
しゃぼんだま広場 就学前の親子
が対象です。３月９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
かわしり保育園の園開放　０歳～
５歳の親子が対象です。フォトフ
レームを作ります。３月13日(火)
午前９時45分～11時、かわしり
保育園で。参加無料。直接会場へ。
詳しくは同園☎(823)3254
川尻ちびっこ広場　就園前の親子
が対象です。３月13日(火)・27日
(火)、午前10時～11時30分、川尻
地区コミセンで。参加無料。直接
会場へどうぞ。詳しくは代表の加
賀屋さん☎(823)0561
東きらきらくらぶ　０歳～５歳の
親子が対象です。３月13日(火)午
前10時～正午、東児童センター
で。保険料１組50円。直接会場へ
どうぞ。詳しくは東地区主任児童
委員の折原さん☎(835)5384
牛島っ子　就学前の親子が対象。
茶話会。３月14日(水)午前10時～
11時30分、南部公民館で。参加費
１組300円(おやつ代など)。申し
込みは、南部公民館☎(832)2457

親子で楽しくマッサージやヨガな
どをします。会場は県中央シルバ
ーエリア(御所野)。オイル代各１
組500円。定員各15組。申し込み
は、はっぴーすまいるまま・秋田

の佐々木さんへ。☎ (874)8292
チャイルド(しっかり歩ける１歳６
か月前後～就園前)�３月９日(金)
午前10時30分～11時30分　赤ち
ゃん(生後２か月～12か月)�３月
９日(金)午後１時30分～２時30分　

親子でエアロビクス。会場はセリ
オンプラザ(土崎)。参加費各１組
500円。内履き、飲み物、タオル
(ベビーはバスタオルも)を持って
直接会場へどうぞ。詳しくは、子
育て応援Seedへ。☎ (833)8104
ベビー(生後６週～１歳)�３月９
日(金)・30日(金)、午前11時～正午
ママ(ママならどなたでも)�３月
９日(金)午前10時～10時50分　
キッズ(１歳～就園前)�３月30日
(金)午前10時～10時50分

生後７か月～12か月の親子が対象
です。ベビーフードやフォローア
ップミルクの試食など。３月14日
(水)午前10時30分～11時30分、
ひよっこサロン(南通亀の町)で。
参加費１組500円(おみやげ付き)。
定員６組。申し込みは、NPO法人
ばっけの会へ。☎(834)4733

日時／３月18日(日)午前10時～午
後２時　会場／セリオン(土崎)
●問い合わせ キッズマーケット
の永田さん☎090-7075-8435

。

★子ども未来センター(アルヴェ５階)
★市民サービスセンター子育て交流ひろば
参加無料。直接会場へどうぞ。

※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もの　　
すべてを掲載できない場合があります。ご了承ください。
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清掃やレクリエーションなど、地域
で活発な活動をした子ども会２団体
と、子ども会の育成に尽力しているか
た２人を表彰しました。
※受賞者名の( )内は学区。敬称略。

奨励賞(子ども会)�柳町・鳥海子ども
会(岩見三内)、下黒瀬こども会(川添)
育成功労賞(個人)�原田亮子(外旭川)、
折原和子(東)

河辺・雄和地域の小・中学生を対象

に行った「読書感想文コンクール」で、

応募作品106点の中から次のみなさん

が入選しました。※敬称略。

最優秀賞�佐藤結希(川添小)

優秀賞�設永智慧美(戸米川小)、小野

夕夏(大正寺小)、岩谷菜々華(河辺小)

入選�山内 優(川添小)、浦山小奈実

(戸米川小)

最優秀賞�大友心優(種平小)

優秀賞�加藤真穂(種平小)、佐藤蒼乃

佳・熊谷咲希(河辺小)

入選�五十嵐蘭(戸米川小)、大友璃菜

(種平小)、佐々木澄香・金真花・佐々

木結衣(河辺小)

最優秀賞�渡部大和(雄和中)

優秀賞�浅野将太郎・長尾稲太(雄和

中)

入選�秋山昂太・岡部千歳・

工藤裕大・佐々木健太郎・

佐藤 愛・佐藤 優(雄和中)

平成23年度 雄和図書館

小学校低学年(１年～３年生)の部

読書感想文コンクール

小学校高学年(４年～６年生)の部

中学生の部
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★受受賞賞おおめめででととうう
ごござざいいまますす！！

