
◆歯の質を強くするフッ化物塗布
歯科医院で、無料で１回フッ化物を
塗ってもらえる塗布受診券を交付し
ています。対象年齢のかたで、塗布
受診券をお持ちでないかたはご連絡
ください。
対象と受けられる期間▶１歳･３歳･４
歳･５歳＝それぞれの誕生日から６か
月になる月の末日まで　２歳＝２歳
児歯科健診とあわせて実施します
問▶子ども健康課☎(883)1174

０〜５歳の親子が対象。
時間は9:45〜11:00。
詳しくは、各保育所へお
問い合わせください。
１日(木)▶岩見三内保育所
　　　　　　　　　　　☎(883)2555
７日(水)▶河辺保育所☎(882)3056
14日(水)▶川添保育所☎(886)2139
21日(水)▶寺内保育所☎(863)6253
21日(水)▶新波保育所☎(887)2014
27日(火)▶雄和中央保育所☎(886)2595

栄養バランスのとれた保育所給食の
人気メニュー作り♪対象▶お家で２〜
３歳11か月のお子さんを子育てして
いる保護者。お子さんもご一緒にど
うぞ(調理中、お子さんは保育士と一
緒に遊んで待ちます)
日時▶９月15日(木)10:00〜12:00　
会場▶河辺総合福祉交流センター調理
室･和室　先着▶４組　
申込▶寺内保育所☎(863)6253

太字のかっこ内はお子さ
んの対象。問い合わせ先
の◎は各地区の主任児童
委員さんの印です。
★とんとんクラブ(就学前)　
８月29日(月)10:00〜11:30、下北
手児童センターで。水遊び♪
問▶◎伊藤さん☎090-6683-1727
★しゃぼんだま広場(就学前)　
９月２日(金)10:00〜11:30、四ツ小

屋児童センターで。健康相談。
問▶◎伊藤さん☎090-9742-6340
★このゆびとまれ！(就園前)　
①９月６日(火)･②20日(火)、10:00
〜12:00、明徳児童センターで。①
ミニ運動会、②音楽会。
問▶◎田中さん☎080-8218-0929
★ほっぺの会(就学前)　
９月６日(火)9:45〜11:30、仁井田
地区コミュニティセンターで。妊婦
さんもどうぞ。絵本を楽しもう。保
険料１家族50円。
申込▶◎内出さん☎090-1666-6349
…………………………………………
★初めてパパ＆ママの絵本LIFE(生後
10か月まで）　
お子さんと一緒に絵本の楽しみ方を
体験。９月４日(日)10:30〜12:00、
アトリオン６階こどもサロンで。先
着５組。申し込み方法など詳しくは
ホームページをご覧ください。
http://akitawmc.com/
申込･問▶県中央男女共同参画セン
ター☎(836)7853

12

育
児 

コ
ー
ナ
ー
！

市外局番＝☎018
＊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。

｢※｣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

　　＝要申込の催しで、申込開始日です申親 子 で 遊 ぼ う ！

中央子育て交流ひろば

☎(888)5652
９/ ８(木)10:30〜10:50
申 ８/30(火) ９:00〜

だっこdeダンスを楽しもう
／先着７組

子ども未来センター
☎(887)5340 上記コードから

アクセスを

催し(お子さんの対象) 内　容　／　定　員 日　　時会　　場

ぴょんぴょん広場
(１歳７か月〜就学前)※

運動会ごっこ／先着20組 ９/ １(木)10:30〜11:00
申 ８/24(水)10:00〜

ぱるぱるルーム(就学前)※ 親子でふれあい遊び！／先着10組

東部子育て交流ひろば

☎(853)1082

おはなしの部屋(就学前) ９/ １(木)10:15〜10:30 手遊びや絵本の読み聞かせ／当日先着５組

９/ ６(火)10:30〜10:50  申 ８/29(月) ９:00〜

フォンテ文庫☎(893)6167

はっぴぃるーむ(就学前) お店屋さんごっこ／当日先着10組 ８/31(水)10:30〜10:50

♪地域で育児♪♪地域で育児♪

子ども未来センター

保育所開放(９月開催分)保育所開放(９月開催分)

おいしい給食つくっちゃお！おいしい給食つくっちゃお！

ぴよぴよ広場
(２〜６か月)

かわいいマラカス作り
／先着各12組

９/ ８(木)①10:15〜 ②10:50〜
申 ８/31(水)10:00〜

ころころマカロンのおへや
(０〜１歳11か月)※

北部子育て交流ひろば

☎(893)5985

はかってみようday(就学前) 身体測定／当日先着15組 ８/25(木)10:30〜11:00

おうた･おはなしタイム(就学前) 手遊びや季節の歌･絵本／当日先着15組 ８/30(火)10:30〜10:45

河辺子育て交流ひろば☎(882)5146

親子あそびぐーちょきぱぁ
(就学前)

