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会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

時間　午前 11 時～
会場　児童室（おはなししつ）
協力　ききみみずきんおはなしの会

おはなしの会
（幼児の親子・小学生）

８
10・24 ㈯

会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

夏休みお楽しみスタンプラリー

８
29 ㈭まで

内容　本を借りてスタンプをためよう
時間　火～金曜日➡午前 10 時～午後７
時／土・日曜日、祝日➡午前 10 時～午
後５時（８月 25 日㈰までは午前９時 30
分～）
会場　児童室

会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

日時　８月の毎週木曜日（15 日を除く）
午前 10 時 30 分～／８月の毎週土曜日
午後２時～
会場　児童室（おはなししつ）
協力　なでしこの会

読み聞かせ
（幼児の親子・小学生）１㈭ ほか

８

❶水分補給のための水筒や、手や汗を拭くタオルをお持ちください
❷記載のない限り参加無料・申込不要
❸電話での申込は先着順

子ども向けイベント共通事項

会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

時間　午前11時～／11時30分～（同内容）
会場　第１会議室
対象　乳幼児（３歳まで）の親子
協力　ききみみずきんおはなしの会

８
14 ㈬

ちびちびひろば
（絵本・手あそび）

会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

日時　２・９・16・23 日㈮、４・18 日㈰、
11 日（日・祝）、７・14・21 日㈬全日午後
２時～
会場　視聴覚ホール
※内容は市立図書館ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせください

８
２㈮ ほか

会申問西公民館…☎（２２５）１７６２

内容　不思議な天体現象をプラネタリ
ウムなどを使い学ぶ
時間　午前 10 時～正午
講師　加々美正寿さん
定員　親子 20 組
申込方法　８月１日㈭午前 10 時から
電話で

親子で天体観測
８

７㈬

会申問リサイクルプラザ…☎（２４１）４３５７

内容　立体的な魚を作ります
時間　午前 10 時～ 11 時 30 分
定員・材料費　20 人（小学２年生まで
は保護者同伴）・500 円
持ち物　空きビン（大きいもの）、牛乳
パック
申込方法　８月１日㈭から電話または
来館で

リサイクル工作教室
８

17 ㈯

内容　獣医師の体験談を聞くことや動
物とのふれあい体験により、地球上に
共存する喜びや命の大切さを実感する
時間　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
講師　遊亀公園附属動物園獣医師、飼
育員
定員　親子 15 組程度
持ち物　筆記用具
申込方法　８月５日㈪午前９時 30 分
から電話で

「命の大切さ」を学ぶ教室
８

17 ㈯

会申問遊亀公民館（総合市民会館２階）…
☎（２３５）１４２８

親子で動物とふれあい

申問環境保全課…☎（２４１）４３１２

内容　おひさまパワーを味方につけて環
境にやさしいソーラークッカーを作る
時間　午前 10 時～午後２時 30 分
会場　本庁舎１階市民活動室
定員　市内の小学生 200 人（１・２年
生は保護者同伴）
持ち物　お持ち帰り用の袋
申込方法　８月１日㈭午前８時 30 分
から電話で

夏休み
ソーラークッカー工作教室

８
19 ㈪ 時間　午前 10 時～正午

講師　萩原雅子さん
定員・材料費　親子 10 組・1,500 円／組
持ち物　エプロン、三角巾、タッパー、
上履き（子ども）
申込方法　８月８日㈭午前９時から電
話で

夏休み
親子お菓子作り教室

８
21 ㈬

会申問北東公民館…☎（２５４）６１００

会申問中央公民館…☎（２２２）４２４２

時間　午前 10 時～正午
講師　萩原雅子さん
定員・材料費　親子 12 組・1,500 円／組
持ち物　エプロン、三角巾、上履き（子
ども）
申込方法　８月７日㈬午前 10 時から
電話で

親子ピザ作り教室
８

24 ㈯

内容　消防士、アナウンサー、看護師
の皆さんが講師となり、仕事の素晴ら
しさを楽しく学ぶ
時間　午前 10 時～正午
定員　小学１～６年生 60 人（保護者同
伴可）
持ち物　筆記用具
申込方法　８月５日㈪午前 10 時から
電話で

夏休み
子どもハローワーク

８
25 ㈰

会申問南公民館…☎（２４１）００８３

会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

時間　午後２時～　
会場　児童室（おはなししつ）
協力　内田パパ

内田パパの絵本タイム
（幼児の親子・小学生）

８
18 ㈰

♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠   夏の子ども向けイベント ♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣

夏休み児童映画会
（外国映画は吹替版）
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♠♡♣♢♠♡♣♢♡♣♢♠♡　幼児教育センター　♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢

♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♡♣♢　お知らせ　♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♡♣♢♠

中央部幼児教育センター
☎（２２４）５４５５

北部幼児教育センター
☎（２２０）３３９８

�プール遊び
日時　８月２・９・23 日㈮、７・21
日㈬、15・29 日㈭午前 11 時～ 11 時
30 分、午後１時 30 分～２時（１日２
回、３歳児以上の利用は午後のみ）
※気軽な水遊びも行っています。詳
しくはお問い合わせください

