
＊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。

■すくすくサロン｢きしゃぽっぽ｣(就園
前) 日時u12月４日(水)10:00～11:30　
会場･問u南部公民館☎(832)2457
■すこやか広場あらやっこ(就園前)
日時u12月６日(金)10:00～11:30　
会場u日新児童館　
問u◎佐々木さん☎(828)1997
■あおぞらキッズ(就学前) クリス
マス会。日時u12月８日(日)10:00～
11:30　会場u外旭川児童センター
問u◎栗山さん☎(868)3688
■川尻ちびっこ広場(就園前)
日時u12月10日(火)10:00～11:30　
会場u川尻地区コミセン 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)
保険料１家族50円。日時u12月10日
(火)･24日(火)(クリスマス会)、10:00
～12:00　会場u東児童センター
問u◎折原さん☎090-7322-5863

太字の( )内は対象者です。
■ボディメイク教室(小さいお子さんが
いる20～40歳代の女性) 日時u３月
21日(金)までの毎週金曜、13:30～
14:30(休日あり。日程はご確認を)
会場u遊学舎　参加費u１回300円　
先着u各日20人　申込uNPO法人スポ
ーツクラブあきた☎(828)8676
■ゆるりらママ広場　プチアロママ
ッサージやヘアチェンジ体験など。
託児スペースあり。日時u11月25日
(月)9:30～12:00　会場u北部市民サ
ービスセンター２階和室　参加費
u500円　問u地域子育てママ応援会
の若松さん☎080-1696-0627
■NPO法人子育て･高齢者介護サポー
トばっけの会の各種教室 会場uひよ
っこサロン(南通り)　時間u10:30～
12:00　参加費u1,500円(③のみ500
円)　先着u各６組　申込u11月18日
(月)10:00から同会☎(834)4733
①ベビーマッサージ(２か月～１歳)
日時u12月３日(火)･17日(火)の２日間
②ママとベビーのファーストサイン(２
か月～１歳)　日時u12月10日(火)･24
日(火)の２日間　
③賢く使おうベビーフード(７か月～
１歳) 日時u12月18日(水)
■クリスマスでOSANPO！2013(就
学前)　歌や踊り、パネルシアターな
ど。ご家族でお越しください。

日時u12月８日(日)13:30～15:30　
会場u遊学舎(上北手)　申込u11月30
日(土)まで秋田地区更生保護女性の会
の渡辺さん☎(845)6321

太字の( )内は各園の住所とお子さん
の対象です。
■こまどり幼稚園(横森･２歳～就園
前) 園の畑で大根を収穫します。
日時u11月19日(火)10:00～11:30　
定員u10組　申込u☎(834)0968
■ナーサリーふじ(飯島･就園前)
日時u11月22日(金)9:30～11:00　
申込u☎(893)5880
■ノースアジア大学附属のびのび幼稚
園･保育園(茨島･就園前) 日時u11月
25日(月)、12月25日(水)(クリスマス会)、
10:45～11:40　問u☎(823)4540
■グリーンローズ保育園(新屋･３か月
～１歳) ９～12か月の離乳食につい
て。日時 u11月27日(水)10:00～
11:00　定員u10組　申込u11月18日
(月)から☎(828)3049
■聖使幼稚園(保戸野･就園前)
日時u12月４日(水)9:00～11:00　
問u☎(862)4880
■秋田駅東保育園(東通･３歳未満)
日時u12月９日(月)9:45～10:45　
申込u☎(837)4152
■上北手保育園(就学前)
日時u12月10日(火)9:45～11:00
問u☎(839)3595
■あきた中央保育園(保戸野･０～５歳)
日時u12月10日(火)9:40～11:00　
問u☎(896)0121
■勝平保育園(０～５歳の就学前)
クリスマス会。日時u12月11日(水)
9:30～11:00 問u☎(823)4520
■外旭川幼稚園(２～４歳の就園前)
クリスマス会。日時u12月13日(金)
10:00～10:40　問u☎(868)3400
■日新保育園(新屋･０～５歳) クリ
スマス会。日時u12月17日(火)9:45
～11:00 問u☎(828)3211
■聖園幼稚園(保戸野･就園前) クリ
スマス会。日時u12月21日(土)10:00
～11:30 参加費u200円 先着u50組
申込u12月６日(金)まで☎(823)2695
■新屋幼稚園(就園前) みんなで餅
つき。日時 u１月17日(金)9:30～
11:00　申込u12月13日(金)まで

☎(828)2119
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ブックスタートパックで
読み聞かせデビュー！
絵本の読み聞かせの後に、「もこ

もこもこ｣｢いないいないばあ｣の絵
本などが入った〝ブックスタート
パック〟を差し上げ
ます。都合のよい日
にお子さんと一緒
に、直接下記の会場
へお越しください。

配布場所と日時

持ち物u母子健康手帳と参加申込書

(出生･転入届提出時にお渡しして

います。各会場にもあります)

