
日とき  場ところ  内内容  講講師  対対象  定定員  ￥費用  持持ち物  他その他・注意事項  申申し込み  問問い合わせ

子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

※掲載希望は 1歳になる月の前月 5日まで（5
日が土曜・日曜日、祝日の場合はその直前の
平日まで）に市長公室広報係へ郵
送、持参または電子申請でお申し
込みください

報報情てて
育育市 子の市野野日

就学相談
1004083ID

　就学・進学に向けて学習や集団生活
などに不安があるお子さまの適切な
教育環境について就学相談員が必要
な情報を提供し、相談を受けます。特
別支援学校、特別支援学級、特別支
援教室をご検討の方は必ずご相談く
ださい。
対令和6年度に小・中学校へ就学・進
学を予定している子の保護者申 2月1
日㈬～8月31日㈭に電話またはファク
ス問 発達・教育支援課（☎042-589-
8877 FAX 042-514-8740）

幼稚園からのお知ら
せ 1004228ID

▶幼稚園においでよ～風船はねつ
き、たこあげで遊ぼう！
日 1月11日㈬午前9時15分～11時対 乳
幼児と保護者場・問 第二幼稚園（☎
042-591-4125）
▶ひよこの日～鬼のお面を作ろう！
日 1月24日㈫午前9時15分～11時対 乳
幼児と保護者場・問 第四幼稚園（☎
042-583-3903）
▶なかよしきっず～スタンプで遊ぼ
う！
日 1月30日㈪午前9時15分～11時対 乳
幼児と保護者場・問 第七幼稚園（☎
042-586-3770）

図書館おはなし会
（１月） 1022526ID

▶高幡図書館
日 1月11日㈬①午後3時から②午後3
時30分から対 ①0～2歳児②3歳～未
就学児場・問同館（☎042-591-7322）
▶中央図書館
日 ①1月11日㈬午後3時30分から②11
日㈬午後4時から③26日㈭午前10時30
分から対 ①3歳～未就学児②小学生
③0～2歳児 定②申込制で先着5人
場・問同館（☎042-586-0584）
▶多摩平図書館
日 ①1月12日㈭午前10時30分から（ひ
よこタイム）②25日㈬午後3時30分か
ら③25日㈬午後4時から対 ①0～2歳
児②3歳～未就学児③小学生定 ③申

込制で先着6人場・問同館（☎042-583-
2561）
▶百草図書館
日 1月18日㈬①午後3時から②午後3
時30分から③午後4時から対 ①0～2
歳児②3歳～未就学児③小学生定 ③
申込制で先着5人場・問 同館（☎042-
594-4646）
▶日野図書館
日 1月18日㈬午後3時30分から対 3歳
～未就学児場・問 同館（☎042-584-
0467）
▶平山図書館
日 1月19日㈭午前10時30分から（ひよ
こタイム）対 0～2歳児場・問 同館（☎
042-591-7772）
　いずれも他 0～2歳児、3歳～未就学
児は15分間、小学生は20分間。詳細は
図書館 HP 参照または各館に問い合
わせを。ひよこタイムとは、乳幼児連
れの保護者が気兼ねなく来館できる
時間申 小学生向けは電話または来館
※月曜日を除く

プレママ＆子どものお食事な
んでも相談
1016704ID

日 1月10日㈫午前、2月7日㈫午前場生
活・保健センター、オンライン、電話
対妊婦、乳幼児のいる保護者申電話
問健康課（☎042-581-4111）

乳幼児歯科相談
1007575ID

日 1月6日㈮・11日㈬・13日㈮・18日㈬・
20日㈮の午後1時30分、1時45分、2時、
2時15分、2時30分から場生活・保健セ
ンター内歯科医師による健診・相談、
歯科衛生士による歯磨き指導対 1歳6
カ月～4歳の誕生月までのお子さま
定 申込制で各回先着5人他 既に虫歯
がある場合は医療機関の受診を申電
話問健康課（☎042-581-4111）

BCG（結核）予防接種
1007623ID

日 ①1月4日㈬②16日㈪・23日㈪いず
れも午前9時30分～11時場 ①福祉支
援センター②生活・保健センター対

生後1歳未満でBCG予防接種未接種
のお子さま※生後5～8カ月未満推奨
持 母子健康手帳、予診票、バスタオ
ル、長袖服他 詳細は市 HP 参照問 健
康課（☎042-581-4111）

