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ど。９月28日(金)午前10時～正午、
東部公民館で。無料。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tel(832)2172
スマイルキッズ　マザーグースで
ふれあい。９月10日(月)午前10時
～11時30分、茨島地区コミセンで。
参加費１世帯300円。定員20組。
申し込みは、子育て応援Seedの鈴
木さんtel090-7334-3511
育てよう！秋田のGENKIDS
２歳以上の親子で、ヘルシーおや
つづくり。９月10日(月)午前10時
～正午、サンパル秋田で。参加費
１世帯300円。先着15組。申し込
みは、子育て応援Seedの山崎さん

tel090-2954-3947
ひなたぼっこ はらっぱで遊ぼう。
９月12日(水)・19日(水)、午前10時
～午後２時、大森山老人と子ども
の家で。参加費１世帯300円。申
し込みは、子育て応援Seedの武田
さんtel080-3324-7677
ちびっこ運動会　就園前の親子が
対象です。９月12日(水)午前10時
～正午、茨島体育館で。参加費１
世帯100円。先着50組。申し込み
は、子育て応援Seedの山崎さん

tel090-2954-3947
ビタミンKID'S 食育のお話しとお
やつの調理実習。９月18日(火)午前
10時～正午、サンパル秋田で。参
加費500円。先着20人。託児あり。
申し込みは、子育て応援Seedの山
崎さんtel090-2954-3947
親子ビクス
参加費１世帯500円。直接会場へ。
詳しくは、子育て応援Seedの加賀
谷さんtel090-2880-5841
スリムアップママビクス ９月21
日(金)午前10時～10時50分、ユー
スパルで。
ベビー(生後６週～１歳) ９月21
日(金)午前11時～正午、ユースパル
で。９月28日(金)午前11時～正午、
セリオンプラザで。

キッズ(１歳～就園前) ９月28日
(金)午前10時～10時50分、セリオ
ンプラザで。
キッズビクス ３歳～７歳のお子
さんが対象。時間は午後４時～４
時50分。９月21日(金)はユースパ
ル、28日(金)はセリオンプラザで。
参加費１世帯500円。直接会場へ。
詳しくは子育て応援Seedの佐藤さ
んtel080-1841-8654

①②④⑦は就園前、③⑥は２歳
～就園前、⑤は１歳～就園前のお
子さんが対象です。参加無料。
①聖使幼稚園
幼稚園で園児たちと運動会ごっこ。
９月12日(水)午前９時～11時。直
接会場へどうぞ。tel(862)4880
②御所野幼稚園
９月15日(土)午前９時～正午、御所
野小学校グラウンドで運動会(雨天
時は、御所野小学校体育館で)。10
時ごろに、未就園児のかけっこを
開催。おみやげあります。直接会
場へどうぞ。tel(826)1005
③飯島幼稚園
９月15日(土)、飯島小学校グラウン
ドで運動会。未就園児のかけっこ
を午前９時30分から受け付け。お
みやげあります。直接会場へどう
ぞ。tel(846)2036
④ルーテル愛児幼稚園
運動会 ９月15日(土)、幼稚園隣の
新屋表町児童公園で運動会。未就
園児のかけっこを午前10時30分こ
ろに開催します。おみやげありま
す。直接会場へどうぞ。
サツマイモを掘ろう！ 10月１日
(月)、午前９時45分～11時15分。
申し込みは９月29日(土)まで、同園
へ。tel(828)3038
⑤聖園短大附属幼稚園
運動会でかけっこやお遊戯。９月
23日(日)午前９時～11時、保戸野
小学校グラウンドで(雨天時は、保

戸野小学校体育館で)。直接会場へ
どうぞ。tel(823)2695
⑥外旭川幼稚園 幼稚園を探検し
ながら、お面作りやおままごと、
マット運動など。９月26日(水)午前
10時～11時。先着50組。申し込み
が必要です。tel(868)3400

こども救急電話相談室
お子さんの急な発熱、嘔吐、

下痢、腹痛などで病院へ行っ
たらいいか迷ったときなど、
お気軽にお電話ください。経
験豊富な看護師が応じます。

市内の児童館、児童センターで、
子どもたちのいろいろな活動をお
手伝いする児童厚生員を募集しま
す。採用は10月１日(月)です。
希望するかたは、山王21ビル４

階の生涯学習室、または生涯学習
室ホームページにある募集要項を
ご覧のうえ、ご応募ください。９
月20日(木)、山王21ビル４階の教育
委員会室で面接試験を行います。
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短縮ダイヤル＃8000

お子さんの急病に

午後７時30分～10時30分(毎日)

児童厚生員を募集

平成19年９月１日現在50歳以
下で、保育士資格か教員免許
をお持ちのかた

募集要項をご覧のうえ資格証
明書の写しと履歴書を、９月
18日(火)まで、〒010-0951 山
王二丁目１-53 山王21ビル
秋田市教育委員会生涯学習室
へ、郵送または直接お持ちく
ださい。tel(826)9048
http://www.city.akita.akita.jp/cit
y/ed/lf/

