
さんもご一緒に)　
日時▶４月28日(水)10:00〜11:30　
会場▶市保健所(八橋)　先着▶５組　
申込▶４月５日(月)8:30から秋田市版
ネウボラ(子ども健康課内)

☎(883)1175

歯みがきレッスンと、歯科
衛生士、栄養士の話など。
対象▶生後10か月〜１歳
１か月頃のお子さん　
日時▶４月14日(水)10:00〜11:30　
会場▶市保健所(八橋)　先着▶12組　
申込▶４月５日(月)から子ども健康課

☎(883)1174

平日勤務などで、秋田市版ネウボラ
(八橋の市保健所子ども健康課内)に来
所が難しい妊婦さんのために、土曜
窓口を開設しています。面接した妊
婦さんにはプチギフトをさしあげま
す。面接時間は約20分。
対象▶①妊娠届を提出する妊婦さん、
②ネウボラ以外で妊娠届を出した妊
婦さんまたは転入した妊婦さん(ネウ
ボラでの面接がまだのかた)

日時▶４月24日(土)9:00〜12:00
申込▶秋田市版ネウボラ(子ども健康
課内)☎(883)1175

子育て中のママ同士、一緒におしゃ
べりして情報交換♪
対象▶就学前のお子さんと35歳以上
の母親　日時▶４月23日(金)10:00〜
11:00　会場▶北部子育て交流ひろば
先着▶６組　
申込▶４月５日(月)9:30から北部子育
て交流ひろば☎(893)5985

子育てにかかるお金の話を聞いて、
ライフプランを考えてみましょう。
対象▶就学前のお子さんと保護者
日時▶５月14日(金)10:00〜11:00
会場▶北部子育て交流ひろば
先着▶６組　
申込▶４月15日(木)9:30から北部子育
て交流ひろば☎(893)5985

太字の( )内はお子さんの対象です。
問い合わせ先の◎は、各地区の主任
児童委員さんの印。

★ほっと広場(０〜５歳)
４月12日(月)･26日(月)、10:00〜
11:30、広面児童館で。保険料１家
族各50円。問▶HOTの会の堀江さん

☎(837)0584
★川尻ちびっこ広場(就園前)　
４月13日(火)･27日(火)、５月11日
(火)、10:00〜11:30、川尻地区コ
ミュニティセンターで。
問▶加賀屋さん☎(823)0561
★おおすみキッズ(就園前)　
４月15日(木)10:00〜12:00、大住
児童館で。一緒にあそぼ！
問▶◎小松さん☎(839)5189
★とんとんクラブ(就学前)　４月19
日(月)10:00〜11:30、集合は下北手
児童センター。お花見をします。
問▶◎伊藤さん☎090-6683-1727
★チャイルド中通(就園前)　４月
20日(火)･27日(火)、５月11日(火)、
10:00〜11:30、中通児童館で。
問▶◎新堀さん☎090-2973-3751
…………………………………………
★日新保育園(新屋町)の園開放　
対象は就学前のお子さん。４月22日
(木)9:45〜11:00。持ち物など、詳
しくはお問い合わせください。
申込▶☎(828)3211

＊スペースの都合などにより、｢育児コーナー｣に掲載依頼があったすべてを
掲載できない場合があります。ご了承ください。

→

→
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▶子育て交流ひろばの場所…中央＝市役所２階、東部･南部･雄和＝各市民SC１階、西部･北部･河辺＝各市民SC２階　

▶子ども未来センター＝アルヴェ５階　▶子ども広場およびフォンテ文庫＝フォンテAKITA６階

♪地域で育児♪

ママのおしゃべりタイムママのおしゃべりタイム

子育てママ･パパのおかねの話子育てママ･パパのおかねの話

ネウボラ土曜窓口妊娠届

｢※｣印＝各市民SC内の施設が会場です。申込時にご確認ください親 子 で 遊 ぼ う ！ 　　＝要申込の催しで、申込開始日です申

子ども未来センター
☎(887)5340

フォンテ文庫
☎(893)6167

作ってあそぼう工作会(２歳〜小学２年生) 工作｢小鳥のモビール｣／当日先着７組 ４/17(土)11:30〜12:00

催し(お子さんの対象) 内　容　／　定　員 日　時会　　場

よちよち広場
(７か月〜１歳６か月)

はじめての製作 簡単こいのぼり
／先着各12組

４/ ８(木)①10:15〜 ②10:50〜

中央子育て交流ひろば
☎(888)5652

4/17(土)10:30〜12:00パンダのえほん修理屋さん(どなたでも) 破損した絵本の修理

ぴょんぴょん広場
(１歳７か月〜就学前)

みんなで作ろう 簡単こいのぼり
／先着各12組

おはなしポケット(就学前)※ 手遊びや大型絵本を楽しもう
／先着５組

ころんころんタイム
(０〜２歳)

