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公園で壊れている遊具を見つけたときなど、
お気づきの点がありましたら、公園課公園施設
管理センターへご連絡ください。tel(866)2445
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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、
個別相談など。受講無料。筆記用
具、母子健康手帳、おしぼり、バ
スタオルをお持ちください。①は
申し込みが必要です。
①生後４～５か月 とき／８月11
日(月)午前10時～11時　ところ／市
保健センター　定員／30組　
申し込み／７月22日(火)から市保健
所保健予防課tel(883)1175
②生後４～11か月 直接会場へど
うぞ。とき／８月４日(月)午後１時
30分～３時30分　ところ／河辺総
合福祉交流センター

就学前のお子さんと保護者が対
象です。夏の歌を楽しもう。参加
無料。直接会場へどうぞ。
とき／８月２日(土)午前10時30分～
11時　ところ／アルヴェ子ども未
来センター
●問い合わせ 子ども未来センタ
ーtel(887)5340

★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。直接各保育所へどうぞ。
７月23日(水)
川口保育所tel(832)4582

７月24日(木)
新波保育所tel(887)2014
雄和中央保育所tel(886)2595

７月29日(火)
手形第一保育所tel(834)0766

★わくわくわんぱくランド　
１歳・２歳児の親子が対象です。
夏まつり。８月８日(金)午前９時45
分～10時45分、グリーンローズ保
育園で。無料。申し込みは、７月
29日(火)からグリーンローズ保育園
へ。tel(828)3049

就園前のお子さんとご家族が対
象です。歌や楽器演奏、絵本の読
み聞かせなど。無料。
とき／８月５日(火)午前10時～正午
ところ／東部公民館
●申し込み ７月22日(火)午前８時
30分から東部公民館tel(834)2206

妊娠中や育児の不安、予防接種、
離乳食などの相談に助産師が応じ
ます。直接会場へどうぞ。詳しく
は秋田西武へ。tel(832)5111
とき／７月27日(日)正午～午後４時
ところ／西武３階のベビー休憩所

★元気っ子クラブ　就園前の親子
が対象です。毎週月曜日の午前11
時～、大住地区コミセンで。無料。
直接会場へどうぞ。詳しくは、代
表の田原さんtel(829)3582
★あおぞらキッズ　就学前の親子
が対象。中学生と遊ぼう。７月27
日(日)午前10時～11時30分、外旭川
児童センターで。無料。直接会場
へ。詳しくは外旭川地区主任児童
委員の栗山さんtel(868)3688
★ばっけの会　申し込みは、７月
19日(土)から、NPO法人ばっけの会
へ。tel080-1813-7198
ミニ竿燈作り ３歳から小学３年生
までのお子さんとご家族が対象。７
月26日(土)午前10時～正午、遊学舎で。
材料費１組500円。先着20組。
プール遊び＆スイカ割り 就学前
のお子さんと保護者が対象。８月
３日(日)午前10時～正午、遊学舎で。
材料費１組500円。先着20組。
ベビーマッサージ 生後２か月か
ら１歳までの親子が対象。８月12日
(火)・26日(火)、午前10時30分～11時30
分、ひよっこサロン(有楽町)で。参
加費１組300円。定員７組。

● 元気が大好き
育児コーナー

育 児

離
り

乳
にゅう

食
しょく

教
きょう

室
しつ

東
とう

部
ぶ

公民館
こうみんかん

幼
よう

児
じ

学
がっ

級
きゅう

の公開講
こうかいこう

座
ざ

遊
あそ

びにおいで

保
ほ

育所
いくしょ

で遊
あそ

ぼう

西
せい

武
ぶ

の無
む

料
りょう

育
いく

児
じ

相談
そうだん

会
かい

親
おや

子
こ

DE
デ

うたっチャオ

市ホームページに公園ハザードチェックリストを掲載しています。町内会などで
公園を点検するときにご活用ください。http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/pc/

母子家庭のお母さんに

児童扶養手当
18歳までのお子さん(18歳になってか

ら最初の３月31日まで)、または、20歳
未満で障害等級１級～２級程度のお
子さんがいる、母子家庭のお母さん
(お母さんに代わり、お子さんを養育
している、お父さん以外のかたを含
む)は、児童扶養手当を受けることが
できます。
全額支給の場合、１人目のお子さ

