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平成28年度 乳幼児健康相談日程

７カ月児健康相談
健診会場

対象者

二本松保健センター 安達保健福祉センター 健診会場

対象者

岩代保健センター 東和保健センター
受付時間

13：15～13：30
受付時間

９：15～９：30
受付時間

９：15～９：30

平成27年９月１日～10月10日生 ５月９日㈪ ４月26日㈫ 平成27年９月１日～10月31日生 ５月26日㈭ ５月31日㈫

平成27年10月11日～11月30日生 ６月29日㈬ ６月21日㈫ 平成27年11月１日～12月31日生 ７月７日㈭ ７月12日㈫

平成27年12月１日～
平成28年１月５日生 ８月９日㈫ ７月28日㈭

平成28年１月１日～２月29日生 ９月１日㈭ ９月６日㈫

平成28年３月１日～４月30日生 11月10日㈭ 11月22日㈫

平成28年１月６日～２月15日生 ９月23日㈮ ８月30日㈫ 平成28年５月１日～６月30日生 １月12日㈭ １月24日㈫

平成28年２月16日～３月31日生 10月21日㈮ 10月11日㈫ 平成28年７月１日～８月31日生 ３月10日㈮ ３月23日㈭

平成28年４月１日～５月15日生 12月13日㈫ 11月28日㈪

平成28年５月16日～６月30日生 ２月９日㈭ １月31日㈫

平成28年７月１日～８月31日生 ３月27日㈪ ３月２日㈭

１歳児健康相談
　　健診会場

対象者

二本松保健センター 安達保健福祉センター 　　健診会場

対象者

岩代保健センター 東和保健センター
受付時間

９：15～９：30
受付時間

13：15～13：30 受付時間　９：15～９：30

平成27年３月１日～４月15日生 ５月９日㈪ ４月26日㈫ 平成27年３月１日～４月30日生 ５月26日㈭ ５月31日㈫

平成27年４月16日～５月31日生 ６月29日㈬ ６月21日㈫ 平成27年５月１日～６月30日生 ７月７日㈭ ７月12日㈫

平成27年６月１日～７月25日生 ８月９日㈫ ７月28日㈭ 平成27年７月１日～８月31日生 ９月１日㈭ ９月６日㈫

平成27年７月26日～９月５日生 ９月23日㈮ ８月30日㈫ 平成27年９月１日～10月31日生 11月10日㈭ 11月22日㈫

平成27年９月６日～10月15日生 10月21日㈮ 10月11日㈫ 平成27年11月１日～12月31日生 １月12日㈭ １月24日㈫

平成27年10月16日～12月５日生 12月13日㈫ 11月28日㈪ 平成28年１月１日～２月29日生 ３月10日㈮ ３月23日㈭

平成27年12月６日～
平成28年１月10日生 ２月９日㈭ １月31日㈫

平成28年１月11日～２月29日生 ３月27日㈪ ３月２日㈭

２歳児健康相談
　　健診会場

対象者

二本松保健センター 安達保健福祉センター

受付時間　９：00～９：15

平成26年１月１日～２月５日生 ４月14日㈭ ４月22日㈮

平成26年２月６日～３月10日生
５月25日㈬

６月１日㈬

平成26年３月11日～４月25日生 ６月16日㈭ ７月５日㈫

平成26年４月26日～５月31日生 ８月３日㈬ ７月22日㈮

平成26年６月１日～７月20日生 ９月７日㈬ ９月16日㈮

平成26年７月21日～８月31日生 10月13日㈭ 11月２日㈬

平成26年９月１日～９月20日生
11月16日㈬

12月２日㈮

平成26年９月21日～10月25日生 12月15日㈭ １月16日㈪

平成26年10月26日～12月５日生 １月26日㈭ ２月７日㈫

平成26年12月６日～12月31日生 ３月９日㈭ ３月１日㈬

健康相談は、ご都合の良い会場、日程でお受けください。

４月の講座のご案内４月の講座のご案内４月の講座のご案内４月の講座のご案内
開講日・時間
　４/20㈬ 10：00～11：30
　４/30㈯ 10：00～11：30
料　　金：1,100円（材料費込み）
申込〆切：各開講日の５日前

