秋 田 県 か ら

の お 知 ら せ

「べびはぐ」は
ベビー（赤ちゃん）を
ハグ（抱きしめる）
するの造語です。

お子様の写真を投稿で き
ます。楽しいことがあった
ときや、子どもの姿を友達
に紹介したいときなど、さ
まざまな場面で利用し て
ください。

昨年の雪だるま仮装コンテストの風景

〜白い風とあそぼう〜
子供達に昔のあそびを伝えよ
うと始めたのが﹁白い風とあそ
ぼう﹂で︑今回が 回目の開催︒
昔のあそびや木工あそび︑もち
つき︑昔ばなしなどが満載︒特に
竹馬づくりが人気とか︒イベント
の目玉は︑恒例となっている雪だ
るま仮装コンテストだそうです︒
﹁
ぜひ︑ご家族で参加して欲し
い﹂
とのことでした︒
最後にこれからの目標を伺う
と︑ぜひ﹁
六むし﹂
を今の子供達と
一緒に再現したい︒できればルー
ルブックを作って将来の子供たち
に残していきたいそうです︒

１２

〜まちなかトーブ〜
﹁この指とーまれ﹂会員の村
岡さんが代表となり︑地域の拠
点として北秋田市松葉町に昨年
の９月にオープン︒﹁この指と
ーまれ﹂の活動拠点にもなって
いる︒
﹁まちなかトーブ﹂には︑カ
フェとイベントスペースがある
大ホールと個室となっている小
ホールがある︒大ホールは︑子
どもの発表会など各種イベント
にも利用可能︒小ホールには︑
昔ながらの玩具で自由に遊べる
﹁遊び体験スペース﹂がある︒
さらにサークルやグループ活
動の場としても利用可能︒カフ
ェがあるので︑ママ友とお茶を
しながらワイワイなんてことも
できそうです︒カフェは世界の
紅茶・コーヒーが一杯なんと１
００円からと︑とてもお得！
村岡さんによると︑各ホール
の使い方は︑皆さんのアイデア
次第︒﹁人が集まって賑やかに
なって欲しい﹂とのこと︒
〜イベント情報〜
﹁この指とーまれ﹂では︑小
学生の冬休みの工作づくりのお
手伝いをします︒
︵開催日︶平成 年１月 日
︵場 所︶まちなかトーブ
※ 材料費無料

２３

※グループでの利用は、要予約
問 0186-62-1518（まちなかトーブ）

④

①

※﹁
六むし﹂
とは・
・
・
ボールを投げて手で打って
走る遊び︒北秋田地域では
ポピュラーな遊びだったそう
です︒地域で色々なルールが
あるようです︒

「白い風とあそぼう」
と き：平成２３年２月５日（土）
午前９時〜
場 所：北秋田市中央公民館と
米代児童公園
コメント あそび体験は全て無料！
夜にはライトアップもあるよ！
問 0186-62-1518（まちなかトーブ）

遊び体験ボランティア﹁この指とーまれ﹂の紹介

﹁子育て応援してます﹂

◆編集後記 新年あけましておめでとうございます。今年も「べびはぐ」をよろしくお願いします。お正月と言えば、コマや羽子板、カルタなどの昔あそびが楽し
いですよね。カルタなんかは結構子どもの方が強くて、大人がムキになったりして・・・。大人げないと言われようとも大人のメンツにかけて負けられません（笑）

﹁この指とーまれ﹂の原点
この活動を始めてはや９年︒
活動を始めたきっかけは﹁今の
子供は︑昔より野球の基礎があ
まり身に付いていないなぁと感
じたことでした﹂と話す代表の
豊村さん︒当時︑子供の野球チ
ームの父兄が集まると︑よくそ
ういう話になったそうです︒
考えてみると﹁自分たちが子
供の頃は︑素手でボール遊びを
していた︒そう︑毎日のように
※﹁六むし﹂という野球のよう
な遊びをしていたよなぁ﹂と︒
そこで﹁今の子供に昔の遊び
を伝えよう﹂と思い立ち︑仲間
と一緒に遊び体験活動を始めま
した︒

Ｐ①

北秋田市子育て（育児）相談
子育てについての、不安や悩みについて電話や面接で
相談に応じています。
利 用 時 間 月〜金 ９：００〜１７：００
お問い合せ先
地域子育て支援センター あいあい
℡78-9030
地域子育て支援センター みなみ
℡0120-978-415
地域子育て支援センター しゃろーむ ℡62-1999

＜発 行＞子ども・子育て支援推進北秋田地区協議会
（事務局）北秋田地域振興局 鷹巣阿仁福祉環境部
電
話 ０１８６−６２−１１６５ Ｆ Ａ Ｘ ０１８６−６２−１１８０
Ｅ−mail takaani@pref.akita.lg.jp
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pref.akita.lg.jp/takaani-fuku/