�ママ友達をつくろう
「県外出身のママ集まれ～！」

日時　８月 22 日㈭午前 11 時～ 11 時
30 分

�親子でエンジョイ！リトミッ
ク遊び
日時　８月 28 日㈬午前 10 時 30 分～
11 時 30 分
講師　飯田久美さん
定員　歩けるようになったお子さん～
３歳未満児の親子 15 組（市内在住）
申込方法　８月 14 日㈬午前９時か
ら電話で（先着順）

�にこにこタイムお誕生日会
（７～９月生まれ）

日時　８月 30 日㈮午前 11 時～ 11
時 30 分
申込方法　誕生児のみ８月 23 日㈮ま
でに電話で

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　８月 14 日㈬午前 10 時～午
後３時

協力 中央部 北部 中道

なでしこの会 ６日㈫午後１時 30 分～ ６日㈫午前 11 時～

ひまわりの会 16 日㈮午後２時 15 分～ 16 日㈮午後１時～

ききみみずきんおはなしの会 27 日㈫午前 11 時～ ２日㈮午前 11 時～ ６日㈫午前 11 時～

�おはなしの会

�手形アートで色彩心理
内容　お子さんの手形をとった紙を
使って手形アートを完成させ、お母
さんの心の状態や色の意味を知る
日時　８月 29 日㈭午前 10 時 30 分～
11 時 30 分
講師　笠井樹子さん
定員　乳幼児の親子 10 組（市内在住）
申込方法　８月 21 日㈬午前９時か
ら電話で（先着順）

中道つどいの広場
（健康の杜センター「アネシス」内）

☎（２６６）７２２１
�親子で楽しくキットパス
内容　キットパス（安心・安全な水
に溶けるチョーク）を使って手形アー
トなどを楽しみます
日時　９月５日㈭午前 10 時 30 分～
11 時 30 分
講師　原田夏実さん（キットパスアー
ト本部認定講師）
定員　２か月～１歳未満児の親子 10
組（市内在住）
申込方法　８月 22 日㈭午前 10 時か
ら電話で（先着順）

�子育て世代のためのマネー講座
日時　９月 12 日㈭午前 10 時 30 分～
11 時 30 分
講師　関東財務局  甲府財務事務所
職員
定員　子育てをしている、またはこ
れから子育てをする保護者 15 組
申込方法　８月 29 日㈭午前９時か
ら電話で（先着順）
※託児あり

８月は児童扶養手当・
ひとり親家庭等医療費の更新月です

申 子ども支援課…☎（２３７）５６７４

　７月下旬に郵送した現況届（児童扶養手当）・更
新申請書（ひとり親家庭等医療費）を提出してくだ
さい。この届出がないと、受給できなくなります。
会場　総合市民会館３階大会議室（都合がつかな
い方は本庁舎３階子ども支援課に提出）
※初日と最終日、また開始・終了時間は混雑が予
想されます。８月７日
㈬ 午 後 ４ 時 ま で は ハ
ローワークの臨時窓口
を設け、職業相談・就
労支援事業をご案内し
ます

問

受付日 受付時間
８月３日㈯・
４日㈰

午前９時～
午後４時

８月５日㈪、
７・14 日㈬

午前９時～
午後７時

８月 12 日（月・振）
午前 10 時～
午後４時

就学援助制度の中途申請を
受け付けています

申 学事課…☎（２２３）７３２２

　経済的理由でお子さんに義務教育を受けさせる
ことが困難な場合、学用品費・給食費など学校に
かかる費用の一部を援助します（収入審査あり。申
請は随時受け付けます）。
申込方法　申請書（各学校で配布、市ホームページ
からもダウンロード可）にご記入の上、必要書類を
添えて学校または本庁舎９階学事課に提出
※詳しくはお問い合わせください

問

未婚の児童扶養手当受給者の方に
給付金を支給します

支給対象　児童扶養手当受給者で令和元年 10 月 31
日において、これまでに婚姻をしたことがない方
支給額・支給月　１万 7,500 円・令和２年１月支給
申込方法　児童扶養手当現況届受付時に戸籍謄本

（抄本）を提出（総合市民会館３階大会議室または
子ども支援課に提出）

申 子ども支援課…☎（２３７）５６７４問



⇒ ⇒

【開催期間】11 月 30 日㈯まで
ⓒCAPCOM

こうふ観光ＰＲ応援団長  信玄くん

オリジナルグッズをＧＥＴしよう！！

ＫＯＦＵ × 戦国ＢＡＳＡＲＡ スタンプラリー

まずは、スタンプ設置場所・景品
交換所などの情報が載っているチ
ラシをゲットしよう！
※チラシは市役所、観光案内所、公
民館などに設置。市ホームページか
らもダウンロードできます

