★大館市認定保育施設の紹介★
「くれよんはうす」

大館市認定保育施設ってどんなところ？

＜施設の特徴＞
・日曜日も開園（第２、４日曜日はお休み）
・お誕生日会には手作りケーキでお祝い
・向かいに公園があり、戸外遊びも楽しい
＜施設情報＞
所 在 地：大館市御成町２丁目１２−３３
電
話：０１８６−４２−００９０
保育時間：７：３０〜１８：３０
休 園 日：第２・４日曜日

大館市の定める一定の基準に適合するものとして市長の認定
をうけた保育施設です。

「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。

○ 認可保育園等の空き待ち期間の保育
○ 長期保育

＜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/

○ 短期保育（里帰り出産、一時的なパートタイマー等）

高野優さんからお礼のイラストをいただきました！

ＮＨＫ教育テレビ﹁となりの子育

て﹂の司会でお馴染みの漫画家“高

講演の様子

野優”さんの講演会〜しゃべって︑笑

④

子育てをしていると不安や悩
みは尽きないものです。でも、誰
かに話してみたら楽になること
もあるんじゃないですか？
講演で高野さんに寄せられた
質問とアドバイスの一部をご紹
介します。他のＱ＆Ａも３ページ
で紹介していますので、ご覧くだ
さい。
①

育児、家事、仕事と忙しい毎日だと思いますが、
パワーの源はどんなものですか？
ありきたりで恥ずかしいんですが、やっぱり子ど
もたちの存在ですね。娘たちがいなかったら、も
ともとなまけもの気質の私。だらだらと日々を過ご
していたような気がします。
とは言え、「立派な母親に！」という気負いはな
く、ただただ子どもたちの親でいられることがあり
がたい。それだけですね。

って︑気持ちほっこり〜が大館市で

Ｑ＆Ａパート１

開催されました︒

当日は︑大館市内をはじめ遠 く

は秋田市から子育て中のお母さん・

お父さんなど約１３０名が聴講に

訪れました︒な︑なんとその中には

お隣の青森県からお出でになったと

いう方もいらっしゃいました︒

高野さんの講演は︑漫画を描 き

ながらお話をするスタイルなので

すが︑ご自身の出産や子育ての経験

をもとに︑笑いあり︑涙あり・・
・︑さ

らに同時進行で﹁
アッ﹂という間にイ

ラストが描かれていくので︑なにか

ドラマを見ているような感覚で︑会

場の全員が高野さんの話に引き込

まれてしまいます︒高野さんの“ハ

イテンション”をお裾分けしていた

だいたあとの︑みなさんの笑顔が印

象的でした︒まさしく〜気持ちほっ

こり〜でお帰 りいただく ことがで

高野さんがお答えします！

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

子育て世代のわたし達にたくさん元気をいただきました！
〜講演会レポート〜

２６

きたのではないでしょうか？

北秋田市子育て（育児）相談

◆編集後記 この度の東日本大震災で亡くなられた多くの方々のご冥福を謹んでお祈り申し上げますとともに、負傷された方々のご回復を心よりお祈り申し上げます。
さて、４月は、出会いの季節ですね。転勤などで大館市や北秋田市に引っ越されてきた方も多いと思います。「べびはぐ」で新たな出会いがあるとうれしいですね。

〜秋田の子育てを応援したいということで︑２月 日に
育児まんが家︑高野優さんをお招きして子育て講演会が開
催されましたので︑その模様をご紹介します〜

﹁子育て応援します﹂

Ｐ① ◆育児まんが家高野優講演会レポート

Ｐ③

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

◆高野優さんの子育てＱ＆Ａパート１

大館市子育て（育児）相談

＜施設の特徴＞
・祝日も開園（急なお預かりにも対応可能）
・調理師による手作りお給食
・お誕生日会には手作りケーキでお祝い
・兄弟割引制度あり
＜施設情報＞
所 在 地：大館市字向町６
電
話：０１８６−４９−０８６６
保育時間：７：００〜１９：００
休 園 日：日曜日、ＧＷ、お盆、年末年始

子育て掲示板
◆二井田キッズクラブ
◆大館市桂城児童センターからの
お知らせ
◆育児サークル﹁かわいいほっぺ﹂
からのお知らせ

＜施設の特徴＞
・栄養士による手作りお給食とおやつ
・祝日も開園
・兄弟割引制度あり
＜施設情報＞
所 在 地：大館市東台２丁目１１−６０
電
話：０１８６−４２−０１０６
保育時間：７：３０〜１８：３０
休 園 日：日曜日、第２・４土曜日
ＧＷ、お盆、年末年始

