秋 田 県 か ら
の お 知 ら せ
『あきた子育てふれあいカード』 誕生２周年記念キャンペーン
１ 応募資格
応募期間中にふれあいカードを
利用して、それぞれ異なる協賛店
舗３店以上で合計３千円以上の
買い物をした方。

市 村 か

お 知 ら せ
『にじ色リボン（食育キッズ）大募集のお知らせ』
「食育」「運動」は子どもの健やかな心と身体の発
達に欠かせない大切なテーマです。
親子のふれあいを深めながら、一緒に楽しい体験
活動をしてみませんか？

①９月１５日、 ②１１月２日、 ③１２月１２日
申込み先と問い合わせ先
北秋田市健康推進課（北秋田市保健センター）
電話 ０１８６−６２−６６６６

※第２回は決定次第、上記ＨＰにて公表します。

「べびはぐ」Ｖｏｌ５で紹介しました、あそび体験活
動ボランティア「この指とーまれ」が、子ども・子育て
支援知事表彰を受賞しました。
おめでとうございます。

６ 応募・問い合せ先 秋田県子育て支援課
〒０１０−８５７０ 秋田市山王四丁目１番１号
電話０１８−８６０−１３４１

大館市子育て（育児）相談

＜平成２３年度＞

わいわいキッズ参加者募集
○対象者
０歳〜入園前の親子
○年会費（おやつ代など）１，０００円
○ネーム代
１００円
※行事の内容によって別途参加費が
かかります。
（※年度途中でも参加できますよ）

北秋田市子育て（育児）相談

◆編集後記 ８月は小学校や幼稚園は夏休みですよね。子どもが毎日家にいると家事や育児なんか大変ですよね。でも、８月は「子ども・子育て支援月間」なので、県
内各地で子どもと一緒に楽しめるイベントがあるので、ぜひ参加してみてください。イベント情報は、あきた子育て情報「いっしょにねっと」をご覧ください。

0186-62-1165
④

①

１１
３０

３０

〜子育てサポーターの皆さん〜
﹁
わいわいキッズ﹂
には子育てサポー
ターの方が３人お手伝いをしているそ
うです︒サポーターのひとり田山さん
にお話を伺ったところ﹁お手伝いをは
じめたのは︑まだ比内町の頃なので︑
その当時からだと 年以上前からか
な﹂
とのこと︒当時は︑１日 組くら
いの親子が参加していたこともあると
か︒ちなみに︑お邪魔した日は 組の
参加でした︒
こんな大ベテランのサポーターさん
がいると本当に安心ですね︒
〜こんな活動をしているよ〜
﹁
わいわいキッズ﹂
の活動は︑毎週水
曜日に主に比内公民館を会場に活動
しています︒他に扇田保育園との交流
や野外活動なんかもあります︒年齢別
にクラス分けされているので︑年齢別
の活動日もあります︒
また︑金曜日にも年齢別の活動日が
あるそうです︒詳しくは︑扇田保育園
地域子育て支援センターにお問い合せ
ください︒

なかよしぽっぽ号開催！
日時 ９月３日（土）
10 時 42 分〜15 時 55 分
（内陸線）鷹巣駅〜阿仁合駅往復
＜イベント内容＞
親子で手作り体験、バルーンアー
トづくり体験、昔あそび、パラシ
ュート遊び、ふれあいあそびなど
（先着１２０名程度）
問い合わせ 鷹巣阿仁福祉環境部

︻
お問い合せ先︼

子育て応援列車

扇田保育園地域子育て支援センター

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
TEL ７８−９０３０
地域子育て支援センター みなみ
TEL ０１２０−９７８−４１５
地域子育て支援センター しゃろーむ
TEL ６２−１９９９

電話／ＦＡＸ ０１８６︵
５５︶
３０９５

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
TEL ４２−８１８５
扇田保育園地域子育て支援センター
TEL ５５−３０９５
たしろ保育園子育て支援室「きりん」
TEL ５４−０４１５

