
～11時30分。参加無料。申し込
みは高清水幼稚園☎(845)0781
飯島幼稚園 ２歳～就園前の親子
が対象。グリーンパークにお出か
け。６月24日(木)午前９時30分～
正午。無料。申し込みは６月21日
(月)まで飯島幼稚園☎(846)2036
山王幼稚園　就園前の親子が対象
です。６月26日(土)午前９時30分
～11時30分。参加無料。直接幼
稚園へどうぞ。☎(862)2223
聖園学園短大附属幼稚園 就園前
の親子が対象。６月29日(火)午前
10時～11時30分。参加無料。申
し込みは同幼稚園☎(823)2695
仁井田幼稚園　就園前の親子が対
象。６月29日(火)午前10時30分～
11時30分。無料。内履きを持って
直接幼稚園へ。☎(839)2048
秋田大学附属幼稚園 就園前の親
子が対象です。７月３日(土)午前
10時～11時。参加無料。直接幼
稚園へどうぞ。☎(862)2343
御所野幼稚園 就園前の親子が対
象。７月３日(土)午前10時～11時
30分。無料。内履きと飲み物を持
って直接幼稚園へ。☎(826)1005
外旭川幼稚園 就園前の親子が対
象。クレヨン遊び。７月６日(火)午
前10時～11時。参加無料。申し
込みは外旭川幼稚園☎(868)3400
聖使幼稚園　就園前の親子が対象
です。７月７日(水)午前９時～11
時。無料。内履きを持って直接幼
稚園へどうぞ。☎(862)4880

①②③の申し込みは子育て応援
Seedへ。☎050-7559-8999
①めざせイクメン講座 男性が対
象です。６月26日(土)午後１時30
分～３時30分、ジョイナス(千秋
明徳町)で。参加無料。定員15人
②親子でお菓子作り タマゴボー
ロやグミなど。６月26日(土)午後
１時30分～３時30分、コミュニ

ティーサロン・クローバー(中通)
で。参加費１組500円(子ども１人
追加ごとに100円)。定員15組
③スマイルキッズ １歳～就園前
の親子が対象。ふれあい遊び。６
月28日(月)午前10時～正午、コミ
ュニティーサロン・クローバーで。
参加費１世帯300円。定員20組
④ベビーサロン ０歳児の親子が
対象です。６月28日(月)正午～午
後４時、コミュニティーサロン・ク
ローバーで。参加費１世帯300円
⑤親子ビクス 親子でエアロビ。
会場は土崎のセリオンプラザ。参
加費１世帯500円。直接会場へ
ベビー(生後６週～１歳)�７月２
日(金)・９日(金)、午前11時～正午
キッズビクス(１歳～就園前)�７
月９日(金)午前10時～10時50分
ママビクス�７月２日(金)午前10
時～10時50分

子育て中のお母さんが対象です。
会場は遊学舎(上北手)。無料託児
あり。定員各10人。申し込みは
NPO法人ばっけの会の松村さん
へ。☎090-8788-1830
ワード基礎(初心者向け)�７月１
日(木)・29日(木)、午前10時～正
午。受講料１回1,000円
ワードで事業所文書作成�７月７
日(水)・13日(火)・20日(火)・27日
(火)、午前10時～午後３時。受講
料8,000円
ワードで暑中見舞い作成�７月６
日(火)・８日(木)、午前10時～正午。
受講料１回1,000円

就学前のお子さんが遊べるおもち
ゃがいっぱい！育児やおもちゃ修
理の相談も。６月30日(水)午前10
時～11時30分、遊学舎(上北手)
で。入場無料。直接会場へ。詳し
くはオリブ園へ。☎(828)7750 問い合わせ 生涯学習室☎(826)9048

児童館・児童センターで児童
厚生員と協力して子どもたちを見守
ったり、体験活動などのお手伝いを
したりしているのが、地域の「児童育
成クラブ」のみなさんです。
子どもたちが安心して楽しく遊ぶ

ためには地域の協力が不可欠です。
各地域の児童育成クラブでは、新

規会員を募集中です。子どもたちと
ふれ合い、楽しく交流してみません
か。詳しくは、お近くの児童館・児童
センター、または生涯学習室へご連
絡ください。

５月17日、大正寺小学校の校舎内
に「大正寺児童室」ができました。ピ
ッカピカの児童室では毎日20人ほど
の児童が元気に遊んだり勉強したり
しています。ママのためのパソコン講
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利用会員が急用や仕事などの時にお子さんを預かってくれる協
力会員(有償ボランティア)を募集します。会員になるには、下記の
研修が必要です。受講・登録は無料。ぜひ登録をお願いします。

ファミサポ協力会員を募集します

秋田市ファミリー・サポート・センター☎(887)5336問い合わせ

２つの児童室が
開設しました！

児童育成クラブの
新規会員を募集中

児童たちの放課後の遊び場「児童
室」。この春、河辺児童室と大正寺児
童室が新しくオープンしました！

大正寺
児童室

河辺
児童室

５月６日、和田公園にあった河辺
中央児童館が、河辺小学校の空き教
室に引っ越し。「河辺児童室」として
生まれ変わりました。近くて新しい
児童室に子どもたちも大喜び！