雄和子育て交流ひろば

☎(886)5530
人形劇とお誕生会。乳幼児の食事の進
め方に関する健康講座も／先着５組

９/13(火)10:30〜11:20  申 ８/22(月) ９:00〜

親子で英語inフォンテ文庫(０歳〜小２) 英語の楽しいトークと読み聞かせ／先着５組 ９/ ３(土)11:15〜11:45 申 ８/27(土)10:00〜

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)＝

じぃじばぁばにプレゼントを作ろう／先着各10組

時間はいずれも10:30〜11:00
ベ

キ
申 ９/ １(木)10:00〜右記のコードからアクセスを

９/ ７(水) ベ

９/14(水)キ

子ども広場



会場は北部市民SC和室など。申し込
みは、北部子育て交流ひろばへ。

☎(893)5985
①親子クッキング
｢ロールサンド｣｢プリンアラモード｣
を作ります。対象▶１歳６か月〜就学
前のお子さんと保護者
日時▶９月８日(木)10:00〜12:00
先着▶６組
申込開始▶８月24日(水)9:30から
②ベビーマッサージ
ベビーケアインストラクターが指導
します。対象▶生後２〜６か月のお子
さんと初めて子育てしている保護者　
日時▶９月15日(木)10:00〜11:00
先着▶10組
申込開始▶８月31日(水)9:30から

ベビーケアインストラ
クターが指導します。
対象▶生後３〜６か月の
お子さんと保護者
日時▶９月７日(水)10:30〜11:30　
会場▶南部市民SC２階和室
先着▶10組
申込▶８月23日(火)9:00から南部子育
て交流ひろば☎(838)1216

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▶９月８日(木)10:00〜
11:00　会場▶西部市民SC２階和室　
先着▶８組　

申込▶９月１日(木)9:00から西部子育
て交流ひろば☎(826)9007

賢いお金の貯め方について学びま
す。対象▶就学前のお子さんと保護者　
日時▶８月31日(水)10:00〜11:00　
会場▶西部市民SC２階和室
先着▶６組
申込▶８月25日(木)9:00から西部子育
て交流ひろば☎(826)9007

離乳食の進め方や個別相談など。中
期と後期は歯のお手入れ方法も学び
ます。太字のかっこ内はお子さんの
対象です。
①初期(生後４〜５か月頃のお子さん)　
開催日▶９月８日(木)10:00〜11:30　
②中期(生後６〜７か月頃のお子さん)　
開催日▶９月９日(金)10:00〜11:30　
③後期(生後８〜11か月頃のお子さん)　
開催日▶９月12日(月)10:00〜11:30　
①②③共通…会場▶市保健センター
(八橋)　先着▶各12組　
申込▶８月24日(水)8:30から子ども健
康課☎(883)1174･1175

◆歯ッピーバースデイ
歯みがきレッスン、歯科
衛生士や栄養士のお話な
ど。対象▶生後10か月〜
１歳１か月頃のお子さん　
日時▶９月13日(火)10:00〜11:30　
会場▶市保健所(八橋)　先着▶５組　
申込▶９月１日(木)8:30から子ども健
康課☎(883)1174
◆２歳児歯科健診
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か月になるまでに受けてくだ
さい　
受診場所▶協力歯科医療機関。２歳児
歯科健診受診券と一緒に送付してい
る協力医療機関名簿または市ホーム
ページをご覧ください

◆広報ID番号 1011810
問▶子ども健康課☎(883)1174
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＊12･13㌻の催しは、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。

▶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　

▶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

　広報あきた　2022年８月19日号19日号

育児講座｢子育てにかかるお金のはなし｣育児講座｢子育てにかかるお金のはなし｣

離乳食教室離乳食教室

お子さんの歯、大切にお子さんの歯、大切に

　新たに、市内の対象施設に
就職された次のかたの奨学金
返還の一部を助成します。

申し込み

市ホームページから申請書類
をダウンロードし、必要事項
を記入して、必要書類を添付
の上、担当窓口にお持ちいた
だくか郵送してください

担当窓口と郵送の宛先

保育士･保育教諭のかた
▶子ども育成課(市役所２階)
〒010-8560 
　山王一丁目１-１ 
　秋田市役所子ども育成課

☎(888)5692
◆広報ID番号 1012561

看護師･准看護師･
歯科衛生士のかた
▶保健総務課(市保健所１階)
〒010-0976 
　八橋南一丁目８-３ 
　秋田市保健所保健総務課

☎(883)1170
◆広報ID番号 1012126

助成
額

年額上限20万円
(５年で最大100万円)

実施
期間

保育士･保育教諭･看護
師･准看護師＝平成30
年度〜令和４年度
歯科衛生士＝令和２〜
６年度

対象

平成30年４月１日以降
に就職した保育士･保
育教諭･看護師･准看護
師および令和２年４月
１日以降に就職した歯
科衛生士

保育士、
看護師、
歯科衛生士などの
奨学金返還を
助成します

ママのきらりタイムママのきらりタイム

産後ママのエクササイズ産後ママのエクササイズ

ぽかぽかベビーマッサージぽかぽかベビーマッサージ