春のうたあそびを楽しもう！
／当日先着15組

４/14(水)10:30〜10:50

申 ４/ ５(月) 10:00〜

４/21(水)10:30〜10:50 申 ４/12(月) 9:00〜

北部子育て交流ひろば

☎(893)5985

４/15(木)①10:15〜 ②10:50〜

申 ４/ ７(水) 10:00〜

4/10(土)11:30〜12:00おはなし会(２〜６歳) 大きな絵本、紙芝居／当日先着10組

下記のコードに
アクセスして
お申し込みくだ
さい

４/13(火)10:30〜11:00おはなし会(就学前) 絵本の読み聞かせ

ぴよぴよ広場(２〜６か月)
こいのぼりで遊ぼう！

／先着各12組
４/22(木)①10:15〜 ②10:50〜

申 ４/14(水) 10:00〜

歯ッピーバースデイ歯ッピーバースデイ

市外局番＝☎018

あ
そ
ぼ
〜

あ
そ
ぼ
〜



お子さん　会場▶母子健康手帳別冊に
記載した協力医療機関
★１歳６か月･３歳児健診(小児科･歯科)
新型コロナウイルスの影響により、
集団健診から医療機関での個別健診
に変更になります。５月の対象は令
和元年７月･８月生まれ(１歳９〜10
か月)、平成29年９月･10月生まれ
(３歳７〜８か月)です。受診券は４月
末までに、個別に郵送します。受診
券が届いたら予約の上、受診してく
ださい。２歳または４歳の誕生日前
日まで受けることができますので、
忘れずに受診しましょう。

保健師、栄養士、歯科衛生士による
個別相談。
日時▶４月27日(火)9:00〜12:00
会場▶市保健所(八橋)　先着▶３組　
申込▶子ども健康課☎(883)1174

幼児食のすすめ方や歯のお手入れに
ついての講話、個別相談など。
対象▶１歳６か月〜２歳２か月のお子
さんと保護者　
日時▶４月20日(火)10:30〜11:30
会場▶市保健所(八橋)　先着▶10組　
申込▶４月７日(水)8:30から子ども健
康課☎(883)1174･1175

助産師を囲んで、妊娠･出産･子育て
のことなどをおしゃべり♪
対象▶妊娠35週頃までの妊婦さん　
日時▶４月23日(金)10:00〜11:00
会場▶市保健所(八橋)　先着▶５人　
申込▶秋田市版ネウボラ(子ども健康
課内)☎(883)1175

助産師を囲んで、産後の心や身体の
ことなどをおしゃべり♪
対象▶産後６か月頃までの母親(お子

子育てに関する講話、
ふれあい運動、創作活動、
移動学習などを行います。
対象▶就園前のお子さんと保護者
日時▶５月から来年２月までに８回、
10:30〜11:30(移動学習時は時間変
更の場合あり)　会場▶河辺市民SCほ
か　先着▶15組
申込▶はがきに、住所、お子さんと保
護者の氏名(ふりがな)、お子さんの性
別･生年月日、電話番号を書いて、４
月23日(金)(必着)までに下記宛先へ。
〒019-2692 河辺和田字北条ヶ崎38-２ 
河辺市民SC｢ひなたぼっ子｣係
問▶☎(882)5171

子育てに関する講話、運動、
移動学習などを通して交流
しませんか！
対象▶東部地域に住む就学前の
お子さんと保護者　
日時▶５月11日(火)から来年２月８日
(火)までに９回、10:00〜11:30　
会場▶東部市民SCほか　
保険料▶１人100円　先着▶20組　
申込▶４月６日(火)9:00から23日(金)
までに東部市民SC☎(853)1389

風邪や感染性の病気にか
かっているときはご遠慮
ください。アンケートをお持ちでな
い場合は、子ども健康課へお問い合
わせください。☎(883)1174
★４･７･10か月児健診
対象▶４か月、７か月、10か月に
なった日からそれぞれ満５か月、満
８か月、満11か月になる前日までの

▶料金の記載がないものは無料　
▶申込方法がないものは直接会場へ　
▶文中｢SC｣はサービスセンターの略　
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乳幼児の育児相談乳幼児の育児相談

笑顔がいいね

♥
♥

育児育児  
 コ コーーナナーー！！

♥

＊催しは、新型コロナウイルスの影響に
より中止･変更になる場合があります。

＊会場では、マスクを着用するなど、感
染予防対策にご協力をお願いします。

ぱくぱく教室(幼児食教室)ぱくぱく教室(幼児食教室)

  乳幼児健康診査  乳幼児健康診査

プレママトークプレママトーク

産後のママトーク産後のママトーク

乳幼児家庭教育学級 乳幼児家庭教育学級 ひなたぼっ子ひなたぼっ子

幼児家庭教育学級 幼児家庭教育学級 トントン東東
ト ン

キッズキッズ

ピッカピカの
１年生！
令和３年度

市内公立小学校別
入学予定児童数

　今年度、市内公立小学校
に入学する予定の児童数で
す。地域のみなさん、よろ
しくお願いします！

＊今年３月１日現在の集計です。
　　　　…学事課☎(888)5806

保戸野▶41人
明　徳▶29人
築　山▶72人
旭　北▶35人
中　通▶44人
旭　南▶56人
牛　島▶69人
川　尻▶66人
旭　川▶97人
土　崎▶34人
港　北▶99人
土崎南▶47人
高清水▶56人
広　面▶88人
日　新▶127人
勝　平▶87人
太　平▶ ５ 人
外旭川▶88人
飯　島▶78人
下新城▶17人
上新城▶ １ 人

浜　田▶ ９ 人
豊　岩▶13人
仁井田▶90人
四ツ小屋▶26人
上北手▶60人
下北手▶10人
下　浜▶ ３ 人
金足西▶17人
八　橋▶58人
　東　▶78人
　泉　▶75人
大　住▶95人
　桜　▶140人
飯島南▶56人
寺　内▶47人
御所野▶85人
岩見三内▶ ７ 人
河　辺▶25人
戸　島▶ ９ 人
雄　和▶33人

合計 2,172人

きゅんきゅん

寺
内
保
育
所


