
講師はバルーンアーティストの藤井
美弥子さん。先着20組。
対象u１歳６か月～４歳の未就園児と
保護者 日時u８月22日(金)10:30～
11:30 会場u河辺市民サービスセン
ター 材料費u１組200円
申込u８月５日(火)9:00から河辺市民
サービスセンター生涯学習担当

☎(882)5171

３か月～１歳未満のお子さんと保護
者が対象です。助産師によるベビー
マッサージと育児相談。先着10組。
日時u８月29日(金)10:30～12:00
会場u河辺市民サービスセンター３階
申込u８月21日(木)10:00から河辺子
育て交流ひろば☎(882)5146

０歳～５歳のお子さんと親が対象で
す。時間は9:45～11:00。詳しくは
各保育所(太字)へお問い合わせを。
８月５日(火)…寺内☎(863)6253
８月６日(水)…岩見三内☎(883)2555

太字の( )内は対象年齢です。
問い合わせ先の◎は、各地
区の主任児童委員さんの印です。
■とんとんクラブ(就学前) ８月18日

(月)10:00～11:30、下北手児童センタ
ーで。お兄さんお姉さんと３Ｂ体操。
問u◎中村さん☎(835)8343
■ほっぺの会(就学前) ８月26日(火)
9:45～11:30、仁井田児童館で。
問u◎田近さん☎(839)5002
■川尻ちびっこ広場(就園前)　８月26
日(火)、９月９日(火)、10:00～11:30、
川尻地区コミセンで。問u川尻ちびっ
こ広場の加賀屋さん☎(823)0561
■東きらきらくらぶ(０歳～５歳)
保険料各日１家族50円。８月26日
(火)、９月９日(火)、10:00～12:00、
東児童センターで。
問u◎折原さん☎090-7322-5863
■すこやか広面(０歳～５歳)
保険料１家族50円。９月２日(火)
10:00～11:30、広面児童館で。
問u◎山石さん☎(836)4868
…………………………………………
■ベビーマッサージ＆ファーストサ
イン教室 対象u２か月～１歳のお子
さんと保護者　日時u８月21日(木)か
ら10月９日(木)までの木曜日に６回、
10:30～12:00 会場u県立武道館
先着u12組　参加費u3,500円
申込u８月18日(月)まで県立武道館

☎(862)6651
■ファミリーエンジョイテニス
ミニラケットとスポンジボールを使
ったボール遊び。対象u３歳～６歳の
未就学児と保護者　日時u８月31日
(日)10:00～12:00 会場u県スポー

ツ科学センター(八橋) 先着u20組
40人　参加費u１組500円　申込u８
月17日(日)まで日本女子テニス連盟
秋田県支部の髙塚さん☎(833)4330

太字の( )内は対象年齢です。詳しく
は各園へお問い合わせください。
■勝平保育園(就学前)　８月20日(水)
9:30～11:00。問u☎(823)4520
■かわしり保育園(就園前) ８月20
日(水)9:45～11:00。手作りおもち
ゃで水遊び。問u☎(823)3254
■あきた中央保育園(就学前)　
８月20日(水)、９月９日(火)、9:50～
11:00。問u☎(896)0121
■上北手保育園(就園前) ８月21日(木)
9:45～11:00。問u☎(839)3595
■新屋幼稚園(就園前) ８月22日(金)
9:30～11:00。水遊びやシャボン玉
をして遊びます。問u☎(828)2119
■こまどり幼稚園･保育園(０歳～５
歳)　８月22日(金)10:00～11:30。

申込u☎(834)0968
■勝平幼稚園(就園前) ９月３日(水)
10:00～11:00。申込u☎(863)6227
■聖園幼稚園(就園前) ９月６日(土)
9:00～午前中。運動会でかけっこ。
申込u☎(823)2695
■牛島ルンビニ園(就学前) ９月９日
(火)9:45～11:00。問u☎(832)3045
■秋田駅東保育園(３歳未満) ９月９日
(火)9:45～10:45。問u☎(837)4152

＊スペースの都合などにより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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親子で遊ぼう！　
★いずれも入場無料。
★直接会場へどうぞ。

心
こころ

と心
こころ

のふれあいタイム

親
おや

子
こ

でつくろう バルーンアート

正
し
く
使
っ
て
楽
し
い
花
火
！

花火遊びが始まる季節に合わせ、市では、

市内の幼稚園や保育園にある８つの幼年消

防クラブを訪問し、花火教室を実施しまし

た。職員が、花火をするときの注意点を分

かりやすく丁寧に説明。子どもたちも安全

な花火の持ち方などを真剣に覚えていまし

た。秋田市消防本部予防課☎(823)4247

花火はバケツを用意
して！ (７月９日、
高清水幼稚園で)

こ
こ
に
注
意
！

・必ず大人と一緒にすること

・必ず水を入れたバケツを用意し、終わ

った花火はバケツに捨てましょう

・花火は人に向けない、振り回さない

・風が強い日はしないこと
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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場合は、子ど
も健康課(市保健所２階)、市民課、北
部・西部・河辺・雄和･南部の各市民サ
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・大正寺の各連
絡所の窓口へお越しください。
◆４か月･７か月･10か月児健診
対象u４･７･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　
会場u母子健康手帳別冊に記載した協
力医療機関
◆１歳６か月児健診
対象u平成25年２月生まれのお子さん　
会場u下記参照 持ち物u母子健康手
帳と別冊のアンケート(記入して)、バ
スタオル
◆３歳児健診 視力･聴覚検査は自宅
で行ってきてください。
対象u平成23年３月生まれのお子さん
会場u下記参照
持ち物u母子健康手帳と別冊のアンケ
ート(記入して)、尿検査セット(尿を
容器に採って)、バスタオル　

