
18＊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。

▶子育て交流ひろば…東部･雄和＝各市民SC１階、北部＝市民SC２階

赤ちゃんのお風呂の入れ方(デモンス
トレーション)、助産師の講話など。
対象▶開催日に妊娠16〜35週の妊婦
さんとパートナー　日時▶４月24日
(土)、①9:30〜11:00と②13:30〜
15:00　会場▶市保健所(八橋)　
定員▶各18組(定員を超えた場合、出
産予定日を考慮した上で決定します)
申込▶３月５日(金)から４月
５日(月)までに、右記コー
ドを読み取り、ホームペー
ジからお申し込みください
問▶子ども健康課☎(883)1175

会場はいずれも市保健所(八橋)。
①産後のママトーク　助産師を囲ん
で、産後の心や身体のことについて
おしゃべり♪ 対象▶産後６か月頃まで
の母親(お子さんもご一緒に)　
日時▶３月16日(火)10:00〜11:30　
先着▶５組　申込▶３月８日(月)8:30
から子ども健康課☎(883)1175
②プレママトーク　助産師を囲ん
で、妊娠、出産、子育てのことにつ
いておしゃべり♪ 対象▶妊娠35週
頃までの妊婦さん　日時▶３月24日
(水)10:00〜11:00　先着▶５人　
申込▶子ども健康課☎(883)1175

＊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。

　　＝要申込の催しで、申込開始日です申

子ども未来センター
(アルヴェ５階)☎(887)5340

３/16(火)10:15〜10:30

催し(お子さんの対象) 内　容　／　定　員 　　　　日　時会　　場

東部子育て交流ひろば☎(853)1082

３/10(水) 9:00〜11:30ぐんぐん〜身体測定〜(就学前) 記録カードもあります

ぴょんぴょん広場
(１歳７か月〜就学前) 

ぐんぐん! すくすく! おめ
でとうの会／先着各12組

３/18(木)10:30〜10:50②ぱるぱるルーム(就学前) ふれあい遊び、大型絵本／先着12組 申 ３/10(水) 9:00〜

北部子育て交流ひろば☎(893)5985

フォンテ文庫
(フォンテAKITA６階)

☎(893)6167

雄和子育て交流ひろば☎(886)5530

つくってポン!!(就学前) 手作り｢びっくりポン｣／当日先着10組 ３/10(水)10:30〜11:00

３/18(木)①10:15〜 ②10:50〜

申 ３/10(水)10:00〜(上のコードにアクセスしてください)

①おはなしの部屋(就学前) 手遊び、読み聞かせ／当日先着５組

おはなし会(２〜６歳) 大きな絵本、紙芝居／当日先着10組 ３/13(土)11:30〜12:00

３/20(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

③歯ッピーバースデイ　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▶３月19日
(金)10:00〜11:30　先着▶12組　
申込▶３月８日(月)から子ども健康課

☎(883)1174
④乳幼児の育児相談　保健師、栄
養士、歯科衛生士が個別相談に応
じます。日時▶３月23日(火)9:00〜
12:00　先着▶３組　
申込▶子ども健康課☎(883)1174
⑤ぱくぱく元気教室　幼児期の食
事の講話、親子ふれあい遊び、個
別相談など。対象▶２歳〜就学前の
お子さんと保護者　日時▶３月25日
(木)10:00〜11:00　先着▶10組　
申込▶３月11日(木)8:30から子ども健
康課☎(883)1174･1175

　
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。
問▶子ども健康課☎(883)1174
４･７･10か月児健診　対象▶４･７
･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か月児･３歳児健診(小児科･歯科)　
新型コロナウイルスの感染拡大防止
のため、現在、医療機関での個別健
診となっています。４月の対象は、

令和元年６月生まれ(１歳10か月)、
平成29年７月･８月生まれ(３歳８〜
９か月)のお子さんです。受診券を３
月末までに個別で郵送しますので、
予約して受診してください。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。　

　
妊婦さんや就学前のお子さんがいるご
家族のかたを対象に、子育ての悩みや
保育所入所などの相談に応じます。
会場･相談日(時間は10:00〜12:00)
①中央子育て交流ひろば(市役所２階)
　▶３月９日(火)･23日(火)
②河辺子育て交流ひろば(河辺市民SC２階)
　▶３月10日(水)
③東部子育て交流ひろば(東部市民SC１階)
　▶３月16日(火)
④子ども広場(フォンテAKITA６階)
　▶３月17日(水)
問▶子ども未来センター☎(887)5340

★とんとんクラブ　就学前のお子さ
んが対象です。３月８日(月)10:00〜
11:30、下北手児童センターで。
問▶下北手地区主任児童委員の伊藤さ
ん☎090-6683-1727
★ニチイキッズ秋田はすぬま保育園
(広面)の園開放　０〜２歳のお子さん
が対象です。３月25日(木)10:30〜
11:15。申込▶☎(825)8128

