
チャイルド中通(就園前)…７月２日
(火)10:30～11:30、中通児童館で。

問u◎高橋さん☎(833)4583
きしゃぽっぽ(就園前)…７月３日
(水)10:00～11:30、南部公民館で。

問u南部公民館☎(832)2457
太平すくすく広場(０～３歳)…７月３
日(水)10:00～11:00、太平地域セン
ターで。問u太平保健推進員の佐々木
さん☎(838)2111
雄和の森で遊ぼう(２歳以上)…７月４
日(木)･11日(木)･18日(木)、10:00～
13:30。昼食代など１組1,000円。定
員各８組。申込u森のようちえんおお
きな木の名取さん☎090-7812-2950
港北ママクラブ(就園前)…７月５日
(金)･12日(金)、10:00～11:30、港北
児童センターで。

問u◎平澤さん☎(845)4014
しゃぼんだま広場(就学前)…７月５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
すこやか広場あらやっこ(就園前)…７
月５日(金)10:00～11:30、日新児童
館で。問u◎佐々木さん☎(828)1997
川尻ちびっこ広場(就園前)…７月９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)…７月９
日(火)･23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

ばっけの会…会場はひよっこサロン

(南通)。時間は10:30～12:00。参
加費1,500円(③は500円)。先着各
６組。申し込みは６月24日 (月)
10:00からNPO法人子育て･高齢者
介護サポートばっけの会へ。

☎(834)4733
①ベビーマッサージ(２か月～１歳)u
７月２日(火)･16日(火)
②手を使ったコミュニケーション(２
か月～１歳)u７月９日(火)･23日(火)
③賢く使おうベビーフード(７か月～
１歳)u７月17日(水)
安心子育て講座…赤ちゃんのパープ
ルクライング期(泣き行動期)を学びま
す。６月29日(土)10:00～11:30、
遊学舎(上北手)で。定員30人。
申込u子どものファーストエイド普及
協会の佐々木さん☎(868)1144
乳児院のプレママサロン…未来のマ
マ、パパ、おばあちゃんなどが対象。
赤ちゃんとの触れ合い沐浴や授乳な
どを体験。毎月第２・第３木曜日(２
回１コース)、10:00～12:00、秋田
赤十字乳児院(広面)で。定員3組。申
込u秋田赤十字乳児院☎(884)1760

太字の( )内は対象年齢です。
上北手保育園(就学前)…６月25日
(火)、７月23日(火)、9:45～11:00。

問u☎(839)3595
勝平保育園(０～５歳)…６月26日
(水)、７月10日(水)･24日(水)、9:30～
11:00。問u☎(823)4520
のびのび幼稚園・保育園(就園前)…６
月28日(金)、７月31日(水)、10:45～

11:40。問u☎(823)4540
グリーンローズ保育園(１～２歳)…６
月28日(金)14:00～15:00。定員10
組。申込u☎(828)3049
山王幼稚園(就園前)…６月29日(土)
9:30～11:30。問u☎(862)2223
ごしょの保育園…５･６か月の離乳食
の作り方と試食。６月29日(土)13:00
～14:30。参加費200円。申込u☎
(892)7555(６月26日(水)まで)
聖園幼稚園(就園前)…７月２日(火)
10:30～11:30。申込u☎(823)2695
聖使幼稚園(就園前)…７月３日(水)
9:00～11:00。問u☎(862)4880
秋田駅東保育園(０～２歳)…７月４日
(木)9:45～10:45。申込u☎(837)4152
日新保育園(０～５歳)…希望者は給食
の試食ができます(要申込。1組300
円)。７月４日(木)9:45～11:00。

問u☎(828)3211
ルーテル愛児幼稚園(就園前)…７月４
日 (木 )10:15～ 11:30。申込 u☎
(828)3038(７月２日(火)まで)
こまどり幼稚園(２歳～就園前)…７月
４日(木)10:00～11:30。

申込u☎(834)0968
秋大附属幼稚園(就園前)…７月６日
(土)10:00～11:00。問u☎(862)2343
外旭川幼稚園(２～４歳で就園前)…７
月６日(土)10:00～11:30。夏祭り。

問u☎(868)3400
高清水幼稚園(２歳～就園前)…七夕夕
涼み会。７月７日(日)17:30～。

申込u☎(845)0781
あきた中央保育園(０～５歳)…７月９日
(火)9:40～11:00。問u☎(896)0121

16＊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。

幼稚園の保育料を減免 市内に住所があるお子さんが対象です。詳しくは、幼稚園から
配られる「お知らせ」でご確認を。子ども育成課☎(866)2094

対象u私立幼稚園に通園している満
３歳以上のお子さんがいて、市町
村民税額が国で定める基準に該当
するかた

申し込みu幼稚園から配られる｢保育
料等減免措置に関する調書｣と必要
な書類を幼稚園に提出してください

①私立幼稚園の保育料などの一部　　　　　　　　　　　
を減免 (就園奨励費補助事業） 対象uお子さんが幼稚園に通園して

いて、一定の所得を下回るかた

申し込みu幼稚園から配られる｢在
園証明書｣と必要な書類を幼稚園に
提出してください

助成u入園料、保育料、学用品代、給
食費などの経費のうち、｢就園奨励
費(左記の①)｣を引いた残りの２分の
１(ひとり親世帯･所得税非課税世
帯)か４分の１(所得税課税世帯)の額

