
市立図書館
☎（２３５）１４２７
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�読み聞かせ
協力…なでしこの会
�おはなしの会
協力…ききみみずきんおはなしの会
�ちびちびひろば
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
協力…内田パパ
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W e  a r e こ うふ 　 き っず ！

◆新型コロナウイルス感染症の
予防、また拡大防止のため、次
のイベントは当面中止します。
最新の情報は、ホームページな
どでご確認ください

イベント情報 ♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣

◆開催予定のイベント
�夏休み映画会
※会場はすべて視聴覚ホール
日時　８月２日㈰午後２時～
内容　「ファーブル昆虫記３セミとオ
サムシ」（幼児向け・40 分）

日時　８月５日㈬午後２時～
内容　「プラネットアース episode07
海ひしめく生命」（児童向け・59 分）

日時　８月７日㈮午後２時～
内容　「南極　深海に巨大生物を見
た」（児童向け・49 分）

日時　８月９日㈰午後２時～
内容　「日本の昔ばなし　ぶんぶく茶
釜ほか」（幼児向け・69 分）

日時　８月 10 日（月・祝）午後２時～
内容　「日本の昔ばなし　天狗の隠れ
みのほか」（幼児向け・69 分）

日時　８月 12 日㈬午後２時～
内容　「日本の昔ばなし　町のねずみ
と田舎のねずみほか」（幼児向け・69 分）

日時　８月 14 日㈮午後２時～
内容　「ウミガメと少年」（児童向け・
45 分）

日時　８月 19 日㈬午後２時～
内容　「ガフールの伝説」（児童向け・
97 分・吹替版）

日時　８月 21 日㈮午後２時～
内容　「ジュラシック・パーク」（児童
向け・126 分・吹替版）

�なつのてくてくスタンプラリー
日時　８月 30 日㈰まで
会場　児童室

◀市立図書館
　　　　ホームページ

遊亀公民館
☎（２３５）１４２８

★親子でソープカービング教室
日時　８月 22 日㈯午後１時 30 分～
３時 30 分
内容　せっけんに動物などのモチー
フを彫り、ビーズなどで飾り付けて
みよう！
講師　竹内まさみさん
定員　親子 10 組 20 人（小学生以上）
材料費　500 円／人（当日集めます）
申込方法　８月５日㈬午前９時 30 分
から 17 日㈪午後５時までに電話で

信玄ミュージアム
☎（２６９）５０３０

★川中島合戦にタイムトリップ！自分だけの合戦を描いてみよう
日時　８月８日㈯午前 10 時～ 11 時 30 分
内容　武田信玄といえば、上杉謙信と戦った川中島合戦が有名です。合戦がど
のように行われたか二人の武将になりきって、自分だけのセリフをつけて絵図
を完成させてみよう！
定員　10 人（先着順・小学４年生～中学３年生）
申込方法　８月１日㈯午前９時から当日午前９時までに電話で
※当日は、なるべく公共交通機関をご利用ください

お知らせ♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣

８月は児童扶養手当 ・ ひとり親家庭等医療費助成の更新月です

　８月３～ 31 日に、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
費助成）を提出してください。この届出がないと、支給・助成が受けられなくなります。

子育て支援課…☎（２３７）５６７４問

会場　原則、総合市民会館３階大会議室（都合がつかない方のみ、本庁舎３階子育て支援課）

会 場 受 付 日 受 付 時 間

総合市民会館

８月５日㈬、６日㈭、12 日㈬ 午前９時～午後７時
８月９日㈰ 午前 10 時～午後４時
８月 10 日（月・祝） 午前９時～午後４時
８月 13 日㈭ 午前９時～午後５時

本庁舎
８月中で、上記受付日以外

（土・日曜日、祝日は除く）
午前８時 30 分～午後
５時 15 分

※初日と最終日、また開始直後と終
了前の時間帯は混雑が予想されます

※詳細は、市ホームページ
でご確認ください

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどが中止となる
場合もあります。最新の情報は市ホームページなどでご確認ください

♠♡♣♢♠
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■【申込制】パパママクラス（対象：妊娠 12 週以降の妊婦とご家族）　    
教室名 担当 備考 ホームページ

詳しく知りたい！
母乳と食事！

保健師
助産師

管理栄養士

新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、実施を見
合わせています。実施する場合はホームページを更新しま
すので、事前にご確認ください。

申問母子保健課…☎（２３７）８９５０

申問母子保健課…☎（２３７）８９５０■【申込制】産前産後ママケア事業（対象：妊産婦）
相談名 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

５・12・19・26 日㈬
６・20・27 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 ４・18・25 日㈫