受賞の様子は次回号でご紹介します。

秋田県からのお知らせ
◆﹁
あきた子育てふれあいカード﹂
誕生２周年記念キャンペーン

５ 当選発表
当選発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

子ども・子育て支援推進北秋田地区協議会から
うれしいお知らせです！

北秋田市からのお知らせ
◆にじ色リボン︵
食育キッズ︶
大募集のお知らせ

※確定次第、賞名及び賞品内容を上記ＨＰにて公表

大館市・
北秋田市の子育て相談窓口

４ 賞品 ※第１回、第２回いずれも賞品内容、本数ともに同じ。【（協賛店名）賞】を除く
【あふれちゃん賞】 ３０，０００円相当の商品券 × ３本／回
【 ふれあい賞 】 １０，０００円相当の商品券 × ５本／回
【 すくすく賞 】 ２，０００円分の図書カード × ２５本／回
【（協賛店名）賞】 協賛店からの提供賞品（若干数・予定）

〜みんな遊びにおいで〜
わいわいキッズに遊びにおいで！
﹁
わいわいキッズ﹂
は毎週水曜日︑
大館市扇田保育園地域子育て支援センター
０歳〜入園前までの親子が遊べる
大館市では︑子育て家庭の皆さんが集える﹁子育て広場﹂ メニューと季節に合わせた行事など
を行っています︒︵
活動は９時 分
を市内３箇所で開催しています︒
今回は︑扇田保育園地域子育て支援センター﹁わいわい 〜 時 分まで︶
キッズ﹂をご紹介します︒
お邪魔した７月の第３水曜日の
活動は︑誕生会とペープサート遊び
︵
上写真︶
︒ウーマン活動は︑あおむ
しカレンダー製作の日でした︒
このウーマン活動というのは︑子
どもたちを遊ばせながら︑お母さん
同士の交流や︑親子の交流などが
出来るメニューがいっぱい︒他にも育
児講座や講演会︑野外活動なんか
もあるそうです︒

対 象：１歳以上の入園前の幼児とその保護者、家族
時 間：午前１０：００〜午後１：００
※申込み締切 （各先着２５組）

﹁
子育て応援します﹂

北秋田市
保健センター

〜

Ｐ④

※当日消印有効

（第２回）平成２３年１２月上旬〜平成２４年１月中旬（予定）

北秋田市
保健センター

Ｐ① ◆わいわいキッズに遊びにおいで！

３ 応募期間
（第１回）平成２３年８月１日（月）〜平成２３年９月３０日（金）

ふれあい緑地公園

子育てイベント告知

（３）応募用紙の入手方法
最寄りの商工会、商工会議所、市町村児童福祉担当課窓口、
子育て支援センター、つどいの広場、各地域振興局（地域企画
課、企画福祉課）などでもお取り寄せできます。
また「あきた子育てふれあいカードＷｅｂサイト」からダウンロード
できます。
URL：http://common.pref.akita.lg.jp/k-yutai/

＜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/

大館能代空港

Ｐ②

※お送りいただいた個人情報については、当キャンペーンにおける秋田県と協賛
店が行う商品の発送目的以外には利用しません。

保育士による親子
であそぼ
② 11 月 16 日（木） 親子でクッキング
（クリスマスメニ
ュー）
親子で運動
③ 12 月 22 日（木） （リトミック）
親子でクッキング
（お正月メニュー）

会 場

◆大館市の子育て情報
◆北秋田地区の子育て情報

（２）応募用紙に、必要事項を記入のうえ、応募用紙とレシート（領
収書）を封筒に入れて郵送ください。

① 9 月 29 日（木）

内 容
ミニ運動会
昼食バイキング

Ｐ③ ◆子育て掲示板

※各レシート（領収書）は店舗名、応募期間内の領収年月日の記載が必要です。
※応募用紙１枚につき一口の応募とします。
※お一人で何口でも応募が可能です。（ただし、重複当選はありません）

「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。

食べること・動くことが好きな子も嫌いな子も
大集合！
日 時

２ 応募方法
（１）それぞれ異なる協賛店舗３店以上で買い物し、各応募期間
中の買い物レシート（領収書）を集める。（合計金額３千円以上）
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大館・北秋田地区の子育てイベントをお届けします。

大館市の子育て情報
つどいの広場ひよこからのお知らせ
【８月のイベント】
開催日
時 間
会 場
８月２３日（火）
午前１０時〜１１時
大館市中央公民館
８月２７日（土）
午前１０時〜１１時
大館市中央公民館

