
保健ガイド

■母子健康手帳交付
●�期日・会場／ 4月 9日（水）＝
柳川庁舎、26日（土）＝水の郷
●時間／受付 9:30 ～ 9:45
　　　　説明 9:45 ～ 10:30
●�対象／市内在住の妊婦さん（配
偶者も一緒にどうぞ）
●�内容／赤ちゃんとお母さんのた
めの制度説明と母子健康手帳と
別冊の交付、妊婦相談など
●持ってくるもの／妊娠届出書
※�初めてパパになる人には、父子
手帳をお渡しします。

■赤ちゃんサロン
●�日時／ 4月 8日（火）
���（午前の部）10:00 ～ 11:30�
���（午後の部）12:00 ～ 15:00
●会場／水の郷「和室」
●�対象・内容／子育て中のすべて
の人

（午前の部）座談会風の意見交換と
助産師からのアドバイスほか�
（午後の部）友達づくり、フリータ
イム
※�午前の部に引き続き、午後の部
に参加する人は、昼食を持って
くることをおすすめします。

■離乳食教室（要予約）
●�日時／ 4月 9日 ( 水 )�
　　　　13:30 ～ 15:00
●会場／水の郷「和室」
●�対象者／離乳食について知りた
い人
●�内容／離乳食の進め方、試食、
個別相談など
●�持ってくるもの／タオル、オム
ツ、水分など

■４か月児健康診査
●�日時／ 4月 24日 ( 木 )　
　受付 13:00 ～ 13:45
●会場／水の郷
●対象／平成 19年 12月生まれ
●�内容／身体計測、小児科医の診

察、保健師・栄養士による個別
相談
●�持ってくるもの／母子健康手帳、
バスタオル、すくすく台帳（Ｐ
1～ 2を記入してきてください）

■ 10か月児健康診査
●�日時／ 4月 17日 ( 木 )�
　受付　13:00 ～ 13:45
●会場／水の郷
●対象／平成 19年 6月生まれ
●�内容／身体計測、小児科医の診
察、保健師・栄養士による個別
相談、歯科相談
●�持ってくるもの／母子健康手帳、
バスタオル、10か月児アンケー
ト（事前に記入してきてくださ
い）

■１歳６か月児健康診査
●�日時／ 4月 10日 ( 木 )�
　受付　13:00 ～ 13:45
●場所／水の郷
●対象／平成 18年 9月生まれ
●�内容／身体計測、診察（内科・
歯科）、フッ素塗布（希望者のみ）、
歯磨き相談、保健相談、栄養相談
●�持ってくるもの／母子健康手帳、
１歳６か月児アンケート、安全
チェックリスト（事前に記入し
てきてください）

■３歳児健康診査
●日時／ 4月 3日 ( 木 )�
　受付 13:00 ～ 13:45
●場所／水の郷
●対象／平成 17年 3月生まれ
●�内容／身体計測、診察（内科・
歯科）、フッ素塗布（希望者のみ）、
歯磨き相談、保健相談、栄養相談
●�持ってくるもの／母子健康手帳
と３歳児健康診査アンケ－ト・
安全チェックリスト（事前に記
入してきてください）、当日朝の
尿 10cc程度
� 　�柳川市で初めて健診を受ける人

は、すくすく台帳も持ってきて
ください。体調の優れない子、
伝染する病気にかかっている子
は、体調が良くなってから健診
を受けてください。

■予防接種（個別接種）
種類 標準的接種年齢 回数

BCG 生後 3～ 5か月 1回
3種混
合

初回接種：生後3～12か月
（20日以上56日の間隔で接種）

3回

追加接種：初回接種後1年～1年半 1 回
麻しん風
しん混合

1期：生後 12～ 23か月
2期：小学校就学前 1年
3期：中学 1年生相当
4期：高校３年生相当

1回
1回
1回
1回

日本脳炎 1期初回：3歳～ 4歳
1期追加：1期初回接種後 1年
2期：小学校 4年生

2回
1回
1回

※��三種混合と日本脳炎 1期は、標
準的接種年齢を記載しています
が、未接種の場合 7歳 6か月未
満まで接種可能です。
※�麻しん・風しんワクチンは、4
月から 3期、4期が追加されま
した（5年間限定）。
※�日本脳炎予防接種は、17 年 5
月の厚生労働省の勧告を受け、
積極的には勧めていません。

赤ちゃんコーナー

成人コーナー

■健康相談
　生活習慣病予防のためのこころ
と身体の無料健康相談を開催して
います。保健師・看護師による血
圧測定、検尿、健康相談、栄養士
による栄養相談を行いますのでお
気軽にどうぞ。
●�持ってくるもの／健康手帳、基
本健康診査を受けた人は、その
結果票など