②すこやか子育て支援事業

＊②のすこやか子育て事業は、秋田大学
附属幼稚園に通園するお子さんがいる
かたには、７月上旬に幼稚園を通して
申請方法などをお知らせします。

＊減免額など詳しくは幼稚園から配られ
る「お知らせ」でご確認ください。

対象uお子さんが幼稚園に通園して
いて、一定の所得を下回るかた

申し込みu②の申し込み方法と同じ

助成u預かり保育を利用した時に負
担する経費の２分の１(ひとり親世
帯･所得税非課税世帯)か４分の１
(所得税課税世帯)の額

③預かり保育料助成事業
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歯科医によるむし歯予防の話と公開
相談。希望者にはフッ化物塗布体験
を行います。
対象u１歳～３歳のお子さんと保護者
日時u７月17日(水)13:30～15:00　
会場u市保健センター　先着u30組
申込u６月24日(月)8:30から子ども健
康課☎(883)1174

フォンテ文庫(フォンテAKITA６階)の
２周年を記念してイベントを開催！
開催日u７月７日(日)
問・申込(②③のみ)uフォンテ文庫

☎(893)6167
①おはなしの会…大型絵本や紙芝居、
手遊びなど。対象u３歳～６歳のお子
さんと保護者　時間u11:00～11:20
②人形劇団クスクスの人形劇…対象u

３歳～６歳のお子さんと保護者　時間
u11:30～12:00 先着u50人(保護者
含む) 申込u６月27日(木)10:00から
③万華鏡を作ろう！…対象u小学１年
～３年の児童と保護者　時間u14:00
～14:40 先着u15組　申込u６月27
日(木)10:00から

アルヴェの夏まつりで、はんてんを着
ておみこしを担いだり、アンパンマン
音頭を踊るお子さんを募集します。
対象u３歳前後のお子さん
日時u７月13日(土)①11:15～12:00
②14:15～15:00　会場uアルヴェ２
階多目的ホール　先着u各12人
申込u６月25日(火)9:00～７月３日(水)
に子ども未来センター☎(887)5340

親子で運動してリフレッシュしよう！
対象u就学前のお子さんと保護者
日時u７月３日(水)10:30～11:30　
会場u雄和市民サービスセンター２階
洋室 先着u15組
申込u６月24日(月)9:00から雄和市民
サービスセンター☎(886)5530

バスに乗って天王グリーンランドに
遊びに行こう！
対象u就園前のお子さんと保護者
日時u７月10日(水)9:45～13:30　
集合u南部公民館 参加費u100円
先着u25人
申込u６月24日(月)10:00から南部公
民館☎(832)2457

すくすく電話相談室…お子さんが落
ち着きがない、友達と遊べないなど
の心配事があるかたの相談に、臨床
心理士が電話で応じます。
対象u３歳児健診が終了した就学前の
お子さんの保護者　日時u７月９日
(火)･24日(水)、13:30～16:30
先着u各３人　申込u６月24日(月)8:30
から子ども健康課☎(883)1174
子ども未来センター相談電話…子育
て相談のほか、夫婦関係など女性の
相談に応じます。面接相談もあり(要
予約)。子ども未来センター相談電話
u☎(887)5339(9:00～18:00、日
曜日を除く)

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。
６月25日(火)9:45～11:00
…手形第一保育所☎(834)0766

６月27日(木)9:45～11:00
…川添保育所☎(886)2139

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。
６月25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。
６月25日(火)…川口☎(832)4582
７月３日(水)…手形第一☎(834)0766　

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。
ほっと広場(０～５歳)…６月24日
(月)10:00～11:30、広面児童館で。
保険料１家族50円。HOTの会代表の
堀江さん☎(837)0584
きりんクラブ(就学前)…６月28日
(金)9:30～11:00、築山児童センタ

ーで。問u◎藤原さん☎(833)6743
ほっぺの会(就学前)…７月２日(火)
9:45～11:30、仁井田児童館で。

問u◎田近さん☎(839)5002
すこやか広面(０～５歳)…７月２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
このゆびとまれ！(就園前)…７月２日
(火)・16日(火)、10:00～12:00、明
徳児童センターで。

問u◎田中さん☎(831)8089

育児コーナー！
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＊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。

とっとこタイム(２歳～３歳)

北部子育て交流ひろば

６/22(土)11:00～12:00

いちごるーむ(０歳～１歳)

７/９(火)10:30～11:50

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
フォンテAKITA６階
①はフォンテ文庫☎(893)6167
②は子ども広場☎(893)6075

七夕飾り作り

７/６(土)11:00～11:30

うちわ作りやお店屋さん、人形劇

①親子で英語(０歳～小学２年生)

七夕のパネルシアターや歌

７/３(水)10:30～11:00

②おみせやさんごっこ(就学前) 子ども広場２周年記念イベント

６/25(火)10:30～10:50

６/30(日)10:00～15:00

英語で楽しいトーク、リズム遊び

７/３(水)10:30～10:50

体育館で親子体操

河辺子育て交流ひろば☎(882)5146 はっぴぃるーむ(就学前)

雄和子育て交流ひろば☎(886)5530 ウキウキ夏まつり(就学前)

６/26(水)10:00～12:00

七夕劇やおみこし

１階多目的ホールで親子体操 ６/25(火)10:00～12:00

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

つくっチャオ(就学前) ７/４(木)10:30～11:30

七夕のぺープサートや歌
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