
W e  a r e

★
★ こ う ふ 　 き っ ず ！

公民館 幼児教育センター

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

中央公民館…☎（２２２）４２４２
�親子クリスマスケーキ作り教室
日時　12 月７日㈯午前 10 時～
講師　萩原雅子さん　
定員　親子 12 組 24 人
材料費　1,500 円／組
申込方法　11 月 13 日㈬午前 10 時
から電話で（先着順）

イベント情報♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣
市立図書館

☎（２３５）１４２７

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　11 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～ 21 日㈭午前 11 時～ ５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

�子育て世代のための
「ミニマネー講座」

日時　11月 21 日㈭午前 10 時 30 分～
11 時 30 分
講師　財務省関東財務局甲府財務事
務所職員
定員　乳幼児の保護者 15 組（市内
在住）
申込方法　11 月 13 日㈬午前９時か
ら電話で（先着順）
※託児はありません

内容　おはなし会、つみきルームなど
日時　12 月８日㈰午後１時 30 分～
３時 30 分
協力　ききみみずきんおはなしの会

�読み聞かせ
対象　幼児の親子・小学生
日時　11 月の毎週木曜日午前 10 時 30
分～／ 11 月の毎週土曜日午後２時～
会場　児童室
協力　なでしこの会

�映画会（児童向け）
内容　❶「はやぶさ」❷「キャスパー」
日時　❶ 11 月３日（日・祝）❷ 11 月 17
日㈰❶❷午後２時～
会場　視聴覚ホール

�おはなしの会
対象　幼児の親子・小学生
日時　11 月９日㈯・23 日（土・祝）午
前 11 時～
会場　児童室
協力　ききみみずきんおはなしの会

�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　11 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　11 月 24 日㈰午後２時～
会場　児童室

 クリスマス会  

「クリスマス会」昨年の様子

１９　　　令和元（２０１９）年／ 11 月号

�ママ友達をつくろう～９か月～
１歳６か月のお友達集まれ！～
内容　新しくお友達をつくりたいと思っ
ているママ同士でお話しませんか？
日時　11 月 14 日㈭午前 11 時～

�妊娠から産後までお母さんが
元気になる秘訣
対象　産前産後、妊娠を望んでいる方
日時　11 月 21 日㈭午前 10 時 30 分～
11 時 30 分
講師　渡辺桂子さん
定員　中央部幼児教育センター、中
道つどいの広場各 10 組
申込方法　11 月７日㈭午前 10 時か
ら電話で（先着順）
※託児あり（人数制限あり申込制）

�にこにこタイムお誕生日会
（10～12月生まれ）

日時　11 月 29 日㈮午前 11 時～
申込方法　誕生児のみ 11 月 22 日㈮
までに電話で
※誕生月以外のお子さんの参加可

児童センター

北新児童センター…
☎（２５１）５０４９

�クリスマスお楽しみ会
ハンドベル演奏・コンサートを楽し
みましょう！
日時　12 月７日㈯午後１時～３時
15 分
定員　80 人
申込方法　11 月 16 日㈯午前９時から
電話で（先着順）

�クリスマスクッキング
クリスマスにぴったりなおいしいキ
ラキラゼリーを作ろう！
日時　12 月 14 日㈯午前 10 ～ 11 時、
午後１時 15 分～２時 15 分
定員　小学生各 10 人
材料費　250 円
持ち物　エプロン、ふきん
申込方法　11 月 30 日㈯午前９時から
電話で（先着順）

西部児童センター…
☎（２２５）１７６４

秋の工作教室「テラリウム de
ジュラシックパーク」
恐竜のミニチュアガーデンを作ろう !
日時　11 月 20 日㈬午後１時 30 分～
３時
定員・材料費　小学生 35 人・350 円
持ち物　おてふきタオル
申込方法　11 月９日㈯午前９時から
電話で（先着順）



お知らせ♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠

　子どもへの虐待は、家庭の経済的問題に加え、地
域からの孤立などが背景にあることが多く、親自身
が悩んでいても周囲に助けを求められずにいる場合
が見られます。
　子どものＳＯＳに気づいた方、子育てに悩みのあ
る方は、子ども相談センター「おひさま」、または児
童相談所全国共通３桁ダイヤル「１

い ち は や く

８９」へご相談く
ださい。あなたの気づきが子どもたちの笑顔を守り
ます。
※匿名で相談することもでき、秘密は固く守られま
す。情報が間違いであっても相談者が罰せられるこ
とはありません

問子ども相談センター…☎（２３７）５９１７

◦子育てに体罰や暴言を使わない
◦子どもが親に恐怖を持つとＳＯＳを伝えられない
◦爆発寸前のイライラをクールダウン
◦親自身がＳＯＳを出そう
◦子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援

11 月は児童虐待防止推進月間です

＜子どもを健やかに育むために＞
～「しつけ」が行き過ぎると虐待に当たることもあります～
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  広報こうふ　　　２０

令和２年度保育所などの
入所申込受付を開始します

申 問子ども保育課…☎（２９８）４４７３

対象　平成 19 年４月２日～平成 20 年４月１日
生まれのお子さん
※ 11 月末までに届かない場合はご連絡くださ
い。入学式は令和２年４月６日㈪です。入学に
関する相談も受け付けています