♪地域で育児♪

２人でTry! パパ･ママれっすん

親 子 で 遊 ぼ う ！

３/20(土)11:30〜12:00作ってあそぼう工作会(2歳〜小2) 牛乳パックでギロ（楽器）作り／当日先着７組

子育てナビゲーターの巡回相談子育てナビゲーターの巡回相談

育児のこと、いろいろ

(②は東部市民SC２階洋室)

▶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　

笑顔がいいね

♥
♥

育児育児  
 コ コーーナナーー！！

♥

乳幼児健診
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問い合わせ▶新屋ガラス工房☎(853)4201

新屋ガラス工房企画展

お酒を楽しむ器展
日時

9:00〜16:30
＊16日(火)は休館日。

新屋ガラス工房ギャラリー

　県内外で活躍するガラス作家と、ガラス工房所

属作家の作品、約500点を展示販売します。また、

ガラス工房が開発したオリジナルカラー｢あらやっ

しゅグレー｣の酒器を再び紹介します！ ｢G
げ

EC
こ

O＆

J
じ ょ う ご

OGO｣のセット、工房所属作家がデザインしたグ

ラスはいずれも数量限定です。

＝入場無料＝

会期

会場 千秋美術館

観覧料

＊かっこ内は、前売券、20人以上の団体、障がい者割引、｢春
の院展｣(４月30日(金)▶５月９日(日)に開催予定)および県立
美術館との相互割引き料金です。

千秋美術館／さきがけニュースカフェ／
秋田駅トピコcaoca広場／
ローソンチケット(Lコード：21789)

　インドで生産された模様染めの木綿布･更紗。鮮

烈な茜色や深い藍色などを用いて、動植物や人物な

どさまざまな文様が表された更紗は、古くからその

美しさが世界に広く知られていました。

　本展では、九州国立博物館が積極的に収集して

きた更紗の名品約50点により、インドからはじま

り、ヨーロッパや日本、インドネシアにおいて変容

を遂げた更紗の魅力を紹介します。
問い合わせ▶土崎みなと歴史伝承館☎(838)4244

土崎みなと歴史伝承館３周年記念イベント

日時
３月21日(日)
①11:00〜11:50
②13:00〜13:50

会場
土崎みなと歴史
伝承館階段教室

★入場無料　★定員(抽選)50人

　吉本興業所属の〝秋田県住みます芸人〟
きり亭たん方さん(上の写真)による落語と民
謡歌手･藤原美幸さんの唄、子どもたちによ
る昭和歌謡の披露など、盛りだくさんです！

 【申し込み】往復はがきの往信用に、観覧希
望時間、希望者全員(往復はがき1枚につき
２人まで)の住所･氏名･電話番号を、返信用
に申込者の宛先を記入の上、３月10日(水)
(当日消印有効)までに、〒011-0945 土崎
港西三丁目10-27 土崎みなと歴史伝承館

ポ
ス
タ
ー

４月24日(土)

６月 ６ 日(日)
▼

白地立木花樹文様更紗
掛布 18-19世紀

九州国立博物館蔵

生命の花咲く布

故
郷
へ
の
想
い

　
書
に
込
め
て

　土崎港出身の書家･故大井錦
き ん

亭
て い

さん(令和２

年12月21日逝去)の作品｢燦
き ら

めく港魂｣を、

土崎経済同友会から秋田市へ寄付していた

だきました。

　このたびの寄付は、故大井さんがご自身の

作品を｢故郷の土崎に展示･保存していただ

きたい｣という生前の意向に沿うかたちで、

土崎経済同友会からお申し出いただいたも

のです。作品は、土崎みなと歴史伝承館に

展示されています。ぜひご覧ください。

故 大井錦亭さんのおもな経歴
(昭和２年 土崎港生まれ)

役職など…創玄書道会名誉会長、日展
会員、毎日書道会常任顧問、全日本書
道連盟顧問、土崎経済同友会名誉会員 ほか
受賞歴…旭日小綬章、紺綬褒章、秋田県文化功労者
表彰、秋田市文化功績章 ほか

書は、土崎みなと歴史伝承館２階
ギャラリーに展示されています

問い合わせ▶千秋美術館☎(836)7860

千秋美術館企画展

九州国立博物館所蔵

更
さ ら

紗
さ

前売券
販売所

前
売
券
販
売
中
！

一般1,000円(800円)　
大学生800円(640円)　高校生以下無料

３月12日(金)▶21日(日)

会場

■上記催しは、新型コロナウイルスの影響により、中止または変更になる場合があ
ります。また会場内ではマスクを着用するなど感染予防にご協力ください。

落語でつづる土崎みなと


