
お子さんとご家族の保健センター事業《乳児期編》 

 
妊娠中 出生～４か月 生後２～３か月 ４か月 ５～８か月 

９か月～ 

 １歳６か月 
生まれてからずっと 

事業名 ハッピーパパママ教室 こんにちは赤ちゃん訪問 産後リフレッシュ教室 ４か月児健康診査 
離乳食講習会 

すくすく相談 
前期 後期 

対象者 
母子健康手帳を交付された 

ママとパパ 

生後４か月未満の子と   

その家族  

産後２～３か月の     

お母さんとお子さん 

４か月児 

（４か月になる月が対象） 

５～８か月児と

保護者 

９か月～１歳 ６か月児

と保護者 
乳幼児と保護者 

内容 

＜マタニティライフ編＞ 

お口のケアに関する話 

分娩の進み方にあわせた呼吸法 

妊婦体操  

＜パパママライフ編＞ 

栄養の話、試食 

新生児の特徴と生活の話 抱っこ体験 

＜ベビーライフ編（休日開催）＞ 

育児体験・お父さんの妊婦体験など 

＜助産師・保健師による訪問＞ 

体重測定 

母乳栄養や発育などの相談 

お母さんの体に関する相談 

           など 

＜民生児童委員による訪問＞ 

おめでとうプレゼントを 

お渡しし、子育て情報の紹介

をします  

＜訪問職種＞ 

初産の方：保健師または助産師 

経産の方：保健師・助産師または 

地域の民生児童委員 

 

 

※訪問職種の希望がありました

ら、出生連絡票に記入し提出し

て下さい。 

リフレッシュ体操 

ベビーマッサージ 

座談会 

問診 

身長・体重・頭囲測定 

小児科医による内科診察 

離乳食の話など 

絵本のプレゼント 他 

月齢にあわせた離乳食の進め方の話 

離乳食の試食 

 

 

 

 

発育測定（身長・体重など） 

発育相談 

育児相談 

はみがき相談 

離乳食・栄養相談（要予約） 

卒乳相談（要予約） 

実施日 

＜マタニティライフ編＞  

偶数月第１木曜日 

     ９：３０～１２：００ 

＜パパママライフ編＞ 

奇数月第１木曜日 

     ９：３０～１２：００ 

 

＊受付は各開始時間の１５分前 

よりおこなっています。 

 

 

毎月第４木曜日 

 

受付 ９：１５～９：３０ 

教室 ９：３０～ 

       １２：００頃 

毎月第２・３・４木曜日 

受 付 １ ３ ： ０ ０ ～ １ ３ ： ４ ５ 

＊健診の所要時間は 

９０分 ～１２０分です 

 

※相談内容によって時間が

延長する場合があります。 

毎月第２金曜日 毎月第１火曜日 毎月第３金曜日 

 

受付 ９：００～ 

     １０：３０ 

 

 

受付  １０：１５～１０：３０ 

講習会 １０：３０～１１：３０ 

事前 

通知 
なし 必ず、出生連絡票を生後20日以

内に提出してください。 

事前に訪問者から連絡があります。 

なし あり なし なし 

予約 ベビーライフ編のみ必要 必要（定員あり） 不要 不要 離乳食・栄養相談、卒乳相談は必要 

その他 

 
早めの訪問をご希望の方は、 

保健センターへ電話でお申込く

ださい。 

お母さんのリフレッシュとお子

さんとのスキンシップを楽し

みましょう 

首がすわり、まわりに関心

を持ち始める時期です。 

＊付き添い児の託児が 

あります。 

前期のみ歯の話があります。 

発育測定のみの利用も可。 

相談のある方：保健師・管理

栄養士・歯科衛生士・助産師

が応じます。相談時間は、２０

分程度です。 

持ち物 

＊母子健康手帳、筆記用具 

 水分補給のお茶又はお水 

マタニティライフ編 

動きやすい服装でお越しください  

母子健康手帳・バスタオル 

ミルク・オムツなど 

お母さんの水分補給のお茶 

動きやすい服装でお越しください 

母子健康手帳 

送付されたアンケート 

ミルク・オムツなど 

母子健康手帳 

ミルク・お茶・オムツなど 
母子健康手帳 

詳しくは広報こうなん「保健センターガイド」をご覧ください。 



 

