秋田県から
のお知らせ

スギッチニュース

秋田に子育てタクシーが誕生しました！
移送のプロが子育て支援者として、
子育て家庭の「困った」をお手伝いします。

３万円相当の商品券×２本
１万円相当の商品券×４本
２千円分の図書カード×２０本

（チャンス２）
☆協賛店賞を提供した協賛店のレシートを１枚以上同封した方に
はダブルチャンス
３万円相当の商品券＋協賛店賞 ×１本
１万円相当の商品券＋協賛店賞 ×１本
２千円分の図書カード＋協賛店賞×５本
協賛店からの提供賞品×若干本数

※協賛店賞については、商品本数及び賞品内容が確定次第、下記ＨＰにて公表し
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助産院イスキア 院長 菅原 光子

【
お問い合せ先】

国道２８５号線 水無交差点を秋田方面

【
所在地】
大館市比内町笹館字中清水１９

を左折すると看板が見えます。

に向かい左折。養牛寺を右に見て、三叉路
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訪問もしますので、遠慮なくご連絡く

④

携帯電話 ０９０（
６２５４）
７６７３

ださい。

◆編集後記 なんと「べびはぐ」が９月２９日放送のＡＢＳごくじょうラジオ「ヨンチャン子育てくらぶ」のコーナーで紹介されました。レポーターの “ささき
ゆき”さんの予期せぬ質問に大汗をかいた編集長でした。この模様は、ＡＢＳ秋田放送ホームページ「ヨンチャン子育てくらぶ」のブログでご覧になれます。ささ
きさん、ありがとうございました。

医療の力で無事生まれたり、そう

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
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

なく、妊娠中、いや子どもが欲し

検索

でなかったり、それが難産といわれ

あきた子育てふれあいカード

いと思った瞬間から始まっている

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
応募用紙、賞品提供協賛店、当選者発表などはコチラから

るものではないかなぁ。

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。

６ 応募・問い合せ先

出産方法がどうであれ、出産後の

５ 当選発表

授乳のコツをアドバイスする菅原さん。
（妊婦さんのしゃべり場「うみたの」から）

よかった”と思える
お母さんが “

ます。

今月の特集
◆新たな子育て支援のかたち
「
ホームスタート」

【Ｗあふれちゃん賞】
【Ｗふれあい賞】
【Ｗすくすく賞】
【協賛店賞】

自分らしい出産、そして子育てを楽しむ！

【あふれちゃん賞】
【ふれあい賞】
【すくすく賞】

助産院イスキア ～助産師 菅原光子さん～

（チャンス１）

今回は、北秋田では唯 一の助産院イスキア （
大館市
比内町）の助産師 菅原光子さんをご紹介します。
助産院イスキアでは、分娩を行 っていません。主な
活動は、自宅を訪問しての妊婦相談、産後のサポート
などです。
特に母乳育児支援に力を注いでいます。多くのお母
さんは、 「
わが子をできるものなら母乳で育てたい」
という気持ちを抱いています。でも 「
お っぱいが吸え
ない」 「
お っぱいが痛い」など、不安や悩みがい っぱ
いです。そんな母乳育児をしたいお母さんを菅原さん
は応援しています。
訪問は、多いときで１日４件になる時も ・・・。
さらには母乳育児サークルも主催しています。
そんな菅原さんから、出産や子育てに不安を抱える
方に 「
自分らしい出産、自分らしい子育て、子育てを
楽しんで欲しい」という願いを込めた コラムをお届け
します。

※当日消印有効

４ 賞品

「
子育て応援します」

平成２３年１２月１日（木）～平成２４年１月３１日（火）

ＰＰＰＰ①①①① ◆助産院イスキア 菅原光子さん

３ 応募期間

◆子育て掲示板

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
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