子育て掲示板
◆きらきらフェスティバル
◆二井田ちびっこ冬まつりほか
◆雪の動物園〜大森山動物園〜

秋田県からのお知らせ

◆あきたの子育て情報サイト
リニューアル！

秋田県の子育て関連部 署
などのサイトへのリン ク
をはじめ、様々な子育てに
関するサイトのリンク を
多数準備しました。いざと
いうときに役立つ、便利な
サイトです。

◆遊び体験ボランティア
﹁この指とーまれ﹂
＆﹁まちなかトーブ﹂ Ｐ③

子育てイベント告知

◆大館・
北秋田地区の情報

Ｐ④

大館市子育て（育児）相談
子育てについての、不安や悩みについて電話や面接で
相談に応じています。
利 用 時 間 月〜金 ８：３０〜１７：１５
土
８：３０〜１２：３０
お問い合せ先
城南保育園子育て相談室
℡42-8185
扇田保育園地域子育て支援センター
℡55-3095
たしろ保育園子育て支援室きりん
℡54-0415

県が毎年選定している「マザーズ・タッチ
文庫」の絵本紹介や読み聞かせのポイント
などを掲載しています。

育児相談窓口＆編集後記

ＰＣサイトとほぼ同じ情報
を見ることができる携帯サ
イトも立ち上げました。お
出かけ先での情報検索や子
育てで手がはなせない時な
ど、ちょっときになったこ
とを、携帯電話ですぐにチ
ェックできます！

子育て支援セミナー開催のお知らせ

◆高野優の子育て講演会！

各分野で活躍されている
方が、成長段階ごとに「発
育」「食育」「運動」の３
つのテーマを中心に、サイ
ト上で講義します。子育て
が初めてのママや子育て
に不安があるママはぜひ
ご覧ください。

子育て掲示板や親子遊び
場スポットなどで、身の回
りの出来事や情報を投稿
できます。また、企画した
イベントの情報も投稿で
きます。

Ｐ②

Ｐ③

子どもが参加できるイベン
ト情報などを掲載していま
す。カレンダー、対象年齢、
エリアからお目当てのイベ
ント情報を簡単に見つける
ことができます。お出かけ
前にぜひチェック！
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大館地区の子育て情報
つどいの広場ひよこからのお知らせ
【１月のイベント】
開催日
時 間
会 場
１月１７日（月）
午前１０時〜１１時
有浦児童館
１月２７日（木）
午前１０時〜１１時
有浦児童館
１月２９日（土）
午前１０時〜１１時
北部男女共同参
画センター 託児室
【２月のイベント】
２月１５日（火）
午前１０時〜１１時
有浦児童館
２月１９日（土）
午前１０時〜１１時
未定
２月２４日（木）
午前１０時〜１１時
有浦児童館
【３月のイベント】
３月８日（火）
午前１０時〜１１時
有浦児童館
３月１２日（土）
午前１０時３０分〜
１１時３０分
未定
３月
日時未定
有浦児童館

開催イベント
「ヒップホップ」
講師 菅原 恵子さん
「季節あそび・節分
おはなしなぁに？＠ほっとカフェ」
講師 ミントといっしょ！の皆さん
「ミニ枝あめつくり」
講師 ミントといっしょ！の皆さん

「リフレッシュ・ヨガ」
講師 小林 正子さん
「手づくりおもちゃで遊ぼう！」
講師 ミントといっしょ！の皆さん
「発達相談
おはなしなぁに？＠ほっとカフェ」
講師 伊勢恵美子さん
（ことばの相談室 養護指導員）
「リズム体操」
講師 渡辺 美和子さん

「ベビーマッサージ」
講師 高野 綾子さん
「赤ちゃん相談
おはなしなぁに？＠ほっとカフェ」
講師 菅原 光子さん（助産師）

※イベント内容・日程は予定のため変更になる場合があります。

申込み・問い合せ先
つどいの広場ひよこ 電話 ０１８６−４９−３３７０
つどいの広場お休みの時 携帯 ０８０−３３３８−５６７７
つどいの広場ひよこ

検索

ト

告

知

子育て支援セミナーの開催のお知らせ
高野優（たかの ゆう）

大館市立中央図書館からのお知らせ
「冬休み絵本を楽しむ会」
大型紙芝居や絵本の読み聞かせ会を開催します。
大館の高校の図書委員も読み聞かせに参加！
日 時 平成２３年１月１２日（水）
午前１０時３０分〜１１時３０分
会 場 大館市立中央図書館児童コーナー
（大館市字谷地町１３番地）
参加費 無料
主 催 大館親子読書会
問い合わせ先 大館市立中央図書館 0186-42-2525

日

時

会

場

参加対象
定
員
託
児
諸注意

【子育てサポートハウスわんぱぁくからのお知らせ】
育児サークル「のびのびタイム」
親子で気軽に参加できるサークルです。事前申込みは不要
ですので、直接会場にお出でください。
日 時 １月１８日、２月１日・１５日、３月１日・１５日
１０：００〜１１：３０
対 象 主に０歳〜４歳までのお子さんとおうちの方
会 場 北秋田市立坊沢公民館ホール

