
公民館など

北部幼児教育センター
岩窪町 261

☎（２２０）３３９８

�親子で英語に親しもう
日時　２月 28 日㈭午前 10 時 30 分～
11 時 30 分
講師　向山めぐみさん
定員　乳幼児の親子 12 組（市内在住）
申込方法　２月 20 日㈬午前９時から
電話で（先着順）
※託児なし

�子育て・お助け講座
 ～かけがえのない命を自分で守る心と
体づくり～
日時　３月７日㈭午前 10 時 30 分～正午
講師　渡辺光美さん（やまなし大使）
定員　100 人
内容　第一部「命の大切さと守り方を
伝えられるママに」　第二部「親子で
楽しくリズムにのって♪  ～スキン
シップ＆コミュニケーション」
申込方法　２月 13 日㈬午前９時から
電話で（先着順）
※託児なし

イベント情報♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣

協力 中央部 北部 中道

なでしこの会 ５日㈫午後１時 30 分～ ５日㈫午前 11 時～

ききみみずきんおはなしの会 26 日㈫午前 11 時～ 22 日㈮午前 11 時～ 21 日㈭午前 11 時～

ひまわりの会 15 日㈮午後２時 15 分～ 15 日㈮午後１時～

�おはなしの会

１９　　平成３１（２０１９）年／２月号

朝気児童館
☎（２３５）６６７０

�手作りたこやきパーティー
日時　２月 16 日㈯午後１時 30 分～３
時 30 分
定員　小学生 15 人
材料費　300 円　
持ち物　エプロン・三角巾・マスク・
タオル・水筒
申込方法　２月２日㈯午前９時から電
話で（日曜日、祝日は除く）

�子育て講座　親子ヨガ
日時　２月 28 日㈭午前 10 時 30 分～
11 時 30 分
講師　赤尾一恵さん
定員　４か月～１歳６か月未満児の
親子 10 組（市内在住）
持ち物　ヨガマットまたはバスタオ
ル、動きやすい服装、汗ふきタオル、
水分補給のできる飲み物
申込方法　２月 14 日㈭午前９時から
電話で（先着順）
※中央部幼児教育センターとの合同
講座。申込は各センター 10 組ずつ

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　２月 13 日㈬午前 10 時～午後３時

遊亀公民館　料理実習室ほか
（総合市民会館２階）

中央部幼児教育センター
上石田３－６－ 31
☎（２２４）５４５５

�ママ友達をつくろう
～県外出身のママ集まれ！～

日時　２月 21 日㈭午前 11 時～
※参加自由（当日参加可）

�お誕生日会（１～３月生まれ）
日時　２月 27 日㈬午前 11 時～
※誕生児は２月 20 日㈬までに電話
で要申込。誕生月以外のお子さんも
参加可

�子育て世代のためのマネー講座
～子育てにかかるお金の話～

日時　３月６日㈬午前 10 時 30 分～
11 時 30 分
講師　財務省関東財務局職員
定員　子育て中、子育て予定の保護
者 15 人（市内在住）
申込方法　２月 20 日㈬午前９時か
ら電話で（先着順）
※託児あり

�子育て講座　勇気づけの心理学
～心に愛の基地をつくろう～

日時　２月 22 日㈮午前 10 時 30 分～
11 時 30 分
講師　坂本玲子さん（県立大教授）
定員　乳幼児の保護者 15 人（市内
在住）
申込方法　２月８日㈮午前９時から
電話で（先着順）
※託児あり（協力：石田地区女性部
愛育会子育てお助け隊）

�子育て講座　絵本講座
日時　３月 12 日㈫午前 10 時 30 分～
講師　齋藤順子さん（山梨子ども図
書館理事長）　
定員　乳幼児の親子 15 組（市内在住）
申込方法　２月 26 日㈫午前９時か
ら電話で（先着順）

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 �イクメン養成講座

パパとつくる簡単おやつとおりがみ遊び

日時　３月２日㈯午前 10 時～正午
講師　野菜ソムリエ、甲府文庫連絡会
会員
定員　３歳～小学校低学年までのお子
さんとお父さん 10 組（ご夫婦での参加
も可）
申込方法　２月 20 日㈬まで（土・日曜
日、祝日は除く）の午前９時～午後５
時に電話で（先着順）

�親子でいちご大福をつくろう

日時　３月３日㈰午前 10 時～正午
講師　こうふるふぁーむ ( 野菜ソムリ
エ団体）
定員　５歳～小学生までの親子12 組

（市内在住）
材料費　1,000 円／組　（お子さん１人追
加につき＋ 200 円）
申込方法　はがきに住所、お子さんの
氏名（ふりがな）、年齢（学年）、保護者
の氏名、電話番号、メールアドレスを
明記し、〒 400 ー 8585 甲府市役所農
政課まで郵送またはＦＡＸで（２月 15
日㈮必着）
※応募多数の場合は抽選

人権男女参画課…☎（２３７）５２０９問申

農政課…☎（２９８）４８３３
FAX（２３７）６４６１

問申

★
★
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�読み聞かせ
対象　幼児の親子・小学生
日時　２月９・16・23 日㈯ 午後２時～
／２月 14・21 日㈭午前 10 時 30 分～
会場　児童室
協力　なでしこの会

�おはなしの会
対象　幼児の親子・小学生
日時　２月９・23 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

