
保護者同士や子ども同士、親子の
ふれあいを楽しんで子育てを学ぼう！
♥ひよこ広場 対象 豊岩地区周辺に
住む就園前のお子さんと保護者　
日時 ４月10日(金)から来年３月４日(金)
までの第２金曜日、10:00～11:30　
会場･申込 豊岩地区コミュニティセ
ンター☎(828)2135
♥ひなたぼっ子 対象 就園前のお子
さんと保護者　日時 ５月から来年２
月までに８回、10:30～11:30(移動
学習時は時間変更あり)　
会場 河辺市民サービスセンターほか　
先着 20組　申込 往復はがきに、住
所、お子さんと保護者の氏名(ふりが
な)、電話番号、お子さんの性別･生年
月日を書いて４月30日(木)(必着)ま
で、〒019-2692 河辺和田字北条ヶ
崎38-2 河辺市民サービスセンター
｢ひなたぼっ子｣係☎(882)5171
♥北

き

･ら･らキッズ 移動学習時は実費
負担あり。対象 １歳～４歳の就園前
のお子さんと保護者　日時 ５月13日
(水)から来年３月までの第１水曜日、
10:00～11:30　会場 北部公民館
先着 20人　申込 ４月６日(月)9:00
から北部公民館☎(873)4839
♥子育てママのふれあい広場　対象
新屋地区周辺に住む就園前のお子さ
んと保護者　日時 ５月21日(木)から
来年２月までに９回、10:00～
11:30　会場 西部市民サービスセン
ター　年会費 １組300円　先着 40
組　申込 往復はがきに、住所、お子
さんと保護者の氏名(ふりがな)、電話
番号、お子さんの性別･生年月日を書
いて４月30日(木)(必着)まで、〒
010-1631 新屋扇町13-34 西部市
民サービスセンター｢子育てママのふ
れあい広場｣係☎(826)9004

母子健康手帳別冊をよく読んで受診
しましょう。風邪や感染性の病気に
かかっているときはご遠慮ください。
別冊をお持ちでない場合は、子ども健
康課(市保健所２階)へお問い合わせく
ださい。

◆４か月･７か月･10か月児健診
対象 ４･７･10か月になった日から、
それぞれ満５か月･満８か月･満11か
月になる前日までのお子さん　
会場 母子健康手帳別冊に記載した協
力医療機関
◆１歳６か月児健診(平成25年10月
生まれの１歳７か月になるお子さん
が対象) 日時と会場 下記参照
持ち物 母子健康手帳と別冊のアンケ
ート(事前に記入してください)、バス
タオル
◆３歳児健診(平成23年11月生まれ
の３歳６か月になるお子さんが対象)
視力･聴覚検査は自宅で行ってきてく
ださい。
日時と会場 下記参照　持ち物 母子
健康手帳と別冊のアンケート(事前に
記入してください)、尿検査セット(尿
を容器に採って)、バスタオル　

受付時間は12:45～13:30。会場は、
旧秋田市地域が市保健センター(八
橋)、河辺･雄和地域が河辺総合福祉
交流センターです。
■寺内･八橋･泉･保戸野･山王･川尻･
川元･旭南･旭北･高陽･大町･中通･南
通･楢山の各地区 １歳６か月児健診
…５月12日(火)、３歳児健診…５月
22日(金)
■旭川･外旭川･新藤田･濁川･添川･山
内･仁別･千秋･手形･蛇野･手形山･東
通･広面･柳田･下北手･太平･横森･桜･
桜ガ丘･桜台･大平台･上北手･山手台
の各地区 １歳６か月児健診…５月
13日(水)、３歳児健診…５月26日(火）
■土崎･港北･将軍野･飯島･金足･上新
城･下新城の各地区 １歳６か月児健
診…５月20日(水)、３歳児健診…５
月27日(水)
■牛島･卸町･大住･仁井田･御野場･四
ツ小屋･御所野･茨島･新屋･勝平･豊
岩･浜田･下浜･向浜の各地区 １歳６
か月児健診…５月21日(木)、３歳児健
診…５月28日(木)
■河辺･雄和の各地区…３か月に１回
の実施のため、対象は１歳６か月児
健診が｢平成25年８月～10月生まれ
のお子さん」、３歳児健診が｢平成23
年10月～12月生まれのお子さん｣。

実施日 １歳６か月児健診…５月15
日(金)、３歳児健診…６月19日(金)
＊対象月を過ぎたお子さんでも、１
歳６か月児健診は２歳未満、３歳
児健診は４歳未満であれば受診で
きますので、子ども健康課へご連
絡ください。また、都合により他
の地区の日に受けたい場合も子ど
も健康課へご連絡ください。

