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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　３月13日㈬午前 10 時～午後３時

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 22 日㈮午前 11 時～ 15 日㈮午前 11 時～ ８日㈮午前 11 時～

ひまわりの会 15 日㈮午後２時 15 分～ 22 日㈮午後１時～

�おはなしの会

公民館など

�読み聞かせ
対象　幼児の親子・小学生
日時　３月２・９・16・23・30 日㈯ 午
後２時～／３月７・14・28 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　３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

�映画会
日時　３月 10 日㈰午後２時～
会場　視聴覚ホール
内容　「ANNIE ／アニー」（児童向け・ 
118 分・吹替版）

�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　３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

�内田パパの絵本タイム
対象　幼児の親子・小学生
日時　３月 24 日㈰午後２時～
会場　児童室

�春の工作教室「ぷっちんクリア
ソープ」を作ろう
プリンの空き容器を使ってカラフル
な手づくり石けんを作ります
対象　小学生 35 人（市内在住）
日時　３月 20 日㈬ 午後１時 30 分～
２時 30 分
持ち物・材料費　タオル・100 円
申込方法　３月９日㈯午前９時から
電話で（日曜日、祝日は除く）

�やるじゃん工作「フォトフレー
ムのマーブルアートデコ」
対象　小学生 35 人（市内在住）
日時　３月 27 日㈬ 午後１時 30 分～
２時 30 分
持ち物・材料費　タオル・250 円
申込方法　３月 16 日㈯午前９時から
電話で（日曜日、祝日は除く）

西部児童センター
☎（２２５）１７６４

市立図書館
☎（２３５）１４２７

幼児教育センター

中央部幼児教育センター
☎（２２４）５４５５

�ママ友達をつくろう
「３～８か月のお友達集まれ！」

日時　３月 14 日㈭ 午前 11 時～
※参加自由（当日参加可）

対象　1 ～５歳までの幼児を２人以上養育している方
（市内在住）

台数　10 台程度
仕様　幼児２人同乗用（３人乗り・電動アシスト付き）
貸出期間　1 年間（５月下旬から）
条件　❶市主催の交通安全講習会を受講する（５月開催
予定）❷同乗する幼児はヘルメット着用❸レンタル中の
事故などで発生した損害にかかる賠償は利用者責任
利用料　無料（自転車の点検・整備・修理費用および対

人賠償保険費用 1,500 円程度は利用者負担）
申込方法　申請書（各幼児教育センター・
中道つどいの広場・各公民館に設置。市ホ
ームページからもダウンロード可）に記入
し、各幼児教育センター・中道つどいの広
場のいずれかへ郵送または持参（月曜日は
除く。４月 12 日㈮必着）
※申請書は１世帯１通のみ。応募者多数の
場合は抽選

子育て支援自転車のレンタル利用者を募集します

南公民館
☎（２４１）００８３

�こうふ開府 500年　小曲町の
いちごを使った親子お菓子作り
いちごのムース・フルーツロール・ブ
ランマンジェを作ります
対象　親子 15 組
日時　４月６日㈯ 午前 10 時～正午
講師　萩原雅子さん、小嶋礼子さん
持ち物・材料費　エプロン、三角巾、
持ち帰り用容器・1,500 円（１組）
申込方法　３月 12 日㈫午前 10 時か
ら電話で

西公民館

�おはなしキャラバン
対象　乳幼児の親子 10 組
日時　３月 20 日㈬午前 11 時～
申込方法　電話または来館で

申                   北部幼児教育センター…〒 400 ー 0013 岩窪町 261 ／☎（２２０）３３９８
申中央部幼児教育センター…〒 400 ー 0041 上石田３－６－ 31 ／☎（２２４）５４５５
　  中道つどいの広場（健康の杜センター「アネシス」内）…〒 400 ー 1507 下向山町 910 ／☎（２６６）７２２１

問

市立図書館…☎（２３５）１４２７問申

★
★



■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 日㈭
平成 30 年 12 月 11 日～
31 日生まれ

１歳６か月児 ８・15・22 日㈮ 平成 29 年９月生まれ

２歳児歯科（２歳６か月） 11・18 日㈪ 平成 28 年９月生まれ

３歳児（３歳６か月） ６・13・20 日㈬ 平成 27 年９月生まれ

教室 日時 備考

母乳育児・家族計画 ４日㈪午前９時 30 分～正午（受付９時 15 分）

育児体験 20 日㈬❶午後６時 30 分～❷午後７時 30 分～ 申込方法         11 日㈪～ 15 日㈮に電話で

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）

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９・10 月生まれのお子さんを持つお母さん・お父さん
申込方法　６日㈬～ 12 日㈫に電話で（土・日曜日は除く）
※託児あり（人数には制限があります）

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 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・31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）
「大人の食事から取り分けよう
～メニューに困ったら～」

６日㈬午前10時～11時30分 乳幼児とそのご家族

ママ友のつどい（ママ同士の交流など） 11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

親子３Ｂ体操教室
持ち物　飲み物、母子健康手帳

28日㈭午前10時～11時30分 １・２歳児とそのご家族

■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。

教室 日時 備考
予防接種教室 ８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 問母子保健課…☎（２３７）２５８７

■食に関わる教室 申込制 保健センター …☎（２４２）８３０１申 問会

会申問保健センター…☎（２３７）８９５０
（相生２－ 17 －１）

健康ガイド
29～31ページ 母と子の健康診査 ・ 教室（３月）

健康ガイド
32ページ 希望者は発育測定もできます。 問健康談話室…☎（２２１）３５６０／健康政策課…☎（２３７）２５８６

健康談話室（３月） 保健センター会 （相生２－ 17 －１）

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

１９　　　平成３１（２０１９）年／３月号

■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）

申込制


