
対象u20歳以上のかた　日時u９月26
日(月)･27日(火)･ 28日(水)･ 29日(木)、
9:30～16:30　会場uアルヴェ
申込uファミリー･サポート･センター

☎(887)5336

■保育所開放　０～５歳の親子が対
象。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。
９月14日(水)…寺内☎(863)6253

…新波☎(887)2014
９月15日(木)…雄和中央☎(886)2595

…川添☎(886)2139
９月27日(火)…河辺☎(882)3056
■青空保育 ９月27日(火)10:10～
10:50、寺内保育所で。お子さんを
園庭で遊ばせながら保護者同士で交
流します(雨天中止)。☎(863)6253

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(就園前) ９月13
日(火)10:00～12:00、東児童センター
で。問u◎折原さん☎090-7322-5863
■にこにこキッズ(就学前)　９月14

日(水)10:00～11:30、寺内児童セン
ターで。問u◎佐川さん☎(823)1228
■おおすみキッズ(就学前)　９月15
日(木)10:00～12:00、大住児童館
で。問u◎小松さん☎(839)5189
■子育てサロンわくわく(就園前)　
９月16日(金)、10:00～11:30、土崎
南児童センターで。
問u◎成沢さん☎(845)1051
■しゃぼんだま広場(就学前)　
９月16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
…………………………………………

■金農トントちゃんクラブ 金農の
卵と米粉でパンケーキ作り。対象u就
学前の親子　日時u９月17日(土)9:30
～11:30 会場u金足農業高校 参加
費u500円　先着u16組　申込u９月５
日(月)10:00から同校☎(873)3311
■新日本婦人の会　①ぴょんぴょん
リズム(生後３か月～１歳)　９月７日
(水)･14日(水)、10:30～12:00、東地
区コミセンで。申込u同会秋田支部
☎(836)3356 ②親子リズム(就園
前)　９月８日(木)10:30～12:00、飯
島地区コミセンで。申込u萩原さん

☎090-2888-9048

■NPO法人子育て･高齢者介護サポー
トばっけの会(生後２か月～１歳)　会
場はひよっこサロン(南通)。時間は
10:30～11:30。申し込みは９月５日
(月)10:00から同会へ。☎(834)4733
①ファーストサイン…９月13日(火)･
27日(火)、参加費1,500円　
②ベビーマッサージ…９月20日(火)、
参加費500円
…………園開放へどうぞ…………

■聖使幼稚園(保戸野･就園前)
９月７日(水)9:00～11:00。
問u☎(862)4880          
■サン･パティオおおまち保育園(大町･就園前)
９月８日(木)10:00～11:00。
申込(前日まで)u☎(827)3864
■土崎カトリックこども園(土崎･就園前)
９月８日(木)10:30～11:30。
問u☎(845)1786
■牛島ルンビニ園(牛島･就学前)　
９月13日(火)、10月11日(火)、10:00
～11:00。 問u☎(832)3045
■あきた中央保育園(保戸野･就学前)　
９月14日(水)、10月12日(水)、9:50
～11:00。 問u☎(896)0121
■白百合いずみ保育園(泉･０～５歳)　
９月14日(水)10:00～11:00。
問u☎(823)1626
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＊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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親子で遊ぼう
★参加無料 ★直接会場へ

■交流ひろば＝中央が市役所２階、東部･南部･雄和が市民SC１階、西部･北

部･河辺が市民SC２階　■フォンテ文庫･子ども広場＝フォンテAKITA６階



河辺地域子育て支援ネットワーク連
絡会によるイベント。迷路や魚釣り
遊び、お楽しみ劇場など。
対象u就学前のお子さんと保護者　
日時u９月24日(土)10:00～12:00　
会場u河辺総合福祉交流センター
問u河辺子育て交流ひろば
☎(882)5146

市内の乳幼児学級合同運動
会に参加しよう！
対象u南部地域の就園前のお子さん
(０～３歳)と保護者　日時u11月15
日(火)9:00～13:00　会場uCNAアリ
ーナ★あきた　定員u10組(抽選)
申込u９月14日(水)まで南部公民館