乳幼児親子向け交流会
おかいものごっこ
1010889ID

日 2月3日㈮午前10時～11時45分場 市
民の森ふれあいホール対乳幼児親子
定申込制で先着50組申 1月6日㈮～24
日㈫にQRコードで。または1月25日㈬
午前10時から電話問 地域子ども家庭
支援センター万願寺「にこにこ」（☎
042-586-1312）

みんなで話そう！ シングル
ママ・パパの集い
1008504		ID

日 1月21日㈯午後3時～4時30分場 多
摩平の森ふれあい館対 子育て中の
ひとり親※お子さま同伴可問地域子
ども家庭支援センター多摩平「はぴ
はぴ」（☎042-589-1260）

お正月あそび
1003983ID

日 1月7日㈯午後2時～3時30分 対小
学生以上定 申込制で先着30人申 1月
4日㈬午前9時30分～6日㈮午後6時に
電話または来館場・問しんめい児童
館（☎042-583-6588）

乳幼児自由参加ひろば
こあらひろば
1015859ID

日 1月12日㈭午前10時30分～11時30分
対乳幼児と保護者定申込制で先着10
組申 1月4日㈬午前9時30分～11日㈬午
後6時に電話または来館場・問もぐさ
だい児童館（☎042-591-7001）

22ページへ続く

さん中川 明久
なかがわ あきひさ

令和4年1月12日
午前11時50分生まれ
多摩平在住

あきひさ、おたんじょうびお
めでとう。いちねんでできる
ことがたくさんふえたね。い
っしょにあそんだり、おでか
けするのはパパもママもたの
しかったよ。これからもげん
きにいっぱいあそぼうね。

1007346ID 場生活・保健センター

すくすくクラブ
日いずれも午前10時30分～11時30分
内歌や手遊び、お友達作り
対 3～12カ月児と保護者
他申し込みなどの詳細は各児童館へ問い合わせを

1月11日㈬　たまだいら児童館（☎042-589-1253）

1月17日㈫　さかえまち児童館（☎042-585-8281）

1月18日㈬　ひの児童館（☎042-581-7675）

1月19日㈭　ひらやま児童館（☎042-592-6811）

1月25日㈬　みさわ児童館（☎042-591-3456）

健康診査 内 3～4カ月児、1歳6カ月児、3歳児健診※通知した日時に来場を

ママパパクラス沐
もく

浴
よく

対妊婦（おおむね16～27週）とその家族
日 1月22日㈰※時間予約制内 赤ちゃんのお風呂の入れ方など申 開
催3日前までに電子申請

ママパパクラス保健
対 会場参加は妊婦（おおむね16～27週）、オンライ
ン参加は妊婦（妊娠週数は問いません）とその家族

日 ①1月16日㈪②23日㈪いずれも午後2時～3時場 ①会場またはオ
ンライン（会場の場合は講話終了後、午後3時～3時30分に交流会）②
オンライン内 ①妊娠・出産について②産後の生活について申 開
催4日前までに電子申請

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市 HP 参照問子ども家庭支援センター（☎042-843-3663）

転入された方へ 妊婦、3～4カ月児、6・9カ月児、1歳6カ月児、3歳児健診を受けていない方は子ども家庭支援セ
ンター（☎042-843-3663）へご相談ください。
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ステップ1
1回食

日 ①1月19日㈭午前②2月16日㈭午前対 ①おおよそ令和4年8月生まれの乳児とその保護者②おおよそ
令和4年9月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各32組※申込多数の場合は抽選

ステップ2
2回食

日 ①1月17日㈫午前②2月14日㈫午前対 ①おおよそ令和4年6月生まれの乳児とその保護者②おおよそ
令和4年7月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各24組※申込多数の場合は抽選

ステップ3
3回食

日①1月12日㈭午前②2月9日㈭午前対①おおよそ令和4年1月～4月生まれの乳児とその保護者②おおよ
そ令和4年2月～5月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各24組※申込多数の場合は抽選

マタニティ
栄養教室

日 1月28日㈯午前10時30分～11時30分内 妊娠中の食事の話と質疑応答対 安定期（16～27週を推奨）の妊
婦とその家族定申込制で25人※申込多数の場合は抽選

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市 HP 参照申 1月分は受け付け中、2月分は1月10日㈫午前9時から。開催1
週間前までに電子申請問健康課（☎042-581-4111）

　新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、せきが出る・体がだるい・熱っぽいなどの症状がある
方は来所せず、医療機関を受診してください。
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