2022/3/31 現在

令和４年度

新型コロナウイルスの影響により、健診や離乳食教室は各回の人数に応じて受付時間を変更すること
がありますので、詳しくは通知や広報でご確認ください。
なお、感染状況に応じて各事業が中止または延期になる場合もありますので、ご了承ください。

おおひら子育て予定表

■母子健康手帳交付・妊婦健康相談：福祉センター
（妊婦健康診査助成券・乳児健康診査受診券交付）
（万葉のびのび子育て支援券交付）
午後１時～１時１５分

■4～5か月児健康診査：福祉センター

所要時間

約１時間

受付時間

①午後０時１５分～ ②午後０時３０分～

持 ち 物

妊娠届・印鑑・マイナンバーカード（通知カード+身分証明書）

持 ち 物

母子健康手帳・問診票・バスタオル

開設日

４月1日（金）・１5日（金）
５月６日（金）・２０日（金）
６月３日（金）・１７日（金）
７月１日（金）・１５日（金）
８月５日（金）・１９日（金）
９月２日（金）・１６日（金）

１０月７日（金）・２１日（金）
１１月４日（金）・１８日（金）
１２月２日（金）・１６日（金）
１月６日（金）・２０日（金）
２月３日（金）・１７日（金）
３月３日（金）・１７日（金）

赤ちゃんを連れて遊びに来ませんか。赤ちゃんと自
由に遊んだり、保護者同士でおしゃべりしたりできます。

※受付時間・持ち物等の詳細は医療機関にお問い合わせください。

受付時間

実施月日
５月２６日（木）
７月２８日（木）
９月２２日（木）
１１月２４日（木）
１月２６日(木）
３月２３日（木）

■子育てふれあい広場

■ベビーのゆったりタイム

■2か月児健康診査：医療機関

対 象 ：未就学のお子さん
場 所 ：大衡児童館（345-4626）
実施日：毎週火曜日・木曜日
午前10時～11時30分
※申し込みは必要ありません。

対 象 ：０歳のお子さん
場 所 ：福祉センター(345-0253)
実施日：毎月第３月曜日
（祝日の場合は翌火曜日）
午前10時～11時30分
持ち物 ：バスタオルなど
※申し込みは必要ありません。

対象児
令和３年１２月・令和４年１月生まれ
令和４年２月・３月生まれ
令和４年４月・５月生まれ

児童館の図書スペースやホールを、未就学児の遊び
場やその保護者の交流の場として開放しています。

令和４年６月・７月生まれ

■大衡村子育て支援センター （おひさまくらぶ）

令和４年８月・９月生まれ
令和４年１０月・１１月生まれ

未就園児と保護者が自由に遊んだり、体験活動に参加したりできます。また、保育士や看護師が
子育て相談も行っています。（電話相談可）

※都合により開設日に来られない方は、健康福祉課までご相談下さい。

■8～9か月児健康診査：医療機関
対 象 ：未就園のお子さん
場 所 ：主におおひら万葉こども園（344-3028） 月の最終週の体験活動は福祉センター(345-0253)
自由開放 ●開放日時：月～金曜日（祝日、年末年始、お盆期間中を除く）
午前１０時～11時30分・午後1時～３時
体験活動 ●開催日時：水曜日（園行事等により休止日があります）
午前10時～11時30分
※詳しい内容は広報でご確認ください。
実施月日
場所
実施月日
場所
実施月日
場所

※受付時間・持ち物等は医療機関にお問い合わせください。

■後期離乳食教室：福祉センター
予防接種はすべて個別接種（医療機関）で実施しています。
新生児訪問時に配布している予防接種手帳に、予防接種の種類
やスケジュール、予防接種を受ける際の注意事項、医療機関を記載
しています。
接種時期になったら、お子さんの体調が良いときに、できるだけ早く
予防接種を受けるようにしましょう！
予防接種を受ける時期ってどうして決まっているの？
お子さんにはお母さんからもらった免疫効果が減少する時期、感染症
にかかりやすい年齢、かかった場合に重症化しやすい年齢があります。こ
れらを考慮して、予防接種を受ける時期は設定されています。

