
トランスパレントペー
パー(薄い半透明の紙)
を使って星飾りを作り
ます。
対象▶就学前のお子さんと保護者
日時▶８月29日(日)10:30〜11:30
会場▶子ども広場　定員(抽選)▶４組
申込▶Eメールで、保護者の氏名、お
子さんの氏名･生年月日、電話番号
を、７月26日(月)から８月21日(土)ま
でに下記のアドレスへお知らせくだ
さい。
Eメール hirobateshigoto@gmail.com
問▶子ども広場☎(893)6075

協力医療機関で受診してください。
受診券と一緒に送付している協力医療
機関名簿や市ホームページでご確認く

ださい。フッ化物塗布もあわせて受け
ましょう。◆広報ID番号 1011810
受診期間▶２歳になった日から２歳６
か月になる月の末日まで(なるべく２
歳２か月までに受けてください)
持ち物▶２歳児歯科健康診査受診券、
フッ化物塗布受診券、母子健康手帳
問▶子ども健康課☎(883)1174

保健師、栄養士による個別相談。
対象▶乳幼児のお子さんと保護者
日時▶８月16日(月)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
＊電話相談は随時行っています。

｢落ち着きがない｣｢集団行動が苦手｣
など、お子さんへの関わり方の相談
に、臨床心理士が応じます。

対象▶３歳児健診を終えた就学前のお
子さんがいる保護者　
日時▶８月３日(火)13:30〜16:30(１
人１時間程度。相談日時の調整も可)　
先着▶３人　
申込▶７月30日(金)まで子ども健康課

☎(883)1174

０〜５歳のお子さん
が対象です。時間は
9:45〜11:00。詳し
くは、各保育所(｢▶｣の
後の電話番号)へお問
い合わせください。
８月 ３ 日(火)▶寺内☎(863)6253
８月 ３ 日(火)▶雄和中央☎(886)2595
８月 ５ 日(木)▶河辺☎(882)3056
８月18日(水)▶新波☎(887)2014
８月19日(木)▶岩見三内☎(883)2555
８月25日(水)▶川添☎(886)2139
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！｢※｣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

市外局番＝☎018

▶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　

＊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。

育児相談育児相談

２歳児歯科健診２歳児歯科健診 すくすく電話相談室すくすく電話相談室

保育所開放で遊ぼう！保育所開放で遊ぼう！

小さなてしごと小さなてしごと

中央子育て交流ひろば☎(888)5652 パンダのうちわをつくろう！／先着５組

８/10(火)10:30〜11:00おはなし会(就学前) 絵本の読み聞かせ

おたのしみポケット(就学前)※ ８/５(木)10:30〜10:50

いちご･バナナるーむ(就学前)※ 夏を楽しもう！／先着６組

親子あそびぐーちょきぱぁ(就学前)

おうた･おはなしタイム(就学前) 手遊びや季節の歌など／当日先着15組 ７/28(水)10:30〜10:45

はっぴぃ子育て講座(就学前) ７/21(水)10:30〜11:30

パネルシアター、誕生会／当日先着５組 ８/ ３(火) 10:30〜10:50

子ども未来センター
☎(887)5340

河辺子育て交流ひろば☎(882)5146

催し(お子さんの対象) 内　容　／　定　員 日　時会　　場

８/４(水)10:30〜10:50

申 ７/27(火) 9:00〜

申 ７/30(金) 9:00〜

↑
申し込みは
こちらに
アクセス

西部子育て交流ひろば☎(826)9007

北部子育て交流ひろば
☎(893)5985

雄和子育て交流ひろば☎(886)5530

よちよち広場
(７か月〜１歳６か月)

お花のうちわをつくろう！
／先着各12組

７/29(木)①10:15〜 ②10:50〜

７/21(水)10:00〜 申

ぴよぴよ広場
(２〜６か月)

たこさんのうちわをつくろう！        
／先着各12組

８/５(木)①10:15〜 ②10:50〜

７/28(水)10:00〜 申

はかってみようday(就学前) 身体測定 ７/30(金)10:30〜11:15

とっとこタイム(２〜３歳) 体を動かして遊ぼう！／先着10組 ８/18(水)10:30〜11:30 申 ８/ ４(水) 9:30〜

けがの予防と対処法を学ぼう／当日先着10人

子ども広場
☎(893)6075

スマイルベビー(０歳)＝

スマイルキッズ(１歳以上)＝

①海のお友だちとあそぼう／定員(抽選)各10組→

②くだもの狩りごっこ／定員(抽選)各10組→

時間はいずれも10:30〜11:00

ベ

キ 申 ７/19(月)から８/10(火)までに
上記のコードからアクセスを

８/19(木)ベ ８/26(木)キ

９/ ９(木)ベ ９/16(木)キ



母子健康手帳などで接種歴を確認
し、受けていない定期の予防接種が
ある場合は、計画的な接種をおすす
めします。接種の際は、医療機関へ
母子健康手帳をお持ちください。
問▶健康管理課☎(883)1179