お子さんとご家族の保健センター事業  《幼児期編》 

 
 １歳～１歳６か月 １歳６か月 ２歳０か月・２歳１か月 ２歳４か月～２歳６か月 ３歳 生まれてからずっと 

事業名 歯～ピカ教室 １歳６か月児健康診査 げんきっ子教室 ２歳６か月児歯科健康診査 ３歳児健康診査 すくすく相談 

対象者 １歳０か月～１歳６か月児 
１歳６か月児 

（１歳７か月になる月が対象） 
２歳０か月・２歳１か月の児 ２歳４か月～２歳６か月児 

３歳児 

（３歳０か月になる月が対象） 
乳幼児と保護者 

内容 

むし歯予防の話 

歯垢染め出し 

ブラッシング指導 

 

 

 

問診 

身長・体重測定 

内科診察 

 歯科診察 

生活リズムの話 

フッ化物塗布 

おやつの話と試食 

歯垢染め出し 

ブラッシング指導 

 

 

歯垢染め出し 

ブラッシング指導 

歯科診察 

フッ化物塗布 

問診 

身長・体重測定 

内科診察 

歯科診察 

尿検査 

視力検査・聴力検査 

※視力・聴力検査は、自宅で検査 

出来なかった方のみ行います。 

発育測定（身長・体重など） 

発育相談 

育児相談 

はみがき相談 

離乳食・栄養相談（要予約） 

卒乳相談（要予約） 

実施日 

毎月第３火曜日 

 

受付 ①９：１５～９：３０ 

   ②１０：２０～１０：３０ 

教室 ①９：３０ ～１０：２０ 

   ②１０：３０～１１：２０ 

毎月第２・４水曜日 

受付１３：００～１３：４５ 

＊健診の所要時間は 

９０分～１２０分です 

※相談内容によって時間が延長 

する場合があります。  

毎月第４金曜日 

 

受付 ９：４５～１０：００ 

教室 １０：００～１１：３０ 

毎月第１金曜日 

 

受付１３：００～１３：２０ 

＊健診の所要時間は 

６０分～９０分です  

毎月第１・３月曜日 

受付１３：００～１３：４５ 

＊健診の所要時間は 

９０分～１２０分です 

※相談内容によって時間が延長 

する場合があります。  

毎月第３金曜日 

 

受付 ９：００～ 

１０：３０ 

 

事前 

通知 
なし あり なし なし あり なし 

予約 必要（定員あり） 不要 必要（定員あり） 必要 不要 離乳食・栄養相談、卒乳相談は必要 

その他 
歯が生え始めたらはみがき習慣

をつけましょう。 

ひとりでしっかり歩けるように 

なり、意味のある言葉を話し始める

時期です。 

＊付き添い児の託児があります。 

正しい歯みがきの仕方を確認し

ましょう。 

歯が生えそろい、虫歯が急増

する時期です。 

 

＊付き添い児の託児があります。 

会話ができるようになる時期で

す。 

保健センター最後の健診です。

必ず受けましょう。 

＊付き添い児の託児があります。 

発育測定のみの利用も可。 

相談のある方：保健師・管理栄

養士・歯科衛生士・助産師が応

じます。相談時間は、２０分程

度です。 

持ち物 

母子健康手帳 

ハブラシ、コップ、 

エプロン、タオル 等 

母子健康手帳 

送付されたアンケート 

ハブラシ、タオル、オムツ 等 

母子健康手帳 

ハブラシ、コップ 

エプロン、タオル 等 

母子健康手帳 

ハブラシ、コップ 

エプロン、タオル 等 

母子健康手帳 

送付されたアンケート 

視力・聴力検査用紙 等 

母子健康手帳 

日程は変更になることがあります。詳しくは広報こうなん「保健センターガイド」をご覧ください。 

保健センターホームページ：   http://www.city.konan.lg.jp/kenkouesei /hoken_center/TOP/top.htm 

江南市保健センター   電話（０５８７）５６－４１１１ 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

http://www.city.konan.lg.jp/kenkouesei%20/hoken_center/TOP/top.htm