開催イベント
「リフレッシュ・ヨガ」
講師 小林 正子さん
（定員：１５組）
「音楽のまほう」
講師 佐藤 美津子
（定員：２０組）

【９月のイベント】
開催日
時 間
開催イベント
会 場
９月１０日（土）
「ベビーマッサージ」
午前１０時〜１１時
講師 工藤 香織さん
（未 定）
（定員：７組）
９月１３日（火）
「３Ｂ体操」
午前１０時〜１１時
講師 渡辺 美和子さん
有浦児童館
（定員：２０組）
９月２２日（木）
「どんなところかな？幼稚園・保育園
午前１０時〜１１時
＆おはなしなぁに？」
有浦児童館
講師 山本 多鶴子さん
子育てサポートマカロン
※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

北秋田地区の子育て情報
【まちなかトーブ開放日】
夏休みの工作・自由研究を親子、友人と一緒に作ろう！
昔のあそびを親子、友人と体験しよう！
【日 時】 ８月２０日（土） 午前１０：００〜午後３：００
【会 場】 「まちなかトーブ」 北秋田市松葉町９−１０
【内 容】 ・木工あそび（材料、道具は一式あり）
・工作づくり（文房具等一式あり）
・昔のあそび（けん玉、パッチ、コマ等）
・昔の手あそび（折り紙、お手玉、あやとり等）
【参 加】 参加無料！ 個人〜友人グループ大歓迎！
（小学１〜３年生までは保護者同伴）
冷たい飲み物やおやつもあります。
お昼のお弁当持参もＯＫです！
問い合せ先 「まちなかトーブ」 電話０１８６−６２−１５１８
主催：あそび体験ボランティア「この指とーまれ」
協賛：まちなかトーブ
【子育てサポートハウスわんぱぁくからのお知らせ】
敬老の日プレゼント製作
大好きなおじいさん、おばあさんに「ありがとう」を伝えよう！
日 時 ９月１３日（火） 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。

【１０月のイベント】
開催日
時 間
会 場
１０月１５日（土）
午前１０時〜１１時
大館樹海体育館
サブアリーナ
１０月１７日（月）
午前１０時〜１１時
有浦児童館
１０月２７日（木）
午前１０時〜
１１時３０分
有浦児童館
【１１月のイベント】
開催日
時 間
会 場
１１月８日（火）
午前１０時〜１１時
有浦児童館
１１月１２日（土）
午前１０時〜１１時
（未 定）
１１月２４日（木）
（未 定）
有浦児童館

【おしゃべりひろば ひだまり開催のお知らせ】
子育てに関わっているすべての方に！余暇時間をみんなで楽し
く過ごしませんか？プレママ、パパさんからおじいちゃん、おばあち
ゃんまで、時間内ならいつでもＯＫ！時間のない方もおしゃべりだ
けでもしにきませんか？
みんなと「おしゃべり」するうちに気持ちもスッキリ！お好きな会
場に遊びに来てください。参加無料です。
【比内公民館】
日 時 ９月１３日（火） １０：００〜１２：００
リフレッシュ体操 （講師 田畑 征子さん）
【城西児童センター】
日 時 ９月２２日（木） １０：００〜１２：００
音楽で遊ぼう （講師 田口 諒也さん）
【釈迦内児童センター】
日 時 ９月８日（木） １０：００〜１２：００
布エコバッグづくり
【桂城児童センター】
日 時 ９月１６日（金） １０：００〜１２：００
歯のみがき方
（講師 歯科衛生士 菅原 久美子さん）
【二井田公民館】
日 時 ８月２３日（火） １０：００〜１２：００
小麦粉粘土で遊ぼう（講師 武田 洋子さん）
日 時 ９月２７日（火） １０：００〜１２：００
おいしいコーヒーの淹れ方
（講師 大館珈琲館 田口 睦子さん）
音楽で遊ぼう （講師 田口 諒也さん）

開催イベント
「ひよこのミニ運動会」
講師 子育てサポートマカロン
（定員：３０組）
「ヒップホップ」
講師 菅原 恵子さん
（定員：２０組）
「栄養相談＆おはなしなぁに？」
講師 大館市の栄養士さん
子育てサポートマカロン
※栄養相談は要事前申込み