スタンプ設置場所でスタンプ
を押して、甲府や山梨県内の観
光地を旅しよう！

景品交換所へ行くと、集めたスタ
ンプの数に応じてオリジナルグッ
ズがもらえるよ！
※景品交換所：甲府市観光案内所、
　甲府市役所本庁舎８階観光課

問観光課…☎（２３７）５７０２

♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♡♣♢♠　募集　♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♡♣♢♠♡♣

「バスの絵」の作品を募集します
～バスの車内は美術館～

申 問 交通政策課…☎（２３７）５１０９
　子どもたちにバスをもっと身近に感じてもら
い、家族や地域全体で地域公共交通への関心を
高めてもらうことを目的として募集します。
対象　市内の小・中学校に通う児童生徒
テーマ 「乗ってみたいな、こんなバス」
　　　　「甲府のまちを走るバス」
募集期限　８月 30 日㈮必着
展示場所　原則すべて、県内の路線バス車内に
展示
※応募方法など、詳しく
はお問い合わせいただく
か、市ホームページをご
覧ください

親子防災教室にご参加ください
～見て・聞いて・体験して・学ぶ～

申 問 防災指導課…☎（２３７）５３５７
FAX（２３７）９９１１

　防災講話、起震車による震度体験、避難所体験、
図上訓練などを行います。
日時　８月 31 日㈯午前９時 30 分～ 11 時 30 分
会場　南部市民センター  大ホール・駐車場（雨
天時は大ホールのみ）
定員　親子 20 組 50 人程度
申込方法　８月 26 日㈪までに電話または住所、
氏名、電話番号を明記しＦＡＸで
※活動しやすい服装でご参加ください

甲府市交響楽団演奏会
参加児童・生徒を募集します

申 問 生涯学習課…☎（２２３）７３２３
対象　小学生から高校生で、９・10 月の練習、
リハーサル、10 月 27 日㈰開催の演奏会に参加
できる方
申込方法　８月 30 日㈮までに電話で
※ 楽 器 の 貸 出 は で き ま せ ん。 詳 し く は お 問
い合わせください

暑い夏を

19　　　令和元（２０１９）年／ 8 月号

乗り切ろう！

▲詳しくはこちらから！
　甲府や山梨県内の観光スポットを楽しみながら巡るスタンプラリー
を開催！スタンプを集めるとオリジナルグッズをプレゼント！



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

  広報こうふ　　　20

教室 担当 日時 備考
歯の健康 歯科衛生士

９日㈮午前９時 30 分～正午（受付９時 15 分～） 持ち物　歯ブラシ・手鏡妊娠中の
栄養と食生活 管理栄養士

分娩・呼吸法 助産師 23 日㈮午前９時 30 分～正午（受付９時 15 分～） 体操のできる服装

マタニティヨガ 助産師 30 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、今
年度中に４・５歳になるお子さん
日時　10・24 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。

■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 １・８・22 日㈭ 令和元年５月生まれ

１歳６か月児 ９・16・23 日㈮ 平成 30 年２月生まれ

２歳児歯科（２歳６か月） ５・19 日㈪ 平成 29 年２月生まれ

３歳児（３歳６か月） ７・21・28 日㈬ 平成 28 年２月生まれ

教室 日時 備考
予防接種教室 30 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

ママの母乳相談
妊娠中の乳房ケアや産後の授乳・育児手技、幼
児期の卒乳・断乳など
※利用回数：1 度の出産につき２回まで

１・８・22 日㈭
２・９・23・30 日㈮
７・21 日㈬

電話で
（土・日曜日、

祝日は除く）
ママのすこやか相談 妊娠期からの不安など ６・20・27 日㈫

健康ガイド
29・30ページ 希望者は発育測定もできます。 健康政策課…☎（２３７）２５８６

■食に関わる教室
教室 日時 備考

育児・離乳食教室
27 日㈫
❶午後１時～
❷午後２時 30 分～

対象　平成 31 年２・３月生まれのお子さんを持つご家族
申込方法　14 日㈬～ 20 日㈫に電話で（土・日曜日は除く）
※託児あり（人数制限あり。希望者は 10 分前から受付）

申込制

健康談話室（８月）

教室・相談 日時 対象
元気食育教室（離乳食・幼児食のお話） ２日㈮午前10時～11時30分 ６か月～２歳児とご家族

健康相談・育児相談・発育測定 ４・18・25日㈰午前９時～正午
（11時30分まで受付）

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

❶７日㈬❷８日㈭❸28日㈬❹29日㈭
時間はいずれも午前10時～11時30分

❶生後２・３か月児とご家族
❷生後４か月児とご家族
❸生後５か月児とご家族
❹生後６か月児とご家族

親子３Ｂ体操教室
持ち物　飲み物、母子健康手帳 26日㈪午前10時～11時30分 １・２歳児とご家族

申問母子保健課…☎（２３７）８９５０会保健センター（健康支援センター内）／
母と子の健康診査・教室（８月）

問健康談話室…☎（２２１）３５６０

申問母子保健課…☎（２４２）８３０１

問医務感染症課…☎（２３７）２５８７

相生２－ 17 －１

保健センター（健康支援センター内）相生２－ 17 －１会
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