小児慢性特定疾病医療受給者証の更
新手続きの案内を、対象となるかた
に郵送しています。申請は８月10日
(火)まで。案内が届いていないかた
は、お問い合わせください。
対象▶平成13年10月２日以降に生ま
れたかたで、有効期間が９月30日(木)
までの小児慢性特定疾病医療受給者
証をお持ちで、10月１日(金)以降も引
き続き同医療費の助成を希望される
かた
問▶子ども健康課☎(883)1172

乳幼児期の成長や健康、しつけなど
を学びながら親子の絆を深めます。
会場は北部市民SCほか。実費負担あ
り。先着各10組。申し込みは北部市
民SCへ。☎(893)5969
★カンガルー乳幼児学級
対象▶北部地域に住む生後６か月〜１
歳６か月のお子さんと保護者
日時▶８月26日(木)から１月20日(木)
までに全７回、10:30〜11:30　
申込開始▶７月28日(水)9:00から
★ペンギン幼児学級
対象▶北部地域に住む１歳６か月〜３

歳のお子さんと保護者
日時▶８月24日(火)から１月25日(火)
までに全７回、10:30〜12:00
申込開始▶７月26日(月)9:00から

ベビーマッサージで親子のふれあい
を楽しもう♪
対象▶生後３〜７か月のお子さんと
保護者　日時▶７月29日(木)10:30〜
11:30　会場▶中央市民SC音楽室４
(市役所３階)　先着▶５組
申込▶７月20日(火)9:00から中央子
育て交流ひろば☎(888)5652

骨盤を中心としたエクササイズ！
対象▶生後３〜６か月のお子さんと
母親　日時▶７月29日(木)10:00〜
11:00　会場▶西部市民SC３階大会
議室　先着▶６組　
申込▶７月20日(火)9:00から西部子
育て交流ひろば☎(826)9007

ビューティーアドバイザーと一緒に
メイクレッスン♪
対象▶生後２〜６か月のお子さんと
母親　日時▶８月27日(金)10:00〜
11:00　会場▶北部子育て交流ひろば
先着▶２組　
申込▶７月29日(木)9:30から北部子
育て交流ひろば☎(893)5985

歯科衛生士による虫歯予防のお話と
歯磨きレッスン！
対象▶１〜２歳のお子さんと保護者
日時▶９月７日(火)10:00〜11:00
会場▶北部子育て交流ひろば
先着▶８組　
申込▶８月５日(木)9:30から北部子育
て交流ひろば☎(893)5985
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笑顔がいいね

♥
♥
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▶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

＊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。

産後ママのエクササイズ産後ママのエクササイズ

北部市民SCの乳幼児学級北部市民SCの乳幼児学級

ママのビューティータイムママのビューティータイム

ベビーマッサージベビーマッサージ
夏休みを利用して夏休みを利用して

予防接種を受けよう！予防接種を受けよう！

ママのきらりタイムママのきらりタイム

小児慢性特定疾病医療小児慢性特定疾病医療
受給者証の更新を受給者証の更新を

ご
き
げ
ん
♪
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　環境にやさしい取り組みと
して、ご自宅や事業所、学校
などに設置した｢緑のカーテ
ン｣を撮影した写真を募集し
ます。
　応募者には記念品を贈呈し
ます。写真展は、９月中旬に
市役所で開催予定です。

応募方法

所定の応募用紙に必要事項を
記入し、緑のカーテンの写真
または画像データを１枚添付
し、７月20日(火)から８月31
日(火)(必着)までに、郵送か
Ｅメール(件名は｢緑のカーテ
ン応募｣で)、または直接環境
総務課(市役所３階)へ提出し
てください。
〒010-8560 
秋田市役所環境総務課
Ｅメール ro-evmn@city.

akita.akita.jp

応募用紙の配布場所

各市民SCなどに置いている
ほか、市ホームページからも
ダウンロードできます

◆広報ID番号 1013710

写真、画像データの仕様

写真はＡ４サイズにプリント
したもの。画像データは、縦
横比３：４(４：３)で、おお
むね４メガバイト以内のもの

問い合わせ

　環境総務課☎(888)5704

緑のカーテン写真展
作品を募集します！


