
ルンルンひろば　１歳～４歳の親
子が対象。絵本の読み聞かせ、手遊
びなど。３月24日(火)午前10時～
11時30分、東部公民館で。無料。
定員30組。申し込みは、２月24日
(火)午前８時30分から東部公民館
(834)2206(当日も受け付けます)

会場は、コミュニティサロン・クロ
ーバー。申し込みは、子育て応援
Seedへ。 050-7559-8999
妊婦食講座 妊婦さんが対象です。
試食あり。２月25日(水)午前10時
～正午。参加費500円
おやつサロン　就園前の親子が対
象です。おやつを持ち寄り、おし
ゃべりしませんか。２月26日(木)
午後１時～４時。参加費300円

子ども用品限定のフリーマーケッ
トとママたちの手作り品の販売。
日時／３月１日(日)午前９時30分
～正午　会場／セリオン２階ポー
トシアター
●問い合わせ　キッズママの永田
さん 090-7075-8435
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昨年４月に十和田湖畔で発見されたハクチョウの死がいか

ら、強毒性の鳥インフルエンザウイルスが検出されています。

川や沼などでの渡り鳥の餌付けは、集まった野鳥間の感染を拡

大させる恐れがありますので、餌付けの自粛をお願いします。

このウイルスが野鳥から人に感染する危険性は極めて少ない

ですが、念のため、ハクチョウやカモなどの渡り鳥には触れな

いようにしましょう。また、水辺など水鳥のフンを踏むような

場所に立ち寄った場合は靴底を洗い、手洗いやうがいをしてく

ださい。環境企画課 (863)6632

犬・ねこの飼い主さんへ
お願いです！

渡り鳥への餌付けは
自粛しましょう

最近、犬やねこに関する苦情が保健所に多

く寄せられています。飼い主さんは、かわ

いい犬やねこが地域の迷惑にならないよう

心がけましょう。衛生検査課 (883)1182

近所の犬がほえてうるさい

犬が運動不足になったり、人通りの多い場所に置いたりして

いませんか。犬がほえ出す環境をつくらないようにしましょう。

放し飼いの犬にかまれた

放し飼いは県の条例で禁止されています。絶対にやめましょ

う。また、リード、金具、柵の点検を忘れずに。なお、飼い犬

が人をかんだ場合は飼い主が保健所に届け出てください。

公園や道路に犬のフンが放置されている

フンは見た目も悪く、不衛生です。フンの放置は、県の条例

で禁止されています。フンは必ず持ち帰りましょう。

庭にフンやおしっこをしていく

ねこは、できるだけ室内で飼いましょう。また、

むやみな繁殖はやめましょう。

秋田地域振興局森づくり推進課 (860)3381
市環境企画課 (863)6632

●傷ついたり衰弱したりした鳥を見つけたら…

ハクチョウ、カモなど

県自然保護課 (860)1613
●野鳥に関する相談は…

市保健所健康管理課 (883)1180
●人への感染が不安なかたは…

NHKすくすく子育て
スクールin秋田市
２月22日(日)
午後１時30分～３時

アルヴェ１階きらめき広場

入場無料　

NHK教育テレビ「からだであそ
ぼ」でおなじみの羽崎泰男さんと
NHK「すくすく子育て」で司会を務
めていた天野ひかりさんが話します

劇団風の子秋田事務所の高坂ゆ
う子さんによる段ボールシアター

入場整理券の申し込み

電話またはファクスで、郵便番号、
住所、氏名、電話番号、参加人数
(４人まで)、子育てに関する質問
を、NHK秋田放送局「子育てスク
ール係」へ。 (825)8111
ファクス(837)8199
＊アルヴェ子ども未来センターでも
入場整理券をさしあげています

劇「あそぼ～手であそぼ・
とりかえっこちびぞう」

第２部

トークショー「からだをつか
って楽しく子どもと遊ぼう」

第１部

キッズマーケット

14

餌付けされた野良ねこが増え、花だんを荒らしたり、

家の中に入ってきたりする

無責任なエサやりは、集まったねこの排せつ物やその悪臭で

周囲に迷惑をかけ、野良ねこを増やしてしまうことになります。

絶対にやめましょう。



離乳食の進め方、食品の調理法、
試食、個別相談など。受講無料。
お子さんと一緒にどうぞ。申し込
みは、２月23日(月)から市保健所
保健予防課へ。 (883)1175
★生後４か月～５か月　
３月９日(月)午前10時～11時、市
保健センターで。定員30組　
★生後６か月～７か月　
３月16日(月)午前10時～11時30
分、市保健センターで。定員25組　
★生後８か月～11か月　
３月23日(月)午前10時～11時30
分、市保健センターで。定員25組　

