予定が変更になる場合もあります。詳しくは「広報にのみや」・町ホームページをご覧ください。

※各健診ごとに、対象者に通知します。
転入等でお手元にない場合はご連絡ください。

４か月児健康診査 〔受付〕12時30分～13時30分
４月 １８日 （水）
６月 ６日 （水）
８月 １日 （水）
１０月 ３日 （水）
１２月 ５日 （水）
２月 ６日 （水）

２９
２２年 １１月
３０
２３年 １月
３０
２３年 ３月
３０
２３年 ５月
３０
２３年 ７月
３０
２３年 ９月

7日
１８日
６日
１日
３日
５日

８～１０か月児健康診査

～３０年 １月 １７日生
～３０年 ３月 ５日生
～３０
２３年 ４月 ３０日生
～３０
２３年 ７月 ２日生
～３０
２３年 ９月 ４日生
～３０
２３年 １１月 ５日生

４月 ２５日 （水）
６月 ２０日 （水）
９月 １２日 （水）
１０月 １７日 （水）
１２月 １２日 （水）
２月 １３日 （水）

２８年 ９月 ～
２８年 １１月 ～
２９年 １月 ～
２９年 ３月 ～
２９年 ５月 ～
２９年 ７月 ～

満８か月～満１１か月の前日までに、
指定の医療機関で受診してください。
対象になる方には、対象月の前月末
に個別通知をします。指定医療機関
等の詳細は通知をご覧ください。

３歳児健康診査

１歳６か月児健康診査 〔受付〕12時30分～13時30分

２８年 １０月生
２８年 １２月生
２９年 ２月生
２９年 ４月生
２９年 ６月生
２９年 ８月生

５月 １６日
７月 １１日
９月 １９日
１１月 １４日
１月 １６日
３月 ６日

１歳児健康歯科相談 〔受付〕９時00分～９時45分
２歳児歯科健康診査 〔受付〕13時00分～13時30分
▼ ▼ ５月 ２３日 ２９年 ４月 ～ ２９年 ５月 生
下上
（水） ２８年 １月 ～ ２８年 ２月 生
段段
７月１８日
２９年 ６月 ～ ２９年 ７月 生
はは
（水） ２８年 ３月 ～ ２８年 ４月 生
２ １
歳 歳 ９月 ２６日 ２９年 ８月 ～ ２９年 ９月 生
児児
（水） ２８年 ５月 ～ ２８年 ６月 生
歯健
科 康１１月 ２１日 ２９年１０月 ～ ２９年１１月 生
健歯
（水） ２８年 ７月 ～ ２８年 ８月 生
康 科 １月 ２３日 ２９年１２月 ～ ３０年 １月 生
診相
（水） ２８年 ９月 ～ ２８年１０月 生
査談
３月１３日 ３０年 ２月 ～ ３０年 ３月 生
（水） ２８年１１月 ～ ２８年１２月 生

（水）
（水）
（水）
（水）
（水）
（水）

〔受付〕12時30分～13時30分

２６年１２月 ～２７年 １月生
２７年 ２月 ～２７年 ３月生
２７年 ４月 ～２７年 ５月生
２７年 ６月 ～２７年 ７月生
２７年 ８月 ～２７年 ９月生
２７年１０月 ～２７年 １１月生

にのはぐは、保健センターにある妊娠・出産・子育てに関する相談窓口です。

母子健康手帳発行
保健師や助産師などが妊婦さんの体調や育児の不
安ごとなどの相談に応じます。
※30分ほど面談するため、事前に電話で要予約

妊婦健康診査
『妊婦健康診査補助券』を利用して、
必ず定期的に受診しましょう。

妊産婦歯科健康診査【申込不要】
町指定歯科医療機関で、妊娠中と産後
に１回ずつ受診できます。（無料）

マタニティ教室【予約制】
年間４コース。パパや家族の参加も大歓迎。
4月コースは4月9日、21日、24日
8月コースは7月31日、8月4日、７日
10月コースは10月23日、27日、30日
2月コースは1月29日、2月2日、5日

風しん予防接種助成
妊娠を希望する女性と妊婦の夫に対
し、風しん予防接種の助成を行いま
す。
（町指定医療機関等で接種できます）

こんにちは赤ちゃん訪問
生まれて４か月までの赤ちゃんがいるす
べてのご家庭に訪問し、育児支援を行い
ます。保健師・助産師・看護師がお伺い
します。（地区の民生委員・主任児童委員
が同行します）

