
組)u10月14日(水)10:00～12:00
中期離乳食教室(生後６～７か月。30
組)u10月22日(木)10:00～12:00
後期離乳食教室(生後８～11か月。
30組)u10月23日(金)10:00～12:00

親子で楽しむふれあい遊びや簡単工
作を学びます。定員30人。
対象u子育て支援活動に関わっている
かた　日時 u10月２日(金)10:00～
12:00　会場uアルヴェ４階洋室C
申込u９月７日(月)9:00から子ども未
来センター☎(887)5340

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、次の
かたを対象に風しん抗体検査費を全
額助成しています。抗体の保有が不
明なかたは検査を受けましょう。
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、風しん予防接種(MR、
MMRを含む)をしたことがあるか
たは除きます。

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
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。☎(883)1179
http://www.city.akita.akita.jp/city/hl/hm/

■保育所開放　０歳～５歳の親子が
対象です。時間は9:45～11:00。詳
しくは下記の各保育所へお問い合わ
せください。
９月８日(火)…寺内☎(863)6253
９月９日(水)…岩見三内☎(883)2555
９月16日(水)…川口☎(832)4582

…雄和中央☎(886)2595
…新波☎(887)2014

９月17日(木)…土崎☎(845)1571
…川添☎(886)2139

■青空保育
お子さんを公園で遊ばせながら保護
者同士で交流します。雨天中止。
９月15日(火)…10:10～10:50、寺
内保育所園庭で。☎(863)6253

太字の( )はお子さんの
対象です。問い合わせ先の◎は、各
地区の主任児童委員さんの印です。
■きょくほくキッズ(０歳～就園前)
９月７日(月)10:00～11:30、旭北児
童館で。問u◎吉岡さん☎(823)4877
■築山きりんクラブ(就学前)
９月11日(金)9:30～11:00、築山児
童センターで。
問u◎岡田さん☎080-1846-7064
■港北ママクラブ(就園前)
９月11日 (金 )･18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)
９月11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
■すこやか広面(０歳～５歳)
９月15日(火)10:00～11:30、広面
児童館で。保険料１家族50円。
問u◎山石さん☎(836)4868
■おおすみキッズ(就学前)
９月17日(木)、10月15日(木)、10:00
～12:00、大住児童館で。
問u◎小松さん☎(839)5189
■子育てサロンわくわく(就園前)
９月18日(金)10:00～11:30、土崎
南児童センターで。
問u◎成沢さん☎(845)1051
…………………………………………

■｢おのば赤ちゃん･リズム｣体験会
(南部地域に住む３か月～就園前)　
９月10日(木)10:30～12:00、仁井
田児童館で。申込uおのばリズム代表
の佐藤さん☎080-1823-1163
■親子ふれあいサロン(２か月～１歳)
手遊びや赤ちゃんヨガなど。９月11
日(金)10:30～11:40、セリオンプラ
ザで。参加費１組500円。先着15
組。申込uはっぴーすまいるまま･秋
田の佐々木さん☎(874)8292
■親子でお月見だんご作り(２歳以上)
９月18日(金)10:30～12:00、ひよ
っこサロン(南通)で。材料費１組
500円。先着７組。
申込uNPO法人子育て･高齢者介護サ
ポートばっけの会☎(834)4733

＊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。
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＊交流ひろば＝北部･西部･河辺は各市民SC２階。南部･雄和は市民SC１階。