募集♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣

種別 日程・対象

１歳６か月児
８月の対象者には、通知をお送りします。  

３歳児（３歳６か月）

■乳幼児健診
※新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、当初の日程の一部を変更して実施します

問母子保健課…☎（２３７）８９５０

※３か月児整形外科健康診査および２歳児歯科健康診査は、今年度の実施はすべて中止となります

母と子の健康診査 ・ 教室（８月）
※詳しくは、「甲府市民健康ガイド」をご覧ください

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期となる場合もあります。最新の情報は市ホームページ
などでご確認ください

健康ガイド
31～33ページ
※特に記載のない場合、会場は、保健センター（健康支援センター内）：相生２－ 17 －１

♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♠♡♣♢♠

募集要件　子どもが好きで、心身ともに健康な
方（市内在住、事前に講習あり）
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（午前７時～午後７時）➡ 700 円／時
土・日曜日、祝日、年末年始➡ 800 円／時
登録方法　電話で連絡後、証明用顔写真２枚（縦
２. ５㎝×横２㎝）持参

ファミリー ・ サポート ・ センター協力会員の募集について

　子どもを預けたい方（依頼会員）と預かりたい方（協力会員）とでつくられる会員組織です。空いた
時間を有効に活用し、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？

 ファミリー・サポート・センター…☎（２２３）２２５３申問

「バスの絵」の作品を募集します～バスの車内は美術館～

　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　「未来バス」
募集期限　８月 31 日㈪必着

展示場所　原則、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

 交通政策課…☎（２３７）５１０９申問



母と子の健康診査 ・ 教室（８月）つづき

定期予防接種の期限を延長します
問医務感染症課…☎（２３７）２５８７

　新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむを得ず規定の時
期に定期接種できなかった方は、定期接種の期限を延長します。
対象　令和２年３月 19 日～６月 30 日の間に規定の期限に到達
した方
※対象の方は、医務感染症課までご連絡ください
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申問健康談話室…☎（２２１）３５６０／問健康政策課…☎（２３７）２５８６健康談話室
健康ガイド

31・32ページ

８月の教室・相談 日時 対象

健康相談・育児相談・発育測定
持ち物：母子健康手帳、バスタオル、オムツ、ビニー
ル袋

２・23・30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：母子健康手帳、バスタオル、オムツ、ビニー
ル袋

❶５日㈬❷19日㈬❸26日㈬❹27日㈭
時間はいずれも午前10～11時

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・７か月児とご家族

元気食育相談（離乳食・幼児食の個別相談）
持ち物：母子健康手帳、オムツ、ビニール袋、筆記
用具

７日㈮
❶午前10時～❷10時15分～❸10時
30分～❹10時45分～❺11時～

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）
新型コロナウイルス感染症の感染状
況を踏まえ、実施を見合わせていま
す。実施する場合はホーム
ページを更新しますので、
事前にご確認ください。

０～１歳児とご家族

親子３Ｂ体操教室 １歳６か月～２歳児とご家族

マタニティヨガ（呼吸を整え、心と体をリラックス） 妊娠16週以降の方

◦新型コロナウイルス感染症の影響により、各教室などが中止となった場合、健康相談・育児相談は平日のみ電話相談
　を受け付けます。実施の有無については、必ず市ホームページをご確認ください
◦発熱や咳などの症状のある方は、教室への参加はご遠慮ください
◦実施の場合はすべて申込制です。各教室・相談日の１週間前より電話で受付。平日（11 日㈫～ 14 日㈮除く）の午前
　９時 15 分～ 11 時 30 分に健康談話室へお電話ください
◦希望者は、発育測定もできます

■【申込制】食に関わる教室 申問母子保健課…☎（２４２）８３０１
教室名 備考 ホームページ

育児・離乳食教室

対象：令和２年２・３月生まれのお子さんを持つご家族
新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、実施を見合わせています。
実施する場合はホームページを更新しますので、事前にご確認ください。対
象時期の教室が中止になってしまった方で、資料の送付をご希望の方はご連
絡ください。

問医務感染症課…☎（２３７）２５８７
■そのほかの教室

教室名 日時
予防接種教室 28 日㈮午前 10 ～ 11 時

※お持ちの方は、母子健康手帳と予防接種手帳を
持参

名称 日時 備考
すくすく発育

歯科健診
８・22 日㈯
午後２～４時

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
申込方法：電話で（土・日曜日、祝日は除く）

■【申込制】すくすく発育歯科健診 会歯科救急センター：幸町 14 －６／申問国民健康保険課…☎（２３７）５３７３
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