
健診名 内容 時間

【内容】 4月7日 (木) R3 3月 生

★身長・体重測定 5月12日 (木) 4月 生

★問診　★診察 6月2日 (木) 5月 生

☆おっぱい相談 （希望者のみ） 7月7日 (木) 6月 生 【受付時間】

8月4日 (木) 7月 生 13：00～13：30

※ 対象月に受診できない場合、 9月1日 (木) 8月 生

　 翌月の健診は受けられません。 10月6日 (木) 9月 生

11月10日 (木) 10月 生

【持ってくるもの】 12月1日 (木) 11月 生

　母子健康手帳 1月12日 (木) 12月 生

※赤ちゃん健診と同じ日に （おっぱい相談希望者は 2月2日 (木) R4 1月 生

　実施します（要予約） 　タオルを3枚程度もってきてください） 3月2日 (木) 2月 生

教室名 内容 時間

【内容】 4月20日 (水) R3 12月 生

★育児についてのお話　他 5月18日 (水) R4 １月 生

★絵本の読み聞かせ、プレゼント 6月15日 (水) ２月 生

7月20日 (水) ３月 生 13：30～15：00

※ 対象月に参加できない場合は、 8月17日 (水) ４月 生 （受付　13：15～）

　 翌月の教室にご参加ください。 9月21日 (水) ５月 生

10月19日 (水) 6月 生

11月16日 (水) 7月 生

【持ってくるもの】 12月21日 (水) 8月 生

　母子健康手帳　 1月18日 (水) 9月 生

　バスタオル 2月15日 (水) 10月 生

3月15日 (水) 11月 生

【内容】 4月26日 (火) R3 12月 生

★離乳食についてのお話 5月31日 (火) R4 1月 生

★離乳食の試食 6月29日 (水) 2月 生

※ 要予約 　 7月27日 (水) 3月 生

　　事前に電話で ※ 対象月に参加できない場合は、 8月30日 (火) 4月 生 10：00～12：00

　  お申込みください。 　 翌月の教室にご参加ください。 9月28日 (水) 5月 生 （受付　9：45～）

10月25日 (火) 6月 生

【持ってくるもの】 11月29日 (火) 7月 生

　母子健康手帳　　 12月20日 (火) 8月 生

1月31日 (火) 9月 生

2月28日 (火) 10月 生

3月14日 (火) 11月 生

令和4年度 乳児健診・育児教室 日程表

お問合せ先：健康管理センター☎0986-52-8481　

すくすく教室

もぐもぐ教室

日程 対象児

日程 対象児

赤ちゃん健診
(1歳児健診)

　【場所】健康管理センター 

おっぱい相談
(希望者)

生後３～５か月

生後４～５か月

各種健診・教室の対象児には
個別に通知を行います。

台風や災害の関係で中止や延期になる場合は、

町ホームページにも新日程を掲示しますので

ご確認ください。

【三股町ホームページ】

＞子育て ＞子どもの健康

＞乳幼児健診・育児教室について

子育てに悩んだら、いつでもご連絡ください♪

健康管理センターには保健師・助産師・管理栄養士がいます。

お子さんのことで、心配なこと、気になることがあれば

お気軽にご相談ください。

※ お子さんの計測や、おっぱいについての相談、

言語聴覚士や、心理士への相談を希望される場合は、

日程の調整を行いますので、事前にご連絡ください。



健診名 内容

【内容】 4月14日 (木) R2 8月 生

★身長・体重・頭囲・胸囲の測定 5月26日 (木) 9月 生

★問診（発達の確認） 6月9日 (木) 10月 生

★内科、歯科の診察 7月14日 (木) 11月 生

☆個別相談 　※希望者のみ 9月8日 (木) 生

　（心理相談、歯科相談、栄養相談） 10月13日 (木) R3 ２月 生

11月24日 (木) 3月 生

【持ってくるもの】 12月8日 (木) 4月 生

　母子健康手帳 2月9日 (木) 5月 生

　アンケート 3月9日 (木) 6～7月 生

【内容】 4月21日 (木) R1 8月 生

★身長・体重・頭囲・胸囲の測定 5月19日 (木) ９月 生

★問診（発達の確認）　★歯科の診察 6月16日 (木) 10月 生

★歯科衛生士によるブラッシング指導 7月21日 (木) 11月 生

☆個別相談 　※希望者のみ 9月22日 (木) 生

　（ことば相談、栄養相談） 11月17日 (木) R2 2～3月 生

【持ってくるもの】 1月19日 (木) 4～5月 生

母子健康手帳　アンケート 3月16日 (木) 6～7月 生

【内容】 4月28日 (木) H30 6月 生

★身長・体重・頭囲の測定 6月23日 (木) 7月 生

★問診（発達の確認） 7月28日 (木) 8月 生

★内科、歯科の診察 8月25日 (木) 9～10月 生

★尿検査、視聴覚検査 9月15日 (木) 11月 生

☆個別相談 　※希望者のみ 10月27日 (木) 12月 生

　（心理相談、ことば相談、栄養相談） 12月15日 (木) H31 1～2月 生

【持ってくるもの】 1月26日 (木) 3～4月 生

　母子健康手帳　アンケート　検尿 2月16日 (木) R1 5月 生

3月23日 (木) 6月 生

お問合せ先：健康管理センター☎0986-52-8481  

令和4年度　幼児健診　日程表
【受付時間】13：00～13：30　【場所】健康管理センター

日程 対象児

１歳６か月児健診

２歳６か月児
歯科健診

３歳児健診

R2.12月～R3.１月

R1.12月～R２.１月

市町村で行われる健診は、

病院で受ける健診とは内容が異なります。

様々な専門職が1つの会場に集まっており、

お子様の大切な「節目の健診」が

1日で終わるだけでなく、

様々な相談に対応することができます。

「こんなこときいていいのかな…？」と思わずに、

お気軽に、なんでも相談してくださいね♪

1歳6か月 ～

対象児には個別に通知を行います。
当日ご都合が悪い場合は、次回の健診が受けられます。

健康管理センターにご相談ください。

【注意】

１歳６か月児健診、３歳児健診は

母子保健法に定められている大切な健診です。

お子様の「節目の健診」です。必ず受けてください。

2歳6か月 ～

3歳6か月 ～