11 月上旬に中学校入学に関する
通知書を郵送します

 問学事課…☎（２２３）７３２２

児童扶養手当支給回数が変更になります
 問子ども支援課…☎（２３７）５６７４

　11 月分の児童扶養手当より、年３回（４か月
分ずつ年３回）から年６回（２か月分ずつ年６回）
に支払回数が変更になります。
変更前　４月・８月・12 月
変更後　11 月・１月・３月・５月・７月・９月
※今年度の 11 月分のみ３か月分、以降は２か月
分の支給となります

　平和都市宣言事業の一環として市内の小中
学校の児童・生徒が作成したポスターで最優
秀賞作品など 102 点を展示します。
日時　11 月６日㈬～ 13 日㈬午前８時 30 分～午
後９時 30 分（６日は午後１時から、13 日は午
後３時まで）
会場　本庁舎１階市民活動室

第 29 回「平和ポスター展」
問市民総室総務課…☎（２３７）５２９４

保護者の就労や出産、病気などにより、
家庭で十分な保育ができないと認めら
れる児童
11 月５日㈫～15 日㈮午前９時～午後
５時（９日㈯は除く、10 日㈰は受け付
けます）
本庁舎６階大会議室
保育所などで提出書類（申請書、在職
証明書など）を受け取り、事前にご記
入の上、受付会場へ持参
◦申込前に必ずお子さんと希望する施
設の見学をしてください
◦希望する施設に入所できない場合も
ありますので、複数の施設の申込をご
検討ください
◦保育の必要性の高い児童から優先的
に入所が決定します。申込順ではあり
ません

対　　象

受付期間

受付会場
申込方法

注意事項

保育所など一覧表＞＞＞

千代田小学校で学んでみませんか！
問教育総室総務課…☎（２２３）７３２０

次の❶～❸のすべてを満たす児童
❶市内に住所を有している
❷住所地の指定小学校が各学年２ク
ラス以上である
❸保護者による通学の送迎（学校また
は指定場所）が可能で、通常の学級で
授業が受けられる状態である　など
各学年数人
11 月１日㈮～ 12 月 25 日㈬まで
※事前に学校見学、学校長との面接を
受けた上で応募をお願いします。詳し
くはお問い合わせください

募集要件

募集人数
受付期間

　自然豊かな環境のなか、小規模校ならではの
特色ある教育活動を行っている千代田小学校で
学んでみませんか。一定の要件のもと通学区域
外から就学することができます。



２１　　　令和元（２０１９）年／ 11 月号

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
度中に満４・５歳になるお子さん
日時　９日㈯・23 日（土・祝）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 ７・14・21 日㈭ 令和元年８月生まれ

１歳６か月児 ８・15・22 日㈮ 平成 30 年５月生まれ

２歳児歯科（２歳６か月） 11・18 日㈪ 平成 29 年５月生まれ

３歳児（３歳６か月） ６・13・20 日㈬ 平成 28 年５月生まれ

教室 日時 備考
予防接種教室 22 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

６・13・27 日㈬
７・14・21 日㈭
１・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・26 日㈫

健康ガイド
29・30ページ

希望者は発育測定もできます。 問健康政策課…☎（２３７）２５８６

■食に関わる教室
教室 日時 備考

育児・離乳食教室
19 日㈫
❶午後１時～
❷午後２時 30 分～

対象　令和元年５～６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・日曜日は除く）
※託児あり（人数制限あり。希望者は 10 分前から受付）

後期・完了期離乳食
教室

28 日㈭
❶午後１時～
❷午後２時 30 分～

対象　平成 30 年 12 月～平成 31 年３月生まれのお子さんを持つご家族
申込方法　15 日㈮～ 21 日㈭に電話で（土・日曜日は除く）

申込制

健康談話室（１1 月）

会保健センター（健康支援センター内）
相生２－ 17 －１

申問母子保健課…☎（２３７）８９５０
母と子の健康診査・教室（１1 月）

申問健康談話室…☎（２２１）３５６０

申問母子保健課…☎（２４２）８３０１

問医務感染症課…☎（２３７）２５８７

保健センター（健康支援センター内）相生２－ 17 －１会

教室 担当 日時 備考
母乳育児・家族計画 助産師 １日㈮午前９時 30 分～正午（受付９時 15 分～）

マタニティヨガ 助産師 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）

　　育児体験 保健師 29 日㈮❶午後６時 30 分～❷午後７時 30 分～ 18 日㈪～ 22 日㈮に電話で申込

教室・相談 日時 対象
プレママ・パパのつどい
沐浴実習、パパの妊婦体験など

10日㈰午前10時～11時30分
５日㈫～８日㈮午前９時～ 11 時 30 分に電話で申込 妊娠20週以降の方とご家族

健康相談・育児相談・発育測定 10・17・24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

❶13日㈬❷14日㈭❸27日㈬❹28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

元気食育教室（離乳食・幼児食のお話）「形態
は進んでいるかな～モグモグできている？～」 15日㈮午前10時～11時30分 ６か月～２歳児とご家族

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 ０～２歳児とご家族

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

申込制

申込制