秋田市に住民票がある、妊娠16週
から35週までの妊婦さんとパート
ナーが対象。赤ちゃんのお風呂の
入れ方体験、助産師の講話など。
日時／３月14日(土)午後１時～３
時30分　会場／市保健センター
参加費／無料　定員／36組(抽選)
●申し込み　往復はがき、または
封書(返信用のはがきを同封)で、
往信用に、住所、２人の氏名(ふり
がな)・年齢、電話番号、３月14
日現在での妊娠週数、出産予定日
を、返信用に住所、氏名を書いて、
３月２日(月)(必着)まで、〒010-
0976八橋南一丁目８-３ 保健予
防課母子保健担当 (883)1174

地域で子育て支援やボランティア
などをしているかたが対象です。
日時／３月５日(木)午前10時～正
午 会場／アルヴェ４階和室
受講料／無料 定員／先着30人
●申し込み　２月23日(月)午前10
時から、子ども未来センター

(887)5340

無料。直接会場へ。詳しくは子ど

も未来センターへ。 (887)5340
おはなし会 就学前の親子が対象
です。絵本の読み聞かせなど。３
月10日(火)午前10時30分～11時、
アルヴェ子ども未来センターで。
親子のふれあい広場 手遊びやふ
れあい遊びを楽しもう。会場は、
アルヴェ子ども未来センター。
よちよち広場(０歳～１歳)
３月５日(木)午前10時～　
ぴょんぴょん広場(２歳～３歳)
３月12日(木)午前10時～　　

０歳～５歳の親子が対象です。時
間は午前９時45分～11時。参加
無料。直接各保育所へどうぞ。
２月24日(火)
手形第一保育所 (834)0766

２月25日(水)
川口保育所 (832)4582

講師は、親業訓練インストラクタ
ーの鈴木聡子さん。「聞く力」を身
に付け、親の役割を考えませんか。
有料の託児あり(要申し込み・子育
てクーポン券が使えます)。
日時／３月５日(木)・12日(木)・19
日(木)、午前10時～正午　
会場／認定保育園エンジェルハウ
スかつひら　受講料／4,200円(テ
キスト代込み) 定員／先着20人
●申し込み　２月21日(土)午前９
時から、親業ルームあきたの鈴木
さん 050-7559-8999

保育園・幼稚園児とそのご家族が
対象です。ラグビーボールを使っ
た遊びで親子の絆を深めよう。
日時／３月１日(日)午前10時～正
午　会場／土崎体育館　
参加費／無料　定員／30組
●申し込み　２月26日(木)まで、
秋田県ラグビーフットボール協会
の鎌田さん 090-3369-4525

きりんクラブ　就学前の親子が対
象です。２月27日(金)午前９時30
分～11時、築山児童センターで。
参加無料。直接会場へどうぞ。詳
しくは、築山地区主任児童委員の
藤原さん (833)6743
しゃぼんだま広場 就園前の親子
が対象です。手作りおもちゃを作
って遊ぼう。２月27日(金)午前10
時～11時30分、四ツ小屋児童セ
ンターで。参加無料。直接会場へ。
詳しくは、四ツ小屋地区主任児童
委員の伊藤さん (839)3891
すこやか広面 ０歳～５歳の親子
が対象です。子ども未来センター
の出前保育。３月２日(月)午前10
時～11時30分、広面児童館で。
保険料１回１組50円。直接会場へ。
詳しくは、広面地区主任児童委員
の佐々木さん (832)2172
このゆびとまれ！ 就園前の親子
が対象です。ひなまつり。３月３
日(火)午前10時～正午、明徳児童
センターで。参加無料。直接会場
へ。詳しくは、明徳地区主任児童
委員の田中さん (831)8089
ほっぺの会 就学前の親子が対象
です。３月３日(火)午前９時45分
～11時45分、仁井田児童館で。
参加無料。直接会場へどうぞ。詳
しくは、仁井田地区主任児童委員
の田近さん (839)5002
パパ・ママと一緒に３B体操
１歳～就園前の親子が対象。３月
４日(水)午前10時～11時30分、
南部公民館で。無料。定員20組。
申し込みは、２月23日(月)午前９
時から南部公民館 (832)2457
あおぞらキッズ　就学前の親子が
対象です。子ども未来センターの
出前保育。３月６日(金)午前10時
～11時30分、外旭川児童センタ
ーで。参加無料。直接会場へどう
ぞ。詳しくは、外旭川地区主任児
童委員の栗山さん (868)3688
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● 元気が大好き

育児コーナー

親
おや

子
こ

ふれあいラグビー教
きょう

室
しつ

20歳前後のママと20歳以下の妊婦さんが
対象です。同年代の妊婦さんやママたちと交
流しませんか。個別相談もできます。
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日時／３月２日(月)午前10時～正午
会場／市保健センター　参加費／無料

市保健所保健予防課 (883)1174申し込み

ヤングプレママ＆ヤングママの
おしゃべりルーム
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