
たかた、転入したかた(ネウボラでの
面接がまだのかた)　日時▶６月25日
(土)9:00〜12:00(面接は約20分)　
会場▶市保健所(八橋)　
持ち物▶母子健康手帳
申込▶秋田市版ネウボラ☎(883)1175

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▶７月７日(木)　先着▶各６組
②中期(生後６〜７か月頃のお子さん)　
開催日▶７月８日(金)　先着▶各５組
③後期(生後８〜11か月頃のお子さん)　
開催日▶７月11日(月)　先着▶各５組
①②③共通…会場▶市保健所(八橋)　
時間▶午前の部(10:00〜11:30)と午
後の部(13:30〜15:00)
申込▶６月22日(水)8:30から子ども健
康課☎(883)1174･1175

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。
５日(火)▶寺内保育所☎(863)6253
６日(水)▶河辺保育所☎(882)3056
７日(木)▶雄和中央保育所☎(886)2595
20日(水)▶川添保育所☎(886)2139
20日(水)▶新波保育所☎(887)2014
27日(水)▶岩見三内保育所☎(883)2555

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)　
６月20日(月)10:00〜11:30、下北
手児童センターで。シャボン玉遊び♪
問▶◎伊藤さん☎090-6683-1727
★しゃぼんだま広場(就学前)　
７月１日(金)10:00〜11:30、四ツ小
屋児童センターで。七夕まつり。
問▶◎伊藤さん☎090-9742-6340

★ほっと広場(０〜５歳)　７月４日
(月)･11日(月)、10:00〜11:30、広
面児童館で。保険料１家族各50円。
問▶代表の堀江さん☎(837)0584
★いいなん｢にっこにこ｣(就学前)　
７月７日(木)10:00〜11:30、飯島南
児童センターで。
問▶◎篠原さん☎090-7936-7023
★にこにこキッズ(就学前)　
７月13日(水)10:00〜11:00、寺内
児童センターで。
問▶◎佐川さん☎(823)1228

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。
★秋田大学教育文化学部附属幼稚園
(保戸野･０〜５歳)
７月２日(土)10:00〜11:00。水遊び
や子育て相談も。問▶☎(862)2343
★ニ チ イ キ ッ ズ 秋 田 は す ぬ ま 保
育 園 ( 広 面 ･ ０ 〜 ２ 歳 )７月７日
(木)10:00〜10:40。七夕会を楽しも
う。定員３人。申込▶☎(825)8128
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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。

離乳食教室離乳食教室

保育所で遊ぼう！(７月開催分)保育所で遊ぼう！(７月開催分)

♪地域で育児♪♪地域で育児♪
園開放へ行こう！園開放へ行こう！

｢※｣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

東部子育て交流ひろばからのお知らせ…６/30は｢ぱるぱるホール｣開催のため子育て交流ひろばの利用は13:00からとなります。

中央子育て交流ひろば

☎(888)5652
７/ ７(木)10:30〜11:00 申 ６/28(火)9:00〜

いっしょにあそぼ！らんrun☆ホール
(就学前)※

夏の歌あそびや｢お祭り音
頭｣など／先着20組

ぐるぐるぺったんこ(就学前)※ 七夕飾りを作ろう！／先着８組西部子育て交流ひろば☎(826)9007

東部子育て交流ひろば

☎(853)1082

雄和子育て交流ひろば

☎(886)5530

ダンスやビーチボール遊び／当日先着５組親子でポンポン！(就学前)

親子あそびぐーちょきぱぁ(就学前) 縁日ごっこ／先着各５組

フォンテ文庫
☎(893)6167

子ども未来センター
☎(887)5340

親子で一緒にフラダンス！
／先着各12組

よちよち広場
(７か月〜１歳６か月) 申 ６/22(水)10:00〜

６/30(木)①10:15〜 ②10:50〜 ↑こちらに
アクセスを

ぱるぱるホール(就学前)※
広いホールで体をいっぱい
動かそう！／先着50組

申 ６/20(月)9:00〜６/30(木)10:00〜11:00

ぱるぱるルーム(就学前)※
親子でふれあい遊びを楽し
もう！／先着12組

申 ６/23(木)9:00〜７/ ５(火)10:30〜10:50

申 ６/30(木)9:00〜７/ ６(水)10:30〜10:50

ぽかぽか工作(就学前)※ 七夕飾りを作ろう！／先着10組南部子育て交流ひろば☎(838)1216 申 ６/21(火)9:00〜６/29(水)10:30〜11:00

