
午前10時～11時30分。直接会場へ
どうぞ。
とき／４月30日(水)お母さんと一緒
に遊ぼう、５月29日(木)交流会、６
月30日(月)健康相談と七夕まつり、
７月29日(火)救命講習、８月28日
(木)お母さんと一緒に遊ぼう
ところ／外旭川地区コミセン
保険料／親子で320円(初回のみ)
●問い合わせ 代表の高橋キン子
さんq(823)6613

１歳～３歳の未就園児と保護者
が対象です。毎月１回、手遊びや
運動遊び、絵本、指人形劇などを
します。参加無料。
とき／４月19日(土)午前10時～正午
ところ／飯島幼稚園
●申し込み 飯島幼稚園

q(846)2036

１歳～３歳の未就園児と保護者
が対象です。音楽やリズムに合わ
せて体操遊びをします。参加無料。
とき／４月24日(木)午前10時～11時
ところ／外旭川幼稚園
●申し込み ４月21日(月)まで外旭
川幼稚園q(868)3400

就学前のお子さんとご家族に、
平日の午前９時から正午まで、下
記の児童館を開放しています。ま
た、毎月１回、子育て総合センタ
ーの職員が巡回訪問し、踊りや体
操、子育て相談などをします。時
間は午前10時～11時。

●問い合わせ 子育て総合センタ
ーq(863)9555

保戸野、中通、南通、旭北、川元、川尻、将軍野、旭川、外旭川

八橋、寺内、広面、手形、手形山、新藤田、濁川、添川

新屋、大町、旭南、茨島

山王、千秋、高陽、東通、泉

５月13日・21日(保健センター)に受けられなかったかた

５月27日・６月３日(保健センター)、
６月４日(新屋支所)に受けられなかったかた

土崎港、外旭川、下新城、上新城、金足

飯島、将軍野、港北

５月14日・６月11日(土崎支所)に受けられなかったかた

浜田、下浜、豊岩

広面、柳田、下北手、桜、桜ガ丘、桜台、山手台、大平台、太平、仁別、山内

５月28日(東部公民館)に受けられなかったかた

大住、仁井田、横森、卸町、上北手

楢山、牛島

５月20日・６月４日(南部公民館)に受けられなかったかた

御野場、御所野、四ツ小屋、大住、仁井田

６月10日(御野場地域センター)に受けられなかったかた

5月15日(木)

5月23日(金)

5月29日(木)

6月 5 日(木)

6月19日(木)

7月 4 日(金)

5月16日(金)

6月13日(金)

6月26日(木)

6月 6日 (金)

5月30日(金)

6月20日(金)

5月22日(木)

6月 6 日(金)

7月 3 日(木)

6月12日(木)

6月26日(木)

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
ましょう。問い合わせは、市保健
所保健予防課q(883)1172
■４・７・10か月児健康診査
４か月、７か月、10か月になっ

た日から１か月以内のお子さんを
対象に、市内の委託医療機関で行
っています。まだ母子健康手帳を
お持ちでないかたは、市民課また
は土崎支所、新屋支所へどうぞ。
■１歳６か月児健康診査
平成13年10月生まれのお子さん

が対象です。直接会場へどうぞ。
都合が悪く、該当する会場で受診
できないかたはご連絡ください。
また、２歳未満のお子さんは受

診できますので、まだ受けていな
いかたもご連絡ください。当日は、
母子健康手帳と別冊、バスタオル
をお持ちください。受付時間は午
後零時45分～１時30分です。
中央地区＝５月７日(水)、市保健

センター　　南部・西部(茨島・下
浜・豊岩・浜田)地区＝５月８日
(木)、市保健センター　　北部地
区＝５月９日(金)、土崎支所　　東
部・西部(新屋・勝平)地区＝５月
14日(水)、市保健センター
■３歳児健康診査
平成11年11月生まれのお子さん

