
市立図書館
☎（２３５）１４２７

23　　　令和３（２０２１）年／１月号

W e  a r e こうふ 　きっず！

◆開催予定のイベント
�映画会
日時　１月 15 日㈮午後２時～
会場　視聴覚ホール
内容　「スチュアート・リトル（吹替版）」　（児童向け・84 分）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、座席数を
制限して実施しています。また、参加の際は参加者名簿
の作成にご協力ください

幼児教育センター

■幼児教育センターのイベントは、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、事業を縮小し
ています。ご不便をおかけしますが、ご理解を
お願いします。

健康ガイド
31～33ページ

※詳しくは、「甲府市民健康ガイド」をご覧ください

母と子の健康診査・教室（１月）

■【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 日時 備考 ホームページ

産後の生活を体験しよう！
（持ち物：バスタオル） 保健師

23 日㈯午前 10 時 10 分～ 11
時 30 分（受付：10 時～）

要予約…12 日㈫～ 15 日㈮に電
話で

出産・育児の準備をしよう！
（持ち物：手鏡、普段使用し

ている歯ブラシ）

保健師
保育士

歯科衛生士

２月２日㈫午後２時～３時
30 分（受付：午後１時 50 分～）

要予約…25 日㈪～ 29 日㈮に電
話で

母子保健課…☎（２３７）８９５０

♣♢♠♡♣♢♠♡ ♣♢♠
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・変更となる場合もあります。最新の情報は、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、イベントや教室などが中止・変更となる場合もあります。
最新の情報は、　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拡大防止のため当面
中止のイベント
�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

▶幼児教育センター
ホームページ

▶市立図書館
ホームページ

イベント情報 ♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡ ♣♢♠♡♣♢♠♡ ♣♢♠♡♣♢♠♡ ♣♢♠♡

日時　２月６日㈯午前 10 時～ 11 時 30 分
講師　林政課職員
対象・定員　小学校までのお子さんとお父さん（ご
家族での参加可能）・８組
申込方法　１月５日㈫から 22 日㈮までに FAX ま
たはＥメール（danjyoks@city.kofu.lg.jp) で
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください

 人権男女参画課…☎（２３７）５２０９

　　　　　　　 FAX（２２２）２０６２
�イクメン養成講座「パパと一緒に木工体験！
巣箱型ティッシュケースをつくろう」

申問

甲府市男女共同参画センター
相生２ー17－１（南庁舎１号館３階）

 協働推進課…☎（２３７）５２９８
 県弁護士会…☎（２３５）７２０２

内容　いじめや虐待など、子ども特有の相談について、初回に限り無料で相談できます。面談のほか、
電話でも対応可能です。希望される方は、県弁護士会までお問い合わせください。
受付　月～金曜日　午前９時 30 分～午後５時
場所　県弁護士会館（中央１－８－７）

問

 お知らせ ♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡ ♣♢♠♡♣♢♠♡
子ども無料相談を常時開催しています

※母子健康手帳、筆記用具、母子手帳交付時にお渡しする資料一式を持参
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

６・13・27 日㈬
７・14・21 日㈭
８・22・29 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㈫

医務感染症課…☎（２３７）２５８７
■その他の教室

教室名 日時
予防接種教室 22 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

■【申込制】すくすく発育歯科健診

名称 日時 備考

　　　１月の
　　　すくすく
               発育歯科

　健診

９・23 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）

　歯科救急センター：幸町 14 －６
国民健康保険課…☎（２３７）５３７３

  広報こうふ　　　24

種別 日程・対象 備考
１歳６か月児

※１月の対象者には、通知をお送りします
※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、感染防止対策を講じ、当初の日程の一部を変更して実施します

母子保健課…☎（２３７）８９５０
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　　健康談話室…☎（２２１）３５６０／　   健康政策課…☎（２３７）２５８６健康談話室
健康ガイド

31・32ページ

◦発熱や咳などの症状のある方は、参加をご遠慮ください
◦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
★ママ友のつどい、親子３Ｂ体操教室は、現在実施を見合わせています。実施する場合は、市ホームページで
　お知らせしますので、事前にご確認ください

１月の教室・相談 日時 対象

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

❶13日㈬❷14日㈭❸27日㈬❹28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

15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

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

17・24・31日㈰❶午前９時15分～❷９時
45分～❸10時15分～❹10時45分～

マタニティヨガ教室
（呼吸を整え、心と体をリラックス）

持ち物：母子健康手帳、スリッパ、飲み物、
ブランケット、ヨガマット（お持ちの方）、運
動のできる服装

27日㈬
午後１時15分～２時45分
（受付：午後１時～）

妊娠16週以降の方
※切迫早産、逆子、高血圧の
方は参加をお控えください

母子保健課…☎（２４２）８３０１■【申込制】食に関わる教室

教室名 日程 備考 ホームページ

育児・離乳食教室 19 日㈫
対象：令和２年７～８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）

後期・完了期離乳食教室 28 日㈭
対象：令和２年２～５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）

※教室の詳細については、市ホームページをご覧ください
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