申 ６/20(月)9:00〜７/12(火)①9:30〜 ②10:30〜

７/ ５(火)10:30〜10:50

親子で楽しむわらべうた(０〜３歳) 絵本の読み聞かせも／先着10組 申 ６/21(火)10:00〜６/28(火)11:00〜11:30

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 申 ６/25(土)10:00〜７/ ２(土)11:15〜11:45

子ども未来センター

北部子育て交流ひろば

☎(893)5985 おうた･おはなしタイム(就学前) 手遊びや季節の歌／当日先着15組 ６/28(火)10:30〜10:45

はかってみようday(就学前) 身体測定／当日先着15組 ６/23(木)10:30〜11:00

河辺子育て交流ひろば

☎(882)5146

はっぴぃるーむ(就学前) キャンプごっこ／当日先着10組 ６/23(木)10:30〜10:50

まるさんかくしかく(就学前) 七夕飾りを作ろう！／先着８組 申 ６/30(木)10:00〜７/ ６(水)10:00〜11:00



土曜か日曜の希望する日に子ども未
来センターで、読み聞かせや歌遊び、
マジック、伝承遊びなど幼児向けの
パフォーマンスを披露していただけ
るボランティアを募集しています。
申込▶活動申込書を活動希望日の４
週間前までに、FAXかEメールで送
るか、直接持参してください。活動
申込書は、子ども未来センターで配
布しているほか、子ども未来セン
ターホームページからもダウンロー
ドできます。https://www.alve.jp/
facility/child/child_fureai
FAX(887)5335
Eメール ro-wfcr@city.akita.lg.jp
問▶子ども未来センター

   ☎(887)5340

歯科衛生士による虫歯予防のお話。
対象▶就学前のお子さんとその保護者
日時▶６月29日(水)10:00〜11:00
会場▶西部市民SC２階和室
先着▶８組
申込▶６月23日(木)9:00から西部子育
て交流ひろば☎(826)9007

ハンドセルフケアでリフレッシュ！
対象▶就学前のお子さんの保護者
日時▶６月29日(水)10:30〜11:30
会場▶河辺市民SC３階和室１･２
先着▶４人
申込▶６月22日(水)10:00から河辺子

育て交流ひろば☎(882)5146

助産師を囲んで産後の心や身体のこ
となどについて話しませんか。
対象▶産後６か月頃までの母親(お子
さんもご一緒に)　
日時▶６月30日(木)10:00〜11:30　
会場▶市保健所(八橋)
先着▶５組　
申込▶６月20日(月)8:30から子ども健
康課☎(883)1175

ベビーマッサージと赤ちゃんヨガ。
対象▶生後２か月〜１歳頃のお子さん
と保護者
日時▶７月７日(木)10:30〜11:30
会場▶河辺市民SC３階和室１･２
先着▶６組
申込▶７月１日(金)10:00から河辺子
育て交流ひろば☎(882)5146

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▶７月12日(火)10:00〜11:30　
会場▶市保健所(八橋)　先着▶５組　
申込▶子ども健康課☎(883)1174

子育ての悩みや情報交換など、お
しゃべりしてリフレッシュ！
対象▶秋田市に引っ越ししてきた就学
前のお子さんと母親
日時▶７月14日(木)10:00〜11:00
会場▶北部市民SC２階和室１
先着▶６組
申込▶６月29日(水)9:30から北部子育
て交流ひろば☎(893)5985

面接した妊婦さんには、お祝いのプ
チギフトをさしあげます。
対象の妊婦さん▶妊娠届を提出するか
た、ネウボラ以外で妊娠届を提出し
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＊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。

 ハッピーほりでぃ！わくわくタイム ハッピーほりでぃ！わくわくタイム
ボランティア大募集！ボランティア大募集！

産後のママトーク産後のママトーク

歯ッピーバースデイ歯ッピーバースデイ

ネウボラ土曜窓口ネウボラ土曜窓口妊娠届妊娠届

育児講座育児講座｢歯みがきレッスン｣｢歯みがきレッスン｣ 集まれ！お引っ越しママ集まれ！お引っ越しママ

ママのリフレッシュタイムママのリフレッシュタイム

はっぴぃ子育て講座はっぴぃ子育て講座

問い合わせ

民俗芸能伝承館☎(866)7091

①13:30〜13:45
②13:55〜14:10

10月30日(日)までの
土･日、祝日に

開催中！
 【８月７日(日)は除く】　

時間

入館料
100円
(高校生以下無料)

会場
民俗芸能伝承館
(大町一丁目)

▶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６月17日号17日号

定員 各25人

　竿燈演技の披露と解説を
行います。
　各日9:30から整理券を配
布します。

＊竿燈の体験は行いません。
＊お囃子の実演は行いません(CD

を使用します)。