赤ちゃん体操【予約制】
赤ちゃんの体のバランスを整え、健やか
な成長を促します。（希望者のみ個別
母乳相談有）
●開催時間 13時20分～14時50分

4月10日、5月17日、6月4日、7月17日、
8月22日、9月13日、10月9日、11月22日、
12月19日、1月17日、2月19日、3月15日

♪ 予防接種一覧
予防接種の種類

対象年齢

ヒブ

生後2～60か月

小児の肺炎球菌

生後2～60か月

生後2～7か月

生後1歳まで

5～8か月

四種混合 生後３～90か月
ポリオ

生後３～90か月

生後3～12か月

3歳～4歳

MR混合

1期…生後12～24か月
2期…5歳以上～7歳未
満かつ就学の1年前

対象年齢通り

子宮頸がん
ガーダシル

水痘
B型肝炎

27日間以上後
27日間以上後
生後24か月に至るまでの間

20日～56日後

20日～56日後

4月23日、5月28日、6月25日、7月23日、8月27日、
9月25日、10月29日、11月26日、12月17日、
1月21日、2月18日、3月18日

●対象 未就学児とその保護者

子育てｽﾍﾟｰｽ"かるがも親子"【申込不要】

4月16日・24日、5月7日、6月11日、7月9日、
7月31日、8月6日、9月3日、10月1日・23日、
11月5日・12月10日、1月10日・29日、2月7日、
2月26日、3月11日

●開放日時 育児相談日の9時30分～11時00分

●対象 1歳以上就学前の幼児

親子で遊ぼう「にこにこ教室」【要申込】
1歳～1歳6か月対象の親子遊び ●開催時間 10時～11時

楽しく食べよう離乳食教室【予約制】
4月26日、5月14日、6月21日、7月19日、8月20日、9月10日
10月15日、11月15日、12月20日、1月24日、2月21日

離乳食のスタートから完了期までの進め方・
作り方・食べさせ方（希望者のみ個別相談有）

●開催時間 10時00分～11時30分

ブックスタート

5月8日、29日、6月28日、7月24日、8月30日、
9月27日、10月25日、11月27日、12月13日、
1月31日、2月27日、3月20日

2期

7か月以上後
60日以上後
かつ1歳以上

6か月以上後

20日～56日後

20日～56日後

４か月児健診時に、お子さんと絵本を開く楽しい体験とともに
絵本をプレゼントします。

●乳幼児の健康診査及び予防接種は、日
頃の健康状態を熟知する保護者が必ず同
行してください。
●駐車場が狭い為、保健センターにお越し
の際はバスをご利用いただく等、ご協力を
お願いします。

接種可能町内医療機関一覧

6か月以上後

6か月以上
～12か月後

6日～28日後

四種もしくは三種混合1期の4回接種を終えていることが前提です。※1

小学6年生～高校1年生
相当の女子

中学1年生

小学6年生～高校1年生
相当の女子

中学1年生

生後12～36か月まで

生後12～15か月

生後1歳まで

●開放時間 ９時３０分～１１時３０分
●対象 １歳未満の乳児とその保護者

四種混合接種済みの場合、接種不要です。

1期…生後6～90か月
(7歳半)
2期…9歳以上13歳未満

子宮頸がん
サーバリックス

子育てｽﾍﾟｰｽ"でんでんむし"
【申込不要】

三種混合およびポリオ接種済みの場合、接種不要です ※
生後3～12か月

日本脳炎※2

二種混合 11歳以上13歳未満

27日間以上後
27日間以上後
生後12か月に至るまでの間

育児相談 【申込不要】
●（受付時間） 9時～9時45分

不育症治療費の助成を行います。

標準的な接種開始時期および接種間隔
1期１回目 1期2回目 1期3回目 1期4回目
生後2～7か月

BCG

不育症治療費助成

医療機関

電 話

浅野クリニック

72-0720

対象年齢通り

加藤クリニック

71-8443 子宮頸がん予防接種：無

11歳以上13歳未満

さくら診療所

74-6724

9歳以上13歳未満
☆1期から5年後

1か月以上後 1回目終了後6か月後 ☆必ず同じワクチンを３回接種する。

☆子宮頸がん予防接種は、平成25年
6月より行政による積極的勧奨が差
2か月以上後 1回目終了後6か月後 し止めされております。

生後2か月 27日間以上後

1回目接種後
6～12か月の間
1回目接種から
139日間以上後

※ 日本脳炎予防接種は、平成17年における積極的な勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方の救済措置として、平成7年4月2日以降から
平成19年4月1日までに生まれた方は、20歳になるまでの間に接種を行うことができます。また、平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれで
第1期の接種が終了していない方は、9歳以上13歳未満の間に接種を行うことができます。

