハイ 350ミリ㍑

日本酒 １合 25㌫の焼酎 100ミリ㍑

ワイン 200ミリ㍑ ウイスキー 60ミリ㍑

節度ある適度な飲酒
アルコール量

１日平均

20㌘
の目安

純アルコール量(㌘)＝お酒の量(ミリ㍑)×アルコール度数(㌫)÷100×比重(0.8)

（10月１日現在）
豊田市の人口・世帯数 218,483人男 性

201,539人女 性
420,022人人 口

183,074世帯世 帯 数

救急診療のご案内
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

西山町 ☎34・3000

診療時間　※受付は終了30分前まで

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

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

地域医療センター救急診療 西山町 ☎34・3000

大人も子どもも利用できる

若林西町　　たつや整形外科クリニック ☎52・33003

深田町　　なかね整形外科 ☎74・00667

14 高　上　　かみや外科クリニック ☎88・8568

大清水町　　山口胃腸科外科クリニック ☎46・221121

御立町　　吉田整形外科病院 ☎89・181823

本　町　　窪田整形外科リウマチクリニック ☎52・163128
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Download here!

FREE
APP

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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