
＊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。

＊交流ひろば＝北部･西部･河辺は各市民SC２階。南部は市民SC１階。親
子
で
遊
ぼ
う
！
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①②③共通の要件u市内に住所がある３歳以上のお子

さんで、認定こども園･幼稚園の在園児

＊｢子ども･子育て支援新制度｣の｢支給認定｣を受けて

いる場合は、１号認定を受けているかた。

①私立幼稚園の保育料などを一部補助(就園奨励費補助事業)
対象施設u｢子ども･子育て支援新制度｣に移行してい

ない私立幼稚園 対象u市町村民税額などが国で定

める基準に該当するかた

②すこやか子育て支援事業
対象施設u認定こども園･幼稚園　

対象u下記の基準に該当するかた　

助成u入園料、保育料などの定められた経費のうち、

上記①の額を引いた残りについて下記の割合で助成

＊ひとり親世帯は、市民税所得割が77,101円以上211,200円
以下の世帯も助成割合は１／２となります。
＊26年度の対象だったかたは、今回非該当でも、経過措置に
より一部助成が受けられる場合があります。
＊秋田大学附属幼稚園に通園するお子さんがいるかたには、７
月上旬に幼稚園を通して申請方法などをお知らせします。

③預かり保育料の一部を補助
対象と助成割合は、上の②の事業と同じです。

｢子どもに本を読ませたいけど、種類が多すぎ
て選べない｣｢仕事と家事と育児に時間がかかる
から、じっくり本を選べない｣…。
こんな時は、市内のほくとライブラリ－各図

書館でスタートした｢かぞくぶっくぱっく｣をご

利用ください。

これは図書館の司書が選んだ５冊の本をセッ

トにして貸し出すサービスで、内容はお子さん

の年齢によって｢めばえ｣｢ふたば｣｢わかば｣｢あお

ば｣の４種類。普段は手に取ることがないジャン

ルや作者との新しい出会いが待っています。

中身は秘密ですが、お子さんが保育園、幼稚

園に通っているご家庭におすすめのコースをち

ょっぴり紹介します。↓↓↓

■ほくとライブラリ－新屋図書館｢めばえ｣コース
｢ねずみさんのながいパン｣｢くだものあーん｣
｢しましまぐるぐる｣｢マンガでわかる園児子
育て相談室｣｢ 黒田博樹『決めて断つ』｣

＊ご利用には｢図書館利用カード｣が必要です。

   ほくとライブラリー明徳館☎(832)9220
ほくとライブラリー明徳館河辺分館☎(881)1202
ほくとライブラリー土崎図書館☎(845)0572
ほくとライブラリー新屋図書館☎(828)4215
ほくとライブラリー雄和図書館☎(886)2853

認定こども園･幼稚園の保育料を補助

受付窓口

申し込み

各施設で申込用紙を配布しています。必要事項を記

入、押印の上、各施設へ提出してください。

問い合わせu子ども育成課☎(866)6649

u市民税所得割課税額による世帯の別→助成割合
…課税額が77,100円以下→１／２
…課税額が77,101円以上211,200円以下→１／４
…課税額が211,201円以上→非該当

子育て世代にぜひ!!
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■ベビーヨガ
対象u生後３か月～１歳前後のお子さ
んと母親　日時u７月１日(水)10:30
～11:45　会場u西部市民SC(ウェス
タ－)２階和室　先着u15組
申込u６月25日(木)9:00から西部子育
て交流ひろば☎(826)9007
■集まれ！お引っ越しママ
みんなで情報交換をしましょう！ 
対象u秋田に引っ越して来た子育て中
のママ 日時u７月８日(水)14:00～
15:00　会場u北部市民SC(キタスカ)
２階和室　先着u７人
申込u６月30日(火)9:30から北部子育
て交流ひろば☎(893)5985

栄養バランスがとれた保育所給食の
メニュー作り。お子さんは保育士と
遊びながら待ちます。先着12組。
対象u２歳～３歳のお子さんと保護者
日時u７月16日(木)10:00～12:00
会場u南部市民SC(なんぴあ)　
申込u６月25日(木)10:00から泉保育
所☎(823)1626

■青空保育　お子さんを公園で遊ば
せながら保護者同士で交流します。
時間は10:10～10:50。雨天中止。
６月23日(火)u泉保育所(秋操近隣公園
で)☎(823)1626、寺内保育所(園庭
で)☎(863)6253、６月24日(水)u新
波保育所(園庭で)☎(887)2014
■赤ちゃんルーム　将来の保護者や
祖父母が対象です。時間は9:45～
11:00。①保育見学u６月24日(水)、
河辺保育所☎(882)3056
②プレパパママ体験u６月25日(木)、
雄和中央保育所☎(886)2595

