
母親学級

離乳食教室

2歳児料理教室

子どもの健康カレンダー平成28年版

保 存 版

　妊婦さんを対象に妊娠中の過ごし方や育児の体験を行い、安心して出産・育児を行えるように母親学級を開催します。
ほかの妊婦さんとの交流や情報交換をする機会にもなっています。

　初めての離乳食！いろいろな不安もいっぱい。バランスの
とれた大人の食事から取りわけるコツを知ることができます。

　お子さんと一緒に簡単な料理を作ります。

※受付：午前 9時 15分～ 9時 25分　教室開始前にアン
ケートを記載していただきますので早めにお越しくださ
い。

※ 1回目のマタニティビクスは早産予防のため、当日 20
週を過ぎた方にお勧めします。

※申込締切日■それぞれ開催日の 5日前まで

※申込締切日■開催日の 5日前まで

※申込締切日■開催日の 5日前まで

※事前申込み

※事前申込み

テーマ 内容 時間 持ち物

1 回目 妊娠中の生活のポイント
（運動・栄養・歯科）

・インストラクターの指導によりマタニティビクス！
　〜ヨガの要素を取り入れて〜
・妊娠中の食事のポイント（講義）
　お昼は野菜たっぷりヘルシー食を味わってみましょう
・妊娠中の歯の健康について（講義・染め出し）

午前9時30分

〜

午後2時

母子健康手帳、筆記用具、
歯ブラシ、手鏡、ハンカチ、
試食の材料費 350 円　
※運動ができる服装でお越
しください

2 回目 両親学級

・新生児期の育児のポイント
・子育て支援サービスの紹介
・育児体験〜楽しく沐浴・抱っこ・おむつ交換の実習〜
・妊婦シミュレーター〜パパはママの気持ちを実感！〜
※できるだけパパと一緒にご参加ください。

午前9時30分

〜

午後0時30分

母子健康手帳、筆記用具、
富士吉田市子育てサービス
ガイド（妊娠届出時に配布
された資料）

＜年間日程＞　場所：富士北麓総合医療センター3階

　「言葉が遅いな」、「落ち着きがないな」など発達が気に
なるお子さんの言葉や社会性を親子のふれあいや集団遊
びを通して育てます。

※事前申込み【すこやか教室】

5月コース 8月コース 11月コース 3月コース

1回目 10日（火） 16日（火） 9日（水） 8日（水）

2回目 14日（土） 20日（土） 12日（土） 11日（土）

場所 富士北麓総合医療センター

時間 午前11時30分〜午後2時ごろ

日程

5月13日（金） 7月6日（水）

9月6日（火） 11月7日（月）

H29年1月12日（木） H29年3月6日（月）

場所 富士北麓総合医療センター

時間 午前10時〜正午

日程

4月14日（木） 6月8日（水）

8月5日（金） 10月12日（水）

12月8日（木） H29年2月8日（水）
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市立図書館

下二小

市民会館
第二駐車場
（旧市立病院跡地）

下吉田中

乳幼児健診などの会場は
富士北麓総合医療センター
（緑ヶ丘2-7-21）
＊駐車場のご案内＊
センターの駐車場は台数に限りがありま
す。満車時は市民会館第二駐車場（旧
市立病院跡地）をご利用ください。

各種相談やお問い合わせ
富士吉田市役所
健康長寿課　健康推進担当
産業会館1階（下吉田6-1-1）
☎22-1111　内線637・799

　お子さんの発達や発育に心配のある方や育児に関す
る心配ごとがある方は、お気軽にご相談ください。　
　小児科医や心理相談員が専門的に相談に応じます。

※事前申込み【すこやか相談】

※この用紙は取り外してお使いください。



乳幼児健診・相談

問合せ■健康長寿課　健康推進担当　☎ 22-1111　内線 637・799

お手数ですが、受診できないときはご連絡ください。

場所■富士北麓総合医療センター 3階
受付時間■午後 0時 50分～ 1時 10分
★場所などの変更がある場合もありますので、広報紙やホームページでご
確認ください。