市立図書館
☎（２３５）１４２７

お知らせ♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠
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会　18 歳未満のお子さん、妊
娠中の方がいるご家庭を対
象に、県内外の協賛店舗で
さまざまな特典が受けられ
るお得なカードです。既存
のカードも引き続きご利用いただけますが、新
デザイン（平成 30 年 12 月 10 日～）のカードに
交換も可能。
交付窓口　子ども支援課 ( 本庁舎３階 )、保健セ
ンター ( 相生２ー 17 ー１) 、各窓口センター
※交付には、健康保険証や母子手帳など確認書
類が必要になる場合があります

やまなし子育て応援カードをお持ちですか？
地域の子育てに参加してみませんか？　

市ファミリー ・サポート ・センター協力会員募集中

市ファミリー・サポート・センター
（中央部幼児教育センター内）…☎（２２３）２２５３

　子どもを預けたい方と預かりたい方とでつく
られる会員組織。有償ボランティアとして子育
ての応援をしてみませんか。
募集要件　子どもが好きで心身ともに健康な方

（市内在住、事前講習あり）
援助対象　市内在住の乳幼児（生後３か月程度）
から小学生まで（病児・病後児は除く）
協力会員報酬　平日➡ 700 円／時間     土・日曜
日、祝日、年末年始➡ 800 円／時間
勤務時間　午前７時～午後７時
登録方法　電話で連絡後、証明用顔写真２枚（縦
２．５㎝×横２㎝）を持参　

申問

�内田パパの絵本タイム
対象　幼児の親子・小学生
日時　２月 24 日㈰午後２時～
会場　児童室�冬の食育イベント

小学生親子クッキング
　市内で収穫したいちごなどを使った
おやつ作りを体験し、食と元気な体づ
くりを学ぼう
対象　小学４～６年生の親子 12 組（市
内在住）
日時　２月 23 日㈯午後１時 30 分～
３時 30 分
会場　栄養指導室
持ち物　エプロン、三角巾、上履き
申込方法　２月７日㈭～ 14 日㈭まで
に電話で（先着順）

読み聞かせボランティアスキルアップ講座　　

「本を選ぶたのしみ―子どものよろこびへ―」

市立図書館…☎（２３５）１４２７申問

　小・中学校に入進学する児童がいる所得税非
課税世帯のひとり親家庭等の保護者の方に、対
象児童１人につき小学校入学 5,000 円、中学校
進学１万円の祝金を支給します。
申請方法　２月 28 日㈭までに申請書に記入し、
〒 400 ー 8585 甲府市役所３階子ども支援課子育
て支援係まで持参または郵送で
※申請書は各学校の入学説明会にて配布。市ホー
ムページからもダウンロード可

２月はひとり親家庭等
小 ・中学校入進学祝金の申請月です

 子ども支援課…☎（２３７）５６７４

　読み聞かせをする時の本選びの手法を学びま
せんか。
日時　２月 22 日㈮午後２時～３時 30 分
会場　第１会議室
講師　宮崎さなゑさん（山梨子ども図書館理事）
定員　30 人
申込方法　２月 13 日㈬午前 10 時から電話また
は来館で

子ども支援課子ども相談センター…
☎（２３７）５９１７

問

保健センター
☎（２４２）８３０１

申問

�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　２月 13 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



教室 日時 備考
歯の健康・栄養管理 ８日㈮午前９時 30 分～正午（受付９時 15 分～） 持ち物　歯ブラシ・手鏡

分娩・呼吸法 15 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 26 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　９・23 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（2 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
７・14・21 日㈭ 平成 30 年 11 月生まれ

28 日㈭
平成 30 年 12 月 1 日～

10 日生まれ
１歳６か月児 ８・15・22 日㈮ 平成 29 年８月生まれ

２歳児歯科（２歳６か月） ４・18 日㈪ 平成 28 年８月生まれ
３歳児（３歳６か月） ６・13・20 日㈬ 平成 27 年８月生まれ

教室 日時 備考
予防接種教室 14 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、幼児期の断乳など
※利用回数：1 度の出産につき２回まで

６・13・20 日㈬
７・14・21 日㈭
８・15・22 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 ５・12・19 日㈫

教室・相談 日時 対象

健康相談・育児相談・発育測定 ３・10・17・24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）
「行事食を楽しもう～ひなまつり編～」 ６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

❶13日㈬❷20日㈬❸27日㈬
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）

17日㈰午前10時～11時30分 妊娠28週以降の妊婦とそのご家族

ママ友のつどい（ママ同士の交流など） 18日㈪午前10時～11時30分 乳幼児とそのご家族
親子３B体操教室
持ち物　飲み物、母子健康手帳

21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

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

問母子保健課…☎（２３７）２５８７

教室 日時 備考

育児・離乳食教室
19 日㈫
❶午後１時～
❷午後２時 30 分～

対象　平成 30 年８・９月生まれのお子さんを持つご家族
申込方法　６日㈬～ 12 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）

後期・完了期
離乳食教室

27 日㈬
❶午後１時～
❷午後２時 20 分～

対象　平成 30 年３～６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）

孫食育教室
３月 1 日㈮午後１時 10
分～３時 20 分

（午後１時から受付）

対象　離乳食開始ころ～２歳未満のお孫さんを持つ祖父母の方
定員　15 人程度（先着順）
申込方法　22 日㈮までに電話で（土・日曜日、祝日は除く）

■食に関わる教室 申込制

健康談話室（２月）

（相生２－ 17 －１）

保健センター …☎（２４２）８３０１申 問会

２１　　　平成３１（２０１９）年／２月号

（相生２－ 17 －１）