子育てイベント告知

「託児所にこにこルーム」

大館市認定保育施設の紹介

「託児所ぷちとまと」

Ｐ④

「ありんこハウス」
＜施設の特徴＞
・栄養士、調理師による手作りお給食
・週の半分以上は手作りおやつ
・行事が充実（おゆうぎ会、ピクニックetc）
・自然豊かな保育環境
・製作活動は月１回以上実施（1,2,3歳児）
＜施設情報＞
所 在 地：大館市有浦６丁目３−３３
電
話：０１８６−４３−２００９
保育時間：７：００〜１９：３０
休 園 日：日曜日、祝日、お盆、年末年始

◆大館市認定保育施設って
どんなところ？

「みらいっ子ハウス２００１」
＜施設の特徴＞
・昼食は手作りお給食（行事食も充実）
・砂遊びやプール遊び等の戸外遊びも充実
・一人ひとりの個性を尊重し、子ども達が伸
び伸びと遊べる保育環境
＜施設情報＞
所 在 地：大館市大田面３５２−１
電
話：０１８６−４９−０８５９
保育時間：７：３０〜１８：３０
休 園 日：日曜日、祝日、第２・４土曜日
ＧＷ、お盆、年末年始

Ｐ②

○ 各園にて様々な行事やデイリープログラムによる保育を実施

◆大館・
北秋田地区の子育て情報
◆子ども読書週間のお知らせ

○ すこやか子育て支援事業保育料助成制度対象施設

﹁子育て応援します﹂

詳細は各園に
お問い合せください！

○ 一時預かり保育（リフレッシュや私用等）

◆高野優さんの子育てＱ＆Ａパート２

「さくらベビーハウス」
＜施設の特徴＞
・園外体験保育や行事が充実
・兄弟割引制度あり
・３０年の実績で大切にお預かりします
＜施設情報＞
所 在 地：大館市片山町２丁目１−４
電
話：０１８６−４２−６３８８
保育時間：７：３０〜１８：３０
休 園 日：日曜日、祝日、お盆、年末年始

Ｐ③

「ふるはうす」
＜施設の特徴＞
・昼食は手作りお給食
・看護師が常勤
・休日、夜間保育も対応可能
・自然豊かな保育環境
＜施設情報＞
所 在 地：大館市片山字中通７−６
電
話：０１８６−４９−６３４５
保育時間：７：３０〜１８：３０
休 園 日：日曜日、祝日、お盆、年末年始
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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
【５月のイベント】
開催日
時 間
会 場
５月１０日（火）
午前１０時〜１１時
有浦児童館
５月１４日（土）
午前１０時〜１１時
大館市中央公民館
５月２６日（木）
午前１０時〜
１１時３０分
有浦児童館
【６月のイベント】
６月１１日（土）
午前１０時〜１１時
未定
６月１４日（火）
午前１０時〜１１時
有浦児童館
６月２３日（木）
午前１０時〜
１１時３０分
有浦児童館
【７月のイベント】
７月４日（月）
午前１０時〜１１時
有浦児童館

開催イベント
「リフレッシュ・ヨガ」
講師 小林 正子さん
（定員：２０組）
「みんなであそぼう」
講師 子育てサポーターの皆さん
（定員：１５組）
「栄養相談＆おはなしなぁに？」
講師 大館市の栄養士さん
子育てサポーターの皆さん
※栄養相談は要事前申込み
「アロマでリラックス」
講師 谷口 あつこさん
（定員１０組）
「３Ｂ体操」
講師 渡辺 美和子さん
（定員２０組）
「健康相談＆おはなしなぁに？」
講師 大館市の保健師さん
子育てサポーターの皆さん
※健康相談は、要事前申込み
「ヒップホップ」
講師 菅原 恵子さん
（定員２０組）

７月９日（土）
「手作り屋台」
午前１０時〜
講師 子育てサポーターの皆さん
１１時３０分 ※事前申込みが必要です。
未定
７月２１日（木）
「赤ちゃん相談＆おはなしなぁに？」
午前１０時〜
講師 菅原 光子さん（助産師）
１１時３０分 ※赤ちゃん相談は、要事前申込み
有浦児童館
※ 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
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高野さんがお答えします！

Ｑ＆Ａ パート２

北秋田地区の子育て情報
とても心配なのですが…。
孫が一歳になりました。生まれたときか
らよく笑う子ですが、もしかしたら大人に気を
使って精一杯笑っているのじゃないか？だと
したら、とてもかわいそうに思います。
息子夫婦はとてもかわいがって大切に育
てているのをいつも感じています。

【子育てサポートハウスわんぱぁくからのお知らせ】
母の日製作「お母さん大すき」
大好きなお母さんへ「ありがとう」を届けます。
日 時 ５月６日（金） １０：００〜１２：００
会 場 子育てサポートハウス わんぱぁく
※ 詳細はお問い合せください。
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 ５月１７日（火）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
育児サークル「にこにこクラブ」
親子で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下さい。
事前申込みが必要です。
日 時 ５月２０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
お知らせ
わんぱぁくでは、つどいの広場、一時預かり、病児・病後児保
育を行っております。
また、北秋田市の子育て情報も発信しております。お子さん
を連れて気軽におこしください。お待ちしております。
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