●�日時／ 4 月 1 日 ( 火 )�、9:30
～ 11:00

●会場／水の郷

■いきいきクラブ参加者募集
　いきいきクラブでは、レクリエー
ションなどをして楽しい時間を過
ごします。市内 12 か所で開きま
すので近くの会場に参加できます。
　介護予防を目的とした教室で、
おおむね 65 歳以上の、閉じこも
りがちな人や虚弱な人が対象です。
5月から始め、月 2回程度実施し
ます。参加を希望する人は健康係
まで連絡してください。

会場 5月の実施日
大和漁村センター 13日（火）
柳河ふれあいセンター 16日（金）
サンブリッジ 19日（月）
三五平公民館 20日（火）
有明まほろぼセンター 21日（水）
塩塚公民館 22日（木）
水の郷 23日（金）
まほろばやまと 26日（月）
蒲池環境改善センター 27日（火）
皿垣公民館 27日（火）
崩道公民館 28日（水）
昭代就業改善センター 29日（木）

●�時間／ 9:30 ～ 11:00
●�申込締切／ 4月 25日（金）
　※定員になり次第締め切ります。

■個別健康相談
　4月から予約制の個別健康相談
を実施します。
●�期日／ 4 月 22 日（火）、5 月
27日（火）、6月 24日（火）
●�時間／ 9:00 ～ 11:00、13:30
～ 16:00
●�予約／月曜から金曜日の、午前
8時 30 分から午後 5時までに
健康づくり課健康係へ、事前に
連絡してください。

■ヘルスメイト養成講座受講生募集
　健康づくりのため、食を通じて
ボランティア活動をするヘルスメ
イトの養成講座を開講します。健
康づくりや食生活について学び、
家庭や地域で生かしてみません
か？

●�受講資格／ 1年間の講座に参加
できる人、講座修了後、食生活
改善推進会に入会して地域の健
康づくりのため活動できる人

●�定員／先着 25 人（受けたこと
のある人は除く）

●�受講料／無料（教材費 1000円、
別途実習費を徴収します）
期日 内容

5月 30日 健康な食生活
6 月 20日 食品衛生と食中毒
7 月 18日 バランスのとれた食事
8 月 22日 食事バランスガイド
9 月 19日 国民の健康状況と生活習慣

病予防
10月17日 健康づくりと運動
11月21日 生活習慣病について
12月19日 子どもの食事について
1月23日 高齢者の食事について
2月20日 ヘルスメイトと地区活動に

ついて

●時間／ 10:00 ～
●会場／水の郷

■�このコーナーへの問い合わせ、各種教室への申し込みなどは、健康づ
くり課健康係（柳川庁舎☎73・8111内線176）まで。

※水の郷健康係は、柳川庁舎内の健康づくり課健康係に変わりました。
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予防接種の注意事項
★�ＢＣＧ、2種・3種混合、麻
しん風しん混合、麻しん、風
しんは個別接種です。実施医
療機関（「母子保健・予防接
種ガイド」、市ホームページ
などで確認してください）へ
予約の上接種してください。

★�「予防接種と子どもの健康」
をよく読んでください。

★母子健康手帳を忘れずに。
★�予診票は保護者が責任を持っ
て記入してください。

★�各種予防接種は､ 標準的接種
年齢で接種します｡ なるべく
この年齢に受けてください。

「母子保健・予防接種ガイドブッ
ク（20年度版）」を各保健福祉
センター、市役所各庁舎（乳幼
児医療担当窓口）で配布してい
ます。

4月1日から妊婦健康診査の公費負担が
2回から5 回に増えます

　妊娠中の経済的不安を軽くし、積極的に妊婦健康診査を受診し
てもらうため、これまで 2回としていた妊婦一般健康診査の公費
負担回数を 5回に拡大します。下記の対象者に妊婦一般健康診査
受診票兼補助券を追加配布します。
◎�対象者　4月 1 日現在で妊娠 36 週未満（出産予定日が 4月
29日以降）の柳川市に住民票がある妊婦
◎配布日　4月 4日（金）、11日（金）、18日（金）
◎受付　午後 2時～午後 4時
◎場所　健康づくり課健康係（柳川庁舎）
◎�持参するもの　母子健康手帳、母子健康手帳別冊（みどり色の
別冊）
※ �4 月 1日以前に配布した妊婦一般健康診査受診票（みどり色の
別冊）と、35歳以上の妊婦に交付した妊婦超音波検査受診票
は使用できなくなります。

※ �3 月 31 日までに妊娠届出
書を提出した人で対象とな
る人には、妊娠週数に応じ
て追加交付します。

※申請は代理でもできます。
※�公費負担項目以外の検査は
自己負担です。


