
★子育てナビゲーターの巡回相談
妊婦さんや就学前のお子さんがいる
ご家庭のかたを対象に、育児や保育
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)
西部子育て交流ひろば▶10月５日(水)
東部子育て交流ひろば▶10月13日(木)
子ども広場▶10月26日(水)
問▶子ども未来センター☎(887)5340

演奏を聴いたり、音楽遊びをしたり
します。対象▶就学前のお子さんと
保護者　日時▶11月１日(火)10:30〜
11:30　会場▶雄和市民SC２階地域
文化ホール　先着▶20組　
申込▶10月３日(月)9:00から雄和子育
て交流ひろば☎(886)5530

太字のかっこ内はお子さんの対象で
す。詳しくは、各保育所へお問い合
わせください。
★保育所開放(０〜５歳)
時間は9:45〜11:00。

10月 ４日(火)▶寺内☎(863)6253
10月 ４日(火)▶岩見三内☎(883)2555
10月12日(水)▶新波☎(887)2014
10月18 日(火)▶河辺☎(882)3056
10月19 日(水)▶川添☎(886)2139
10月20 日(木)▶雄和中央☎(886)2595
★青空保育(０〜５歳)
時間は10:10〜11:50。
10月 ５ 日(水)▶雄和中央☎(886)2595
10月 ５ 日(水)▶河辺☎(882)3056
10月12日(水)▶川添☎(886)2139
10月13日(木)▶寺内☎(863)6253
10月19日(水)▶新波☎(887)2014
★赤ちゃんルーム
離乳食の様子を見学します。
対象▶将来の保護者･祖父母
日時▶10月18日(火)9:45〜11:00
会場･問▶河辺保育所☎(882)3056

食物アレルギーに関心のある親子が
対象です。お互いに情報交換してリ
フレッシュしましょう。お子さん
は、保育士がお預かりします。
日時▶10月25日(火)10:00〜12:00

会場▶中央市民SC(市役所３階)　先着
▶12組　申込▶９月27日(火)10:00か
ら川添保育所☎(886)2518

太字の( )内はお子さんの対象です。
問い合わせ先の◎は、各地区の主任
児童委員さんの印です。
★チャイルド中通(就園前)　９月20
日(火)･27日(火)、10月４日(火)･11
日(火)･18日(火)･25日(火)、10:00〜
11:30、中通児童館で。
問▶◎新堀さん☎090-2973-3751
★とんとんクラブ(就学前)
９月26日(月)10:00〜11:30、下北
手児童センターで。
問▶◎伊藤さん☎090-6683-1727
★いいなん｢にっこにこ｣(就学前)
10月７日(金)10:00〜11:30、飯島
南児童センターで。
問▶◎篠原さん☎090-7936-7023
★このゆびとまれ！(就園前)
10月４日(火)･18日(火)、10:00〜
12:00、明徳児童センターで。
問▶◎田中さん☎080-8218-0929
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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。

保育所へおいでよ！保育所へおいでよ！

催し(お子さんの対象) 内　容　／　定　員 日　　時会　　場

子育て交流ひろば
利用時間変更のお知らせ

中央子育て交流ひろば

☎(888)5652 10/13(木)10:30〜11:00 申 10/４(火) 9:00〜いっしょにあそぼ！ らんrun☆ホール
(就学前)※

ハロウィングッズを作ろう！
／先着25組

西部子育て交流ひろば☎(826)9007

フォンテ文庫
☎(893)6167

子ども未来センター
☎(887)5340 英語でハロウィン

／先着各12組
よちよち広場

(７か月〜１歳６か月)

ぽかぽかるーむ(就学前)※ ハロウィンシアター／先着10組南部子育て交流ひろば☎(838)1216 申 10/４(火) 9:00〜10/12(水)10:30〜11:00

おはなし会(２〜６歳) 10/ ８(土)11:30〜12:00

｢※｣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

　　＝要申込の催しで、申込開始日です申親 子 で 遊 ぼ う ！

親子DEうたっチャオ(就学前) バイオリンやフルートの生演奏で歌や手遊び♪ 10/ １(土)10:30〜11:00

申 10/６(木) 9:00〜10/12(水)10:30〜11:00

大きな絵本や紙芝居など／当日先着10組

♪地域で育児♪♪地域で育児♪

10/ ６(木)①10:15〜 ②10:50〜
９/30(金) 10:00〜 申

ミニミニ運動会！ ／先着７組ぷりぷりプリンのおへや(２〜３歳)※ 10/ ６(木)10:30〜10:50 ９/27(火) 9:00〜申

いちご･バナナるーむ(就学前)※ 英語でハロウィンを楽しもう／先着８組

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･絵本／当日先着15組  ９/27(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  ９/29(木)10:30〜11:00

にっこりあそぶday(就学前)※ 体育館で体操やかけっこ！／当日先着40組 10/ ５(水)10:00〜11:00

ハロウィンinキタスカ(就学前) 変身グッズを作ってハロウィン気分♪／先着20組 申 ９/30(金) 9:30〜10/26(水)10:30〜11:00

はっぴぃるーむ(就学前)※ 運動会ごっこ／当日先着10組  ９/29(木)10:30〜11:00

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 10/ ６(木)10:30〜10:45

河辺子育て交流ひろば

☎(882)5146

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 10/ １(土)11:15〜11:45 申 ９/24(土)10:00〜

