帯300円。直接会場へどうぞ
②中通倶楽部 手芸好きなかたの
交流サロンです。11月28日(土)午
後１時30分〜３時30分。参加費
300円。直接会場へどうぞ
③アルバムセミナー
子育て中の保護者が対象です。お
子さんの写真でミニアルバム作り。
お子さんも一緒にどうぞ。12月４
日(金)午後１時〜３時。材料費
2,300円。定員15組。要申込
こ そだ

こうえんかい

パパの子育て講演会
陽だまりサロンの若松亜紀さんが
パパ向けの子育てマル秘テクニッ
クを紹介します。11月22日(日)午
前10時30分〜11時30分、県児童
会館で。無料。直接会場へどうぞ。
●問い合わせ 県児童会館事業班
☎(865)1161
お

さ

ん

生イ移
まソ動
図
れッ書
変プ館
わ号
りが
ま
す

初代(昭和47年)〜

２代目(昭和55年〜)

４代目は
３代目(平成４年〜)

？

移動図書館・イソップ号が市内を走り出したのは昭和47年。
現在の車両は３代目で、平成４年からみなさんに本をお届けし
てきました。今年11月、イソップ号が装いも新たに生まれ変わ
ります。新車両のお披露目式は11月26日(木)。みんなでイソッ
プ号の門出を祝おう。当日は車内の見学もできるよ！

★４代目イソップ号お披露目式★
日時

11月26日(木)午前10時〜11時

会場

市役所本庁舎前広場

問い合わせ 中央図書館明徳館☎(832)9220

ぽ

クリスマスでOSANPO
就学前の親子が対象。クリスマス
ブックを作ろう。サンタも来る
よ！ 12月６日(日)午前10時〜正
午、遊学舎で。参加無料。
●申し込み 秋田地区更生保護女
性の会の渡辺さん☎(845)6321
よう ち えん

あそ

幼稚園で遊ぼう

▼

山王幼稚園 幼稚園の生活を体験
してみよう。時間は午前９時30分
〜11時30分。保育料各500円。
申し込みは、開催日の２日前まで
山王幼稚園☎(862)2223
平成18年４月２日〜平成19年４
月１日生まれ 11月24日(火)、12
月15日(火)
平成17年４月２日〜平成18年４
月１日生まれ 12月11日(金)
聖園学園短大附属幼稚園 １歳〜
４歳の就園前の親子が対象です。
クリスマス飾りを作ろう。12月５
日(土)午前９時30分〜11時30分。
参加無料。申し込みは、聖園学園
短大附属幼稚園☎(823)2695
▼

今年度の
「子育て応援特別手当」
は
支給を停止します
子育て応援特別手当は、一定の条件に該当する未就学
児などがいる世帯を対象に、子育て負担への支援として
支給する手当です。平成20年度分は今年３月から申請を
受け付け、９月にかけて手当を支給してきました。
来年１月から支給を予定していた、平成21年度分の子
育て応援特別手当は、このたび政府が同事業の執行停止
を決定したことから、秋田市でも支給を停止することに
しました。また、広報あきた10月16日号15ページで
「ＤＶ被害者の子育て応援特別手当の事前申請」について
お知らせし、対象となるかたに申請をお願いしましたが、
こちらも取りやめになりました。
支給対象(予定)者はじめ、多くのかたにご迷惑をおかけ
しましたことをおわびします。
問い合わせ 児童家庭課保育担当☎(866)2094
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西部市民サービスセンターで遊ぼう

元気が大好き
育児コーナー

ぐるぐるぺったんこ 12月９日(水)午前10時30分〜10時50分
就学前の親子が対象です。身近な材料で簡単な工作を楽しみます。
▼

育児

会場は西部市民サービスセンター２階にある子育て
交流ひろば。参加無料。直接会場へどうぞ。
▼

●

クリスマスファンタジーランド 12月16日(水)午前10時〜正午
就学前の親子が対象です。みんなでクリスマスを楽しもう。
問い合わせ 子育て交流ひろば☎(826)9007

は

こう ざ

歯ッピースマイル講座
１歳の親子が対象です。おじいち
ゃん、おばあちゃんもどうぞ。歯
科衛生士と栄養士の話、仕上げみ
がきのレッスン。
日時／12月７日(月)午前10時〜
11時30分 会場／サンパル秋田
参加費／無料 定員／20人
●申し込み 市保健所保健予防課
☎(883)1174
きゅうきゅう ほ う