【桜のタペストリー（１回講座）】 【箱型フォトフレーム（１回講座）】

要予約 定員：桜のタペストリー10人、
　　　箱型フォトフレーム10人、一閑張12人

お申し込み・お問い合わせ：二本松市和紙伝承館（☎61－3200）

※申込〆切日を過ぎてもキャンセル等の都合により受講可能な場合も
　ありますのでお気軽にお問い合わせください。

【注意事項】
・要予約、電話か窓口へ直接お申し込みください。
　（ＦＡＸやメールでの受付はしておりません）
・定員になり次第締め切らせていただきます。
・材料のみの販売はしておりません。

開 講 日・時間
　４/３㈰ 10：00～11：30
　４/14㈭ 10：00～11：30
料　　金：1,000円（材料費込み）
申込〆切：各開講日の５日前

開 講 日：４/10㈰、12㈫、28㈭
時　　間：10：00～12：00
料　　金：600円（※材料費別途料金）
申込〆切：各開講日の前日

【毎月開催！一閑張講座】
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平成28年度  乳幼児健康診査日程

４カ月児健康診査
　　健診会場

対象者
二本松保健センター 安達保健福祉センター

受付時間　12：30～13：00
平成27年12月１日～12月15日生 ４月20日㈬
平成27年12月16日～平成28年１月５日生 ４月27日㈬
平成28年１月６日～１月25日生 ５月18日㈬
平成28年１月26日～２月20日生 ６月15日㈬
平成28年２月21日～３月10日生 ７月６日㈬
平成28年３月11日～３月25日生 ７月27日㈬
平成28年３月26日～４月15日生 ８月17日㈬
平成28年４月16日～４月30日生 ８月31日㈬
平成28年５月１日～５月15日生 ９月21日㈬
平成28年５月16日～５月31日生 ９月28日㈬
平成28年６月１日～６月20日生 10月19日㈬
平成28年６月21日～７月14日生 11月９日㈬
平成28年７月15日～７月31日生 12月７日㈬
平成28年８月１日～８月20日生 12月21日㈬
平成28年８月21日～９月５日生 １月11日㈬
平成28年９月６日～９月20日生 １月18日㈬
平成28年９月21日～10月５日生 ２月１日㈬
平成28年10月６日～10月25日生 ２月22日㈬
平成28年10月26日～11月10日生 ３月15日㈬
平成28年11月11日～11月30日生 ３月22日㈬

10カ月児健康診査
個別受診になりますので、指定医療機関で受診してください。
対象は10カ月児ですが、１歳前まで受診できます。

対象者 受診月
平成27年６月生 平成28年４月
平成27年７月生 平成28年５月
平成27年８月生 平成28年６月
平成27年９月生 平成28年７月
平成27年10月生 平成28年８月
平成27年11月生 平成28年９月
平成27年12月生 平成28年10月
平成28年１月生 平成28年11月
平成28年２月生 平成28年12月
平成28年３月生 平成29年１月
平成28年４月生 平成29年２月
平成28年５月生 平成29年３月

