
 2018年度 マタニティクラスカレンダー
医薬 医師薬剤師クラス60分 育児 育児クラス120分 助学 日本赤十字社助産師学校が担当するクラス
妊娠 妊娠クラス90分 チェリー チェリークラス150分 大学院 日本赤十字看護大学大学院が担当するクラス
出産 出産クラス120分 祖父母 祖父母クラス120分 ※　助学・大学院担当クラスの開催時刻は産科外来でご確認ください　
産後 産後クラス120分 水中 水中分娩説明会（無料）30分
からだ 妊娠からだクラス60分

平成30年2月5日現在

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
date 1 2 3 4 5 6 7 date 1 2 3 4 5

date 8 9 10 11 12 13 14 date 6 7 8 9 10 11 12
出産9:30 からだ10:00 からだ10:30 産後9:30 産後9:30 妊娠9:30
産後12:30 からだ11:３0 育児13:30 祖父母13:30 育児13:30 からだ13:30

出産15:00 医薬13:30 水中16:00 からだ15:00

妊娠15:00
date 15 16 17 18 19 20 21 date 13 14 15 16 17 18 19

産後9:30 出産9:30 からだ10:00 産後9:30 出産9:30 からだ10:00 出産9:30
チェリー12:30 産後12:30 からだ11:３0 妊娠12:30 産後12:30 からだ11:３0 妊娠12:30

水中15:00 医薬13:30 出産15:00 出産15:00 医薬13:30 出産15:00
妊娠15:00 妊娠15:00

date 22 23 24 25 26 27 28 date 20 21 22 23 24 25 26
産後9:30 妊娠9:30 出産9:30 からだ10:00 産後9:30 産後9:30
出産12:30 出産12:30 産後12:30 からだ11:３0 出産12:30 出産12:30
産後15:00 産後15:00 出産15:00 医薬13:30 産後15:00 産後15:00

妊娠15:00
date 29 30 date 27 28 29 30 31

出産9:30
産後12:30
出産15:00

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
date 1 2 date 1 2 3 4 5 6 7

産後9:30
祖父母13:30

水中16:00

date 3 4 5 6 7 8 9 date 8 9 10 11 12 13 14
産後9:30 出産9:30 妊娠9:30 出産9:30 からだ10:00 産後9:30
チェリー12:30 産後12:30 出産12:30 産後12:30 からだ11:３0 育児13:30

出産15:00 産後15:00 出産15:00 医薬13:30

妊娠15:00
date 10 11 12 13 14 15 16 date 15 16 17 18 19 20 21

産後9:30 からだ10:00 からだ10:30 出産9:30 産後9:30 出産9:30 妊娠9:30
出産12:30 からだ11:３0 育児13:30 産後12:30 出産12:30 妊娠12:30 からだ13:30

産後15:00 医薬13:30 出産15:00 産後15:00 出産15:00 からだ15:00

妊娠15:00
date 17 18 19 20 21 22 23 date 22 23 24 25 26 27 28

産後9:30 出産9:30 からだ10:00 産後9:30 からだ10:00 出産9:30
妊娠12:30 産後12:30 からだ11:３0 出産12:30 からだ11:３0 産後12:30
出産15:00 水中15:00 医薬13:30 産後15:00 医薬13:30 出産15:00

妊娠15:00 妊娠15:00
date 24 25 26 27 28 29 30 date 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
date 1 2 3 4 date 1

date 5 6 7 8 9 10 11 date 2 3 4 5 6 7 8
出産9:30 出産9:30 からだ10:30 からだ10:00 助学 助学 出産9:30
産後12:30 産後12:30 育児13:30 からだ11:３0 助学 助学 産後12:30
出産15:00 水中15:00 医薬13:30 助学 助学 出産15:00

妊娠15:00 助学 助学
date 12 13 14 15 16 17 18 date 9 10 11 12 13 14 15

からだ10:00 産後9:30 妊娠9:30 産後9:30 産後9:30 助学
からだ11:３0 妊娠12:30 からだ13:30 祖父母13:30 育児13:30 助学
医薬13:30 出産15:00 からだ15:00 水中16:00 助学
妊娠15:00 助学

date 19 20 21 22 23 24 25 date 16 17 18 19 20 21 22
出産9:30 からだ10:00 産後9:30 助学 出産9:30 助学 助学 からだ10:00

産後12:30 からだ11:３0 出産12:30 助学 妊娠12:30 助学 助学 からだ11:３0

出産15:00 医薬13:30 産後15:00 助学 出産15:00 助学 助学 医薬13:30

妊娠15:00 助学 助学 助学 妊娠15:00
date 26 27 28 29 30 31 date 23 24 25 26 27 28 29

産後9:30 妊娠9:30 出産9:30 産後9:30
チェリー12:30 出産12:30 産後12:30 出産12:30

産後15:00 出産15:00 産後15:00

date 30

4月 5月

6月 7月

8月 9月

4月のすべてのマタニティクラスは
５階MFホールで開催します。
医師薬剤師クラスも4月分は
5階MFホールで行います。