移
い

動
どう

おもちゃライブラリー

●７月６日(火) 9:30～16:30(会場はアルヴェ４階洋室C)
●７月７日(水)・８日(木) 9:30～15:30(会場はアルヴェ４階洋室C)
●７月13日(火) ８:30～15:30(会場は午前は公立保育所、午後は
アルヴェ４階洋室B)
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会場は市保健センター。お子さん
も一緒にどうぞ。離乳食の進め方、
食品の調理法、試食など。無料。
定員各25組(初期は40組)。
初期離乳食(生後４～５か月)�７
月12日(月)午前10時～11時30分
中期離乳食(生後６～７か月)�７
月15日(木)午前10時～11時30分
後期離乳食(生後８～11か月)�７
月16日(金)午前10時～11時30分
●申し込み　６月23日(水)から市
保健所保健予防課☎(883)1175

「妊婦・２歳児歯科健診」と「歯周
疾患検診」の委託医療機関に次の
医療機関を追加しました。
●城東歯科クリニック(東通二丁目
１-17)☎(834)1182

★保育所開放 ０歳～５歳の親子
が対象。時間は午前９時45分～
11時。無料(日新保育園は給食試
食代300円)。直接、各保育所へ。
６月22日(火)
手形第一保育所☎(834)0766
日新保育園☎(828)3211
６月23日(水)
川口保育所☎(832)4582
勝平保育園☎(823)4520
６月24日(木)
新波保育所☎(887)2014
雄和中央保育所☎(886)2595
６月29日(火)
上北手保育園☎(839)3595
★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。
時間は午前10時10分～10時50
分。無料。直接会場へ。雨天中止。
６月23日(水)�下夕野街区公園・
川尻保育所☎(823)3254
６月24日(木)�秋操近隣公園・泉
保育所☎(823)1626

６月24日(木)�保戸野鉄砲町街区
公園・保戸野保育所☎(823)6928
★親子サロン　就園前の親子が対
象。保護者同士で交流しませんか。
７月１日(木)午前９時45分～11
時、川尻保育所で。無料。直接会
場へ。川尻保育所☎(823)3254
★０歳児室で保育体験　将来の父
母・祖父母が対象。時間は午前９
時45分～11時。無料。申し込み
は６月18日(金)から各保育所へ。
６月22日(火)
手形第一保育所☎(834)0766

６月23日(水)
川口保育所☎(832)4582
６月24日(木)
新波保育所☎(887)2014

会場は、アルヴェ子ども未来セン
ター。無料。直接会場へ。詳しく
は同センターへ。☎(887)5340
つくっチャオ　就園前の親子が対
象です。身近な材料で工作。６月
22日(火)午前10時30分～
こんにちは広場 就園前の親子が
対象。手遊びや親子の遊びなど。
金足地域センター�６月22日(火)
午前10時～　
河辺総合福祉交流センター�６月
28日(月)午前９時30分～
あそびのとびら 就学前の親子が
対象。手遊び絵本の読み聞かせ。
６月30日(水)午前10時30分～
親子のふれあい広場 ０歳・１歳
の親子が対象。手遊びやふれあい
遊び。７月１日(木)午前10時～

はとぽっぽ　就園前の親子が対象
です。毎月第２・第４火曜日、午前
10時～11時30分、飯島南児童セ
ンターで。参加費540円(初回参加
時のみ)。直接会場へどうぞ。詳し
くは飯島地区主任児童委員の椎川
さん☎(846)3590

すこやか広面　０歳～５歳の親子
が対象。６月21日(月)・28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
きりんクラブ　就学前の親子が対
象です。６月25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
あおぞらキッズ 就学前の親子が
対象です。６月27日(日)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
このゆびとまれ！ 就園前の親子
が対象です。応急手当て講習。７
月６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
旭北キッズ　旭北地区の就園前の
親子が対象。７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
童委員の小川さん☎(863)8903
すくすくサロン“きしゃぽっぽ”
就園前の親子が対象。７月７日(水)
午前10時～11時30分、南部公民
館で。無料。直接会場へ。詳しく
は南部公民館☎(832)2457

こまどり幼稚園 ２歳～就園前の
親子が対象。６月23日(水)午前10
時30分～11時30分。無料。申し
込みは同幼稚園☎(834)0968
土崎カトリック幼稚園 就園前の
親子が対象です。６月23日(水)午
前10時～11時30分。参加無料。
直接幼稚園へ。☎(845)1786
高清水幼稚園 就園前の親子が対
象。６月24日(木)午前10時30分

● 元気が大好き
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あそびにおいで！

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。

西部市民サービスセンターで遊ぼう

西部市民サービスセンター子育て交流ひろば☎(826)9007問い合わせ
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いちごるーむ(０歳～１歳)�７月７日(水)午前10時30分～10時50分
バナナるーむ(２歳～３歳)�７月21日(水)午前10時30分～10時50分　
音楽に合わせて親子でジャンプ。交通安全のお話も。

ぐるぐるぺったんこ�７月14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。
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