10カ月児健診　指定医療機関（地域別・50音順）
佐久間内科小児科医院 ☎（22）0570

土川内科小児科 ☎（22）6688
（医）森小児科医院 ☎（22）3215

渡辺医院 ☎（62）3000
（医）かさい小児科クリニック ☎（22）8800

二本松市岩代国保診療所 ☎（56）2461
和田医院 ☎（55）2303

（医）博愛会 東和クリニック ☎（66）2122１歳６カ月児健康診査
・対象日に都合が悪い場合は、ご連絡ください。

　　健診会場
対象者

二本松保健センター 安達保健福祉センター
受付時間　12：00～13：20

平成26年９月１日～９月10日生 ４月７日㈭
平成26年９月11日～９月25日生 ４月13日㈬
平成26年９月26日～10月10日生 ５月11日㈬
平成26年10月11日～10月25日生 ５月19日㈭
平成26年10月26日～11月30日生 ６月22日㈬
平成26年12月１日～12月10日生 ７月13日㈬
平成26年12月11日～12月25日生 ７月21日㈭
平成26年12月26日～平成27年１月９日生 ８月10日㈬
平成27年１月10日～２月４日生 ８月18日㈭
平成27年２月５日～３月３日生 ９月８日㈭
平成27年３月４日～３月14日生 ９月14日㈬
平成27年３月15日～４月８日生 10月12日㈬
平成27年４月９日～４月20日生 11月17日㈭
平成27年４月21日～５月14日生 12月８日㈭
平成27年５月15日～５月31日生 12月14日㈬
平成27年６月１日～６月22日生 １月25日㈬
平成27年６月23日～７月11日生 ２月８日㈬
平成27年７月12日～７月31日生 ２月15日㈬
平成27年８月１日～８月14日生 ３月８日㈬
平成27年８月15日～８月31日生 ３月16日㈭

３歳児健康診査
※ ３歳児健診は、対象の約１カ月前に個別通知でお知らせします。予約制

ですので、通知が届きましたらご連絡下さい。
　　健診会場

対象者

二本松保健センター 安達保健福祉センター

受付時間　12：00～13：20
平成24年12月１日～12月21日生 ４月15日㈮
平成24年12月22日～平成25年１月５日生 ４月19日㈫
平成25年１月６日～１月27日生 ５月13日㈮
平成25年１月28日～２月13日生 ５月17日㈫
平成25年２月14日～３月７日生 ６月14日㈫
平成25年３月８日～３月28日生 ７月15日㈮
平成25年３月29日～４月14日生 ７月26日㈫
平成25年４月15日～５月３日生 ８月23日㈫
平成25年５月４日～５月22日生 ８月26日㈮
平成25年５月23日～６月３日生 ９月13日㈫
平成25年６月４日～６月22日生 10月６日㈭
平成25年６月23日～７月３日生 10月18日㈫
平成25年７月４日～７月20日生 11月８日㈫
平成25年７月21日～８月９日生 11月24日㈭
平成25年８月10日～８月23日生 12月６日㈫
平成25年８月24日～９月12日生 １月13日㈮
平成25年９月13日～10月３日生 １月17日㈫
平成25年10月４日～10月24日生 ２月14日㈫
平成25年10月25日～11月９日生 ３月３日㈮
平成25年11月10日～11月30日生 ３月７日㈫

・受付時間が４カ月児健診は12：30～13：00、１歳６カ月と３歳児健診は12：00～13：20となります。
　時間内の早めの受診に、ご協力をお願いします。
・対象日に都合が悪い場合は、ご連絡ください。

◎問い合わせ…
　健康増進課（安達保健福祉センター内）
　保健係☎（55）5110　予防係☎（55）5109
　二本松保健センター☎（55）5108
　岩代保健センター☎（65）2820
　東和支所保健師☎（66）2499

※出生数により、対象生年月日が変更になる場合があります。
　毎月の広報で確認ください。

不要になった農機具やピアノ買取りします。

「もったいない」・「資源を大切に」
「不要な方から必要な方へ」
 橋渡しをして20年

営業時間　10：00～18：00
定 休 日　毎週木曜日
二本松市冠木15-１ リサイクル Van Van二本松店 ☎0243-23-5922

ガソリン仕様農機具は状態によっては買取り出来ない物もあります。
それでもスクラップとしての再活用できる価値は残されています。ご相談下さい。

古くても動かなくても買取り可能です。東南アジアに行きます。

遺品整理・生前整理・引越し整理も承っております。ディーゼル式（耕運機・トラクター・コンバイン・エンジン）は高額買取り
その他　草刈り機・チェンソー・ピアノ（YAMAHA・KAWAI）

お売りしています。生活応援キャンペーン開催中
中古品ならではの、少予算でもお得なお買い物
冷蔵庫・洗濯機・レンジ・ＴＶ等家電品・食器棚・タンス・食器類など家庭用品
スチール机・ロッカー・書庫等事務家具・他に道具類や楽しい物がいっぱい。

買取り品・引取り品・有償搬出品に分けてお見積りいたします。
リサイクル可能品が少なく廃棄物が多くなる時は、ご希望により
一般廃棄物運搬業者様をご斡旋できます。 予定が立ったらまずお電話を