が対象です。直接会場へどうぞ。
都合が悪く、該当する会場で受診
できないかたはご連絡ください。
また、４歳未満のお子さんは受

診できますので、まだ受けていな
いかたもご連絡ください。当日は、
母子健康手帳別冊にある３歳児健
康診査用アンケートと尿検査セッ
ト(尿を容器に採って)を、母子健
康手帳とあわせてお持ちくださ
い。受付時間は午後零時45分～１
時30分です。
中央地区＝５月16日(金)、市保健

センター　　南部・西部(茨島・下

浜・豊岩・浜田)地区＝５月20日
(火)、市保健センター　　北部地
区＝５月22日(木)、土崎公民館
東部・西部(新屋・勝平)地区＝

５月30日(金)、市保健センター

生後８～９か月のお子さんのい
るかたが対象です。お子さんの月
齢にあった離乳食の進め方を具体
的に指導します。食品の調理法、
試食など。栄養士や保健師、歯科
衛生士による個別指導もありま
す。受講無料。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。
とき／４月21日(月)午前10時～正
午(午前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

母子家庭の母および児童、寡婦、
40歳以上の配偶者のない女性、父
母のない児童を対象とした貸付制
度です。４月から児童に対する修
学資金、就業資金、就職支度資金、
就学支度資金の貸付は、お子さん
が借受人となり、お母さんを保証
人にすることができるようになり
ました。資金の種類や償還方法な
どについて、詳しくはお問い合わ
せください。
●申し込み 児童家庭課母子福祉
担当q(866)2094

託児付きのアクアビクスレッス
ンです。楽しく身体を動かして、
リフレッシュ！　秋田駅東口から
送迎バスが出ます。先着20人。
とき／４月30日(水)午前10時30分
～(送迎バスは午前９時45分発)
ところ／クアドームザ・ブーン
参加料／2,600円(昼食、入場料、
託児料込み。託児が３人以上の場

合は、１人につき500円プラス)
●申し込み ４月23日(水)までザ・
ブーンq(827)2301

西部地区にお住まいの４歳まで
のお子さんとお母さんが対象です。
子育てについての学習や遊び、幼
稚園体験入園など。託児もします。
保険料は、親子で360円。
とき／５月13日(火)から来年２月３
日(月)まで、おもに第２火曜日に10
回、午前10時～正午　ところ／西
部公民館　定員／抽選35組
●申し込み 往復はがきに住所、
電話番号、お母さんとお子さんの
名前(ふりがな)、性別、生年月日
を書いて、４月22日(火)(必着)まで
〒010-1631秋田市新屋元町15-14
西部公民館 q(828)4217

寺内・将軍野地区にお住まいの
就園前のお子さんと保護者が対象
です。育児支援グループ「ポレポ
レ」の出前保育で遊びましょ！
直接会場へどうぞ。参加無料。
とき／４月15日(火)午前10時～11
時30分　ところ／高清水児童セン
ター
●問い合わせ 寺内地区主任児童
委員の岩山さんq(846)1294、深井
さんq(846)5155

就園前のお子さんと保護者が対
象です。直接会場へどうぞ。子育
て相談もあります。参加無料。
とき／４月16日(水)午前10時～11
時30分　ところ／南部公民館
●問い合わせ 牛島地区主任児童
委員の宮田さんq(833)0447、熊谷
さんq(834)0340

外旭川地区にお住まいの４歳未
満のお子さんが対象です。時間は

● 元気が大好き 育児コーナー

育 児

対象
48か月までのお子さん
(できるだけ３か月から12か月
までの間に受けましょう)

午後１時30分～２時15分受付時間

用意
する物

母子健康手帳と予診票
○母子健康手帳別冊に折り込み
の白色(ツベルクリン)､青色(Ｂ
ＣＧ)の予診票は、記入して切
り離してお持ちください。

○予診票をお持ちでない場合は、
会場で記入していただきます。

○「予防接種と子どもの健康」の
冊子をお持ちのかたは、読んで
からおいでください。

○接種当日は、接種部位が直接
日光に当たらないような服に
してください。

実施会場
実施月日

ツ反 判定ＢＣＧ
対象地区

5月13日(火)

