
■ 乳児健康診査

月
4 か月児健康診査 10か月児健康診査

日にち 対　象 日にち 対　象

4 月 11 日（水） 平成 29 年 11 月生まれ 18 日（水） 平成 29 年　6 月生まれ

5 月 16 日（水） 平成 29 年 12 月生まれ 23 日（水） 平成 29 年　7 月生まれ

6 月 13 日（水） 平成 30 年　1 月生まれ 20 日（水） 平成 29 年　8 月生まれ

7 月 4 日（水） 平成 30 年　2 月生まれ 11 日（水） 平成 29 年　9 月生まれ

8 月 　8 日（水） 平成 30 年　3 月生まれ 22 日（水） 平成 29 年 10 月生まれ

9 月 12 日（水） 平成 30 年　4 月生まれ 19 日（水） 平成 29 年 11 月生まれ

10 月 10 日（水） 平成 30 年　5 月生まれ 17 日（水） 平成 29 年 12 月生まれ

11 月 　7 日（水） 平成 30 年　6 月生まれ 14 日（水） 平成 30 年　1 月生まれ

12 月 12 日（水） 平成 30 年　7 月生まれ 19 日（水） 平成 30 年　2 月生まれ

1 月 16 日（水） 平成 30 年　8 月生まれ 23 日（水） 平成 30 年　3 月生まれ

2 月 13 日（水） 平成 30 年　9 月生まれ 20 日（水） 平成 30 年　4 月生まれ

3 月 13 日（水） 平成 30 年 10 月生まれ 19 日（火） 平成 30 年　5 月生まれ

内容

・身体計測

・医師の診察

・育児相談

・離乳食教室 ( 栄養相談 )

・絵本の読み聞かせ

・身体計測

・医師の診察

・育児相談

・離乳食教室 ( 栄養相談 )

・絵本の読み聞かせ

・歯の健康相談

持ち物
・母子健康手帳

・健康診査アンケート

・母子健康手帳

・健康診査アンケート

・普段使っている歯ブラシ

会　場 受付時間秩父保健センター 13 時 00 分〜 13 時 45 分

※会場・受付時間・注意事項（右ページ）は、4 か月児健診～ 3 歳児健診共通です。
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■ 幼児健康診査

月
1 歳 6か月児健康診査 2歳児歯科健康診査 3歳児健康診査

日にち 対　象 日にち 対　象 日にち 対　象

4 月 19日（木） 平成 28 年　9 月生まれ 5日（木） 平成 28 年　2 月生まれ 12日（木） 平成 26 年 12 月生まれ

5 月 24日（木） 平成 28 年 10 月生まれ 10日（木） 平成 28 年　3 月生まれ 17日（木） 平成 27 年　1 月生まれ

6 月 21日（木） 平成 28 年 11 月生まれ 7日（木） 平成 28 年　4 月生まれ 14日（木） 平成 27 年　2 月生まれ

7 月 18日（水） 平成 28 年 12 月生まれ 5日（木） 平成 28 年　5 月生まれ 12日（木） 平成 27 年　3 月生まれ

8 月 23日（木） 平成 29 年　1 月生まれ 2日（木） 平成 28 年　6 月生まれ 9日（木） 平成 27 年　4 月生まれ

9 月 20日（木） 平成 29 年　2 月生まれ 6日（木） 平成 28 年　7 月生まれ 13日（木） 平成 27 年　5 月生まれ

10 月 18日（木） 平成 29 年　3 月生まれ 4日（木） 平成 28 年　8 月生まれ 11日（木） 平成 27 年　6 月生まれ

11 月 15日（木） 平成 29 年　4 月生まれ 1日（木） 平成 28 年　9 月生まれ 8日（木） 平成 27 年　7 月生まれ

12 月 20日（木） 平成 29 年　5 月生まれ 6日（木） 平成 28 年 10 月生まれ 13日（木） 平成 27 年　8 月生まれ

1 月 24日（木） 平成 29 年　6 月生まれ 10日（木） 平成 28 年 11 月生まれ 17日（木） 平成 27 年　9 月生まれ

2 月 21日（木） 平成 29 年　7 月生まれ 7日（木） 平成 28 年 12 月生まれ 14日（木） 平成 27 年 10 月生まれ

3 月 20日（水） 平成 29 年　8 月生まれ 7日（木） 平成 29 年　1 月生まれ 14日（木） 平成 27 年 11 月生まれ

内容

・身体計測
・医師、歯科医師の診察
・歯の健康相談
・育児相談
・おやつ教室（栄養相談）

・身体計測
・育児相談
・歯科医師の診察
・歯の健康相談
・フッ素塗布（希望者）
・ブラッシング指導
・栄養相談

・身体計測
・育児相談
・医師、歯科医師の診察
・視聴覚検査
・尿検査
・歯の健康相談
・おやつ教室（栄養相談）

持ち物
・母子健康手帳
・健康診査アンケート
・普段使っている歯ブラシ

・母子健康手帳
・歯科健康診査アンケート
・普段使っている歯ブラシ
・大きめのタオル
・コップ

・母子健康手帳
・採取した尿
・健康診査アンケート
・普段使っている歯ブラシ
・大きめのタオル  ・コップ

注　意
●病院で受診された方は、健康診査の結果を保健センターにご連絡ください。

● 3 歳児健康診査は、保健センターから通知（採尿容器、健康診査アンケート）します。
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