きっとお孫さんがかわいくて仕方ないの
でしょうね。（私も早く孫をだっこしたい！）
質問の答えですが、大丈夫です！
一歳で周りに気を使って笑うお子さんなんて
いないはず。しあわせに満ちあふれて、笑っ
ているのではないでしょうか？
最後の、「息子夫婦は〜」のくだりが素敵
だなぁと何度も読み返しています。
息子ご夫婦のことを、そんなふうに穏やか
に優しく見守っているおばあちゃんだからこ
そ、ほがらかなお孫さんがいるのでしょうね。
私も見習いたいです。

子

大館市立中央図書館児童コーナー 問：０１８６−４２−２５２５

○ 『子ども読書の日読み聞かせ会』

５月１１日（水）

大館市立花矢図書館児童コーナー 問：０１８６−４６−１５５７

ありますよー。
ぜひ遊びに来てくださいね。

「Ｔａｋａｎｏ.ａ.ｌａ.ｍｏｄｅ」
http://www.k4.dion.ne.jp/˜alamode/

携帯サイトはこちらから

て
示

板

大館市桂城児童センターからのお知らせ
大館市桂城児童センターでは、月曜日、火曜日、金曜日
の午前１０時〜１２時まで遊戯室などを開放しています。
親子の遊び場としてご利用ください。サークルでも利
用できますので、お申し込みください。
【利用にあたってのお願い】
他のサークルで利用している場合もあるため、事前
に電話でご確認ください。
【桂城児童センターの所在地】
大館市水門町1-5 （桂城小学校隣接）
【問い合わせ先】
桂城児童センター 電話０１８６-４９−４７０８

〜育児サークル「かわいいほっぺ」〜
メンバー募集しています。
交流会やイベントを通して日ごろの悩みやママ
友達を作ってもらったりしています。活動内容は、
ブログをご覧ください。
アドレス：http://ameblo.jp/babyma-hidamari/
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

問：０１８６−４３−７１４２

５月 ６日（金）

ホームページはありますか？

【高野さんからのコメント】
たくさんのご質問をありがとうございます。
すべての方に書けなくて、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
続きはぜひまた大館市で！
私事ですが、今日は午後から次女の中学校の入学式。
昨夜は嫁にだす父親のような気分で、なんだかしんみりしてしまいました。
あらためて、母親にしてくれた娘に感謝です。

〜二井田キッズクラブ〜

ベビーマッサージを通して「こころを育てる」子育てをはじめませ
んか！「あんよリズムでは１ＤＡＹレッスンを実施しています。
体験レッスンや復習レッスンも随時受け付けております。
開催日 ５月８日・１４日・１５日・２１日・２２日・２８日・２９日
時 間 １３：００〜
会 場 北秋田市の講師宅（お問い合せください）
定 員 各６組
対 象 １ヶ月検診後〜１歳６ヶ月くらいまでのお子さん
安定期の妊婦さん
持ち物 バスタオル、ママと赤ちゃんの水分補給用の飲み物
（母乳の方は要りません）
費 用 各２，０００円・妊婦各１，５００円
（体験・復習レッスン３００円）
その他 ６月以降のスケジュールは、あんよリズムブログをご
覧ください。
アドレス：http://ameblo.jp/babyma-hidamari/
お問い合せ先 あんよリズム
電話 ０９０−７６６０−２２０５

○ 『子ども読書の日読み聞かせ会』

ちょうど不安も募る時期ですよね。
私自身、右も左もわからない場所で結婚生
活を始めたので気持ち、とってもよくわかりま
す。どうか無理をしないで、まわりの力を上手
に借りて過ごしてくださいね。
私は無理をして空回りばかりしてしまったの
で、よけいにそう思います。あと、友人は大人
になってからでも、母親になってからでもでき
るから大丈夫。

【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
第４火曜日はフリー
※内容が変更になる場合があります。
【問い合わせ先】
大館市二井田公民館
電話0186-49-4121

【あきたアタッチメントベビーマッサージ教室のお知らせ】

４月１９日（火）〜５月１日 大館市立比内図書館児童コーナー

育

掲

４月２３日から５月１２日までは「こどもの読書週間」！
○ 『声に出して読みたい絵本展示』

現在妊娠五ヶ月です。転勤族なので、互い
の両親や友人と離れており、夫婦二人では
じめての出産、育児を迎える予定です。心構え
やアドバイスを教えてください。

②

③

大館市桂城児童センター
幼児スポーツクラブ会員募集のお知らせ
【たんぽぽスポーツクラブの活動】
活動開始 ５月１１日（水）
毎週水曜日 １０：００〜１１：３０
年会費 ３，５００円
【参加対象】
平成１９年４月２日〜平成２１年４月１日
生まれまでのお子さんと親御さん
【桂城児童センターの所在地】
大館市水門町1-5 （桂城小学校隣接）
【お申し込み先】
桂城児童センター 電話０１８６-４９−４７０８