備考

ヒブ、不活化ポリオ、小児用肺炎球菌、

さだもとクリニック 72-5737 B型肝炎、BCG予防接種：無
住田医院

71-0179

たけすえ小児科 71-9735
二宮胃腸内科
クリニック

横山医院

73-2911

子宮頸がん 予防接種のみ

72-2580 不活化ポリオ、子宮頸がん予防接種：無

※必ず医療機関に予約をお願いいたします。
緊急手術や入院を必要とする場合

夜間における相談窓口（18時～24時）

東海大学大磯病院
●事前に必ず電話をしてください。
大磯町月京21 −１ ●急患以外は平日の診療時間内に
受けてください。
☎72 − 3211

二次救急医療体制
●二宮町消防署（☎72 −0015）へ

日曜・祝日の昼間の場合（9時～12時、14時～17時）

こどもの救急ホームページ

かながわ小児救急ダイヤル
・プッシュホン回線、携帯電話の方 ☎ ＃8000
・ダイヤル回線、IP電話の方 ☎ 045-722-8000
●夜間に体調が急変して心配なとき、医療機関
に受診させるか迷ったときにご利用ください。
ただし、診察・治療は行いません。

平日・休日の夜間の場合

休日急患当番医制
●詳細は広報にのみや、町HPをご覧ください。
変更の場合もあるので二宮町消防署（☎72 −0015）へ
事前に確認してください。

●夜間や休日などの診療時間外に病院を受診
するかどうか、判断の目安を提供しています。

こどもの救急

検索

お問い合わせは、二宮町子育て・健康課
（二宮町保健センター） ☎７１－７１００

予定が変更になる場合もございます。詳しくは「広報にのみや」・町ホームページをご覧ください。

■ 百合が丘子育てサロン（団地中央商店街） 百合が丘2-2-1 ☎70-3164
■ 栄通り子育てサロン（栄通り商店街） 二宮832-17 ☎71-1120
小学校入学前のお子さんが親子で遊びに来て、お友だちをつくったり、気軽に相談できるスペースです。
ご家族や妊娠中の方もお立ち寄りください。
○開館時間 9時00分～16時30分
○休館日 土、日、祝日、年末年始（栄通り子育てサロンは第1・3土曜日も開館しています）
○対象 就学前の親子
●子育てサロン親子講座 【申込不要】
○開催時間 10時30分～11時00分 ※「リトミック」は ～11時10分
○場所 (栄)＝栄通り (百)＝百合が丘
4月9日（月） （百） 絵本の読み聞かせ
10月11日（木） （百） パネルシアター等
4月16日（月） （栄） 絵本の読み聞かせ
10月26日（木） （栄） 子どももママも学べるリトミック
5月11日（金） （百） 助産師による「いのちのはなし」 11月8日（木） （百） 肩の力を抜く子育ての話
5月24日（木） （栄） 助産師による「いのちのはなし」 11月22日（木） （栄） 肩の力を抜く子育ての話
6月8日（金） （百） 看護師による「ベビータッチケア」
12月6日（木） （百） 親子で楽しい！うたタイム
6月22日（金） （栄） 子どももママも学べるリトミック
12月21日（木） （栄） 親子で楽しい！うたタイム

子育てサロン

7月26日（木）
8月9日（木）
8月23日（木）
9月3日(月）
9月18日（火）

（栄） 看護師による「ベビータッチケア」
（百） 子どもの偏食小食Q&A
（栄） 子どもの偏食小食Q&A
（百） 絵本の読み聞かせ
（栄） 絵本の読み聞かせ

1月11日（金）
1月25日（金）

（百） 心と体が軽くなる産後のケア
（栄） 心と体が軽くなる産後のケア

2月22日（金）
3月8日（木）
3月22日（金）

（栄） 子どももママも学べるリトミック
（百） 親子で楽しい！うたタイム
（栄） 親子で楽しい！うたタイム

■図書館（ラディアン内） 二宮1240-10 ☎72-6913
図書館ホームページURL http://www.ninomiya-public-library.jp/
図書館公式Twitter
https://twitter.com/ninomiya_lib
「こどものほんコーナー」は、親子で楽しむことができます。
※開館日・閉館時間について７月より
○開館時間
平日9時30分～19時00分 土日祝日9時30分～17時00分 変更あり。（お問い合わせください）
月曜（祝日は除く）、祝日の翌日、館内整理日（毎月末日）、特別館内整理期間、年末年始
○休館日
○休館日

図 書 館

●図書館子ども向けイベント ※詳細・その他イベント等は、図書館ホームページをご覧ください。
行

事

対 象
と き
1～3歳児とその親 毎月第2水曜日 10時00分～10時30分
ちいちゃいおはなし会 【申込不要】
小学生～大人 毎月第3土曜日 13時30分～13時50分
おおきいおはなし会(小学生向け）【申込不要】
おはなし会とおりがみあそび 【申込不要】
幼児・小学生 毎月第3土曜日 14時00分～14時50分
わらべうたであそぼう！ 【1年間の登録制】 0～3歳児とその親 毎月第3金曜日 10時00分～、11時00分～
10時00分、 11時00分
幼児～
にんぎょうげき大会 【申込不要】
年1回（日程は決まり次第お知らせします）
【要申込】毎月1日より受付します。
●図書館託児サービス
小さなお子さんのいる家族が気軽に図書館を利用できるよう、図書館託児サービスを実施しています。
○対象 町内在住の未就学児
○とき 毎月第3木曜日 10時00分～12時00分のうち1時間
○利用料（保険料） 1回30円 ※６月より無料になります。

