
妊婦さん、または、生後28日以
内の赤ちゃんのいるご家庭に助産
師がうかがい、心配事などの相談
に応じます。
妊婦さんは電話でお申し込みく

ださい。お母さんになられたかた
は、母子健康手帳に入っている
「出生連絡票」を郵送してください。
●申し込み 保健所保健予防課

q(883)1174

２歳になった日から、２歳２か
月になる前日までのお子さんを対
象に、母子健康手帳別冊に記載さ
れている市内の委託医療機関で行
っています。個人通知はしません
ので、母子健康手帳別冊をよく読
んで受診してください。
●問い合わせ 保健所保健予防課

q(883)1172

生後４か月～５か月のお子さん
がいるかたが対象です。月齢にあ
った離乳食の進め方を指導します。
食品の調理法の講話や試食もあり
ます。筆記用具、母子健康手帳、
おしぼりを持って、お子さんと一
緒に直接会場へどうぞ。受講無料。

とき／４月14日(月)午前10時～正午
(９時50分までにおいでください)
ところ／市保健センター
●問い合わせ 保健所保健予防課

q (883)1175

子育て奮闘中のみなさんの相談
に、保健師、栄養士が応じます。
事前に電話でお申し込みください。
電話相談も随時行っています。
とき／４月22日(火)午前10時～午後
３時　ところ／市保健センター
●申し込み 保健所保健予防課

q(883)1174

就園前のお子さんが対象です。
時間は午前10時～11時。開始30分
前から手作り遊具で遊べるよ。茨
島体育館へ直接どうぞ。無料。
キラキラクラス(０～１歳) ４月
17日(木) ピカピカクラス(２歳以
上) ４月24日(木)
●問い合わせ　子育て総合センタ
ーq (863)9555

東部地区にお住まいの１～４歳
のお子さんとお母さんが対象です。
子育ての学習やミニ運動会などを
行います。

とき／５月13日(火)から来年２月３
日(火)まで毎月第１・第３火曜日に
17回、午前10時～正午
ところ／東部公民館　定員／親子
35組(希望者多数の場合は抽選)
●申し込み 往復はがきに、郵便
番号、住所、お子さんとお母さん
の氏名(ふりがな)、性別、生年月
日、電話番号を書いて、４月15日
(火)(必着)まで、〒010-0041秋田市
広面字釣瓶町13-3 東部公民館
「トン東キッズ」係q (834)2206

仁井田・大住・牛島地区にお住
まいの平成11年４月２日～12年４
月１日生まれのお子さんとお母さ
んが対象です。参加無料。
とき／４月22日(火)から毎月第２・
第４火曜日、午前10時～11時30分
ところ／大住地区コミセン　定
員／先着10組
●申し込み りとるすてっぷの青塚
さんq (829)3342

● 元気が大好き 育児コーナー

育 児

２歳児歯科健康診査

トン東キッズ

りとるすてっぷ へどうぞ“
”

パンダ広場で遊ぼう

初期離乳食教室

駅東区画整理工事事務所駐車場
桜四丁目の桜新公民館
広面赤沼の三吉神社の大駐車場
下北手地域センター
柳田公民館
大住二丁目潟中島街区公園
寺内地域センター
秋田市保健所
太平八田の船木たばこ店前
太平地域センター
太平黒沢公民館
太平山谷町内会駐車場(旧農協倉庫)
新城川土地改良区
金足地域センター
金足牛坂・牛坂児童公園
南地区コミュニティセンター
御所野総合運動公園駐車場
将軍野地区コミュニティセンター
寺内地域センター
東部公民館
泉地区コミュニティセンター
飯島地域センター
飯島鼠田の伊藤光たばこ店前
四ツ小屋集会所
秋田市農協四ツ小屋支所
御所野下堤二丁目集会所
横森三丁目公民館前町内広場
横森四丁目公民館
明田児童公園横
楢山地区コミュニティセンター
御野場新町四丁目町内会館
仁井田二ツ屋の鈴木松造さん宅
西部公民館
新屋支所
川尻児童館
川尻総社神社駐車場(川尻十字路側)
浜田地区コミュニティセンター
新屋田尻沢東町の鈴木春六さん宅前
南部公民館
大住地区コミュニティセンター
東地区コミュニテイセンター
広面大巻の三吉町内児童遊園地
桜二丁目の野口美智男さん宅横
茨島四丁目の佐藤動物診療所横
茨島六丁目の茨島市営住宅駐車場
牛島東潟敷のお鷹野橋町民館
勝平地区コミュニティセンター
割山の大塚藤八郎さん宅前
泉地区コミュニティセンター
楢山地区コミュニティセンター
仁井田中央会館
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４月16日(水)

４月18日(金)

４月19日(土)

４月21日(月)

４月24日(木)

４月26日(土)

４月28日(月)

５月６日(火)

５月７日(水)

５月８日(木)

