
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▶８月26日(金)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

助産師を囲んで一緒におしゃべり♪
対象▶産後６か月頃までの母親(お子
さんも一緒にどうぞ)　
日時▶８月29日(月)10:00〜11:30　
会場▶市保健所(八橋)　先着▶５組　
申込▶８月８日(月)8:30から子ども健
康課☎(883)1175

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
したかた、転入したかた　日時▶８月
27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

乳幼児の薬の特徴や子どもの与薬方
法など薬の基礎知識を学びます。
対象▶主任児童委員、親子のつどい代
表者、子育て支援団体代表者、ファ
ミリーサポートセンター協力会員、
子ども未来センター子育てボラン
ティアなど
日時▶８月24日(水)10:00〜12:00
会場▶アルヴェ４階洋室C　定員▶15人
申込▶子ども未来センター

☎(887)5340

★中央子育て交流広場
虫歯予防と正しい歯磨きの仕方を学
びます。対象▶生後10か月〜２歳の
お子さんと保護者　日時▶８月18日
(木)10:30〜11:30　会場▶中央市民
SC３階和室　先着▶７組
申込▶８月９日(火)9:00から中央子育
て交流ひろばへ☎(888)5652
★東部子育て交流広場
歯磨きのいろんなことを聞いちゃ
おう！　対象▶生後５〜12か月のお
子さんと保護者　日時 ▶８月30日
(火)10:00〜11:00　会場▶東部市民

SC２階和室１･２　先着▶６組
申込▶８月18日(木)9:00から東部子育
て交流ひろば☎(853)1082

仕上げみがきについての個別指導と
歯科衛生士とのフリートーク。
対象▶１〜３歳のお子さん
日時▶９月１日(木)10:00〜11:30
会場▶市保健所(八橋)　先着▶６組
申込▶８月８日(月)8:30から子ども健
康課☎(883)1174

育児相談育児相談
保健師、栄養士、歯科衛生士が個別
相談に応じます。
対象▶乳幼児と保護者
日時▶８月30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。

太字のかっこ内はお子さんの対象。
★ほっと広場(０〜５歳)
８月29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

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。

子育て交流広場の｢歯科講座｣子育て交流広場の｢歯科講座｣

子育て支援者研修会子育て支援者研修会プレママトークプレママトーク

親 子 で 遊 ぼ う ！
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 どうぶつえんもぐもぐゲームで遊ぼう！
／先着７組

ぷりぷりプリンのおへや
(２〜３歳)※

８/25(木)10:30〜10:50
申 ８/16(火) 9:00〜

フォンテ文庫☎(893)6167
おはなし会(２〜６歳) 大きな絵本、紙芝居／当日先着10組 ８/13(土)11:30〜12:00

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 ８/20(土)10:30〜12:00

作ってあそぼう工作会(２歳〜小２) 簡単工作｢マジックハンド｣／当日先着７組 ８/20(土)11:30〜12:00

親子で楽しむわらべうた(０〜３歳) わらべうた、読み聞かせ／先着10組

ぐんぐん〜身体測定〜(就学前) 成長記録カードもあるよ ８/17(水) 9:30〜11:30雄和子育て交流ひろば☎(886)5530

子ども未来センター
☎(887)5340

ぴよぴよ広場(２〜６か月)

ミニミニ夏祭りごっこ
／先着各12組

８/25(木)①10:15〜 ②10:50〜
８/17(水) 10:00〜 申

よちよち広場
(７か月〜１歳６か月)