（８～10か月児）
受付時間
持 ち 物

午前９時４５分～１０時
母子健康手帳・バスタオル

実施月日
５月１０日（火）

対象児
令和３年７月～９月生まれ

８月３０日（火）

令和３年１０月～１２月生まれ

１１月１０日（木）
２月２７日（月）

令和４年１月～３月生まれ

4月

■１歳６か月児健康診査：福祉センター
受付時間

午後ですが、詳細については通知でお知らせします。

（１歳児、２歳児、２歳６か月児、３歳児 ）

持 ち 物

母子健康手帳・問診票・食事記録・バスタオル

受付時間

午前８時４０分～１０時１５分（通知を受けた時間）

持 ち 物 母子健康手帳・歯ブラシ・コップ・問診票（２歳６か月児のみ）
母子健康手帳・歯ブラシ・コップ

実施月日

対象児
平成３１年３月～令和元年６月生まれ

６月１０日（金）

令和元年９月～１２月生まれ

対象児

10月

6日

令和２年９月１日～１２月２３日生まれ

19
令和２年１２月２４日～令和３年４月２７日生まれ 11
令和３年４月２８日～８月２３日生まれ
16
※事前に通知いたします。

■３歳児健康診査：福祉センター

7日
12月 14日

31日 福祉センター

7月

19日
26日 福祉センター

おおひら万葉こども園

22日 福祉センター

1日
8日 おおひら万葉こども園

13日 おおひら万葉こども園
7日
3月
20日
15日
9日 おおひら万葉こども園
11月
27日 福祉センター
16日
22日 福祉センター
30日 福祉センター

■子育て何でも相談（予約制）

受付時間

午後ですが、詳細については通知でお知らせします。

令和２年１月～４月生まれ

持 ち 物

母子健康手帳・問診票・食事記録・「きこえかたとことば」の調査票

令和２年７月～１０月生まれ
令和元年１１月～令和２年２月生まれ
令和２年５月～８月生まれ
令和２年１１月～令和３年２月生まれ
令和３年１１月～令和４年２月生まれ

※事前に通知いたします。

29日 福祉センター

令和元年７月～１０月生まれ

令和３年７月～１０月生まれ

２月１０日（金）

3日 おおひら万葉こども園

令和２年３月～６月生まれ
令和３年３月～６月生まれ

１０月１４日（金）

実施月日
６月２３日（木）
１０月２７日（木）
２月１６日（木）

27日 福祉センター

8月

11日
21日 福祉センター
7日
おおひら万葉こども園
5月 18日
14日 おおひら万葉こども園
18日 おおひら万葉こども園
9月
1月
25日 福祉センター
21日
25日 福祉センター
28日 福祉センター
8日
1日
15日 おおひら万葉こども園
5日
8日 おおひら万葉こども園
6月
2月
22日
12日 おおひら万葉こども園
15日

令和４年４月～６月生まれ
※第１子のみ事前に通知いたします。

■幼児歯科健診：福祉センター

20日 おおひら万葉こども園

バスタオル

実施月日
４月２８日（木）
８月２５日（木）
１２月２２日（木）
1月１９日（木）

子育て中の悩みに保健師や栄養士がお答えします。
身長体重も測れますので、成長を確認しに来ませんか。

対象児
平成３０年８月～10月生まれ
平成３０年１1月～平成３１年２月生まれ

18
17

平成３１年３月～令和元年５月生まれ

14

令和元年６月～７月生まれ

11

対 象 ：未就学のお子さん
場 所 ：福祉センター(345-0253)
実施日：午前10時～11時30分
持ち物 ：母子健康手帳・バスタオルなど

※事前に通知いたします。

お問合わせ 大衡村健康福祉課（大衡村福祉センター内） 345-0253

開 設 日

４月
５月
６月
７月
８月
９月

27日（水）
25日（水）
29日（水）
27日（水）
31日（水）
28日（水）

１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

26日（水）
30日（水）
21日（水）
25日（水）
22日（水）
22日（水）

