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　各時期に実施する集団健診や教室です。対象となるお子さんには開催日の１か月前に案内のはがきをお送り
します。案内は開催日の関係により、お子さんの月齢を超える場合がありますが予めご了承ください。
（例：１歳６か月健診の案内を１歳７か月になって通知）

【マタニティセミナー】
開催日 実施時間 会　場 通知方法 対　象 内　容

日程未定※ 9：30～
11：45

南条保健福祉
センター

個別通知
（予約制） 町内在住の妊婦とその家族 助産師、歯科衛生士、

健康運動指導士による教室
※対象の方には、事前に郵送にて案内します。

【赤ちゃん健診（６～７か月児健診）】
開催日 実施時間 会　場 通知方法 対象のお子さん 内　容

4月15日（水）

13：30～ 南条保健福祉
センター 個別通知

R1. 9.1 ～ R1.10.31 生まれ

計測、問診、診察、
育児教室、
離乳食教室等

6月10日（水） R1.11.1 ～ R1.12.31 生まれ
8月19日（水） R2. 1.1 ～ R2. 2.29 生まれ
10月14日（水） R2. 3.1 ～ R2. 4.30 生まれ
12月 9日（水） R2. 5.1 ～ R2. 6.30 生まれ
令和３年
2月10日（水） R2. 7.1 ～ R2. 8.31 生まれ

【１歳６か月児健診】
開催日 実施時間 会　場 通知方法 対象のお子さん 内　容

5月13日（水）

13：30～ 南条保健福祉
センター 個別通知

H30. 8.19 ～ H30.11.12 生まれ 計測、問診、診察、
歯科健診、
ブラッシング指導、
おやつ教室、
発達相談（希望者のみ）

等

8月 5日（水） H30.11.13 ～ H31. 2. 4 生まれ
11月11日（水） H31. 2. 5 ～ R 1. 5.10生まれ
令和３年
2月17日（水） R 1. 5.11 ～ R 1. 8.16 生まれ

【歯ピカ教室（２歳児）】
開催日 実施時間 会　場 通知方法 対象のお子さん 内　容

4月 9日（木）

13：30～ 南条保健福祉
センター 個別通知

H30. 1.1 ～ H30. 3.31 生まれ
計測、問診、
よい歯の教室、
フッ素塗布、
歯科相談　等

7月 9日（木） H30. 4.1 ～ H30. 6.30 生まれ
10月15日（木） H30. 7.1 ～ H30. 9.30 生まれ
令和３年
1月14日（木） H30.10.1 ～ H30.12.31 生まれ

【３歳児健診】
開催日 実施時間 会　場 通知方法 対象のお子さん 内　容

4月28日（火）
13：30～

南条保健福祉
センター 個別通知

H28.12.1 ～ H29. 2.28 生まれ 計測、問診、診察、
歯科健診、
視機能検査、
ブラッシング指導、
栄養相談、
発達相談（希望者のみ）

等

5月29日（金） H29. 3.1 ～ H29. 5.31 生まれ
9月 4日（金） H29. 6.1 ～ H29. 8.31 生まれ
12月 4日（金）

9：00～
H29. 9.1 ～ H29.11.30 生まれ

令和３年
3月 5日（金） H29.12.1 ～ H30. 2.28 生まれ

※欠席された場合は、次回開催日の対象として再度、個別通知をさせていただきます。

■問合せ　保健福祉課　☎0778－47－8007

●乳幼児健診・教室(集団)

　保護者の方の子育ての悩みやお子さんの発達の気がかりなことについて専門家が相談に応じます。

【子育て相談室】
開催日 実施時間 会　場 利用方法 対　　象 内　容

5月28日（木）
① 9：00～
② 10：00～
③ 11：00～

南条保健福祉
センター

予約制
（定員３名：
先着順）

お子さんの子育て（言動、
しつけ等）やことば（言葉
が遅い、発音等）にお困
りの保護者

心理士、言語聴覚士に
よる個別相談

7月30日（木）
10月29日（木）
令和３年
1月28日（木）

※育児・発達などで心配なことがありましたらお気軽に保健福祉課保健師にご相談ください。

【すくすくカフェ】
開催日 実施時間 会　場 利用方法 対　　象 内　容

6月25日（木）

9：30～
11：30

南条保健福祉
センター （予約制）

▪ 発達の気になるお子さ
んを養育されている保
護者の方
▪ 発達障害のお子さんを
養育されている保護者
の方

保護者同士の交流会、
情報交換
〈スタッフ〉
心理士、言語聴覚士、
家庭相談員、保健師

8月 6日（木）
11月26日（木）
令和３年
2月18日（木）

●育児相談

～ 妊婦面接のご案内 ～
　町では、平成 31年４月から役場保健福祉課内に「子育て世代包括支援センター」を設
置しています。子育て世代包括支援センターでは妊娠中からの子育てをサポートするた
めに、すべての妊娠届出書の受け取りを保健師が行っています。妊娠が分かり喜びや不
安などを感じている妊婦さん一人ひとりに寄り添い、妊娠・出産・育児を安心して過ご
すためにはどのようにしたらよいかを考えます。また、必要な時は面接後も継続してサ
ポートを行います。そのために、以下の方法にて妊娠届出時の妊婦面接を行います。

妊娠届出場所 南越前町役場別館　保健福祉課内「子育て世代包括支援センター」

面 接 者 町保健師

面 接 方 法 ①町保健師が個室にご案内します。
　プライバシーに配慮し、妊婦さんが安心して話ができる環境を準備します。
②30分程度面接を行います。
　面接には、時間が必要となりますのでご了承ください。
③保健師と一緒にセルフプランを作成します。
　妊婦さんの思いや妊娠中の過ごし方、得られるサポートを計画します。

そ の 他 代理人の方が窓口に来られた場合や、やむを得ず妊娠届出当日に面接が不可能な場合に
は、後日改めて保健師との面接日を設定させていただきます。

母 子 保 健 事 業 日 程
令和２年度

　安心したお産を迎えるために妊娠・出産に関する話を聞き、妊婦さん同士の交流の場を設けています。

●妊娠期の教室