※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。

＜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/
ＱＲコード→

ＰＰＰＰ③③③③

http://common.pref.akita.lg.jp/kosodate/

（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。

◆コラム 「
出産体験がその後の

検索

※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できます。（ただし、重複当選はありません）

子育てに影響！？」

いっしょにねっと。

（１）協賛店で買い物し、応募期間中の買物レシート（領収書）を集め
る。

子育てイベント告知

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

２ 応募方法

ＰＰＰＰ④④④④

問 01860186-4242-5454（所在地：大館市字
5454（所在地：大館市字有浦三丁目４－１８
（所在地：大館市字有浦三丁目４－１８）

「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。

※同一チェーン店（スーパー、コンビニ、ドラッグストア等）は、１店とみなします。

◆大館市の子育て情報

秋北タクシー（株） 運行エリア：大館市

応募期間内に異なる協賛店舗（２店以上）で合計金額２千円以上
の買い物をした方。

ＰＰＰＰ②②②②

運行エリア：大館市

問 01860186-4242-3411 （所在地：大館市字新町２３－３）

１ 応募資格

「
恒例！サンタ号でメリークリスマス」
他
秋田県からのお知らせ
◆「
子育てタクシー」
のご案内
◆「
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
大館市・
北秋田市の子育て相談窓口

（有）ユニオン交通 大館タクシー営業所

～第２回プレゼント企画～

◆北秋田地区の子育て情報

【大館・北秋田エリアでの子育てタクシー加盟会社一覧】

誕生２周年記念キャンペーン

◆「
白い風と遊ぼう」
開催のお知らせ

【基本コース】
★小さな子どもを連れての買い物帰り。
荷物がいっぱい！子ど
も眠たいし・・・
こんな時は→（かんがるーコース）
●ベビーカーやお荷物の積み降ろしのお手伝いをします。
●ご要望に応じて、玄関先まで荷物を運びます。
★急な残業で保育園のお迎えに間に合わない！塾や習い事の
急な残業で保育園のお迎えに間に合わない！塾や習い事の
時間なのに急な用事で送迎できない。
時間なのに急な用事で送迎できない。
こんな時は→
こんな時は→（ひよこコース）
●あらかじめ保護者の方からご予約いただいたお子様のお
ひとりでの移動をお手伝いします。
お子様が不安にならないよう声かけなどの配慮をします。
●通園、通学、塾や習い事、または祖父母の家などへ安全に
確実に送迎します。
●身分証を提示のうえお預かりし、送迎終了時は電話にて報
告します。
★破水した！でもパパは出張でいないし、
上の子も連れて荷物
もある・・・
こんな時は→（こうのとりコース）
●お荷物の積み降ろしや、産院到着後は受付までサポート。
●防水シートやエチケット袋を準備しているので、気兼ねあ
りません。
●妊婦健診の際もご利用ください。
●ご利用には、事前登録が必要です。
★夜なのに、子どもの急な病気や
子どもの急な病気やケガ。
病気やケガ。抱っこして連れていか
なくちゃ・・・
こんな時は→（ふくろうコース）
●近くの夜間救急病院や当番医へご案内します。
●お荷物の積み降ろしや、病院到着後は受付までサポート。

『あきた子育てふれあいカード』
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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
【１２月のイベント】
１２月のイベント】
開催日
時 間
会 場
１２月１０日（土）
午前１０時～１１時
大館市中央公民館
１２月１３日（火）
午前１０時～１１時
有浦児童会館

「ひよこのメリークリスマス」
講師 子育てサポートマカロン
（定員：１５組）
「３Ｂ体操」
講師 渡辺 美和子さん
（定員：２０組）

１２月２２日（木）
午前１０時～１１時
有浦児童会館

「季節あそび」
講師 子育てサポートマカロン
（定員：未定）

【１月のイベント】
【１月のイベント】
開催日
時 間
会 場
１月１４日（土）
午前１０時～１１時
未 定
１月１６日（月）
午前１０時～１１時
有浦児童会館
１月２６日（木）
午前１０時～
１１時３０分
有浦児童会館

