
★２歳児歯科健診　
受診場所は協力医療機関です。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や市ホーム
ページでご確認ください。

◆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
問▶子ども健康課☎(883)1174
★フッ化物塗布を受けましょう
歯の質を強くするフッ化物を、協力
歯科医療機関で無料で１回塗っても
らえる受診券を交付しています。お
持ちでないかたはご連絡ください。
詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。◆広報ID番号 1005928
お子さんの対象と受けられる時期
▶２歳児＝２歳児歯科健診時　▶１歳

児･３歳児･４歳児･５歳児＝それぞれ
の誕生日から６か月後の末日まで
問▶子ども健康課☎(883)1174

太字のかっこ内はお子さんの対象
です。時間は9:45〜11:00(②は
10:10〜10:50)。詳しくは、各保育
所へお問い合わせください。
①保育所開放(０〜５歳)　
11日(火)▶寺内保育所☎(863)6253
13日(木)▶河辺保育所☎(882)3056
19日(水)▶新波保育所☎(887)2014
19日(水)▶川添保育所☎(886)2139
20日(木)▶雄和中央保育所☎(886)2595
27日(木)▶岩見三内保育所☎(883)2555
②青空保育(０〜５歳)
お子さんを園庭で遊ばせながら、保
護者同士で交流しませんか。
11日(火)▶雄和中央保育所☎(886)2595
26日(水)▶寺内保育所☎(863)6253
27日(木)▶河辺保育所☎(882)3056

③赤ちゃんルーム　将来の保護者･祖
父母が対象です。絵本の読み聞かせ。
26日(水)▶新波保育所☎(887)2014

子育てボランティア活動の心構えなど
を学ぶ研修会。子ども未来センター事
業(親子向け)の体験実習も行います。
対象▶子育て支援活動に関心のある
かた　日時▶５月19日(水)10:00〜
14:00　会場▶アルヴェ１階音楽交流
室D　定員▶20人　
申込▶子ども未来センター

☎(887)5340

★ほっぺの会　就学前のお子さんが
対象です。４月20日(火)、５月11日
(火)、9:45〜11:30、仁井田地区コ
ミセンで。保険料１家族各50円。
申込▶仁井田地区主任児童委員の内出
さん☎090-1666-6349

＊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。 16
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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♪

｢※｣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

催し(お子さんの対象) 内　容　／　定　員 日　時会　　場

大型絵本や｢だっこdeダンス｣で
楽しもう♪／先着５組

中央子育て交流ひろば
☎(888)5652

ぴょんぴょん広場
(１歳７か月〜就学前)

カラフルかたつむりを作ろう!
／先着各12組

おたのしみポケット(就学前)※ カラフルこいのぼりを作ろう!／先着５組

４/22(木)10:30〜10:40

４/22(木)10:15〜10:30

北部子育て交流ひろば

☎(893)5985

５/13(木)①10:15〜 ②10:50〜
申 ５/ ６(木) 10:00〜 (右記コードにアクセスを)

５/11(火)10:30〜11:00おはなし会(就学前) 絵本の読み聞かせ

４/28(水)10:30〜10:50 申４/19(月) 9:00〜

市外局番＝☎018

ころころマカロンのおへや
(０歳〜１歳11か月)※ ５/12(水)10:30〜10:50 申４/27(火) 9:00〜

東部子育て交流ひろば

☎(853)1082
おはなしの部屋(就学前) 手遊びと絵本の読み聞かせ

／当日先着５組

西部子育て交流ひろば

☎(826)9007
わくわくシアターるーむ(就学前)※ 季節の絵本や手遊びを楽しもう!

／先着６組
４/28(水)10:30〜10:45 申４/21(水) 9:00〜

おうた･おはなしタイム(就学前)

はかってみようday(就学前) 身長と体重をはかります ４/21(水)10:30〜11:15

手遊びや季節の歌、絵本／当日先着15組 ４/27(火)10:30〜10:45

河辺子育て交流ひろば

☎(882)5146

おはなしはっぴぃタイム(就学前) 季節の歌、手遊び、絵本

はっぴぃるーむ(就学前) こどもの日をみんなでお祝い／当日先着10組 ４/27(火)10:30〜10:50

４/27(火)10:30〜10:50
親子あそび ぐーちょきぱぁ(就学前)

