
て交流ひろば☎(886)5530
②会場が北部市民サービスセンター
…日時u６月11日(火)･21日(金)･27日
(木)、10:30～12:00　先着u各12組
申込u６月３日(月)9:30から北部子育
て交流ひろば☎(893)5985

保育所開放…０歳～５歳の親子が対
象です。 詳しくは各保育所へ。
５月21日(火)9:45～11:00
…手形第一保育所☎(834)0766

５月22日(水)9:45～11:00
…新波保育所☎(887)2014
川口保育所☎(832)4582

青空保育…お子さんを遊ばせながら
保護者同士で交流しませんか。時間
は10:10～10:50。雨天中止。
５月21日(火)u牛島東五丁目街区公園
…牛島保育所☎(832)3045
５月28日(火)u①寺内保育所園庭…☎
(863)6253、②秋操近隣公園…泉保
育所☎(823)1626
赤ちゃんルーム…将来の保護者を対
象に０歳児室で保育見学。時間は
9:45～11:00。詳しくは各保育所へ。
５月22日(水)…雄和中央☎(886)2595

岩見三内☎(883)2555　
５月28日(火)…保戸野☎(823)6928
５月29日(水)…新波☎(887)2014
６月４日(火)…泉☎(823)1626

育児サークル･団体を対象とした子育
て支援です。詳しくは秋田市社会福
祉協議会へ。☎(862)7445
①のびのび子育て出前講話…講師の

派遣は無料ですが材料費は各自負担。
募集は35団体まで(応募多数の場合は
選考)で、締め切りは６月14日(金)。
②大型おもちゃの無料貸出(１週間)…
ボールハウス、はいはいトンネルなど

栄養バランスのとれた食材を使った
保育所のメニューづくり。
対象u２･３歳のお子さんと保護者(お子
さんは託児あり)　日時u６月18日(火)
10:00～12:00　会場u河辺総合福祉
交流センター　先着u15組
申込u５月21日(火)10:00から泉保育
所☎(823)1626

太字の( )内は対象年齢。問い合わせ
先の◎は、各地区の主任児童委員さ
んの印です。
すこやか広面(０～５歳)…５月21日
(火)と６月４日(火)、10:00～11:30、
広面児童館で。保険料１家族50円。
問u◎佐々木さん☎(832)2172
きりんクラブ(就学前)…５月24日
(金)9:30～11:00、築山児童センタ
ーで。問u◎藤原さん☎(833)6743
ほっと広場(０～５歳)…５月27日
(月)10:00～11:30、広面児童館で。保
険料１家族50円。 問uHOTの会代表の
堀江さん☎(837)0584
旭北キッズ(就園前)…６月３日(月)
10:00～11:30、旭北児童館で。
問u◎吉岡さん☎(823)4877
このゆびとまれ！(就園前)…６月４日
（火)10:00～12:00。明徳児童セン
ターで。問u◎田中さん☎(831)8089

ばっけの会…会場はひよっこサロン
(南通り)。時間は10:30～12:00。
先着各６組。①ベビーマッサージ(２
か月～１歳)u６月４日(火)･18日(火)。
1,500円　②手を使ったコミュニケ
ーション(２か月～１歳)u６月11日
(火)･25日(火)。1,500円　③賢く使
おうベビーフード(７か月～１歳)u６
月19日(水)10:30～12:00。500円
申込u５月20日(月)10:00からNPO法
人ばっけの会☎(834)4733
すくすくサロン「きしゃぽっぽ」(就
園前)…６月５日(水)10:00～11:30、
南部公民館で。自由遊びと情報交換。
問u南部公民館☎(832)2457
すこやか広場あらやっこ(就園前)…６
月７日(金)10:00～11:30、日新児童
館で。問u◎渡部さん☎(828)3649
きらきら広場(就園前)…６月10日
(月)10:00～11:30、御所野ふれあい
センター多目的ホールで。
問u◎照井さん☎(829)2815
川尻ちびっこ広場(就園前)…６月11
日(火)･25日(火)、10:00～11:30、
川尻地区コミセンで。問u川尻ちびっ
こ広場の加賀屋さん☎(823)0561
東きらきらくらぶ(０～５歳)…６月
11日(火)･25日(火)、10:00～12:00、
東児童センターで。保険料１家族50円。
問u◎折原さん☎090-7322-5863
ふれあいちびっ子ひろば(就園前)…紙
芝居、紙工作、親子で運動など。
日時u毎月第１･３木曜日(祝日を除
く)、10:30～11:30　
会場u御所野交流ふれあいセンター
問u御所野交流ふれあいセンター

