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西部児童センター…
☎（２２５）１７６４

�冬のホットパーティー
　　　　『レッツ！タコパー♪』
みんなで一緒にたこ焼き＆スウィー
ツを楽しもう♪
日時　１月 26 日㈯午後１時 30 分～
３時 30 分
定員・材料費　小学生 12 人・250 円
持ち物　エプロン、マスク、三角巾、
水筒、お手拭きタオル
申込方法　１月 12 日㈯午前９時か
ら電話で（日曜日、祝日は除く）
※先着順

石田児童館…☎（２２２）５２３０

創作の森おびな…
☎（２４２）８６６０

就学援助費（入学準備費）を入学前に支給します

　４月に小学１年生になる子どもの保護者で、経済的な理由で子ど
もに義務教育を受けさせることが困難な場合、学校にかかる費用の
一部（入学に必要な学用品費）を入学前に支給します（収入審査あり）。
申請期間　１月４日㈮～ 31 日㈭
※詳しくは、10 月上旬に発送した入学に関する通知書に同封のお知
らせ、または市ホームページをご覧ください

 学事課…☎（２２３）７３２２問

�読み聞かせ
対象　幼児の親子・小学生
日時　１月の毎週土曜日午後２時～
／ 10・17・24 日㈭午前 10 時 30 分～
会場　児童室
協力　なでしこの会

�ちびちびひろば「絵本・手遊び」
対象　乳幼児（３歳まで）の親子
日時　１月９日㈬午前 11 時～／ 11
時 30 分～（同内容）
会場　第１会議室
協力　ききみみずきんおはなしの会

�おはなしの会
対象　幼児の親子・小学生
日時　１月12・26 日㈯午前10 時 30 分～
会場　児童室
協力　ききみみずきんおはなしの会

�内田パパの絵本タイム
対象　幼児の親子・小学生
日時　１月 20 日㈰午後２時～
会場　児童室

�親子木工作教室
日時　１月 19 日㈯午前 10 時～正午
講師　林政課職員
定員　小学生の親子 15 組
申込方法　１月４日㈮から電話で（午
前９時～午後５時、先着順）
※会場はとても寒いので、暖かい服
装でお越しください

幼児教育センター

中道つどいの広場
（健康の杜センター「アネシス」内）

下向山町 910
☎（２６６）７２２１

中央部幼児教育センター
上石田３－６－ 31
☎（２２４）５４５５

北部幼児教育センター
岩窪町 261

☎（２２０）３３９８

�おはなしの会
日時　１月８日㈫午後１時 30 分～

（なでしこの会）、１月 18 日㈮午後
２時 15 分～（ひまわりの会）、１月
25 日㈮午後１時 30 分～（ききみみず
きんおはなしの会）

�ママ友達をつくろう
対象　９か月～２歳未満児の親子
日時　１月 24 日㈭午後１時 30 分～

中央・北部幼児教育センター
中道つどいの広場共通

�身長・体重測定が自由にできます
日時　１月９日㈬
         　午前 10 時～午後３時

�おはなしの会
日時　１月 29 日㈫午前 11 時～（き
きみみずきんおはなしの会）

�おはなしの会
日時　１月８日㈫午前 11 時～（なで
しこの会）、１月 15 日㈫午前 11 時～

（ききみみずきんおはなしの会）、１
月 18 日㈮午後１時～（ひまわりの会）

�「子育て・お助け隊」を派遣
詳しくはお問い合わせください。

�春らんまんニャンと可愛い！
ねこのお雛さまを作ろう！
日時　２月 16 日㈯午前 10 時～正午
※詳しくは本誌 22 ページへ

南公民館…☎（２４１）００８３

西公民館…☎（２２５）１７６２

�子ども将棋入門教室
日時　１月 26 日㈯、２月２・９日
㈯午前 10 時～正午
講師　橘田公仁さん（日本将棋連盟
笛吹将棋クラブ支部長・アマ四段）
定員　小学生 20 人
持ち物　筆記用具
申込方法　１月９日㈬午前 10 時か
ら電話で（先着順）
※保護者の付き添い可（指導は不可）