んは月額41,720円、２人目以降は加算
があります。
※国民年金や厚生年金などの公的年金
(老齢福祉年金を除く)を受けることが
できるかたは対象になりません。

※申請者や同居している扶養義務者の所得
が一定額以上ある場合は、手当が減額さ
れたり、支給されなかったりします。

現在手当を受給しているかたへ、現
況届のお知らせを７月下旬にお送りし
ます。現況届は８月中に提出してくだ
さい。現況届の提出がないと８月分以
降の手当を受給することができませ
ん。忘れずに提出してください。

８月は現況届の月です

児童家庭課tel(866)2094

受給者が母の場合、手当の支給開
始月から５年、または離婚などの支
給用件に該当するに至った月から７
年のどちらか早い方が経過したとき
は、一定の率で手当が減額されます。
対象者には事前に通知しますので

「一部支給停止適用除外事由届出書」
を期限内に提出してください。
また、受給者が公的年金の給付を

受けたときや婚姻した(事実上の婚
姻・内縁関係を含む)ときは、受給資
格がなくなりますので、すぐに届け
出をしてください。

問

●こんな時も届け出を●



①⑤…高校生以上の初心者(⑤は女性のみ)
②③④…中学生以上の初心者　⑥…初心者(針を使えるかた)

講座開始日の７日前まで、秋田公立美術工芸短大開放セ
ンター「アトリエももさだ」へ。
tel(888)8137(月曜日を除く９:00～16:30）
＊希望者多数の場合は抽選となります
＊定員割れの場合、中止する場合があります
＊託児あり。申し込み時にお申し出ください

対
象

申
し
込
み

日本近代洋画への道

記念講演会…７月26日(土)午後
２時～。文星芸術大学教授の青
木茂さんが「幻の山岡コレクシ
ョン」と題して講演します。
列品解説…７月23日(水)、８月10
日(日)・24日(日)、午後２時～

ヤンマーディーゼル創業者・
山岡孫吉のコレクションを中心
に、高橋由一、黒田清輝、藤島
武二など、洋画草創期の作品約
120点を展示します。一般700円、
高・大学生500円、中学生以下
無料。詳しくは千秋美術館へ。
tel(836)7860

７月19日(土) ９月３日(水)
午前10時～午後６時
(入館は５時30分まで)

高橋由一「鮭図」

●山岡コレクションを中心に●

千秋美術館企画展

日時／８月17日(日)午後１時30分～４時　
会場／千秋美術館３階講堂　

物語の絵を描こう！
◆千秋美術館の子どもワークショップ◆

小学生が対象。講師は秋田市造形教育研
究会の羽深進さん。材料費200円。定員20人。
申し込みは千秋美術館へ。tel(836)7860

下記の施設の入館者を対象にスタンプラ
リーを行います。スタンプを４個ためて応
募したかたに、抽選でグ
ッズをプレゼント！　ス
タンプラリーは10月31日
(金)まで。応募締め切りは
11月10日(月)です。詳しく
は文化振興室へお問い合
わせください。
実施施設 千秋美術館、赤れんが郷土館、
民俗芸能伝承館(旧金子家住宅を含む)、佐
竹史料館、久保田城御隅櫓、旧黒澤家住宅、
河辺農林漁業資料館

文化振興室tel(866)2246問い合わせ

あきた GLASS FESTA 2008
“こしぇるべぁ！！秋田のガラス”

会場２ 美短アトリエももさだ特設会場(当日受け付け)

◆オープニング講演会 「秋田とガラスの未来を考える」と題し
て、富山ガラス造形研究所准教授の本郷仁さんが講演します。
８月19日(火)午後６時30分～８時30分、カレッジプラザ(中通り
の明徳館ビル２階)で。無料。直接会場へどうぞ。

あきたGLASS FESTA開催実行委員会(秋田贔
び

屓
いき

内)tel(853)7470問

◆
ガ
ラ
ス
制
作
体
験

会場１ 美短ガラス工房(申し込み必要)

◆ワークショップ 制作現場を間近で見学！ ８月19日(火)から21
日(木)まで、午前９時～正午、午後零時30分～４時30分、美短
ガラス工房で。

画集や色紙、しお
りなどを進呈！

◆展示即売会 ８月16日(土)から24日(日)まで、午前10時～午後４
時30分、アトリエももさだギャラリーで開催！

◆フェアウェル交流会 招待作家によるパネルディスカッショ
ン。ガラス作品の抽選会も。８月24日(日)午後４時～６時、アト
リエももささだホールで。無料。詳しくはお問い合わせを。
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ミュージアムグッズをゲット！

みるかラッキースタンプラリー

常設展示「岡田謙三と馬場彬(あきら)」
７月25日(金) 11月16日(日)

生前の馬場が岡田謙三について語った内
容に基づいて作品を展示します。