☎(826)0671

＊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どうぞ。
＊スペースの都合などにより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。

月・水曜日　13:55～

水曜日　22:54～

５/25(土) 11:00～11:15 ●大森山動物園40周年！(予定)

AAB いきいき秋田市から

ABS こんにちは秋田市から５
分
間
テ
レ
ビ
番
組
　
　
　

AKT こんばんは秋田市から
放送日程は
広報広聴課へ！
☎(866)2034

エフエム秋田  秋田市マンデー555
ABSラジオ  秋田市今週のいちネタ

毎週月曜日　17:55～

毎週火曜日　10:30～ラジオ ］
エフエム椿台  午後スタ 毎週水曜日　14:00～

金曜日　11:25～
土曜日　11:40～
日曜日　11:55～

＊番組内容は、変更になる場合があります。
＊５分間テレビ番組は秋田ケーブルテレビでも放送しています。

●“広報あきた”から

５/17(金)
▼

●健康な今こそ受けよう！がん検診
●介護ボランティア制度を紹介

わがまち大好き秋田市長です(月１回)

●がん検診のお知らせ
●６月の水道週間

５/22(水)

５/24(金)

５/29(水)
▼

ABS

●秋田公立美術大学の魅力を紹介
●秋田市ほっと情報
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３歳児健診を終えた就学前のお子さ
んがいる保護者が対象。保育所や幼
稚園などの集団生活で、｢順番を守る
ことが苦手｣｢話しかけても目線が合わ
ない｣｢注意がそれやすく、座っている
ことが苦手｣など、行動発達面の相談
に臨床心理士が電話で応じます。
日時u６月４日(火)･12日(水)、13:30
～16:30　先着u３人　事前予約u子
ども健康課☎(883)1174

妊娠の届け出をしたかたに、母子健
康手帳を差し上げます。また、秋田
市に住民票があるかたに、妊婦歯科
健診(１回)、子宮頸がん検査･クラミ
ジア検査(１回)、妊婦一般健診(14
回)の費用を補助する受診票もお渡し
します(妊婦さんの状態によっては自

己負担がある場合も)。
届出窓口u子ども健康課、北部･西部･
河辺･雄和の各市民サービスセンタ
ー、アルヴェ駅東サービスセンター、
市民課、岩見三内･大正寺の各連絡所
＊里帰りなどで、県外の医療機関を
受診する場合、事前に子ども健康
課へ｢里帰り等妊婦連絡票｣を提出
してください。☎(883)1174

妊娠中の食事や日常生活、お口の衛
生の講話など。試食、個別相談も。
対象uおおむね妊娠35週までの妊婦
日時u６月17日(月)10:00～11:30
会場u市保健センター(八橋)　
申込u子ども健康課☎(883)1175