まな

救急法を学ぼう
乳幼児のための救急教室 心肺蘇
生法やＡＥＤの使い方など。無料。
対象／生後３か月〜８歳の親子
日時／11月29日(日)午前10時〜
正午 会場／県児童会館 申し込
み／子どものファーストエイド普
及協会アクフィ☎(868)1144
赤ちゃんのＳＯＳ講座 急病時の対
応について、小児科医の講話や情
報交換。無料。託児あり。対象／生
後12か月までのお子さんの保護者
日時／12月11日(金)午後１時20分
〜３時30分 会場／市保健センタ
ー 定員／20組 申し込み／市保
健所保健予防課☎(883)1174
しょく せ い か つ こ う ざ

マタニティ食生活講座
妊娠16週〜35週の妊婦さんが対
象です。妊娠中の食事や歯の話、
試食、母子保健サービスの紹介。
母子健康手帳、筆記用具、おしぼ
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こ

み らい

もよお

子ども未来センターの催し
いずれも参加無料。直接会場へど
うぞ。詳しくは、アルヴェ子ども
未来センターへ。☎(887)5340
つくっチャオ 就園前の親子が対
象です。身近な材料でかんたん工
作。日時／11月25日(水)、12月２
日(水)、午前10時30分〜 会場／
アルヴェ５階子ども未来センター
こんにちは広場 就園前の親子が
対象です。手遊びや親子遊びを楽
しもう。
八橋地区コミセン 11月30日(月)
午前10時15分〜
旭北地区コミセン 12月１日(火)
午前10時〜
よちよち広場 ０歳〜１歳の親子
が対象です。手遊びやふれあい遊
び。日時／12月３日(木)午前10時
〜 会場／子ども未来センター
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。
日時／12月８日(火)午前10時30
〜 会場／子ども未来センター
▼

▼ ▼ ▼

西部市民サービスセンターで開き
ます。離乳食の進め方、食品の調
理法、試食など。時間は午前10時
〜11時30分。無料。定員各20組。
お子さんと一緒にどうぞ。申し込
みは、11月25日(水)から市保健所
保健予防課へ。☎(883)1175
①生後４〜５か月 12月11日(金)
②生後６〜７か月 12月14日(月)
③生後８〜11か月 12月15日(火)

りを持って、直接会場へどうぞ。
日時／11月30日(月)午前10時〜
11時30分 会場／西部市民サー
ビスセンター 受講料／無料
●問い合わせ 市保健所保健予防
課☎(883)1175

▼

り にゅうしょくきょう し つ

離乳食教室

ほ いくしょ

あそ

保育所で遊ぼう！
★保育所開放 ０歳〜５歳の親子
が対象です。時間は午前９時45分
〜11時。直接各保育所へどうぞ。
11月24日(火)
川尻保育所☎(823)3254
11月25日(水)
川口保育所☎(832)4582
★親子サロン 就園前の親子が対
象です。保護者同士で交流しよう。
12月１日(火)午前９時45分〜11
時、手形第一保育所で。直接会場
へどうぞ。詳しくは、手形第一保
育所☎(834)0766

おや こ

しょく い く りょう り こ う ざ

親子で食育料理講座
ゆり蒸し、もち入りお吸い物、五色
なますを作ります。無料託児あり。
対象／３歳〜小学３年生の親子
日時／12月６日(日)午前10時〜午
後１時 会場／遊学舎 材料費／
１組1,000円 定員／先着10組
●申し込み 11月24日(火)午前９
時から、NPO法人ばっけの会の松
村さん☎(834)4733

あそびにおいで！
きりんクラブ 就学前の親子が対
象です。11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。11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
このゆびとまれ！ 就園前の親子
が対象です。栄養士の講話。12月
１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
すくすくサロン きしゃぽっぽ
就園前の親子が対象です。自由遊
びや情報交換。12月２日(水)午前
10時〜11時30分、南部公民館で。
参加無料。直接会場へどうぞ。詳
しくは南部公民館☎(832)2457
こ そだ

おうえん シ

ー

ド

もよお

子育て応援Seedの催し
会場はコミュニティサロンクロー
バー(中通の小泉耳鼻咽喉科内)。
③の申し込みはNPO法人子育て応
援Seed へ。☎050-7559-8999
①おやつサロン おやつ１品を持
ち寄って、レシピ交換。11月26
日(木)午後１時〜３時。参加費１世