14



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。風邪や感染性の病気にか
かっているときはご遠慮くださ
い。別冊をお持ちでないかたは、
子ども健康課☎(883)1174(市保
健所２階)、市民課、北部・西部・
河辺・雄和市民サービスセンタ
ー、アルヴェ駅東サービスセンタ
ー、岩見三内・大正寺連絡所へ。
◆４・７・10か月児健診◆

４か月・７か月・10か月になった
日から、それぞれ満５か月・満８
か月・満11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。
◆１歳６か月児・３歳児健診◆
下表の対象月と地区割りを確認
し、ご自分の地区の日にどうぞ。
都合が悪く、ほかの地域の日に受
けたい場合は子ども健康課へご連
絡ください。☎(883)1174
１歳６か月児健康診査　母子健康
手帳と別冊のアンケート(記入す
る)、バスタオルをお持ちくださ
い。まだ受けていないかたも２歳
未満だと受診できます。子ども健
康課へご連絡を。☎(883)1174

３歳児健康診査　３歳６か月にな
るお子さんが対象です。母子健康
手帳と別冊のアンケート、尿検査
セット(尿を容器に採る)、バスタ
オルをお持ちください。視力検査、
聴覚検査は自宅で行ってきてくだ
さい。まだ受けていないかたも４
歳未満だと受診できますので、子
ども健康課へご連絡ください。

会場は市保健センター(八橋)。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。先
着各30組。お子さんと一緒にどう
ぞ。申し込みは、３月６日(火)午前
８時30分から子ども健康課へ。

☎(883)1174・1175
生後６か月～７か月 日時／３月
15日(木)午前10時～11時30分
生後８か月～11か月 日時／３月
19日(月)午前10時～11時30分

会場は秋田駅西口フォンテAKITA
６階のフォンテ文庫です。参加無
料。直接会場へどうぞ。詳しくは
フォンテ文庫へ。☎(893)6167
おはなしの会　大型絵本や紙芝
居、手遊びなど。対象／２歳～６
歳の親子　日時／３月11日(日)・

25日(日)、午後２時30分～３時
親子で楽しむわらべうた　対象／
０歳～３歳の親子　日時／３月27
日(火)午前11時～11時30分

すこやか広面 ０歳～５歳の親子
が対象。３月５日(月)・12日(月)、
午前10時～11時30分、広面児童
館で。保険料各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
ほっぺの会　就学前の親子が対象
です。３月６日(火)午前９時45分
～11時30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
母と子のふれあい広場　就園前の
親子が対象です。３月６日(火)・13
日(火)・27日(火)、午前10時～11
時30分、金足地域センターで。参
加無料。直接会場へどうぞ。詳し
くは金足地区主任児童委員の安田
さん☎090-9539-2130
旭北キッズ　就園前の親子が対象
です。３月６日(火)午前10時～正
午、旭北児童館で。無料。直接会
場へ。詳しくは旭北地区主任児童
委員の吉岡さん☎(823)4877
とんとんクラブ ３歳未満の親子
が対象です。３月７日(水)午前10
時～11時30分、下北手児童セン
ターで。参加無料。直接会場へど
うぞ。詳しくは下北手地区主任児
童委員の中村さん☎(835)8343
きりんクラブ 就学前の親子が対
象。３月９日(金)午前９時30分～
11時、築山児童センターで。無料。
直接会場へ。詳しくは築山地区主任
児童委員の藤原さん☎(833)6743
さくらっこクラブ　就園前の親子
が対象。３月９日(金)午前10時～
正午、桜児童センターで。無料。
直接会場へ。詳しくは桜地区主任
児童委員の三浦さん☎(835)7307

● 元気が大好き
育児コーナー
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３月23日(金)
午前10時～11時30分

産後のママトーク

保健師、栄養士、歯科衛
生士が育児などの相談に
応じます。

会場は市保健センター(八橋)。無料。いずれも、
子ども健康課へ電話予約が必要です。☎(883)1174
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育児相談

産後６か月ころまでのかたが対象。
助産師を囲んでママ同士でおしゃべり。
お子さんも一緒にどうぞ。定員10組。

３月26日(月)
午前10時～午後３時30分
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