★
入
場
無
料
。
直
接
会
場
へ

子
こ

育
そだ

て支
し

援者研
えんしゃけん

修
しゅう

会
かい

風
ふう

しんの抗体検
こうたいけん

査費
さ ひ

を全額助成
ぜんがくじょせい

保
ほ

育所
いくしょ

で遊
あそ

ぼう！

地
ち

域
いき

で育
いく

児
じ

♪

16



赤ちゃんへの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、直接会場
へ。子ども育成課☎(866)2094
対象u市内在住で、参加日時点で４か
月以上１歳未満の赤ちゃんとその保
護者　持ち物u母子健康手帳と参加申
込書(出生･転入届の提出時にお配り
しています。各会場にもあります)
会場と日時uフォンテ文庫(フォンテ
AKITA６ 階 )u毎週土曜、10:15～
10:45と15:15～15:45。土曜以外
の受け取りを希望するかたはご連絡
ください。☎(893)6167
＊以下の図書館では10:30～11:30
と14:00～15:00に実施します。
ほくとライブラリー新屋図書館u９月
９日(水)、10月14日(水)、11月11日
(水)、12月９日(水) ほくとライブラリ
ー土崎図書館u９月３日(木)、10月１日
(木)、11月５日(木)、12月３日(木) ほ
くとライブラリー明徳館河辺分館u９
月15日(火)、10月20日(火)、11月17日
(火)、12月15日(火)　ほくとライブラリ
ー雄和図書館u９月25日(金)、10月16
日(金)、11月20日(金)、12月18日(金)

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u４･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u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 日時と会場u右
表参照　持ち物u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 視力･聴覚検査は自宅
で行ってきてください。日時と会場u

下表参照　持ち物u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

■旧秋田市の各地区
受付時間u12:45～13:30
会場u市保健センター(八橋)　対象u１
歳６か月児健診…平成26年３月生ま
れの１歳７か月児、３歳児健診…平
成24年４月生まれの３歳６か月児

■河辺･雄和の各地区
受付時間u12:45～13:30
会場u河辺総合福祉交流センター
対象u１歳６か月児健診…平成26年２
月～４月生まれ、３歳児健診…平成
24年４月～６月生まれ
実施日u１歳６か月児健診…11月10
日(火)、３歳児健診…12月16日(水)

対象u生後３か月～１歳未満のお子さ
んと保護者　日時u９月25日(金)10:30
～11:45　会場u西部市民SC(ウェス

ター)２階和室　先着u15組　
申込u９月14日(月)9:00から西部子育
て交流ひろば☎(826)9007

リハビリを目的に生み出されたエクサ
サイズのピラティスでリフレッシュ！
対象u就学前の親子　日時u10月５日
(月)10:30～11:30　会場u雄和市民
SC(ユービス)洋室２　先着u12組　
申込u９月７日(月)9:00から雄和子育
て交流ひろば☎(886)5530

対象u２歳～３歳のお子さんと保護者　
日時u10月７日(水)10:30～11:30　
会場u南部市民SC(なんぴあ)２階地域
文化ホール　先着u15組　
申込u９月７日(月)9:00から南部子育
て交流ひろば☎(838)1216

会場は市保健センター(八橋)。申し込
みは子ども健康課へ(④⑤のみ９月16
日(水)8:30から受け付け)。

☎(883)1174･1175
①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u乳幼児と保護者　日時u９月25
日(金)9:00～12:00　先着u３組
＊電話相談は随時行っています。
②産後のママトーク　助産師を囲ん
で心や身体、育児のことを話しまし
ょう。対象u産後６か月ころまでの母
親(お子さんもご一緒に)　日時u９月
28日(月)10:00～11:30　先着u10組
③歯ッピーバースデイ
歯みがきレッスンや歯科衛生士･栄養
士のお話など。対象u９月～11月に1
歳になるお子さん　日時u10月２日
(金)10:00～11:30　先着u25組
④ぱくぱく教室 幼児食の進め方や
体験学習、試食、個別相談など。対象
u１歳６か月健診を終えた２歳５か月
までのお子さんと保護者　日時u10月
９日(金)10:00～12:00　先着u30組
⑤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、
歯の手入れ方法も行います。
＊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

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。

＊文中｢SC｣はサービスセンターの略。
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子ども健康課☎(883)1174

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

対象
地区

１歳６か月児健診u10月１日(木)
３歳児健診u10月15日(木)

健診
日

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

対象
地区

１歳６か月児健診u10月６日(火)
３歳児健診u10月16日(金）

健診
日

土崎･港北･将軍野･飯島･金足･
上新城･下新城

対象
地区

１歳６か月児健診u10月７日(水)
３歳児健診u10月20日(火)

健診
日

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

対象
地区

１歳６か月児健診u10月８日(木)
３歳児健診u10月21日(水)

健診
日

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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