幼児水泳教室

【要申込】 ■町民温水プール 中里308 ☎72-6030

町民温水プールでは、年間を通して幼児向けの水泳教室を開催しています。
○参加費 1回につき町内の方は500円（入場料こども200円が別にかかります。）
対 象
コース
40分×年間33回（火・水・木・金・土の各曜日コース）

コミュニティ保育

定員
各25人

【要申込】 ■問合せ 役場子育て・健康課 ☎71-3311

町内には未就園児が集まるコミュニティ保育グループがあり、親子で楽しく活動しています。（会費あり）

グループ名
■いち・にの・さん
コアラグループ
■いち・にの・さん
ラッコグループ
■てくてく
■にのキッズ！

対

象

主な活動日

【要申込】

通院や就労等のほか保護者のリフレッシュのため
に、お子さんをお預かりします。
①百合が丘保育園 ☎71-9657
②栄通り子育てサロン ☎71-1120
○対象 生後6か月～就学前
○利用時間 平日 8時30分～17時00分
○利用料
3歳未満 1時間400円
3歳以上 1時間300円
※ 利用により①では給食代、②ではふとんクリー
ニング代などがかかります。
○利用方法 ①子育て・健康課か百合が丘保育園
②子育て・健康課か栄通り子育てサロンで申込み
（※①②とも事前に面接があります）

○問合せ 役場子育て・健康課 ☎71-3311

ファミリー・サポート・センター

【要申込】

育児の支援ができる「まかせて会員」と育児の支
援を受けたい「おねがい会員」がお互い助け合うシ
ステムです。
原則「まかせて会員」の自宅で預かります。
■ファミリー・サポート・センター ☎75-9730
（二宮町社会福祉協議会内）
○対象 生後3か月～小学6年生
○内容 保育園等への送迎、保育園や学童保育
等が始まる前や終了後の預かり、冠婚葬祭
時等の一時預かりなど
○利用料
平日 7時00分～20時00分 1時間 700円
平日の上記以外の時間
1時間 900円
土日祝日、年末年始 終日 1時間 900円
○利用方法 センターに事前会員登録

保 育 園

●健康づくり水中運動教室

満4歳～6歳（未就学児）

一時預かり

主な活動場所

0歳～未就園児

火曜日10時00分～11時30分

百合が丘児童館

0歳～未就園児

火曜日10時00分～11時30分

町民センター

0歳～未就園児
1歳～未就園児

木曜日10時00分～12時00分
水・金曜日9時45分～12時00分 町民センター

町内に私立4園と町立1園の保育所があります。
入園には保護者の就労など家庭で保育すること
ができないなど、要件があります。
■二宮保育園 二宮1049-6 ☎72-2350
■梅花保育園 二宮1341 ☎73-1312
■みちる愛児園 富士見が丘2-19-8 ☎73-2969
■みちる愛児園駅前ナーサリー
二宮823-8 ☎73-3331
■町立百合が丘保育園 百合が丘3-63 ☎71-9657
○入園の相談 役場子育て・健康課 ☎71-3311
○保育料 所得に応じ町が決定します。

幼 稚 園

子育て相談窓口

緑が丘防災コミュニティセンター

相談は随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

●育児相談・・・子育て、健康、発達、手続きなど
■役場子育て・健康課 ☎71-3311
■保健センター ☎71-7100
■子育てサロン 百合が丘 ☎70-3164 栄通り ☎71-1120
■通園している幼稚園保育園へ申込み
●幼稚園保育園巡回相談
在園中のお子さんの様子を臨床心理士が拝見し、成長のアドバイスをします。
■教育委員会教育総務課 ☎71-3311
●就学相談・・・小学校への入学前相談（年長児対象）

町内に5つの私立幼稚園があり、各園とも3年保育
を実施しています。
■二宮めぐみ幼稚園 二宮92 ☎71-0570
■海の星幼稚園 二宮88 ☎73-1513
■二宮育美幼稚園 百合が丘2-2-2 ☎71-0350
■二宮みどり幼稚園 山西1577 ☎72-1990
■梅の木幼稚園 一色724 ☎73-2525
○入園の相談 各幼稚園へ
○保育料 各幼稚園へお問合せください。
※所得に応じ町から保育料補助があります。
平成30年4月発行 二宮町子育て・健康課 ☎71-3311

○利用方

②役場