開催イベント

開催イベント
「ミニ枝あめづくり」
講師 子育てサポートマカロン
石戸 幸子さん
（定員：１０組）
「ヒップホップ」
講師 菅原 恵子さん
（定員：２０組）
「健康（個別）相談」 （定員：８組）
「おはなしなぁに？」 （定員なし）
講師 大館市の保健師さん
子育てサポートマカロン

【大館市立中央図書館からのお知らせ】
冬やすみ ワクワク・ドキドキ おはなし会
大館市中央図書館で読み聞かせ会を開催します。
日 時 １２月２６日（月） １０：３０～１１：３０
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）
問い合せ先
電話 ０１８６－４２－２５２５

毎年恒例！この指とーまれ
「白い風と遊ぼう」が開催されます！
日時：平成２４年２月４日（土）午前９時開始
場所：北秋田市中央公民館と米代児童公園
（ＳＬ公園）
＜イベント内容＞
☆雪だるま仮装コンテスト（参加者募集：先着２０組）
☆昔のあそび、昔の手遊び、木工あそび、昔ばなし、人形
劇、縄ない体験、もちつきなど。
おやつは、とろろめしだよ！
問い合わせ先：まちなかトーブ
電話０１８６－６２－１５１８ （10:00～18:00）

【２月のイベント】
【２月のイベント】
開催日
時 間
会 場
２月４日（土）
午前１０時～１１時
未 定
２月１４日（火）
午前１０時～１１時
有浦児童会館
２月２３日（木）
午前１０時～
１１時３０分
有浦児童会館
【３月のイベント】
【３月のイベント】
開催日
時 間
会 場
３月１０日（土）
午前１０時３０分～
１１時３０分
未 定
３月１３日（火）
午前１０時～１１時
有浦児童会館
３月１４日（水）
午前１０時～
１１時３０分
有浦児童会館

新しい子育て
支援のかたち

先輩ママが
先輩ママが定期的
ママが定期的に
定期的に家庭訪問します
家庭訪問します！
します！
具体的には、一緒に公園や子育て広場

開催イベント
「音がいっぱい！」
講師 田口 諒也さん
（定員：２０組）
「リフレッシュ・ヨガ」
講師 小林 正子さん
（定員：２０組）
「発達（個別）相談」 （定員：８組）
「おはなしなぁに？」 （定員なし）