★満車時は市民会館第二駐車場（旧市立病院跡地）をご利用ください。

★検査セットは「2歳児歯とこころの相談」でお渡ししています。手元にない場合は健康長寿課までお越しください。

4
カ
月
乳
児
健
診

周りの人を目で追ったり、あやすと笑っ
たり、愛らしく感じるころで、発育や発
達を確認する最初の時期になりました。
予防接種や離乳食の始め方を知ったり、
日ごろの心配事を相談できます。

【内容】
1. 問診　2. 集団指導　3. 計測　4. 診察　
5. 個別相談　6.BOOKスタートの話

【持ち物】
4カ月児健康診査票、母子健康手帳、バ
スタオル、おむつ、筆記用具

健診日程 対象児 健診日程 対象児

4月 26日（火） 平成27年12月1〜20日生 10月 26日（水） 平成28年6月1〜20日生

5月
18日（水） 平成27年12月21〜平成28年1月15日生

11月
16日（水） 平成28年6月21〜7月10日生

24日（火） 平成28年1月16〜31日生 24日（木） 平成28年7月11〜31日生
6月 29日（水） 平成28年2月1〜20日生 12月 14日（水） 平成28年8月1〜20日生

7月
13日（水） 平成28年2月21〜3月10日生

1月
18日（水） 平成28年8月21〜9月10日生

27日（水） 平成28年3月11〜31日生 25日（水） 平成28年9月11〜30日生
8月 17日（水） 平成28年4月1〜20日生 2月 22日（水） 平成28年10月1〜20日生

9月
14日（水） 平成28年4月21〜5月10日生

3月
15日（水） 平成28年10月21〜11月10日生

28日（水） 平成28年5月11〜31日生 23日（木） 平成28年11月11〜30日生
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1 歳を過ぎ、よちよち歩き始め、子ども
は好奇心にあふれています。この大切な
時期にお子さんの成長を確認しましょ
う。初めて「歯」の健診をする良い機会
にもなります。

【内容】
1. 問診　2. 集団指導　3. 歯科診察　4. 身
長・体重測定　5. 診察　6. 個別相談

【持ち物】
1歳 6カ月児健康診査票、食事のおたず
ね、母子健康手帳

健診日程 対象児 健診日程 対象児

4月
20日（水） 平成26年9月1〜17日生

10月
19日（水） 平成27年3月1〜21日生

27日（水） 平成26年9月18〜10月11日生 27日（木） 平成27年3月22〜4月3日生
5月 25日（水） 平成26年10月12〜31日生 11月 15日（火） 平成27年4月4〜30日生

6月
15日（水） 平成26年11月1〜25日生

12月
15日（木） 平成27年5月1〜19日生

22日（水） 平成26年11月26〜12月9日生 21日（水） 平成27年5月20〜6月9日生
7月 12日（火） 平成26年12月10〜31日生 1月 24日（火） 平成27年6月10〜30日生

8月
18日（木） 平成27年1月1〜19日生

2月
15日（水） 平成27年7月1〜20日生

24日（水） 平成27年1月20〜2月8日生 21日（火） 平成27年7月21〜8月12日生
9月 27日（火） 平成27年2月9〜28日生 3月 9日（木） 平成27年8月13〜31日生
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乳歯が生えそろう時期、歯みがきのコツを知
り、家族みんなで虫歯を予防しましょう。絵
本の読み聞かせ、子どもの心の発達につい
て、専門の先生のお話を聞くことができます。

