
   令和４年度 すこやか予定表
会場

受付
時間

持ち物

日にち 対象 日にち 対象 日にち 対象 日にち 対象

4月19日(火) 令和3年11月・12月生 4月13日(水) 令和3年11月・12月生 4月28日(木) 令和3年10月生 4月7日(木) 令和3年4月・５月

6月21日(火) 令和4年1月・2月生 6月1日(水) 令和4年1月・2月生 6月7日(火) 令和3年11月・12月生 6月23日(木) 令和3年6月1日～7月10日生

7月19日(火) 令和4年3月生 8月3日(水) 令和4年3月生 7月28日(木) 令和4年1月・2月生 7月5日(火) 令和3年7月11日～7月31日生

8月30日(火) 令和4年4月生 9月7日(水) 令和4年4月生 9月29日(木) 令和4年3月生 8月18日(木) 令和3年8月生

9月20日(火) 令和4年5月生 10月5日(水) 令和4年5月生 10月11日(火) 令和4年4月生 9月15日(木) 令和3年9月生

10月18日(火) 令和4年6月生 11月2日(水) 令和4年6月生 11月8日(火) 令和4年5月生 10月6日(木) 令和3年10月生

11月15日(火) 令和4年7月生 12月7日(水) 令和4年7月生 12月6日(火) 令和4年6月生 11月10日(木) 令和3年11月・12月生

12月20日(火) 令和4年8月生 1月11日(水) 令和4年8月生 1月17日(火) 令和4年7月生 1月31日(火) 令和4年1月生

1月17日(火) 令和4年9月生 2月1日(水) 令和4年9月生 2月21日(火) 令和4年8月生 2月16日(木) 令和4年2月・3月生

2月21日(火) 令和4年10月生 3月8日(水) 令和4年10月生 3月14日(火) 令和4年9月生

3月14日(火) 令和4年11月生

会場

 受付時間

持ち物

日にち 対象 日にち 対象 日にち 対象

4月20日(水) 令和2年9月1日～10月10日生 4月12日(火) 令和元年9月1日～9月15日生 4月27日(水) 平成30年9月生

6月15日(水) 令和2年10月11日～11月30日生 6月28日(火) 令和元年9月16日～10月10日生 6月29日(水) 平成30年10月生

7月20日(水) 令和2年12月生 7月26日(火) 令和元年10月11日～11月30日生 7月27日(水) 平成30年11月1日～12月10日生

9月21日(水) 令和3年1月・2月生 8月23日(火) 令和元年12月1日～令和２年1月10日生 8月31日(水) 平成30年12月11日～平成31年1月10日生

10月19日(水) 令和3年3月1日～3月20日生 9月6日(火) 令和2年1月11日～2月15日生 9月28日(水) 平成31年1月11日～2月15日生

11月16日(水) 令和3年3月21日～4月10日生 10月25日(火) 令和2年2月16日～3月31日生 10月26日(水) 平成31年2月16日～3月31日生

12月14日(水) 令和3年4月11日～5月31日生 11月22日(火) 令和2年4月1日～5月10日生 11月30日(水) 平成31年4月1日～令和元年5月15日生

1月25日(水) 令和3年6月1日～7月10日生 12月13日(火) 令和2年5月11日～6月5日生 12月21日(水) 令和元年5月16日～6月15日生

2月15日(水) 令和3年7月11日～7月31日生 1月24日(火) 令和2年6月6日～7月10日生 1月18日(水) 令和元年6月16日～6月30日生

3月15日(水) 令和3年８月生 2月28日(火) 令和2年7月11日～8月5日生 3月1日(水) 令和元年7月1日～7月23日生

3月28日(火) 令和2年8月6日～8月31日生 3月29日(水) 令和元年7月24日～8月31日生

対象年齢を過ぎると任意での接種（自費）となります。対象年齢になったら、早めに受けましょう。

６か月児相談 １歳児相談

こごた整形外科クリニック
（旧佐々木整形外科）

活き生きセンター さるびあ館 さるびあ館

活き生きセンター

12：15～12：30 13：00～13：15 12：00～12：15

バスタオル・母子健康手帳・健康診査票
歯ブラシ・みそ汁

母子健康手帳・健康診査票・歯ブラシ
母子健康手帳・健康診査票・尿検査

歯ブラシ・きこえかたとことばの調査票

水
9:00～11:30、13:30～14:30

袖井クリニック
32-5330（予防接種専用）

月～木
13:30～16:30

月～木
13:30～16:30

日
に
ち
・
対
象

委託医療機関名
電話番号

予約受付曜日
予約受付時間

接種受付曜日
接種受付時間

【予防接種】　
※予防接種はすべて医療機関での個別接種です。必ず、事前に予約をしてください。
※下記の委託医療機関以外で接種をする方は、事前に健康福祉課へ連絡ください。
※BCGは下記の委託医療機関での接種となります。

月～土（水、土はAMのみ）
9:00～12:00、14:00～18:30

米谷医院
44-1133

月～土（水・土はAMのみ11:00まで）
9:00～11:30、14:00～17:30

熱海医院
33-2020

月～金
8:30～16:30

月～金
14:00～16:30

髙城利江整形外科
31-1230

月～金（水はAMのみ）
8:30～11:30、14:00～17:00

月・火・木・金
14:00～16:00

月～土（水・土はAMのみ11:00まで）
9:00～11:30、14:00～17:30

月～土（土はAMのみ）
9:00～12:00

月～火、木～土（土はAMのみ）
8:50～11:30、14:00～17:00

【健診・育児相談】

東泉堂病院
42-3333

月～土（土はAMのみ）
9:00～12:00、14:00～18:00

わたなべ産婦人科 内科・小児科
55-3535

月～火、木～土（土はAMのみ）
8:50～11:30、14:00～17:00

美里クリニック
25-4710

月～土（水、土はAMのみ）
9:00～12:00、14:00～18:30

町立南郷病院
58-1234

月～金
13:00～16:00

活き生きセンター さるびあ館

日
に
ち
・
対
象

股関節検査 ４か月児健診

バスタオル・母子健康手帳・相談票

14：45～14：55 12：30～12：45 9：00～9：20 9：00～9：20

1.6歳児健診 ２歳児健診 ３歳児健診

※対象時期が近づきましたら、健康診査票等を送付させていただきます。

バスタオル・母子健康手帳
健康保険証・乳幼児医療受給者証

バスタオル・母子健康手帳・健康診査票 バスタオル・母子健康手帳・相談票

おたふくかぜ予防接種

（任意予防接種）について

おたふくかぜの予防接種費用は、
町で助成をしています。詳細は、別
紙「おたふくかぜ予防接種費用助成
事業のお知らせ」をご覧ください。

火・金14:00～15:00は、健診・予防接種のみの方の専用時間としていますが、他の日時も予約可能です。

問合先

美里町健康福祉課

健康推進係 ☎ 32-2945

以下の予防接種は、対象時期が近づき

ましたら、個別に通知します。

・MR（麻しん・風しん混合）Ⅱ期
：幼稚園年⻑の学年

・日本脳炎Ⅱ期
：９歳以上１３歳未満

・DT（二種混合）
：１１歳以上１３歳未満

※対象人数や、感染症の流行状況

によっては、健診日が変更となる場合

があります。その際は広報や対象にな

る方へ個別にお知らせいたします。

健診の対象人数が偏らないよう、対

象を生年月日で区切っています。

ご了承ください。

2か月・8～9か月児健診は医療機

関での個別健診となります。