時間は12:45～13:30、会
場は、旧秋田市地域が市保
健センター(八橋)、河辺･雄和地域が
河辺総合福祉交流センター。
■寺内･八橋･泉･保戸野･山王･川尻･川
元･旭南･旭北･高陽･大町･中通･南通･
楢山の各地区u１歳６か月児健診…９
月２日(火)、３歳児健診…９月17日(水)
■旭川･外旭川･新藤田･濁川･添川･山
内･仁別･千秋･手形･蛇野･手形山･東
通･広面･柳田･下北手･太平･横森･桜･
桜ガ丘･桜台･大平台･上北手･山手台
の各地区u１歳６か月児健診…９月３
日(水)、３歳児健診…９月18日(木）
■土崎･港北･将軍野･飯島･金足･上新
城･下新城の各地区u１歳６か月児健
診…９月10日(水)、３歳児健診…９月
25日(木)

■牛島･卸町･大住･仁井田･御野場･四
ツ小屋･御所野･茨島･新屋･勝平･豊
岩･浜田･下浜･向浜u１歳６か月児健
診…９月11日(木)、３歳児健診…９月
26日(金)
■河辺･雄和の各地区…３か月に１回
の実施のため、対象は１歳６か月児
健診が｢平成25年２月～４月生まれの
お子さん」、３歳児健診が｢平成23年
１月～３月生まれのお子さん｣です。
実施日u１歳６か月児健診…11月７日
(金)、３歳児健診…９月19日(金)
＊対象月を過ぎたお子さんでも、１
歳６か月児健診は２歳未満、３歳
児健診は４歳未満であれば受診で
きますので、子ども健康課へご連
絡ください。また、都合により他
の地区の日に受けたい場合も子ど
も健康課へご連絡ください。

お子さんへの絵本の
読み聞かせの後に、
「もこもこもこ｣｢い
ないいないばあ｣の絵本などが入った
ブックスタートパックを差し上げま
す。下記の会場へ都合のよい日にお子
さんと一緒に、直接お越しください。
対象u市内に在住し、参加日時点で４
か月以上１歳未満のお子さんと保護
者 持ち物u母子健康手帳と参加申込
書(出生･転入届の提出時にお配りし
ています。各会場にも置いています)
時間u10:30～11:30、14:00～
15:00(フォンテ文庫のみ10:15～
10:45、15:15～15:45)
■ブックスタートの会場
フォンテ文庫…毎週土曜日ですが、
土曜日以外に参加したい場合はお問
い合わせください。☎(893)6167
新屋図書館…８月20日(水)、９月10
日(水)、10月８日(水)、11月12日(水)
土崎図書館…８月７日(木)、９月４日
(木)、10月２日(木)、11月６日(木)
明徳館河辺分館…８月19日(火)、９月
16日(火)、10月21日(火)、11月18日(火)
雄和図書館…８月15日(金)、９月19
日(金)、10月17日(金)、11月21日(金)

助産師を囲んで、産後の事をおしゃ
べり。お子さんも一緒にどうぞ。
対象u産後６か月ころまでの母親　
日時u８月29日(金)10:00～11:30　
会場u市保健センター　先着u10組
申込u子ども健康課☎(883)1174

歯みがきレッスン、歯科衛生士や栄
養士の話など。先着25組。
対象u８月～10月に１歳になるお子さん
日時u９月４日(木)10:00～11:30
会場u市保健センター　
申込u子ども健康課☎(883)1174

■すくすく電話相談室 ｢落ち着きが
ない｣｢友だちと仲良く遊べない｣な
ど、お子さんへの関わり方で困って
いませんか。臨床心理士が相談に応
じます。先着３人。対象u３歳児健診
を終えた就学前のお子さんがいる保
護者　日時u８月22日(金)･28日(木)、
13:30～16:30　事前申込u子ども健
康課☎(883)1174
■育児相談 乳幼児と保護者が対象。
保健師、栄養士、歯科衛生士が応じま
す。日時u８月29日(金)9:00～12:00
会場u市保健センター　先着u３組　
申込u子ども健康課☎(883)1174
＊電話相談は随時行っています。

妊娠の届け出をしたかたに、母子健
康手帳を差し上げます。また、秋田
市に住民票があるかたに、妊婦歯科
健診(１回)、子宮頸がん検査･クラミ
ジア検査(１回)、妊婦一般健診(14
回)の費用を補助する受診票もお渡し
します(妊婦さんの状態によっては自
己負担がある場合もあります)。
届出窓口u子ども健康課(八橋)、市民
課、西部･北部･河辺･雄和･南部の各市
民サービスセンター、駅東サービスセ
ンター、岩見三内･大正寺の各連絡所
＊里帰りなどで、県外の医療機関を
受診する場合、事前に子ども健康
課へ｢里帰り等妊婦連絡票｣を提出
してください。☎(883)1174
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１歳６か月児･３歳児健診の
対象地区ごとの健診日
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子ども育成課☎(866)2094
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子ども健康課☎(883)1174

育児コーナー！
＊料金の記載がないものは無料です。申込方法がないものは直接会場へ。
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