くらげのうちわで遊ぼう！
／先着各12組

８/18(木)①10:15〜 ②10:50〜
８/10(水) 10:00〜 申

申し込みはこちらにアクセス→

　　＝要申込の催しで、申込開始日です申

｢※｣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

12

ぽかぽかるーむ(就学前)※
ふれあい遊びとパネルシアター

／先着10組
８/24(水)10:30〜11:00

南部子育て交流ひろば☎(838)1216
申 ８/16(火) 9:00〜

おはなしの部屋(就学前) 手遊びと読み聞かせ／当日先着５組 ８/ ９(火)10:15〜10:30

東部子育て交流ひろば☎(853)1082
ぱるぱる工作(就学前)※

タコとクラゲのうちわを作ろう！
／先着各8組

８/23(火)①10:00〜 ②10:30〜
申 ８/ ８(月) 9:00〜

おはなしはっぴぃタイム(就学前)※ 季節の歌や手遊びなど／当日先着10組 ８/ ９(火) 10:30〜10:45河辺子育て交流ひろば☎(882)5146

産後のママトーク産後のママトーク

♪地域で育児♪♪地域で育児♪

ネウボラ土曜窓口ネウボラ土曜窓口妊娠届妊娠届

歯ッピーマウス歯ッピーマウス

８/23(火)11:00〜11:30
申 ８/16(火) 10:00〜

子ども未来センター



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ママのビューティータイム
ビューティーアドバイザーと一緒に
メイクレッスンをします。対象▶生後
２〜６か月のお子さんと母親
日時▶８月23日(火)10:00〜11:00
先着▶２組
申込開始▶８月９日(火)9:30から
②歯磨きレッスン
歯科衛生士からの虫歯
予防の話と歯磨きレッ
スン！
対象▶１〜２歳のお子さんと保護者
日時▶９月６日(火)10:00〜11:00
先着▶８組
申込開始▶８月18日(木)9:30から

対象▶生後４〜８か月のお子
さんと母親　日時▶８月24
日(水)10:00〜11:00
会場▶西部市民SC２階和室
先着▶８組
申込▶８月18日(木)9:00から西部子育
て交流ひろば☎(826)9007

３種類の器具を使い、音楽に合わせ
て楽しく体操をします。
対象▶２歳以上のお子さんと保護者　
日時▶８月31日(水)10:30〜11:30　
会場▶南部市民SC２階和室
先着▶10組

申込▶８月18日(木)9:00から南部子
育て交流ひろば☎(838)1216

対象▶就学前のお子さんの母親(お子
さんも一緒にどうぞ)　日時▶８月30
日(火)10:30〜11:30　会場▶雄和市
民SC２階洋室２　先着▶５組
申込▶８月８日(月)9:00から雄和子育
て交流ひろば☎(886)5530

ペーパークラフトでかご作り。
対象▶就学前のお子さんと保護者、将
来のパパ･ママ　
日時▶９月６日(火)10:30〜11:30　
会場▶雄和子育て交流ひろば　
先着▶５組
申込▶８月８日(月)9:00から雄和子育
て交流ひろば☎(886)5530

指で描く｢パステル和
なごみ

アート｣。パス
テルを削った粉を指につけて絵を描
きます。対象▶就学前のお子さんの
保護者　日時▶８月24日(水)10:30〜
11:30　会場▶河辺市民SC３階和室
１･２　先着▶４人
申込▶８月17日(水)10:00から河辺子
育て交流ひろば☎(882)5146

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。９月の
対象は、令和３年２月生まれ(１歳７
か月)、平成31年３月生まれ(３歳６
か月)です。受診券を８月末までに個
別に郵送します。

笑顔がいいね

♥
♥

育児育児  
ココーーナナーー！！

♥

＊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。

育児講座｢骨盤体操｣育児講座｢骨盤体操｣

ぽかぽか３B体操ぽかぽか３B体操

親子でベビーヨガ♪親子でベビーヨガ♪

ママのリフレッシュタイムママのリフレッシュタイム

パパママのくつろぎタイムパパママのくつろぎタイム
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乳幼児健康診査乳幼児健康診査

問い合わせ▶広報広聴課☎(888)5471

往復はがきかEメール(１通につき
１コース、２人まで)で８月19日
(金)(必着)まで、希望日、集合･解
散場所、参加者全員の氏名(ふりが
な)･年齢･住所･電話番号を下記ま
でお知らせください。
〒010-8560 秋田市役所広報広聴課 
Eメール skengaku@city.akita.lg.jp

申し込み

◆両コースとも参加無料
◆専用バスでご案内します
◆お子さんの参加は小学生以上で

(小学生は保護者同伴)
◆定員各18人。定員超は今年度初

参加のかたを優先して抽選しま
す(結果は８月下旬頃通知)

◆集合場所は市役所またはアル
ヴェ、解散場所は、秋田駅東口
または市役所から選択できます

個人向け
施設見学会
農泊について知る１１

日時▶９月16日(金)8:50〜12:30　
コース▶市役所→アルヴェ→農山
村地域活性化センターさとぴあ→
農家民宿｢重松の家｣→みんなの実
家｢門脇家｣→秋田駅東口→市役所

見て触れて知ろう！新屋の文化22

日時▶９月28日(水)8:40〜12:15
コース▶市役所→アルヴェ→きら
らとしょかん新屋図書館→新屋ガ
ラス工房→秋田駅東口→市役所

▶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

▶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

ママのきらりタイムママのきらりタイム
農山村地域活性化センターさとぴあ農山村地域活性化センターさとぴあ