【内容】
1. 問診　2. 集団指導　3. 身長・体重測定　
4. 歯科診察（保護者も行います）　5. 歯
みがき指導　6. 個別相談

【持ち物】
2歳児歯とこころの相談診査票、食事の
おたずね、保護者用歯周疾患検診票、母
子健康手帳、歯ブラシ、フェイスタオル

健診日程 対象児 健診日程 対象児

4月 21日（木） 平成25年11月1〜20日生 10月 20日（木） 平成26年5月1〜14日生

5月 19日（木） 平成25年11月21〜12月10日生 11月 10日（木） 平成26年5月15〜6月6日生
26日（木） 平成25年12月11〜31日生 17日（木） 平成26年6月7〜30日生

6月 16日（木） 平成26年1月1〜21日生 12月 22日（木） 平成26年7月1〜17日生23日（木） 平成26年1月22〜2月6日生

7月 14日（木） 平成26年2月7〜28日生 1月 19日（木） 平成26年7月18〜8月6日生
26日（木） 平成26年8月7〜31日生

8月 25日（木） 平成26年3月1〜26日生 2月 16日（木） 平成26年9月1〜17日生
23日（木） 平成26年9月18〜10月11日生

9月 15日（木） 平成26年3月27〜4月14日生 3月 16日（木） 平成26年10月12〜31日生29日（木） 平成26年4月15〜30日生
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3 歳児は人格形成の大切な時期。生まれ
てから初めての目や耳、尿の検査もでき
る機会です。子どもの心の発達について
専門の先生に相談できます。

【内容】
1. 尿検査　2. 問診・発達検査　3. 歯科診察　
4. 身長・体重測定　5. 診察　6. 個別相談

【持ち物】
3歳児健康診査票（当日までに、視力検査・
聴力検査を家で行い、結果を問診票に記
入してください）、食事のおたずね、母子
健康手帳、尿

健診日程 対象児 健診日程 対象児

4月 22日（金） 平成24年10月1〜23日生 10月 21日（金） 平成25年4月1〜15日生

5月 20日（金） 平成24年10月24〜11月11日生 11月 11日（金） 平成25年4月16〜5月6日生
27日（金） 平成24年11月12〜30日生 18日（金） 平成25年5月7〜31日生

6月 17日（金） 平成24年12月1〜19日生 12月 16日（金） 平成25年6月1〜19日生24日（金） 平成24年12月20〜平成25年1月9日生

7月 15日（金） 平成25年1月10〜31日生 1月 20日（金） 平成25年6月20〜7月10日生
27日（金） 平成25年7月11〜31日生

8月 19日（金） 平成25年2月1〜22日生 2月 17日（金） 平成25年8月1〜23日生
24日（金） 平成25年8月24〜9月11日生

9月 16日（金） 平成25年2月23〜3月14日生 3月 17日（金） 平成25年9月12〜30日生30日（金） 平成25年3月15〜31日生
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乳歯が生え始め、離乳食も後期に入って
いく時期です。さらに、活動範囲がどん
どん広がっていく時期でもあります。お
子さんの健やかな成長を確認しつつ、こ
の時期の育児のポイントを知りましょう。

【内容】
1. 問診　2. 集団指導　3. 計測　4. 個別
相談

【持ち物】
9カ月児健康診査票、母子健康手帳、バ
スタオル、おむつ、筆記用具

健診日程 対象児 健診日程 対象児

4月 28日（木） 平成27年7月1〜31日生 10月 25日（火） 平成28年1月1〜19日生
28日（金） 平成28年1月20〜31日生

5月 17日（火） 平成27年8月1〜31日生 11月 25日（金） 平成28年2月1〜29日生

6月 30日（木） 平成27年9月1〜30日生 12月 13日（火） 平成28年3月1〜31日生

7月 28日（木） 平成27年10月1〜31日生 1月 17日（火） 平成28年4月1〜30日生

8月 23日（火） 平成27年11月1〜30日生 2月 14日（火） 平成28年5月1〜31日生

9月 13日（火） 平成27年12月1〜31日生 3月 10日（金） 平成28年6月1〜30日生
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