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)＝

ハロウィンを楽しもう／先着各10組

時間はいずれも10:30〜11:00
ベ

キ
申 10/１(土)10:00〜、右記のコードからアクセスを

10/19(水) ベ

10/26(水)キ

子ども広場

育児講座育児講座｢親子で聴くエレクトーン音楽会｣｢親子で聴くエレクトーン音楽会｣

アレルギーわいわいだんぎアレルギーわいわいだんぎ

★北部…10/ ５▶11:00から、10/26▶13:00からの利用開始となります
★中央…10/13▶10:00から11:00まで利用できません

↑こちらに
アクセスを

子ども未来センター



日時▶10月15日(土)14:00〜17:00
会場▶県総合保健センター(千秋)。オ
ンライン会議システムによる視聴も
できます
 【特別講演(14:00〜)】
テーマ＝｢口腔機能発達不全が小児の
健康や発育にもたらす影響｣
講師：東北大学大学院准教授の山田
亜矢さん　
 【シンポジウム(15:30〜)】
テーマ＝｢小児の口腔の健康について
考えよう｣
発表者：(一社)秋田県歯科医師会常務
理事の松野 才さん、秋田県言語聴覚
士会会長の佐々木明美さん、県健康
づくり推進課の田所大典
さん　申込▶締め切りは９
月30日(金)。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

会場は、①が北部市民SC２階和室、
②が和室と調理室。申し込みは北部
子育て交流ひろばへ。☎(893)5985
①ママと子どものヨガタイム
対象▶生後７か月〜就学前のお子さん
と母親　日時▶10月13日(木)10:00
〜11:00　先着▶８組
申込開始▶９月28日(水)9:30から
②お引っ越しママクッキング
対象▶秋田に引っ越してきた１歳６か
月〜就学前のお子さんと母親
日時▶10月18日(火)10:00〜12:00
先着▶４組
申込開始▶10月４日(火)9:30から

①会場が中央市民SC和室(市役所
３階)　対象 ▶生後３〜６か月のお

子さんと保護者　日時 ▶９月29日
(木)10:30〜11:30　先着▶７組　
申込▶９月20日(火)9:00から中央子育
て交流ひろば☎(888)5652
②会場が東部市民SC２階和室１･２ 
対象▶生後３〜５か月のお子さんと保
護者　日時▶10月18日(火)10:00〜
11:00　先着▶６組　
申込▶10月６日(木)9:00から東部子育
て交流ひろば☎(853)1082

各市立図書館などで、赤ちゃんへの
読み聞かせの後に、絵本２冊などが
入ったブックスタートパックを差し
上げます。母子健康手帳と、出生届･
転入届の提出時にお配りした参加申
込書をお持ちになり、直接会場へお
越しください。対象の絵本をすでに
持っている場合は、別の絵本と交換
します。各会場の開催状況および日
程は、市ホームページをご覧いただ
くかお問い合わせください。

◆広報ID番号 1005871
お子さんの対象▶参加日時点で生後４
か月から１歳になるまでのお子さん
実施場所▶子ども未来センター、各子
育て交流ひろば、各市立図書館(明徳
館を除く)、各公立保育所
＊フォンテ文庫は、開館中随時対応

しています。
問▶子ども育成課☎(888)5692

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▶10月17日(月)10:00〜11:30　
会場▶市保健所(八橋)　先着▶５組　
申込▶10月３日(月)8:30から子ども健
康課☎(883)1174

羊毛どんぐりをつくろう。
対象▶就学前のお子さんと
保護者　日時▶10月16日
(日)10:30〜11:30　
会場▶子ども広場
定員(抽選)▶４組　
申込▶Eメールで、件名を｢10/16小さ

なてしごと申込｣として、保護者の氏
名、電話番号、お子さんの氏名と生
年月日､性別を、９月26日(月)から10
月３日(月)までにお知らせください。
Eメール hirobateshigoto@gmail.com
問▶子ども広場☎(893)6075

離乳食の進め方やグループ
トーク、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(　)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▶10月12日(水)10:00〜11:30　
②中期(生後６〜７か月頃のお子さん)　
開催日▶10月13日(木)、10:00〜
11:30、13:30〜15:00　
③後期(生後８〜11か月頃のお子さん)　
開催日▶10月18日(火)10:00〜11:30　
会場▶①③…市老人福祉センター(八
橋)、②…市保健所(八橋)
先着▶①③…各12組、②…各５組
申込▶９月22日(木)8:30から子ども健
康課☎(883)1174･1175

赤ちゃんのお風呂の入れ方(デモンス
トレーション)、妊娠･出産･子育て
について学びます。対象▶開催日に
妊娠24〜35週の妊婦さんとパート
ナー　日時▶10月15日(土)、10:00
〜11:30、14:00〜15:30　
会場▶市老人福祉センター
(八橋)　定員(抽選)▶各12組　
申込▶９月19日(月)から10
月３日(月)までに、上のコードを読み
込んでお申し込みを　
問▶子ども健康課☎(883)1175

★すくすく電話相談室
｢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▶10月４
日(火)13:30〜16:30(１人１時間程)
先着▶３人
申込▶９月30日(金)まで子ども健康課

☎(883)1174

15　広報あきた　2022年９月16日号　広報あきた　2022年９月16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

＊14･15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　

笑顔がいいね

♥
♥

♥ 育児育児  
 コ コーーナナーー！！

ベビーマッサージベビーマッサージ

秋田県小児保健会特別講演会秋田県小児保健会特別講演会 離乳食教室離乳食教室

ブックスタートパックでブックスタートパックで
赤ちゃんと読み聞かせデ赤ちゃんと読み聞かせデビュービュー

両親学級両親学級

両親学級

歯ッピーバースデイ歯ッピーバースデイ

小さなてしごと小さなてしごと

小児保健会講演

育児の相談いろいろ育児の相談いろいろ

ママのきらりタイムママのきらりタイム