♥
♥

�アイスコーンdeバレンタイン
アイスコーンを使って可愛いチョコ
レートを作ろう♪
日時　２月９日㈯午後１時 30 分～
２時 30 分
定員・材料費　小学生 30 人・250 円
持ち物　マスク、お手拭きタオル
申込方法　１月 26 日㈯
午前９時から電話で（日
曜日は除く）
※先着順

お知らせ♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢

★
★



教室 日時 備考
母乳育児・家族計画 11 日㈮午前９時 30 分～正午（受付９時 15 分～）

　　　育児体験 25 日㈮午後６時 30 分～／午後７時 30 分～ 15 日㈫～18 日㈮に電話で申込

マタニティヨガ 29 日㈫午後１時 30 分～３時 30 分（受付１時 15 分～）体操のできる服装
持ち物　ヨガマット（お持ちの方）

健康ガイド
29～31ページ

■すくすく発育歯科健診

対象　甲府市国民健康保険に加入し、平
成 30 年度中に４・５歳になるお子さん
日時　12・26 日㈯午後２～４時
会場　歯科救急センター（幸町 14 ー６）
申込方法　国民健康保険課☎（２３７）５３７３
まで電話で（土・日曜日、祝日は除く）

■パパママクラス（対象：妊娠 12 週以降の妊婦とそのご家族）　    母子健康手帳とスリッパを持参してください。

母と子の健康診査 ・ 教室（１月） 会申問保健センター…☎（２３７）８９５０

■乳幼児健診　受付時間などは対象者に通知します。

健診種別 日程 対象
３か月児整形外科 10・17・24 日㈭ 平成 30 年 10 月生まれ

１歳６か月児 11・18・25 日㈮ 平成 29 年７月生まれ

２歳児歯科（２歳６か月） ７・21 日㈪ 平成 28 年７月生まれ

３歳児（３歳６か月） ９・16・23 日㈬ 平成 27 年７月生まれ

教室 日時 備考
予防接種教室 25 日㈮午前 10 ～ 11 時 持ち物　お持ちの方は母子健康手帳と予防接種手帳（予診票）

■そのほかの教室

申込制■産前産後ママケア事業（対象：妊産婦）
相談 内容 日程 申込方法

ママのすこやか相談 妊娠期からの不安など ８・15・22 日㈫
電話で

（ 土・ 日 曜 日、
祝日は除く）ママの母乳相談 妊娠中の乳房ケアや産後の授乳、幼児期の断乳など

※利用回数：1 度の出産につき２回まで

９・16・23 日㈬
10・17・24 日㈭
11・18・25 日㈮

教室・相談 日時 対象

健康相談・育児相談・発育測定 ６・13・20・27日㈰午前９時～正午
（11時30分まで受付）

元気食育教室（離乳食・幼児食のお話）
「ぱくぱく食べるよ！～遊び食べや好
き嫌いはないかな？～」

９日㈬午前10時～11時30分 乳幼児とそのご家族

ベビーマッサージクラス
持ち物　バスタオル・オムツ・ビニー
ル袋・母子健康手帳

❶16日㈬❷23日㈬❸30日㈬
時間はいずれも午前10時～11時30分

❶生後２・３か月児とそのご家族
❷生後４・５か月児とそのご家族
❸生後６・７か月児とそのご家族

プレママ・パパのつどい（沐浴実習、
パパの妊婦体験など） 20日㈰午前10時～11時30分 妊娠28週以降の妊婦とそのご

家族

親子３Ｂ体操教室
持ち物　母子健康手帳・飲み物 31日㈭午前10時～11時30分 １・２歳児とそのご家族

健康ガイド
32ページ 希望者は発育測定もできます。

保健センター会
問健康談話室…☎（２２１）３５６０／健康政策課…☎（２３７）２５８６

問母子保健課…☎（２３７）２５８７

■食に関わる教室
教室 日時 備考

育児・離乳食教室
22 日㈫
❶午後１時～
❷午後２時 30 分～

対象　平成 30 年７・８月生まれのお子さんを持つご家族
申込方法　９日㈬～15 日㈫に電話で（土・日曜日、祝日は除く）
※託児あり（人数には制限があります）

保健センター …☎（２４２）８３０１会申込制 申 問

申込制

健康談話室（１月）

（相生２－ 17 －１）

２１　　　平成３１（２０１９）年／１月号

甲府市子育て支援アプリ　無料配信中！

すくすくメモリーズ

（相生２－ 17 －１）