平成２３年２月２６日（土）
ＡＭ１０：００開場 １０：３０〜１２：００
大館市中央公民館 視聴覚ホール
【参加無料】
子育て中の方・子育て支援に興味のある方
（就学前のお子さんは入場できません）
先着２５０名（要事前申込み）
無料 先着３０名（要事前申込み）
会場内での写真・ビデオ撮影、音声の録音はご遠慮下
さい

申込み・問い合わせ先
北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部
電話 ０１８６−６２−１１６５

（プロフィール）
北海道生まれ。
マンガ家、エッセイストで
あり、１３歳、１１歳、７歳
の三姉妹の母。
マンガを描きながら話を
するという独特のスタイル
で、育児に関する講演活動
をおこなっています。
（テレビ出演）
２００８年４月から、NHK教育テレビ「土よう親じ
かん」（毎週土曜日、夜９時半放送）にて、２００９
年４月からは同局にて「となりの子育て」の司会を
しています。
（主な著書）
『育児の学習』（学習研究社）等、４０冊になりま
す。新刊『突撃！タカノマタニティクリニック』（学習
研究社）、『コドモ☆スクランブル jump!』（講談
社）、『吾輩ハ母デアル』（学習研究社）、『みつば
のクローバー』（主婦の友社）が好評発売中です。

大館市二井田公民館からのお知らせ

子

育児サークル「にこにこクラブ」
親子ふれあい遊びや音楽遊びを実施しています。親子で楽
しい時間をお過ごしください。
事前申込みが必要です。
日 時 ２月１８日（金）10:00〜11:30
対 象 主に０歳〜４歳までのお子さんとおうちの方
会 場 北秋田市立鷹巣児童館ホール

〜二井田ちびっこ冬まつり〜
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第３回ＫＩＴＡＡＫＩＴＡ

きらきらフェスティバル２０１０

【場 所】 大館市二井田公民館
【日 時】 平成２３年２月６日（日）
午前１０時〜午後２時
【内 容】 ◎昔のあそび
（お手玉・ヨーヨー・こま回し・おはじきなど）
◎縄ないにチャレンジ
※あそび券（１００円）、食事券（２００円）の
販売あります。

『宝探し！』

銀座通りからのお年玉
米代児童公園に集合！
【開催日】 平成２３年１月９日（日）
【時 間】 １１：００〜１２：００
【会 場】 北秋田市米代児童公園

わんぱぁくひなまつり会
おひな様を囲んで、みんなでひなまつり会を楽しみます。
事前申込みが必要です。
日 時 ３月３日（木）10:３0〜11:３0
対 象 主に０歳〜４歳までのお子さんと
おうちの方
会 場 わんぱぁく

まだあるよ！銀座通り協賛『宝探し！』
【開催日】 平成２３年２月５日（土）
【時 間】 １２：３０〜１３：３０
【会 場】 北秋田市米代児童公園
【問い合せ先】
北秋田きらフェス実行委員会
０９０−１１１０−９０１５（佐藤）

お知らせ
わんぱぁくは、子育ての悩み等に関する各種相談業務、就学
前のお子さんを連れて気軽に集える広場の提供。
また、一時預かり、病児・病後児保育も行っております。

〜二井田キッズクラブ〜
【場 所】 大館市二井田公民館 和室
【日 時】 毎月第２・第４火曜日
午前９時〜１１時
【内 容】 第２火曜日は、絵本の読み聞かせ
【問い合わせ先】
大館市二井田公民館 電話0186-49-4121

子育て掲示板への情報を募集しています！
子育て掲示板コーナーでは、イベント情報、遊び場情
報、おすすめのお店、サークルの会員募集など子育て
に関するいろんな情報をお待ちしています。
大館・北秋田地区以外の情報でも構いません。
情報はＦＡＸやメール等でいつでもお寄せください！
たくさんの情報をお待ちしております
Ｆ Ａ Ｘ：0186-62-1180
E-mail ：ｔａｋａａｎｉ ＠ｐ ｒｅｆ． ａｋｉｔａ．ｌｇ． ｊｐ

上記の申込み・問い合せ先
子育てサポートハウスわんぱぁく ℡0186-62-5557

②

③

秋田市大森山動物圓からのお知らせ

〜雪の動物園〜
【開催期間】
平成２３年１月８日（土）〜２月２７日（日）
の土日祝日のみ開催！
【開園時間】
午前１０：００〜午後３：００
（入園は午後２：３０まで）
【雪の動物園入園料】
大人３００円（中学生以下無料）
年間パスポート（１人１，２００円）
も使用できます。
団体２４０円（大人２０人以上）
【問い合わせ先】
秋田市大森山動物園ミルヴェ
電 話０１８−８２８−５５０８