歯みがきの仕方、講話など。
対象u５月から７月までに１歳の誕生
日を迎えるお子さん　日時u６月７日

(金)10:00～11:30　会場u市保健セ
ンター　先着u30組
申込u子ども健康課☎(883)1174

カンガルー乳幼児学級(６か月～１歳
６か月)…学習内容uこどもの発達、
絵本の読み聞かせなど
ペンギン幼児学級(１歳７か月～３歳)
…学習内容uしつけや子育て相談など
★両学級とも以下のとおり
日時u６月21日(金)～12月までに７
回、10:30～12:00　会場u北部市民
サービスセンター　定員u40組(抽選)
申込u往復はがきにそれぞれ学級名を
明記し、郵便番号、住所、親子の氏名
(お子さんはふりがなと年齢も)を書い
て、６月５日(水)(必着)まで、〒011-
0945土崎港西五丁目３-１北部市民
サービスセンター｢○○学級｣係宛て
問u北部市民サービスセンター生涯学
習担当☎(893)5969

就園前の親子が対象。事故の予防と
手当の方法を学びます。先着20組。
日時u６月18日(火)10:30～11:30
会場u河辺市民サービスセンター
申込u５月22日(水)9:00から河辺市民
サービスセンター☎(882)5171

①②とも３か月～１歳未満が対象。
①会場が雄和市民サービスセンター
…日時u６月５日(水)･21日(金)、
10:30～11:30 先着u各10組
申込u５月20日(月)9:00から雄和子育

育児コーナー！
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秋田市ファミリー･サポート･センターは、お子さんを預けたい利
用会員(０歳～18歳のお子さんがいるかた)と預かってくれる協力会
員で組織しています。仕事で保育所の迎えに間に合わない時などに
利用できます。利用料金など、詳しくはお問い合わせください。
利用会員講習会を受講希望のかたは、同センターへお申し込みくだ

さい。会場はアルヴェ、無料。平日は託児あり(要申込)☎(887)5336

４月から利用料金の半額助成が始まり
利用しやすくなりました！

秋田市ファミリー･サポート･センター
利用会員にご登録ください！

＊子育て交流ひろばは、各市民サービスセンターの２階(雄和は１階)にあります。

☎(882)5146

ころんころんタイム(０歳～１歳)北部子育て交流ひろば

５/29(水)10:00～12:00

バナナるーむ(２歳～３歳) ５/22(水)10:30～10:50西部子育て交流ひろば

にっこりあそぶday(就学前)

おもいっきりあそぶday(就学前)

子ども未来センター(アルヴェ５階)

フォンテAKITA６階
①～③は中央図書館明徳館
フォンテ文庫☎(893)6167
④は子ども広場☎(893)6075

つくっチャオ(就学前) 「カエルさんヨーヨー」づくり ６/６ (木)10:30～11:30

パネルシアターや交通安全の勉強

②親子で英語(０歳～小学２年生)

パネルシアターでアンパンマンのお話

６/８ (土)11:30～12:00③工作会(２歳～小学３年生)

①わらべうた(０歳～３歳) わらべうたや絵本の読み聞かせ

ぴょんぴょん広場(２歳～３歳) ゲームで遊ぼう

５/29(水)10:00～12:00

５/30(木)①10:00～②10:40～

５/28(火)11:00～11:30

英語で楽しいトーク、リズム

５/22(水)10:30～10:50

体育館で3B体操

河辺子育て交流ひろば☎(882)5146 はっぴぃるーむ(就学前) 交通安全教室 ５/28(火)10:30～10:50

雄和子育て交流ひろば☎(886)5530 ぐーちょきぱぁ(就学前) 音楽に合わせた楽しいお話 ５/28(火)10:30～10:50

土崎図書館☎(845)0572 あおぞらおはなし会(幼児～小学校低学年) 人形劇やクイズ、歌など

６/１ (土)11:00～11:30

「キャッチングくわがた」づくり

④親子工作(就学前) 「手形のPOPアップカード」づくり ５/21(火)10:30～11:00

多目的ホールで体操

雄和図書館☎(886)2853 おはなし会(幼児～小学３年生) 絵本や紙芝居

６/８ (土)11:00～11:40

５/25(土)11:00～12:00
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５月29日(水)14:00～16:00、６月８日(土)10:00～12:00、
６月11日(火)14:00～16:00ほか …受講はいずれか１回

利用会員講習会