☎(832)2457

会場は北部市民SC(キタスカ)。申し
込みは北部子育て交流ひろばへ(開始
日が異なります)。☎(893)5985
①集まれ！ 55ママ　一緒におしゃべ
りして情報交換。対象u昭和55年以前
に生まれ、初めて子育てをしている母
親と就学前のお子さん　日時u10月５
日(水)14:00～15:00　先着u８組　
申込開始日u９月12日(月)9:30から
②ママと赤ちゃんの離乳食教室
栄養士による指導と相談。対象u１歳
未満のお子さんと保護者　日時u10月
６日(木)10:00～11:00　先着u８組　
申込開始日u９月15日(木)9:30から
③ママと一緒にフィットネス 対象u

１歳６か月～３歳の親子　日時u10月
７日(金)14:00～15:00　先着u20組　
申込開始日u９月16日(金)9:30から

会場は市保健センター。申し込みは
子ども健康課へ。☎(883)1174
■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u９月26
日(月)9:00～12:00　先着u３組
＊電話相談は随時応じます。
■産後のママトーク　助産師を囲ん
で産後の心や身体のこと、育児など
についてママ同士でおしゃべり！
対象u産後６か月頃までの母親(お子

さんも一緒にどうぞ) 日時u９月16
日(金)10:00～11:30　先着u10組
■歯ッピーマウス　仕上げみがきの
個別指導と歯科衛生士とのトーク。
対象u１～３歳のお子さん　日時u９月
26日(月)13:30～14:30　先着u15組
■フッ化物塗布体験講座 歯科医師
によるむし歯予防のお話と公開相
談。１歳以上の希望者にはフッ化物
塗布体験もあります。対象u乳幼児と
保護者 日時u10月５日(水)10:00～
11:30　先着u30組
＊妊婦歯科健診･２歳児歯科健診･幼児
フッ化物塗布の協力医療機関に次の
医療機関が新たに加わりました。
曽根歯科医院u下浜羽川字下山48-
125☎(838)4691
中通総合病院歯科口腔外科u南通み
その町3-15☎(833)1122

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(八橋)へお問い合わせを。
◆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
日時と会場u右記参照　持ち物u母子
健康手帳と別冊のアンケート(事前に
記入してください)、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。日時と会場u右記参照　持ち
物u母子健康手帳と別冊のアンケート
(事前に記入してください)、尿検査セ
ット(尿を容器に採って)、バスタオル

■旧秋田市の各地区
受付時間u12:45～13:30
会場u市保健センター(八橋)　
対象u１歳６か月児健診…平成27年３
月生まれの１歳７か月児、３歳児健
診…平成25年４月生まれの３歳６か
月児　

↓旧秋田市の対象地区と健診日

■河辺･雄和の各地区
受付時間u12:45～13:30
会場u河辺総合福祉交流センター
対象u１歳６か月児健診…平成27年２
月～４月生まれ、３歳児健診…平成
25年４月～６月生まれ
実施日u１歳６か月児健診…11月11
日(金)、３歳児健診…12月16日(金)

子育て支援活動に関わっているかた
が対象。地域の子育て支援活動で生
かせる虐待防止について学びます。
日時u10月４日(火)10:00～12:00
会場uアルヴェ４階洋室Ｃ　定員u30人
申込u９月６日(火)9:00から子ども未
来センター☎(887)5340

秋田市ファミリー･サポート･センタ
ーでは、保育園などのお迎えや急な用
事の時の預かりなど、子育てをサポ
ートしてくださる協力会員を募集し
ます。会員になるためには講習(子ど
もの栄養と食生活、遊びなど)の受講
が必要です。部分受講も可。

＊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。育児コーナー！

笑顔がいいね
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子ども健康課☎(883)1174

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

対象
地区

１歳６か月児健診u10月６日(木)
３歳児健診u10月20日(木)

健診
日

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

対象
地区

１歳６か月児健診u10月13日(木)
３歳児健診u10月26日(水)

健診
日

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

対象
地区

１歳６か月児健診u10月７日(金)
３歳児健診u10月21日(金)

健診
日

土崎･港北･将軍野･飯島･金足･
上新城･下新城

対象
地区

１歳６か月児健診u10月12日(水)
３歳児健診u10月25日(火)

健診
日

１歳６か月児･３歳児健診の
対象地区ごとの健診日

キタスカへおいでよ！
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