対
象

応
募
方
法

川尻児童センター

またはtel(884)3373
(プッシュ回線・携帯電話のみ)
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赤ちゃんはスキンシップが大好
き！　一緒にベビーマッサージを
楽しみましょう。未経験者大歓迎。
対象／生後３か月から１歳未満の
親子　とき／９月28日(金)、10月10
日(水)・12日(金)、午前10時30分～正
午　ところ／アルヴェ４階和室
参加費／無料　定員／各15組
●申し込み　９月11日(火)午前９時
から、子ども未来センター

tel(887)5340

AEDの練習など、乳幼児への救
急法を学びます。夫婦での参加歓
迎。消耗品代300円。定員10人。
とき／９月15日(土)午前10時～
ところ／遊学舎(上北手荒巻)
●申し込み　子どものファースト
エイド普及協会の佐々木さん

tel(868)1144

妊娠中や育児の不安、発育、離
乳食、予防接種などの相談に助産
師が応じます。無料。直接会場へ。
詳しくは、秋田西武tel(832)5111
とき／９月９日(日)・23日(日)、正
午～午後４時　ところ／秋田西武
３階のベビー休憩所

参加無料。直接会場へどうぞ。
tel(887)5340

おはなし会 就学前の親子を対象
に、絵本を読み聞かせます。９月
11日(火)午前10時30分～11時、ア
ルヴェ子ども未来センターで。
つくっチャオ　就園前の親子で、
楽しくかんたん工作！　９月12日
(水)・26日(水)、午前10時30分～11
時30分、アルヴェ子ども未来セン
ターで。
こんにちは広場 就園前の親子が

対象。みんなで楽しく手遊び！
・飯島児童センター ９月18日(火)
午前10時30分～

・下新城地域センター ９月19日
(水)午前10時～

・保戸野児童館 ９月25日(火)午前
10時～

★保育所開放 ０歳～５歳の親子
が対象です。時間は午前９時45分
～11時(上北手は午前10時から)。
直接、各保育所へどうぞ。
河辺中央・泉・土崎 ９月11日(火)
戸島・牛島・岩見三内 ９月12日(水)
保戸野 ９月18日(火)
川尻・寺内・港北 ９月19日(水)
新波・雄和中央・川添 ９月20日(木)
上北手 ９月26日(水)
★親子サロン 就園前の親子が対
象です。お子さんを遊ばせながら、
ママ同士で交流。９月20日(木)午前
９時45分～11時、川尻保育所で。
申し込みは、９月10日(月)から川尻
保育所へ。tel(823)3254
★青空保育 子どもを公園で遊ばせ
ながら、お母さん同士で交流。時間
は午前10時10分から約40分。直接各
公園へ。雨天中止。駐車場はありま
せん。詳しくは各保育所へ。
花木園 ９月10日(月)(新波保育所
tel(887)2014)
川口街区公園 ９月18日(火)(川口
保育所tel(832)4582)
八橋イサノ第一遊園地 ９月19日
(水)(寺内保育所tel(863)6253)
琴平第一街区公園 ９月20日(木)

(土崎保育所tel(845)1571)
土崎港北六丁目児童遊園地 ９月
20日(木)(港北保育所tel(845)7166)

１歳から４歳までのお子さんとご
家族が対象です。大型遊具で家族
のふれあいを深めませんか。無料。
定員40組程度。申し込みは９月10

日(月)午前８時30分から東部公民館
tel(834)2206(当日参加も可)
とき／９月21日(金)午前10時～11
時30分　ところ／東部公民館

すこやか広面　就学前の親子が対
象。９月10日(月)午前10時～11時
30分、広面児童館で。保険料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
tel(832)2172
ほっぺの会 就学前の親子が対象
です。９月11日(火)午前10時～正午、
仁井田児童館で。無料。直接会場
へ。詳しくは、仁井田地区主任児
童委員の田近さんtel(839)5002
しゃぼんだま広場 就園前の親子
が対象。親子で言葉のキャッチボ
ール。９月14日(金)午前10時～11
時30分、四ツ小屋児童センターで。
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
tel(839)3891
ぴよぴよ広場 外旭川地区に住む
０歳から４歳までの親子が対象。
時間は午前10時～11時30分。会場
は外旭川地区コミセン。初回参加
時に保険料１組320円。直接会場
へ。詳しくは、外旭川地区婦人会
会長の高橋さんtel(823)6613
９月18日(火) おはなしの会
10月16日(火) 親子で遊ぼう
11月20日(火) 救命講習
12月18日(火) クリスマス会
１月15日(火) マジックショー
牛島っ子　就園前の親子が対象で
す。バスで大森山動物園へお出か
け。９月19日(水)午前10時、南部公
民館発。大人は動物園入園料400
円が必要。先着10組。申し込みは、
９月10日(月)午前９時から南部公民
館tel(832)2457
東部地区子育て支援交流会　東部
地区の就学前の親子が対象。保育
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西部公民館
申し込み 子ども未来センターtel(887)5340
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育児サークルのスタッフなど、子育て支援
活動をしているかたが対象です。文教大学専
任講師で臨床心理士の秋山邦久さんが、「親
の悩みに寄り添う」をテーマに話します。

ベビーマッサージ講
こう

座
ざ

とき ９月18日(火)午後１時30分～３時

無料 20人ところ 受講料 定員
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