
険料１回１組50円。直接会場へど
うぞ。詳しくは広面地区主任児童
委員の佐々木さん☎(832)2172
東きらきらくらぶ　０歳～５歳の
親子が対象です。５月24日(火)午
前10時～正午、東児童センター
で。保険料１組50円。直接会場へ
どうぞ。詳しくは、東地区主任児
童委員の折原さん☎(835)5384
わんぱく広場 就園前の親子が対
象です。５月25日(水)午前10時
30分～11時30分、アトリオン６
階こどもサロンで。参加無料。定
員10人。申し込みは５月22日(日)
まで秋田県中央男女共同参画セン
ター☎(836)7853
ぴょんぴょんリズム 広面・横
森・桜地区に住む生後８か月～就
園前の親子が対象です。育児サー
クルの無料体験会。５月25日(水)
午前10時30分～正午、東地区コ
ミセンで。申し込みは新日本婦人
の会秋田支部☎(836)3356
きりんクラブ 就学前の親子が対
象。5月27日(金)午前９時30分～
11時、築山児童センターで。無料。
直接会場へ。詳しくは築山地区主任
児童委員の藤原さん☎(833)6743
しゃぼんだま広場 就学前の親子
が対象。救命講習会５月27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☎(839)3891
すくすくサロンきしゃぽっぽ 就
園前の親子が対象です。６月１日
(水)午前10時～11時30分、南部公
民館で。参加無料。直接会場へ。詳
しくは、南部公民館☎(832)2457
愛あいクラブ 就園前の親子が対
象です。６月２日(木)午前10時～
11時30分、秋田赤十字乳児院(広
面)で。参加無料。申し込みは秋田
赤十字乳児院☎(884)1760
すこやか広場あらやっこ 就園前
の親子が対象です。６月３日(金)午

前10時～11時30分、日新児童館
で。参加無料。直接会場へどうぞ。
詳しくは、新屋地区主任児童委員
の渡辺さん☎(828)3649
このゆびとまれ！　就園前の親子
が対象です。６月７日(火)午前10
時～正午、明徳児童センターで。参
加無料。直接会場へどうぞ。詳し
くは、明徳地区主任児童委員の田
中さん☎(831)8089
とんとんクラブ ３歳未満の親子
が対象です。６月15日(水)午前10
時～11時30分、下北手児童セン
ターで。参加無料。直接会場へど
うぞ。詳しくは下北手地区主任児
童委員の中村さん☎(835)8343

無料体験会です。申し込みは、新
日本婦人の会秋田支部へ。

☎(836)3356
赤ちゃんマッサージ　牛島・楢山
地区に住む、生後３か月～１歳の
親子が対象。５月26日(木)午前10
時30分～正午、南部公民館で
赤ちゃん体操　仁井田・御所野・
御野場地区に住む、生後３か月～
７か月の親子が対象。５月26日
(木)午前10時20分～正午、仁井田
児童館で

申し込み、問い合わせは、子育て
応援Seedへ。☎(833)8104
ベビーサロン ０歳の親子が対
象。６月13日(月)・20日(月)・27日
(月)、正午～午後４時、コミュニテ
ィサロン クローバー(中通)で。参
加費１世帯各300円。直接会場へ
親子ビクス 親子でエアロビ。会
場はセリオンプラザ(土崎)。参加
費各１世帯500円。内履き、タオ
ル、毛布(ベビーのみ)を持って直
接会場へどうぞ。
ママクラス(ママならどなたでも)
�６月17日(金)午前10時～10時

50分　キッズクラス(１歳～就園
前)�６月24日(金)午前10時～10
時50分　ベビークラス(生後６週
～１歳) �６月17日(金)・24日
(金)、午前11時～正午
子育てサロンスマイルキッズ
親子でふれあい遊び。ベビークラ
ス(０歳児)は６月13日(月)午前10
時～正午、キッズクラス(１歳以
上)は６月20日(月)午前10時～正
午、コミュニティサロン クローバ
ー(中通)で。参加費１世帯各300
円。定員20組。要申込
親子料理教室 小学生の親子が対
象です。ライスバーガーを作りま
す。６月４日(土)午前10時～午後
１時、東部ガス(楢山)で。参加費１
世帯500円。定員６組。要申込
クローバーdeバザール
育児用品限定バザール。５月30日
(月)午前10時～正午、コミュニテ
ィサロン クローバー(中通)で。出
店するかたは要申込(出店料300
円。先着６人)
中通倶楽部手芸部
シュシュや春ストールの編み方講
座。お子さんと一緒にどうぞ。５
月25日(水)午前10時～正午、コミ
ュニティサロン クローバー(中通)
で。参加費800円。要申込

生後２か月～１歳の親子が対象。
会場はひよっこサロン(南通)。各
講座全２回。申し込みは、５月23
日(月)午前10時からNPO法人ばっ
けの会へ。☎(834)4733
ベビーマッサージの第一歩
６月14日(火)・28日(火)、午前10
時30分～正午。参加費1,500円。
定員７組
ママとベビーのファーストサイン
赤ちゃんとのコミュニケーション
の取り方など。６月14日(火)・28
日(火)、午後１時30分～３時30分。
参加費1,500円。定員７組
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のびのび子育て出前講話
育児サークル・団体を対象(35団体まで)に、子育てに

関する講師を無料(材料費がかかる場合は実費)で派遣し
ます。

出前講話の期間…８月から来年３月31日まで

大型おもちゃを
貸し出します！

市社協では、育児サークル・団体に
「ボールハウス」「はいはいトンネル」
などの大型おもちゃを無料で貸し出し
ています。貸出期間は一週間。詳しく
はお問い合わせを。☎(862)7445