会場は、⑤以外いずれも市保健セン
ター(八橋)。申し込みは、それぞれ子
ども健康課へ(①のみ申込開始日あ
り)。☎(883)1174･(883)1175
①離乳食教室
離乳食の進め方、試食、個別相談など。
｢初期｣は調理実技、｢中期｣｢後期｣は食
品の調理法、歯の手入れ方法も。
＊太字の( )内は対象と定員(先着)。
初期離乳食教室(生後４～５か月。40組)
４月23日(木)10:00～12:00
中期離乳食教室(生後６～７か月。30組)
４月24日(金)10:00～12:00
後期離乳食教室(生後８～11か月。30組)
４月27日(月)10:00～12:00
申込開始 ４月８日(水)8:30から
②産後のママトーク
助産師を囲んでママ同士でおしゃべ
りしませんか。お子さんも一緒にど
うぞ。対象 産後６か月頃までの母親　
日時 ４月20日(月)10:00～11:30　
先着 10組　
③歯ッピーバースデイ
歯みがきレッスンと歯科衛生士、栄
養士の話。対象 ４月～６月に１歳に
なるお子さん 日時 ５月８日(金)
10:00～11:30　先着 25組　
④育児相談　 
保健師、栄養士、歯科衛生士が個別相
談に応じます。対象 乳幼児と保護者
日時 ４月28日(火)9:00～12:00
先着 ３組
＊電話相談は随時行っています。
⑤すくすく電話相談室　
落ち着きがない、集団行動が苦手など、
お子さんへの関わり方で困っていませ
んか。臨床心理士が発達相談に応じま
す。相談日時は調整できます。
対象 ３歳児健診を終えた就学前のお
子さんがいる保護者　日時 ４月30
日(木)13:30～16:30　先着 ３人

＊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。

１歳６か月児･３歳児健診の
対象地区ごとの健診日
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子ども健康課☎(883)1174

育児コーナー！ ＊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。
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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。
４月14日(火)9:45～11:00
…寺内保育所☎(863)6253
…泉保育所☎(823)1626

４月15日(水)9:45～11:00
…河辺保育所☎(882)3056
…新波保育所☎(887)2014
…雄和中央保育所☎(886)2595
…岩見三内保育所☎(883)2555

４月16日(木)9:45～11:00
…土崎保育所☎(845)1571

４月22日(水)9:45～11:00
…川口保育所☎(832)4582

４月23日(木)9:45～11:00
…川添保育所☎(886)2139

太字の( )内は対象年齢です。問い合
わせ先の◎は、各地区の主任児童委
員さんの印です。
■チャイルド中通(就園前) ４月14
日(火)10:00～11:30、中通児童館で。
問u◎高橋さん☎090-7067-8179
■ほっぺの会(就園前) ４月14日(火)、
５月12日(火)、9:45～11:30、仁井田児
童館で。問u◎田近さん☎(839)5002
■おおすみキッズ(就学前) ４月16日
(木)、５月21日(木)、10:00～12:00、大住
児童館で。問u◎小松さん☎(839)5189
■このゆびとまれ！(就園前) ４月21
日(火)10:00～12:00、明徳児童セン
ターで。問u◎田中さん☎(831)8089
■園開放日
勝平保育園(０歳～５歳)☎(823)4520
４月21日(火)9:30～11:00　
日新保育園(０歳～５歳)☎(828)3211
４月23日(木)9:45～11:00　
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＊交流ひろば＝北部･西部･河辺は各市民サービスセンター２階。南部は市民サービスセンター１階。

児童扶養手当額が、全国消費者物価指数の上昇などにより、

平成27年４月以降は２.４％の引き上げとなり、下記の金額

に変わります。２人目以降のお子さんの加算額(２人目5,000円、３

人目以降１人につき3,000円)は変わりません。改定後の手当額は、

４月中に通知します。子ども総務課給付･支援担当☎(866)8957
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児童扶養手当額が変わりました

全部支給(月額)u42,000円／一部支給(月額)u41,990円～9,910円

■｢一部支給｣額は所得に応じて下記の計算式により、10円きざみで決まります。

手当額＝41,990円ー(①受給者の所得額ー②所得制限限度額)×0.0185434
①＝収入から所定の控除額などを差し引き、養育費の８割を加算した金額

②＝扶養人数ごとの限度額

０人は190,000円、１人は570,000円、２人は950,000円、

３人は1,330,000円、４人は1,710,000円、５人は2,090,000円

■受給者本人の所得や、同居している父母･祖父母などの所得によっては支給さ

れない場合もあります。

妊娠初期に胎児が風しんに感染すると、心臓疾患、白内障、難聴

などを特徴とする先天性風しん症候群を発症する場合があります。

市では、来年３月末まで、次のかたを対象に、風しん抗体検査(採

血)費用を全額助成しています。健康管理課☎(883)1179

＊広報あきた２月６日号で、３月末で風しん抗体検査費の助成が終了すること

をお知らせしましたが、今年度も助成を継続することとなりました。

風しんの抗体検査費を全額助成します

対象u検査日に秋田市に住民登録があり、妊娠を希望する女性または

妊娠を希望する女性のパートナー(配偶者、事実上婚姻関係を含む)

＊風しんにかかったことがあるかた、風しん抗体検査をしたことがあるかた、

または風しん予防接種(MR、MMRを含む)をしたことがあるかたは除く。

医療機関u市と契約した市内の医療機関(事前予約が必要な場合もあり

ます)。詳しくは、健康管理課へお問い合わせいただくか、同課ホー

ムページをご覧ください。http://www.city.akita.akita.jp/city/hl/hm/

持ち物u健康保険証、運転免許証など、身分を証明できるもの
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＊外旭川地区の｢ぴよぴよ広場｣は、今年度開催しません。ご了承ください。 16