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）
「こどもファーストエイド
キッズセーフティ救急教室」
講師 佐々木 理佳さん
「谷さんの歌とおはなし」
講師 グループかぜ 谷京子さん

イベントは、１２月まで続きます！！
１０月からの内容は、後ほど発表！！

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

上記の問い合せ先 大館市教育委員会 生涯学習課
TEL0186-43-7113/FAX0186-43-3536

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 ９月６日、２０日・１０月４日、１８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」
毎月楽しい遊びを予定しています。事前申込みが必要です。
（１５組まで）
日 時 ９月９日（金）10:０0〜11:３0
「音楽遊び」 講師 佐藤美津子先生（鹿角市）
１０月７日（金）１０：００〜１１：３０
「ママ達のアイデア小物」
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

【にこにこサロン開催のお知らせ】
カナダから届いた子育て支援プログラム
ｎｏｂｏｄｙʻｐｅｒｆｅｃｔ〜完璧な親なんていない〜
ｎｏｂｏｄｙʻｐｅｒｆｅｃｔ（ノーバデイズ・パーフェクト）とは、「誰も完璧で
はない」という意味です。
このプログラムは、子育てしながら悩んでいること関心があることに
ついて参加した皆さんで話し合い、その中から自分にあった子育てを
見つけていくものです。
おしゃべりの輪に入って、ファシリテーターがお手伝いをします。お茶
を飲みながら皆さんで語り合い、自分らしい子育てを見つけませんか。
【日 程】 全７回
【８月１９日（金）、８月２５日（木）、９月２日（金）、９月９日
（金）、９月１６日（金）、１０月１日（土）、１０月７日（金）】
【時 間】 午前１０：００〜１２：００
【会 場】 北秋田市交流センター 研修室
【定 員】 １０名
【参加費】 参加無料
【託 児】 有り （無料）
【託児場所】 北秋田市交流センター 和室
【進 行】 ＮＰファシリテーター 成田 久美子・加藤 成子
申込み・問い合せ先 ※電話でお申し込みください。
はな花トポス 加藤 成子
電話：０９０−７７９０−４８７４
後援／北秋田市福祉事務所・北秋田市教育委員会・北秋田市社会福祉協議会

②

③

大館市釈迦内児童センターからのお知らせ
大館市釈迦内児童センターでは、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。子育てサークル
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。
【釈迦内児童センターの所在地】
大館市釈迦内相染台２４（釈迦内小学校隣接）
【問い合わせ先】
釈迦内児童センター 電話０１８６-４８−４４８６
大館市釈迦内児童センター
幼児スポーツクラブ会員募集のお知らせ
【パンダスポーツクラブの活動】
毎週木曜日 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、お孫さんとの参
加でも結構です！
【指導者】 大澤 睦子先生
【釈迦内児童センターの所在地】
大館市釈迦内相染台２４（釈迦内小学校隣接）
【問い合わせ先】
釈迦内児童センター 電話０１８６-４８−４４８６

大館市城西児童センターからのお知らせ
大館市城西児童センターでは、月曜日、木曜日の午前１
０時〜１２時まで集会室・遊戯室などを開放しています。
親子で、また、お孫さんといっしょに遊びに来てみま
せんか。子育て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。
【城西児童センターの所在地】
大館市城西町８−１（城西小学校隣接）
【問い合わせ先】
城西児童センター 電話０１８６-４３−６１５３
たしろ保育園子育て相談室きりん
８月は、こどもの病気やかげのケアの仕方について、看
護師さんからのお話を予定しています。
託児もありますので、どうぞ、お気軽においでください。
【日 時】 ８月９日（火） １０：００〜１１：００
【場 所】 たしろ保育園きりん
＜体験保育・一時保育をしています＞
体験保育は、第１、２，４の火曜日
保育園に入っていないお子さんとお母さんが、同年齢
のクラスに入って遊んだり、活動したりします。
一時保育は、週３回、月１４日まで利用できます。
（利用料金がかかります）
お問い合せ先 たしろ保育園子育て支援室 きりん
TEL0186-54-0415/FAX0186-54-0417
※園の近くには、ちびっこ広場やアドベンチャー広場
があります。緑いっぱいで、気持ちがいいですよ！