パネルシアター･誕生会･エコ講座／当日先着７組

お子さんの歯、大切にお子さんの歯、大切に

保育所で遊ぼう！(５月開催分)保育所で遊ぼう！(５月開催分) 子育てボランティアしてみませんか子育てボランティアしてみませんか

雄和子育て交流ひろば

☎(886)5530
ぐんぐん〜身体測定〜(就学前) 成長を記録するカードもあります ４/28(水) 9:30〜11:30

ペープサート(紙人形)と誕生会／当日先着７組 ５/11(火)10:30〜10:50

おはなし会(２〜６歳) 大きな絵本、紙芝居／当日先着10組 ５/ ８(土) 11:30〜12:00



(火)10:30〜11:30　会場▶河辺市民
SC３階和室　定員▶６組　
申込▶４月28日(水)10:00から河辺子
育て交流ひろば☎(882)5146

タイ式ヨガでスッキリ♪
対象▶就学前のお子さんがいる保護者
(お子さんもご一緒に)　日時▶５月18
日(火)10:30〜11:30　会場▶雄和市
民SC２階洋室２　先着▶８組　
申込▶４月26日(月)9:00から雄和子育
て交流ひろば☎(886)5530

離乳食の進め方や個別相談など。｢中
期｣｢後期｣は歯のお手入れ方法も学び
ます。かっこ内はお子さんの対象。
①初期(生後４〜５か月頃のお子さん)　
日時▶５月７日(金)10:00〜11:30　
②中期(生後６〜７か月頃のお子さん)　
日時▶５月10日(月)10:00〜11:30
③後期(生後８〜11か月頃のお子さん)　
日時▶５月11日(火)10:00〜11:30　
①②③共通…会場▶市保健所(八橋)
先着▶各16組
申込▶４月21日(水)8:30から子ども健
康課☎(883)1174･1175

妊娠中の食事やお口の衛生のお話、
軽体操、個別相談。
対象▶おおむね妊娠35週までの妊婦
さんとその家族　
日時▶５月28日(金)10:00〜11:30
会場▶市保健所(八橋)　定員▶15組　
申込▶子ども健康課

☎(883)1174･1175

｢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▶５月７
日(金)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▶４月30日(金)まで子ども健康課

☎(883)1174

人形劇やクッキング、手作りおも
ちゃ遊びなどで親子でふれあおう！ 
大森山動物園への移動学習やリンゴ
狩り体験なども行います。材料費な
どは実費負担あり。
対象▶１歳６か月〜就園前のお子さん
と保護者　日時▶５月18日(火)から来
年２月15日(火)までの原則毎月第３火
曜(８月を除く)、10:00〜11:30　
会場▶中央市民SC音楽室(市役所３階)
ほか　先着▶12組　
申込▶４月20日(火)9:00から中央市民
SC☎(888)5654

親子で楽しくふれあい、子育ての仲
間と交流します。実費負担あり。
対象▶就園前のお子さんと保護者　
日時▶５月から12月までの毎月第２
火曜、10:00〜11:00(移動学習時は
日時変更あり)　
会場▶南部市民SCほか　先着▶15組　
申込▶４月19日(月)9:00から南部市民
SC別館☎(853)5735

親子のふれあいや会員同士の交流を
深めながら、子育てを学びます。
対象▶豊岩地区周辺に住む就園前の
お子さんと保護者　日時▶５月から
12月までの原則第２木曜(全5回)、
10:00〜11:30　会場▶豊岩地区コ
ミュニティセンター　先着▶10組　
申込▶西部市民SC☎(826)9004

ベビーマッサージと赤ちゃんヨガ。
対象▶生後２か月〜１歳前後のお
子さんと保護者　日時▶５月11日

▶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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笑顔がいいね
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＊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。

　障がいのあるかたが制作
したアート作品を通じて、
障がい者の社会参加や障が
いに対する市民のみなさん
の理解促進を図ることを目
的に、障がい者アート活動
支援事業ウェブサイトを開
設しました。
　サイトのタイトルは｢あき
たアートオンライン展覧会
『はだしのこころ』｣で、過
去５回開催している展覧会
の名称を付けました。
　絵画や書道、写真など秋
田の暮らしの中から生まれ
た、思い込みの｢枠｣にとら
われない作品がご覧いただ
けます。ぜひ一度アクセス
してみてください。
　サイトに関するお問い合
わせは、NPO法人アートリ
ンクうちのあかりへ。

☎･FAX(838)4711

問い合わせ

障がい福祉課
☎(888)5663･FAX(888)5664

・障がいのあるかたが制作
した作品のウェブ展示
・作品を制作するまでの過
程、作品に関するインタ
ビュー
・過去の展覧会の様子

おもな内容おもな内容

あきたアート
オンライン展覧会
｢はだしのこころ｣

  https://hadashi-no-
　　　　　kokoro.com

アドレスアドレス

ウェブサイト開設！ウェブサイト開設！

トップページの画面

幼児学級 幼児学級 ひまわりキッズひまわりキッズ

幼児学級 幼児学級 なんぴあきっずなんぴあきっず

ひよこ広場で学ぼう♪ひよこ広場で学ぼう♪

すくすく電話相談室すくすく電話相談室

離乳食教室離乳食教室

プレママのすこやか食べルーム

はっぴぃ子育て講座はっぴぃ子育て講座

育児講座 育児講座 ルーシーダットンルーシーダットン