会場は、いずれも市保健センター(八
橋)。①②③⑤は電話でお申し込みく
ださい。☎(883)1174･(883)1175
①育児相談  保健師、栄養士、歯科
衛生士が個別相談に応じます。
対象u乳幼児と保護者　日時u６月30
日(火)9:00～12:00 先着u３組
＊電話相談は随時行っています。

②産後のママトーク　助産師を囲んで
心や身体のこと、育児などをおしゃべ
り。対象u産後６か月ころまでの母親
(お子さんもご一緒に)　日時u７月13
日(月)10:00～11:30　先着u10組
③離乳食教室
離乳食の進め方、試食、個別相談な
ど。｢初期｣は調理実技、｢中期｣｢後期｣
は食品の調理法、歯の手入れ方法も。
＊太字の( )内は対象と定員(先着)。
初期離乳食教室(生後４～５か月。40組)
７月17日(金)10:00～12:00
中期離乳食教室(生後６～７か月。30組)
７月21日(火)10:00～12:00
後期離乳食教室(生後８～11か月。30組)
７月22日(水)10:00～12:00
申込開始u７月１日(水)8:30から
④２人でTry！パパ･ママれっすん
赤ちゃんのお風呂の入れ方体験や、
助産師の講話、ビデオ学習など。
対象u秋田市に住民票があり、開催日
に妊娠16～35週の妊婦とパートナー
日時u７月25日(土)13:00～15:40
定員u36組(定員超は抽選)　
申込u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)･生年月日、電
話番号、開催日時点での妊娠週数、
出産予定日を、返信用に住所、氏名
を書いて、７月６日(月)(必着)まで、
〒010-0976 八橋南一丁目８-３ 
   子ども健康課☎(883)1174
⑤むし歯予防教室(フッ化物塗布啓発)
講話と公開相談。希望者にはフッ化
物塗布体験も。対象u１歳～３歳にな
るお子さんと保護者　日時u７月28日
(火    )10:00～11:30　先着u30組
⑥２歳児歯科健康診査　２歳になった
日から２歳２か月までに受けてくださ
い。母子健康手帳別冊に記載した市内
の協力歯科医療機関でどうぞ。

対象u病児保育の利用を考えている保
護者とお子さん　   日時u７月11日(土)
①9:00～、②10:00～、③11:00
～、④13:00～　   先着u各８組
会場･申込u市立秋田総合病院病児保
育園あすなろ(川元)☎(883)1520

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。
■東きらきらクラブ(就学前)
６月23日(火)、７月14日(火)、10:00
～12:00、東児童センターで。保険
料１家族各50円。
問u◎折原さん☎090-7322-5863
■築山きりんクラブ(就学前)
６月26日(金)9:30～11:00、築山児
童センターで。
問u◎岡田さん☎080-1846-7064
■しゃぼんだま広場(就学前)
七夕祭り。７月３日 (金 )10:00～
11:30、四ツ小屋児童センターで。
問u◎伊藤さん☎(839)3891
■すこやか広場あらやっこ(就園前)
７月３日(金)10:00～11:30、日新児
童館で。
問u◎佐々木さん☎(828)1997
■チャイルド中通(就園前)
７月７日(火)･14日 (火 )･21日 (火 )、
10:00～11:30、中通児童館で。
問u◎高橋さん☎090-7067-8179
■ほっぺの会(就園前) 七夕会。７月
７日(火)9:45～11:30、仁井田児童
館で。問u◎田近さん☎(839)5002
■このゆびとまれ(就園前)
７月７日 (火 )･21日 (火 )、 10:00～
12:00、明徳児童センターで。
問u◎田中さん☎(831)8089

■HOTの会のほっと広場(０歳～５歳)
６月22日 (月 )･29日 (月 )、10:00～
11:30、広面児童館で。保険料１家
族各50円。
問u代表の堀江さん☎(837)0584
■川尻ちびっこ広場(就園前)
６月23日(火)、７月14日(火)、10:00
～11:30、川尻地区コミセンで。
問u加賀屋さん☎(823)0561
■愛あいクラブ(１歳～就園前) おも
ちゃを手作り。７月14日(火)10:00
～11:30。先着５人。
会場･申込u秋田赤十字乳児院(広面字
釣瓶町)☎(884)1760
■親子ふれあいサロン(生後２か月～１歳)
ベビーマッサージなど。６月24日
(水)10:30～、南部市民SC(なんぴあ)
で。参加費500円。先着15組。　
問･申込uはっぴーすまいるまま･秋田
の佐々木さん☎(874)8292
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へようこそ♪

＊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。

＊文中｢SC｣はサービスセンターの略。
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