みなさん「ホームスタート」ってご存じでし
たか？「ホームスタート」はイギリスで始まっ
た家庭訪問型の子育て支援活動だそう

講師 ことばの相談室、養護指導員
伊勢 恵美子さん
子育てサポートマカロン

Ａ：週１回、２時間程度で、２ヵ月～３ヵ月

ただお茶を飲みながらいろいろなお話をし

程度の期間訪問します。

たり、希望によって様々な活動を行うそう

【秋田でのホームスタートへの取り組み】

です。

秋田では、あきたホームスタート推進協

「それって、ベビーシッターやヘルパーと

議会を設置し、大館と能代の２ヵ所で活動

どう違うの？」と思われますが、あくまで、

まるそうです。

育児や家事を代行するものではなく、「いっ

大館では、来年１月にホームビジター養

お家で子育てをしていて「本当は、うまく

しょに何かをする」ということで、子育てへ

成講座を行い、３月には活動を開始するそ

行っていない」「実は、どうやったらいいの

の意欲を高めたり、自信を回復したりする

うです。

か分からない」など人に言えない、聞けな

ことができるそうです。

い事ってありませんか？

【もっと教えてホームスタートＱ＆Ａ】

袴田清枝さんによると「ホームスタートを知

Ｑ：利用できる子どもは対象年齢は？

ってもらうことから始めて、外へ出られな

Ａ：未就学児が一人でもいるご家庭で利用

いママたちのきっかけづくりになる支援をし

養成講座を受けた地域の「先輩ママ」が、
ボランティアで子育て家庭を訪問し、お母

「ベビーマッサージ」
講師 高野 綾子さん
（定員：１０組）
対象：０歳児（あんよ前）
「３Ｂ体操」
講師 渡辺 美和子さん

に出かけたり、一緒に離乳食を作ったり、

で、なんと来年の３月から大館で活動が始

このホームスタートでは、ホームビジター

開催イベント

Ｑ：訪問期間はどの位ですか？

を開始しています。

大館で調整役のオーガナイザーを務める

ていきたい」とのことでした。

でいきます。

詳しくはお問い合わせください。

さんの話し相手になる「傾聴（相談事などを

Ｑ：費用はどのくらいかかりますか？

受け止める）」と、一緒に家事や育児をする

Ａ：ホームスタートでは、ボランティアが無

「協働（家事や育児を一緒に行う）」という

償で訪問し、友人のような信頼関係を築

ホームスタートオーガナイザー

活動内容だそうです。

きながら支援を行います。

袴田清枝さん ０９０－６６８５－２１６８

【問い合わせ先】

あきたホームスタート推進協議会ブログ

「赤ちゃん（個別）相談」 （定員：８組）
「おはなしなぁに？」 （定員なし）

子

講師 高田 昭子さん
子育てサポートマカロン

※対象年齢は０歳～３歳のお子さんと保護者（ベビーマッサージは別）

育

て
掲

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

示

板

「恒例！サンタ号でメリークリスマス！！」
毎年ご好評をいただき運行している、もりよし号クリスマスバージョン
「サンタ号」を今年も、１２月１７日（土）から２５日（日）まで毎日連結運
行いたします。
運転士と車掌がサンタクロースに扮して、もりよし１号は阿仁合駅か
ら乗り込み角館まで、もりよし２号は角館から鷹巣まで、もりよし３号は
鷹巣から角館到着まで乗務いたします。車内はクリスマスの雰囲気に
デコレーションし、イルミネーションで演出。
そして、今年も限定の「サンタ号きっぷ」をプレゼント。皆様のご乗車
をお待ちしております。
今年の冬も秋田内陸線のサンタ列車をお楽しみください。
運行期日 平成２３年１２月１７日～１２月２５日（日）
運行列車 急行もりよし１号（阿仁合 9：32 発－角館 10：40 着）
急行もりよし２号（角 館 11：１3 発ー鷹巣 13：09 着）
急行もりよし３号（鷹 巣 14：01 発ー角館 16：07 着）
貸切運行 デコレーションした車両を幼稚園や保育園、子供会や親子
会などに貸切での申込みも受付します。
（貸切運賃 1 車両片道 45,000 円、往復 65,000 円
※貸切の場合は、サンタの扮装はありません。）
問い合わせ 秋田内陸縦貫鉄道（株）
電話：０１８６－８２－３２３１
詳しくは・・・
検索
秋田内陸縦貫鉄道

北秋田地区の子育て情報
【子育てサポートハウスわんぱぁくからのお知らせ】
ようこそサンタさん（クリスマス会）
わんぱぁくにサンタさんがやってきます！事前申込みが必要です。
日 時 １２月２０日（火） １０：００～１１：３０
会 場 子育てサポートハウス わんぱぁく
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 １２月６日、１月１７日、２月７日・２１日、３月６日（火）
10:00～11:30
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」
今年度最終回「お楽しみ企画」で皆さんをお待ちしています。事前
申込みが必要です。 （１５組まで）
日 時 ２月１７日（金）10:０0～11:３0
会 場 北秋田市立鷹巣児童館ホール
※行事の参加対象は０歳～４歳までのお子さんとおうちの方にな
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
②

③

http://hsayorisou.net/

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
１０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

鷹巣阿仁福祉環境部からのお知らせ
平成２３年度 秋田県児童健全育成表彰及び
秋田県子ども・子育て支援知事表彰が行われました。
【秋田県児童健全育成表彰】
栄光賞 北秋田市 大町通り子ども会
【子ども・子育て支援活動団体表彰】
北秋田市 あそび体験活動ボランティア
「この指とーまれ」
当部管内から次ぎの２団体が受賞されました。
おめでとうございます。

