
子ども広場▶６月15日(水)
問▶子ども未来センター☎(887)5340

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。
★さくらっこクラブ(就園前)　
６月10日(金)、７月８日(金)、10:00
〜11:30、桜児童センターで。
問▶◎西川さん☎090ｰ5235ｰ3120
★しゃぼんだま広場(就学前)　
６月10日(金)10:00〜11:30、四ツ
小屋児童センターで。
問▶◎伊藤さん☎090ｰ9742ｰ6340
★ほっと広場(０〜５歳)　６月13日
(月)･27日(月)、10:00〜11:30、広
面児童館で。保険料１家族50円。
問▶代表の堀江さん☎(837)0584
★ほっぺの会(就学前)　
①６月14日(火)、②７月５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。①は手形アート、②は七夕会。保
険料１家族各50円。申込▶◎内出さ

ん☎090-1666-6349
★おおすみキッズ(就園前)　
６月16日(木)10:00〜12:00、大住
児童館で。お店やさんごっこ。
問▶◎小松さん☎(839)5189
★このゆびとまれ！(就園前)　①６月
21日(火)、②７月５日(火)、10:00〜
12:00、明徳児童センターで。①は
グリーンローズてがた保育園出前、
②は赤十字幼児安全法講習。
問▶◎田中さん☎080-8218-0929
★あおぞらキッズ(就学前)　
６月26日(日)10:00〜11:30、外旭
川児童センターで。先着10組。保育
士さんと遊ぼう。
申込▶◎斉藤さん☎(868)5301

太字のかっこ内は園の所在地
とお子さんの対象です。開催
の有無など、詳しくは各園に
問い合わせください。
★勝平保育園(新屋･就学前)
６月８日(水)、７月６日(水)、10:00
〜11:00。問▶☎(823)4520

★日新保育園(新屋町･就学前)
６月10日(金)(＝鹿嶋祭りに参加しよ
う)、７月14日(木)、9:45〜11:00。
問▶☎(828)3211
★はねかわ保育園(下浜･就学前)
６月15日(水)、７月20日(水)、9:30
〜10:30。問▶☎(879)2139
★白百合いずみこども園(泉･０〜５歳)
６月24日(金)、７月７日(木)、10:00
〜10:50。問▶☎(823)1626
★あきた中央こども園(保戸野･就学前)
６月28日(火)、７月26日(火)(＝水遊
びや泥遊び)、10:00〜11:00。
問▶☎(896)0121

★新日本婦人の会秋田支部の赤ちゃん
マッサージ体験会(３か月〜１歳）　
６月16日(木)10:30〜12:00、中央
市民SC(市役所３階)　申込▶同支部
☎(836)3356(平日10:00〜16:00)
★はじめての離乳食教室(４〜12か月)
月齢に合わせた離乳食の講話など。６
月21日(火)10:30〜12:00、県立武道
館で。参加費500円。先着10組。
申込▶秋田県総合公社☎(896)7166
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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。

♪地域で育児♪♪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

催し(お子さんの対象) 内　容　／　定　員 日　時会　　場

中央子育て交流ひろば

☎(888)5652

雄和子育て交流ひろば

☎(886)5530

フォンテ文庫
☎(893)6167

６/16(木)10:30〜10:50 申 ６/７(火) ９:00〜
ころころマカロンのおへや

(０〜１歳11か月)※
交通安全のお話と

ふれあい遊び／先着７組

つくってポン！！(就学前) ふわふわフラワーヨーヨー作り／当日先着７組 ６/８(水)10:30〜10:50北部子育て交流ひろば☎(893)5985

河辺子育て交流ひろば

☎(882)5146

まるさんかくしかく(就学前) 父の日のプレゼント作り／先着８組 ６/14(火)10:00〜11:00 申 ６/８(水) 10:00〜

ぱるぱる工作(就学前)※ 親子で工作遊びを楽しもう！
／先着各８組

６/21(火) ①10:00〜10:20 ②10:30〜10:50
申 ６/９(木) ９:00〜

東部子育て交流ひろば

☎(853)1082

おはなしはっぴぃタイム(就学前) 手遊びや季節の歌／当日先着10組 ６/16(木)10:30〜10:45

記録カードもあるよ／当日先着５組 ６/15(水)  9:30〜11:30ぐんぐん〜身体測定〜(就学前)

おもちゃのチャチャチャ工作(就学前) 紙コップでけん玉作り／先着５組 ６/28(火)10:30〜10:50 申 ６/13(月) 9:00〜

６/18(土)10:30〜12:00破損した絵本の修理パンダのえほん修理屋さん(どなたでも)

くるくるクラゲ作り／当日先着7組 ６/18(土)11:30〜12:00作ってあそぼう工作会(２歳〜小２)