5月21日(水)

5月27日(火)

6月 3 日(火)

6月17日(火)

7月 2 日(水)

5月14日(水)

6月11日(水)

6月24日(火)

6月 4 日(水)

5月28日(水)

6月18日(水)

5月20日(火)

6月 4 日(水)

7月 1 日(火)

6月10日(火)

6月24日(火)

ツベルクリン
乳幼児の

新屋支所

東部公民館

南部公民館

御野場
地域センター

土崎支所

保健センター

■ツベルクリン反応検査と判定ＢＣＧ日程表

●ツベルクリンを受けられないお子さん
・熱がある　・重い急性疾患にかかっ
ている　・まん延性の皮膚病にかか
っている　・麻しんにかかってから
４週間を経過していない　・ツベル
クリン反応検査で水ほうなどの強い
反応を示したことがある　・副じん
皮質ホルモン剤を使用している

●BCG接種を受けられないお子さん
・熱がある　・重い急性疾患にかかっ
ている　・他の予防接種や外傷によ
るケロイドができやすい　・その他、
医師が不適当な状態と判断した場合

●接種の際に医師と相談が必要なお子さん
次に該当するお子さんは、予診す

る医師の参考として、診断書が必要
な場合もありますので、あらかじめ
主治医とご相談ください。
・心臓疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、発
育障害などで治療や指導を受けている
・前回の予防接種で２日以内に発熱、
全身に発疹などのアレルギ－とみら
れる症状があった　
・今までにけいれんを起したことがある
・今までに免疫状態を検査して異常
を指摘されたことがある

●他の予防接種との間隔
・前に三種混合、二種混合、日本脳炎、
インフルエンザ、Ｂ型肝炎(ＨＢワ
クチン)を受けたお子さんは１週間
以上あけてください
・前にポリオ、麻しん、風しん、お
たふくかぜ、水痘を受けたお子さん
は４週間以上あけてください

・ＢＣＧ接種後、４週間は他の予防接
種は受けられません

問い合わせ

ＢＣＧ

※会場のスペースに合わせて地区割りをしていますので、指定の
日に接種を受けるよう、ご協力をお願いします。

乳幼児健康診査

遊び歌、楽器演奏、ミュージックパネルなど、
楽しさいっぱい！　みんなで遊びに来てね。

４月20日(日) 午後１時30分～(開場午後１時)
児童会館 子ども文化劇場

問い合わせ

下北手児童センター
明徳児童センター
広面児童館
外旭川児童センター
高清水児童センター

４月18日(金)
４月21日(月)
４月22日(火)
４月25日(金)
４月30日(水)

４月の巡回訪問日程

大人2,500円　３歳以上高校生以下1,500円
＊ハッピーチルドレン、ステーションデパート・ト
ピコで販売。当日券は500円高くなります

ハッピーチルドレンの加川さん
q090-5593-5544

チ
ケ
ッ
ト

反応検査

接種

うた
って

あそ
ぼう
！！

健康管理課q(883)1179
後期離乳食教室

母子寡婦福祉資金

ママたちの！イキイキアクアビクス

子育てママのふれあい広場

ポケットへどうぞ

牛島っこへどうぞ

ぴよぴよ広場

児童館においでよ

パンダくらぶ

ママといっしょの体操遊び

結核予防のために受けましょう。
初めにツベルクリン反応検査の注射を

し、２日後に判定して、陰性の場合は
BCGを１回接種します。お子さんは保護
者かお子さんの健康状態を知っているか
たがお連れください。接種は６会場で地
区ごとに行います。
今年４月から小・中学生へのツベルクリ

ン反応検査・再接種が廃止されましたの
で、この時期に忘れないで受けましょう。
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