問 子ども育成課☎(866)2094

対象u市内在住で、平成25年４月

２日以降に生まれた４か月以上１

歳未満の赤ちゃんとその保護者

■フォンテ文庫(フォンテAKITA６
階)u毎週土曜日、10:15～10:45
＊以下の時間は11:00～11:30。
■新屋図書館u１月21日(火)、３月

11日(火) ■中央図書館明徳館河辺
分館u12月22日(日)、２月23日(日)

■北部市民サービスセンターu12

月12日(木)、１月23日(木)、２月27

日(木)、３月13日(木) ■西部市民
サービスセンターu12月５日(木)、

２月６日(木) ■河辺市民サービス
センターu１月16日(木)、３月20日

(木) ■雄和市民サービスセンター
u12月20日(金)、１月24日(金)、２月

21日(金)、３月19日(水)
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｢落ち着きがない｣｢すぐにかんしゃく
を起こす｣など、お子さんへの関わり
方で困っていませんか。臨床心理士
が相談に応じます。先着３人。
対象u３歳児健診を終えた就学前のお
子さんがいる保護者　日時u12月11
日(水)･25日(水)、13:30～16:30
事前申込u子ども健康課☎(883)1174

助産師を囲んで、産後の心や体のこ
となどをママ同士でおしゃべり。お
子さんも一緒にどうぞ。先着10組。
対象u産後６か月ころまでの母親　
日時u12月９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)1174

会場u市保健センター(八橋)　
内容u離乳食の進め方、試食、個別相
談。その他、①は調理実技、②③は
調理法、歯のお手入れなど
申込u11月20日(水)8:30から子ども
健康課☎(883)1174・1175
＊太字の( )内は対象と定員(先着)。
①初期離乳食教室(生後４～５か月。
40組)　12月13日(金)10:00～11:30　
②中期離乳食教室(生後６～７か月。
30組) 12月16日(月)10:00～11:30　
③後期離乳食教室(生後８～11か月。
30組) 12月17日(火)10:00～11:30

０歳～就学前の親子が対象。先着20組。
日時u12月４日(水)10:30～11:30　

会場u北部市民サービスセンター２階
申込u11月28日(木)9:30から北部子
育て交流ひろば☎(893)5985

太字の( )内はお子さんの対象です。
■ウキウキクリスマス会(就学前)
お話、ハンドベルの演奏など。
日時u12月３日(火)10:30～11:30　
会場･問u雄和市民サービスセンター
子育て交流ひろば☎(886)5530
■トン東(トン)キッズ★クリスマスス
テージ(東部地区の１～４歳) 歌やお
話、ハープ、フルートの演奏など。
日時u12月13日(金)10:00～11:30
会場u東部公民館　先着u20組　
申込u11月19日(火)から東部公民館
☎(834)2206(平日の9:00～17:00)
■クリスマス･ファミリー
コレクション参加者募集
(就学前) お楽しみ会の
ステージにご家族、友だ
ちと一緒に上がりません
か。手持ちの洋服にクリスマスカラ
ーを取り入れてウオーキング！
日時u12月20日(金)、10:30～11:30
と14:00～15:00の２ステージ
会場uアルヴェ１階きらめき広場　
定員u各６組程度 申込u11月29日(金)ま
で子ども未来センター☎(887)5340

０～５歳のお子さんと親が対象です。
詳しくは各保育所へお問い合わせを。
11月19日(火)9:45～11:00
…保戸野保育所☎(823)6928
…河辺保育所☎(882)3056

11月20日(水)9:45～11:00
…川添保育所☎(886)2139
…土崎保育所☎(845)1571
…川口保育所☎(832)4582
…雄和中央保育所☎(886)2595
…手形第一保育所☎(834)0766

太字の( )内は対象。問い合わせの◎
は地区の主任児童委員さんの印です。
■すこやか広面(０～５歳) 保険料１家
族50円。日時u11月19日(火)、12月３日
(火)、10:00～11:30 会場u広面児童館
問u◎皆川さん☎090-2848-7620
■きりんクラブ(就学前) 日時u11月
22日(金)、12月６日(金)(クリスマス会)、
9:30～11:00　会場u築山児童センタ
ー 問u◎藤原さん☎(833)6743
■キラキラ広場(就園前) クリスマス
会。日時u11月25日(月)10:00～
11:30　会場u御所野ふれあいセンタ
ー 問u◎照井さん☎(829)2815
■ほっと広場(０～５歳) 保険料１家
族50円。日時u11月25日(月)10:00～
11:30　会場u広面児童館　問uHOT
の会代表の堀江さん☎(837)0584
■ほっぺの会(就学前)
日時u11月26日(火)9:45～11:30　
会場u仁井田児童館　
問u◎田近さん☎(839)5002
■旭北キッズ(就園前)
日時u12月２日(月)10:00～11:30　
会場u旭北地区コミセン
問u◎吉岡さん☎(823)4877
■このゆびとまれ！(就園前) 日時u12
月３日(火)･17日(火)(クリスマス会)、
10:00～12:00　会場u明徳児童セン
ター 問u◎田中さん☎(831)8089

育児コーナー！
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●入場無料　
●直接会場へ

＊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)です。
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