テーマは「子どもとことば」「あそびの宝箱」など

６月17日(金)まで
(福)秋田市社会福祉協議会☎(862)7445

申し込み
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おおむね妊娠35週までの妊婦さん
が対象です。妊娠中の食事などの
講話、個別相談など。直接会場へ。
日時／６月７日(火)午前10時～11
時30分　会場／市保健センター
(八橋) 受講料／無料 持ち物／
母子手帳、筆記用具、おしぼり　
●問い合わせ　子ども健康課

☎(883)1175

６月に１歳になるお子さんと保護
者が対象。歯科衛生士、栄養士の
お話と歯みがきレッスン。６月８
日(水)午前10時～11時30分、市
保健センター(八橋)で。無料。定
員30組。母子健康手帳、筆記用
具、バスタオルをお持ちください。
●申し込み 子ども健康課

☎(883)1174

妊婦・２歳児歯科健診の委託医療
機関にバラジマ歯科クリニック(茨
島六丁目10-13 ☎(838)4618)
が新たに加わりました。詳しくは、
子ども健康課へ。☎(883)1172

参加無料。直接会場へどうぞ。詳
しくは、アルヴェ５階子ども未来
センターへ。☎(887)5340
パンダ広場　就園前の親子が対象
です。手遊びや子育て相談など。
５月24日(火)午前10時～11時、
茨島体育館で
つくっチャオ 就園前の親子が対
象です。カラフルなお花紙を貼っ
てあじさいを作ろう。５月26日
(木)午前10時30分～11時、アルヴ
ェ５階子ども未来センターで
こんにちは広場 就園前の親子が
対象です。手遊びや親子の遊び。
浜田地区コミセン�５月27日(金)

午前10時30分～　御所野ふれあ
いセンター�５月30日(月)午前10
時～　広面児童館�６月６日(月)午
前10時30分～ 土崎児童館�６月
８日(水)午前10時30分～
親子のふれあい広場「よちよち広
場」０歳～１歳の親子が対象です。
手遊びなど。６月２日(木)①午前
10時～②午前10時40分～、アル
ヴェ５階子ども未来センターで
イクメン集まれ！　就園前の父子
が対象です。お父さんと一緒にふ
れあい遊びや交流ゲームをしよ
う。６月４日(土)、アルヴェ２階多
目的ホールで。０歳～１歳�午前
10時～10時45分　２歳～３歳�
午前11時～11時45分
おはなし会　就学前の親子が対象
です。絵本の読み聞かせ。６月７
日(火)午前10時30分～11時、ア
ルヴェ子ども未来センターで

２歳～３歳の親子が対象です。元
気にダンス！　楽しいお話も。５
月25日(水)午前10時30分～10時
50分、西部市民サービスセンター
２階子育て交流ひろばで。参加無
料。直接会場へ。詳しくは、子育
て交流ひろばへ。☎(826)9007

★保育所開放　
０歳～５歳の親子が対象です。(聖
園ベビー保育園は０歳～２歳が対
象。要申込)。無料。直接各保育所
へどうぞ。詳しくは各保育所へ。
５月24日(火)午前９時45分～11時
上北手保育園☎(839)3595

５月25日(水)午前９時45分～11時
川口保育所☎(832)4582
勝平保育園☎(823)4520

５月31日(火)午前９時45分～11時
ふじ保育園☎(816)0550

６月４日(土)午前９時15分～10時45分
聖園ベビー保育園☎(862)1004

６月14日(火)午前９時45分～11時
あきた中央保育園☎(896)0121
★赤ちゃんルーム　将来の父母、
祖父母が対象です。０歳児室で保
育体験。５月25日(水)午前９時45
分～11時、川口保育所で。参加無
料。直接会場へどうぞ。詳しくは
川口保育所☎(832)4582
★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
せんか。時間は午前10時10分～
11時。参加無料。雨天中止。
５月24日(火)�
寺内保育所園庭☎(863)6253

５月26日(木)�
①土崎港北六丁目児童遊園地
(港北保育所☎(845)7166)
②秋操近隣公園
(泉保育所☎(823)1626)

０歳～１歳の親子が対象です。絵
本の読み聞かせや手遊び。５月19
日(木)午前10時～10時30分、土
崎図書館研修室で。参加無料。直
接会場へどうぞ。詳しくは、土崎
図書館へ。☎(845)0572

参加無料。直接会場へどうぞ。詳
しくは、御所野交流センターへ。

☎(826)0671
★育児相談 就園前の親子が対
象。毎月第1木曜日(祝日を除く）、
午前10時30分～11時30分
★親子で一緒に遊ぼう １歳～就
園前の親子が対象です。紙芝居、
工作など。毎月第１・３・４木曜
日(祝日を除く）、午前10時30分
～11時30分

すこやか広面
０歳～５歳の親子が対象です。５
月23日(月)・30日(月)、午前10時
～11時30分、広面児童館で。保

● 元気が大好き
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６歳までのお子さんがいるかたが対象です。カナダの親支
援プログラム「ノーバディズ・パーフェクト・プログラム」で

子育てについて話し合います。参加無料。定員15人。託児あり。

日時

会場 アルヴェ１階音楽交流室Ｄ

子ども未来センター☎(887)5339申し込み

子育て
応援講座

６月２日(木)・９日(木)・16日(木)・23日(木)・30日(木)、
７月７日(木)・14日(木)、午前10時～正午

子育てママのおしゃべりタイム
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