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

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)＝

①七夕ごっこを楽しもう／定員(抽選)各10組→

②海のお友達とあそぼう／定員(抽選)各10組→

時間はいずれも10:30〜11:00

ベ

キ
申 ６/10(金)までに右記の

コードからアクセスを

６/15(水) ベ ６/22(水)キ

７/20(水)ベ ７/27(水)キ

子ども広場

園開放へ行こう！園開放へ行こう！



親子ふれあいコンサート｢親子 de あ
そぼう!！｣を開催♪
対象▶就学前のお子さんと保護者　
日時▶７月９日(土)10:30〜11:00、
11:30〜12:00
会場▶アルヴェ２階多目的ホール　
定員(抽選)▶各30組(１家族４人まで)
申込▶６月６日(月)10:00
から20日(月)18:00までに
右のコードを読み込んでお
申し込みください
問▶子ども未来センター☎(887)5340

曳山＆縁日ごっこでお祭り気分♪
対象▶就学前のお子さんと保護者　
日時▶７月８日(金)10:30〜11:00
会場▶北部子育て交流ひろば(当日午
前中は、申し込まれたかたのみの利
用になります)　先着▶20組　
申込▶６月９日(木)9:30から北部子育
て交流ひろば☎(893)5985

会場は北部市民SC和室。申し込みは
北部子育て交流ひろばへ。

☎(893)5985
①タイ式ヨガで骨盤エクササイズ！
対象▶生後２か月〜１歳の誕生日前の
お子さんと保護者　日時▶６月20日
(月)10:00〜11:00　先着▶８組　
申込開始▶６月７日(火)9:30〜
②アロマで虫よけを作りましょう！ 
対象▶生後２〜６か月のお子さんと初
めて子育てをしている保護者
日時▶６月30日(木)10:00〜11:00　
材料費▶500円　先着▶４組　
申込開始▶６月16日(木)9:30〜

対象▶生後４〜８か月のお子さんと

母親　日時▶６月15日(水)10:00〜
11:00　会場▶西部市民SC２階和室
先着▶９組　
申込▶６月８日(水)9:00から西部子育
て交流ひろば☎(826)9007
　

対象▶生後４〜６か月のお子さんと
保護者　日時▶６月28日(火)10:00〜
11:00　会場▶東部市民SC２階和室　
先着▶６組　
申込▶６月16日(木)9:00から東部子育
て交流ひろば☎(853)1082

幼児食の進め方、歯のお手入れの講
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▶６月24日(金)10:00〜11:00
会場▶市保健所(八橋)　先着▶５組　
申込▶６月10日(金)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について
の講話、軽体操、個別相談など。
対象▶おおむね妊娠35週までの妊婦
さんとご家族　
日時▶７月２日(土)10:00〜11:30　
会場▶市保健所(八橋)　定員▶５組　
申込▶子ども健康課

☎(883)1174･1175

助産師を囲んで、妊娠･出産･子育て
など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▶６月29日(水)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☎(883)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５か月、８か月、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･３歳児健診(小児科･歯科)　
医療機関での個別健診です。７月の
対象は、令和２年12月生まれ(１歳７
か月)、平成31年１月生まれ(３歳６
か月)です。受診券を６月末までに個
別に郵送します。

｢楽しい子育てを見つけよう!！｣〜日
頃のお悩み解決につながるお話〜を
テーマとしたオンライン配信による
講演会。
日時▶７月９日(土)14:00〜16:00
第１部(14:00〜15:00)＝｢子どもの
しあわせ おとなのしあわせは、まな
ざしから｣　講師：非営利団体コドモ
ノミカタ代表理事の井桁容子さん
第２部(15:00〜16:00)＝｢叱らなく
ても子どもは伸びる〜夏休み･宿題･
ゲーム･スマホ･しつけも大丈夫！ 目
から鱗の方法とは？〜｣　
講師：教育評論家の親野 智可等さん　
申込▶締め切りは６月30
日(木)。右のコードを読
み込んでEメールでお申
し込みください
問▶秋田大学医学部小児科学講座内 
秋田県小児保健会事務局

☎(884)6159

保健師、栄養士、歯科衛生士が個別
相談に応じます。
対象▶乳幼児と保護者　
日時▶６月21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
＊電話相談は随時お受けします。

妊婦さんや就学前のお子さんがいる
ご家庭を対象に、子育ての悩みや保
育所入所などの相談に応じます。
★会場と相談日(時間は10:00〜12:00)
南部子育て交流ひろば▶６月８日(水)
中央子育て交流ひろば▶６月14日(火)
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　広報あきた　2022年６月３日号３日号

▶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　

＊16･17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。

子ども未来センター 子ども未来センター 夏まつり夏まつり
 育児講座｢離乳食｣ 育児講座｢離乳食｣

プレママのすこやか食べルームプレママのすこやか食べルーム

親子でベビーヨガ♪親子でベビーヨガ♪

子ども未来センター

北部子育て交流ひろば 北部子育て交流ひろば 夏祭り夏祭り

ママのきらりタイムママのきらりタイム

 ぱくぱく教室 ぱくぱく教室

プレママトークプレママトーク

乳幼児健康診査乳幼児健康診査

育児相談育児相談

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

秋田県小児保健会秋田県小児保健会WW
ウ ェ ブ

EBEB講演会講演会

WEB講演会


