
鬼１匕呀Ｉ子育てサポートマップ妊娠前から 出産 子育てま でパ パやママ 、お子さ んの成長 に合わせて様々な相談支援を行 って いま す。 お気軽に ご相談く ださ い。
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当

健診 ・教室

他機関との
連携による

支　援

■一般不妊治療費助成

■特定不妊治療費助成

■母子健康手帳交付

■妊婦一般健康診査

■出産育児一時金　■鬼北つ子応援給付金
●こども医療費助成　■児童手当
■紙おむ つ券交付　 ■予防接種

妊婦一般健康診査

母親学級

パパ ・マ マ学級

産婦健康診査 （産後２週間 ・１ か月）
乳児一般健康診査 （医療機関２回　 ３～６か月、 ９～１１ か月）

赤ち ゃん訪問

養育支援家庭訪問 ３・ ４か月児健康診査 （集 団）
離乳食講座

６・ ７か月育児相談

９・ １０か月 育児相談

父親学級　　　　　　　　　　　　　　　　１１　・　 １２か月育児相談

１豐Ｓ　　 ．－　　 ．　　　　・●医師が 要と認めた検査を含む不妊治療費の助成
●一般不 妊治療費助成　　 ●特定不妊治療費助成

圀子育て支援センターゆめぽっ け　 要保護児童支援協議会 （子育て支援）
臨床心理士に よる メン タル相談

■産後ケ ア事業

［こ

∩｀－｀１

対象者は、町惇定めた要件を満たす方になり ますので、お問い合わせく ださい。所得制限はあ りません。

ｊ９９９９？？］ ｀匸上’‾・ ＼，匸戀畔上こニＴ呆 ‾ゾス
状況に合わせて情報提供を行い ます。　　　　　Λ　人形を使 った抱っ こや沐浴の練習ができ ますよ。　　に！

妊娠中に１４回妊婦健康診査を医療機関で受診できます。
赤ち ゃん やマ マの 健康状態 を確認し て、 安心 して お産を

迎え まし ょう。

●パパの妊婦体験も、 ママの大変さが実感できた、
パパが優しく なったと好評です。

胛飄 瓸圜圜詣Ｉ’
－ｚｌ●○新生期と産後２か月頃保健師

が体重計を拘 って 家庭訪問 しま す。

今後の子育て について

一緒に考 えて いき まし よう。

出産 した 病院 で産 後２ 週間。

１か月に 受け るマ マの 健診 です。

産後 のマ マは 体も 心も

疲れ てい ます。

医師や助 産師に

何で も相談で きま すよ。

月～金曜　 １０ ：００～ １５ ：００

※初回参加時に登録（無料）が必要です。

むし歯予防教室（各保育所で実施）
鬼北 つ子たべもの教室

１歳６か月児健診

ぺ

食育教室

通級教室親の会支援（不定期）

思春期教室

３歳児健診

５歳児健診

回幼児発達フ ォロー相談　年２回（１歳６か月でフォ囗一になった児）
■フ ツ化物洗囗（ 町内全小中学校）

■学校保健委員会 （小学校）

■小児生活習慣病予防相談
（肥満、 貧血等要指導者）

・就学前健診　　　　　 ■巣立ち の教室
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （高校３年生）

５か月頃

離乳食の 準備 の時 期。

●保健師 一管理栄養士 と一緒に 離乳食に ついて

考え まし ょう。

離乳食の 試食 もあ りま すよ♪

●こ の機会に相談 しあ える ママ友達が

でき るか も。

６～ ７か月頃、９ ～１ ０か月頃 、１ １～ １２ か月頃

歯が生え る、 離乳食を 食べ る、

バイ バイ やつ かま り立ちなど

色々 な成長が みら れる 時期 です。

その分マ マ遠の心配や不安も尽きま せん。

保健 師・ 管理栄養 士・ 他の ママ 遠と 一緒に

相談 しな がら 子供 の成長を 楽し みま しよ う。

保護者が、病気や事故、育児疲れなどで一時的に子

どもを養育するこ とが困難になった とき に、 乳児院

（３歳未満児）・ 児童養護施設（３歳以上１ ８歳未満）に宿
泊または日帰りで子どもを預けることができます。

★自己負担があり ます。
★連続７日以内の期間預けることができます。
問い 合わ せ先 ：町民生 活課

ｂ、

３～４か月

鬼北町で受ける初めての健診です。身体計測・小児科医による診察、

保健師・管理栄養士が時期に応じたアドバイスを行い、相談にも

応じ ます♪ブック スタ ート事業で絵本が２冊もら えますよ。
３～６か月と９～ １１ か月

指定 の医 療機 関で健診 を受 けて くだ さい。

１歳６か月と ３歳

言語聴覚検査、小児科診察、歯科検診などを行います。　 でへ
生活習慣の確 立、 虫歯予防、食事に つい て、　　　　　　 夊Ｊ
現在 の発 達の 状況や今後の 見通 しな どを お話 しし ます。

５歳

保育 所・ 幼稚園の 年中 組を 対象 に、 小学校入 学に 向け た健診で す。

就学まであと１年と少 し、 小学校入学までに何か必要？
成長発達で気 にな るこ とはないですか？

医師、言語聴覚士、保育士、小学校教諭、保健師、管理栄養士
が健診を行いお子さんの成長を支援します。

①

委託 医療機関 （産 科） で、 助産 師に よる 専門 的ヶ アを 受け られ ます。

おおむね１歳未満の赤ちゃんとお母さんで「お母さんの体調や育児に

不安がある方」「産後の援助が受けられない方」など、日帰りや宿泊で
体と 心を 休め まし ょう。

★自 己負 担金 があ りま すが 、課税状況に 応じ て町 の助 成が受け られ ます。

★利用日 数は ７日 までです。

※注意事項： 医療機関の空きベ ッドを利用し ての実施のた め、 ご希望に添えない こと もあ りま す。

ｉ妊婦訪問ｊ

保育所に 入所 して いな いお 子さ んの 遊び場で す。

好藤保育所内 にあ るの で、 保育所の様子を見 るこ とができ、

入所 に関 する こと や日 頃の 子育 ての 悩み など を気軽に 保育 士に

相談でき ます。親子で楽し い時間を 過ご しま しよ う！

鬯竺竺包）４５－０００３

Ｓ・ ｇ親！黶ｊ
妊娠 中の 過ご し方 、出 産の こと 、出 産後 のこ となど

知りたいこと に保健師・助産師・管理栄養士が
お答 えし ます。

先輩 ママ の出 産体験や 買っ て良 かっ た準備物 なども

聞けるかも。　　　　　　　　　　　　　肴

不安があるママは、

保健師が訪問 して

相談 に応 じま す。

電話相談も随時

受けつけていますので

お気軽に ご連絡く ださ い。

間い合わせ先 ’・ 広見保健セン ター ：４ ５－ １１ １１　 日吉支所 ：４４－ ２２ １１　 愛治公民館： ４６ －０００ １　 三島公民館： ４８ －０ １１１
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保健師が面談 して、

親子の心配ご とや知り たい２
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