５月９日(金)

５月19日(月)

５月12日(月)
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５月24日(土)
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犬の集合登録と狂犬病予防注射を下の日程で行います。
日時に注意して、最寄りの会場で受けてください。会場が
分からないかたは、会場の地図が市保健所、土崎支所、新
屋支所にありますのでご覧ください。
毎年送付している集合注射の案内の中に、狂犬病予防注

射済票交付申請書(交付カード)が入っています。受付の際は、
そのカードと愛犬手帳を窓口でお渡しください(交付カード
がないと受け付けできない場合もあります)。また、カード

の裏面に当日のワンちゃんの体調を確認するための問診票
がありますので、受け付けの前に記入してください。
注射は市内の動物病院でも随時受けられますが、料金は

集団会場よりも1,000円高くなります。動物病院で接種する
場合も交付カードが必要です。また、登録は、市保健所、
土崎支所、新屋支所でも行えます。登録は一度行うと生涯
有効ですが、注射は毎年受けなければなりません。
転居や犬の死亡など、登録事項に変更が生じた場合には、

お手数でも秋田市保健所へご連絡ください。
※会場で排便した場合は、飼い主に処理をお願いしますの
で、袋などの用意を忘れないでください。

●登録手数料 3,000円 ●注射料金 3,020円

問い合わせ

飼い犬のフンの放置は条例で禁止されています。
違反者には罰則(２万円以下の過料)が適用されま
す。散歩のときには、シャベルと袋を忘れずに…。

４月23日(水)

フンを放置しないで！！

西部公民館
新屋支所
下浜桂根の佐藤洋一さん宅前
下浜長浜公民館
下浜羽川公民館
御野場南町内会集会所前
牛島児童館
四ッ屋団地・堰越集会所
飯島地域センター
旧外旭川中学校グラウンド
保戸野八丁反町会館前
旭川地区コミュニティセンター
旭川筋土地改良区
添川公民館
将軍野地区コミュニティセンター
港北地区コミュニティセンター
旧外旭川中学校グラウンド
旭北栄町の浄願寺十字路横
明徳地区コミュニティセンター
手形山町内会館前
南部公民館
勝平地区コミュニティセンター
仁井田中央会館
土崎公民館裏駐車場
土崎かまど神社
秋田市保健所
駅東区画整理工事事務所駐車場
勝平地区コミュニティセンター
飯島地域センター
秋田市保健所
下新城中野上公民館横消防器具庫前
金足片田待入の佐藤善一さん宅前
下新城地域センター　
上新城地域センター
飯島の飯田バス停前
土崎公民館裏駐車場
土崎港中央二丁目の嶺梅院の駐車場
上北手荒巻公民館
上北手地域センター
上北手宝竜崎の菊地俊男さん宅前
豊岩地域センター
下浜八田公民館
八橋地区コミュニティセンター
八橋大沼町の石黒土木事務所前
外旭川地域センター
港北地区コミュニティセンター

５月10日(土)

妊産婦・新生児訪問

保健所の育児相談

市保健所衛生検査課q(883)1182

４月から診療科目が変わります

市立夜間休日応急診療所の診療科目
が、４月１日(火)から下記のとおりに変
わります。夜間の内科、休日の外科
の診療は３月末で終了します。

診療時間　午後７時30分～10時30分(毎日)
診療科目　小児科・耳鼻咽喉科

診療時間　午前９時30分～午後３時30分
(日・祝日、12/31～１/3)

診療科目 小児科・内科

４月１日(火)からの診療時間と科目

q(832)3333 q(835)2222

夜　間

休　日

保健所保健予防課q(883)1172

夜間休日応急診療所

春になると、子どもたちが公園で遊ぶ機会が増

えてきます。遊具で安全に遊ぶため、上記のルー

ルを守るよう、お子さんに一声かけましょう。

また、公園で壊れている遊具を発見したときな

ど、お気づきの点がありましたら、公園課公園施

設管理センターへご連絡ください。q(866)2445

●すべり面
めん

からは
のぼらない ●立ち乗

の

りや

２人乗
の

りはしない公園

４月から新たに、秋田市に住民票があり
妊娠しているかたを対象に、妊婦歯科健康診
査と妊婦感染症検査(Ｃ型肝炎・エイズ・Ｔ細
胞白血病の検査)の受診票をさしあげます。

保健所保健予防課q(883)1174

歯科健康診査と感染症検査

出産予定日が４月１日以降で、母子健康手帳をお
持ちのかた 受診票をお渡ししますので、母子健
康手帳を持って保健予防課へおいでください。

４月１日以降に妊娠届を出すかた　母子健康手帳
の交付時に、受診票を一緒にお渡しします。

妊婦さんに新サービス！

問い合わせ

●肩
かた

掛
か

けカバンや
ランドセルを背

せ

負
お

ったまま遊
あそ

ば
ない

無料
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