
仙北市子育て支援施設『さくラッコ』

在宅で子育てをしている方

子育てサポート券の申請をお忘れなく！

　市内５か所の保育園に子育て支援センターがありま

す。子育て支援センターは、地域全体で子育てを支援す

る基盤づくりのため、次のような活動を行っています。

【育児不安等についての相談指導】

　お子さんの発達や子育てに関する不安や悩みに関し

て相談を受け付けています。一人で悩まず、小さなこ

とでもお気軽にご相談ください。

【電話や来園は月～金曜日の 9：00～17：00。手紙・

FAX 等はいつでも】

【子育てサークル等への支援】

　子育てサークルやボランティアの皆さんに活動の場

を提供したり、活動の支援をしたりします。興味のあ

る方はぜひご連絡ください。
【集いの広場の開設】

　子育て中の親子同士が気軽に交流できる場として広

場を開いています。保育園に入園していないお子さん

と、お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃ

んなど、どなたでも参加できます。　

　準備の都合上、参加される方は前日まで各保育園へ

ご連絡ください。※持ち物等は各保育園にご確認ください。

2月の 子育て支援センター情報

2月  子どもカレンダー
乳幼児健診

日 健診名 対象者

 5日 木 4 か月児 H26 年 9 月生

12日 木 10 か月児 H26 年 3 月生

19日 木 1 歳 6 か月児 H25 年 7 月生

20日 金 2 歳児歯科 H24 年 7 月生

26日 木 3 歳児 H23 年 7 月生

乳児食育教室『もぐもぐランド』

日 相談名 対象者

25日 水 7 か月児 H26 年 7 月生

母子健康手帳交付

日 受付時間

 4日 水・10日 火

16日 月・23日 月
13:00 ～ 13:30

開放日 時間

 2日 月・ 9日 月

16日 月・23日 月
9:30 ～ 11:30

1 歳 3 か月児健康相談

日 相談名 対象者

25日 水 1 歳 3 か月児 H25 年 11 月生

☎43-1025　FAX43-3256　時間9：30～11：30

18 日水／そり遊びを楽しもう！

※ジャンプスーツ・手袋・帽子を持参してください。

25 日水／親子でひな人形を作りましょう　　　

身体測定

だしっこルーム（生保内保育園内）

★わくわく広場（親子で楽しめるイベント＆講座）

19日 木  10：00 ～ 14：00

角館まちづくり地域運営体★さくラッコ合同企画

雛っこ餅作りに挑戦 !!

もうすぐ雛祭り。カラフルでとってもかわいい雛っこ餅

をお子さんと一緒に作ってみませんか？今回は健康管理

センターに場所を移し、お昼も兼ねながら楽しくゆっく

りと過ごしましょう！豚汁を用意してお待ちしています。

《会場》健康管理センター（角館町中菅沢 77-28）

《定員》20 組　要事前申込（締切 2月13日）

《持ち物》エプロン、三角巾、お手ふき、おにぎり等の昼食、

水分、お子様のお出かけセット 。

※小さなお子様は託児をしますので、申し込みの際にお知らせく

ださい。（無料：10 人限定）

※通常の広場も開放しています。

【3月の予定】

★うきうき広場　4 日水　 ミニエコクラフト講座

★わくわく広場　19 日木　防災講座

詳細は来月 1日発行の広報 3月号に掲載されます。こち

らもお楽しみに！

【問合せ】

子育てサポート「はっぴい・マム」（角館町岩瀬町 29）
☎ 080-1663-4494
Facebook　www.facebook.com/happy.mamu
　イベントへの参加申込みはこちらからも可能です。

※お車でお越しの際は、さくラッコ隣（4台）、または情報センター

をご利用ください。

　入園前のお子さんのいるママ、育

児で悩んでいるママ、引っ越してき

たばかりで知らないことばかり…と

不安なママ。もちろん、パパやおじ

いちゃん、おばあちゃんもどうぞ一

緒に遊びに来てくださいね。

　子どもが大好きなサポーターが、おもちゃを準備してお待

ちしています！

【2月の開放日】（毎週水・木・土曜日 10：00 ～ 15：00）

★はっぴいルーム
　水曜日 　4 日・18 日・25 日

　木曜日 　5 日・12 日・19 日・26 日

　土曜日 　7 日・14 日・21 日・28 日

※ 2月 11日水は祝日のためお休みとなります。

【2月のイベント】

★うきうき広場（ミニイベント＆お誕生会）

4日 水  10：30 ～ 11：30

バレンタインパーティー＆子どもの写真を
コラージュしよう !

お子様の写真を、マスキングテープ等を使って可愛く飾

り、世界にひとつだけのコラージュカードを作ってみま

せんか？バレンタイン直前！美味しいお茶を飲みながら、

みんなで楽しく過ごしましょう！

2 月生まれのお友達のお祝いもしましょう！

※必要な持ち物などお知らせしますので、事前のお申し込みをお

願いします。

　在宅で就学前の子どもを子育てしている家庭のみなさ

んに、市が指定する有料の子育てサービスに利用できる

『サポート券（1万円相当）』を無料交付しています。

　該当する方は、お忘れのないよう申請をお願いします。

申請できる方（申請日時点ですべてに該当している方）

◎児童および保護者とも仙北市に住所を有すること

◎平成 26年 4月 1日以前に生まれた小学校就学前児童

の保護者

◎認可保育園、認可外保育施設または幼稚園に入所して

いない児童の保護者

◎仙北市保育園入所待機児童等支援事業費補助金の交付

対象となっていない児童の保護者

◎今年度、一度も申請していないこと

10 日火／おともだちといっしょ！（同年代のク

ラスに入って遊びましょう）

17 日火／いっぱいあそぼ！ホールであそぼ！

24 日火／つるし雛を作りましょう

わかばルーム（神代保育園内）

☎44-2502　FAX44-2931　時間9：30～11：30

　5 日木／身体を動かして遊ぼう

18 日水／おひな様をつくろう

いちごルーム（角館保育園内）

☎53-2918　FAX53-2919　時間10：00～11：30

　3日火／豆まき会に参加しましょう（10:00～）

26 日木／誕生会・笹餅作り（10:00 ～）

※おいしいお餅を保育園のおともだちと一緒に食べ

ましょう！かわいいお雛様も見に来てください。

★月～金曜日　9 時 30 分～ 11 時 30 分

随時、園を開放しています。お子さんと同年齢のク

ラスの子どもたちと、一緒に遊ぶことも可能です。

さくらんぼルーム（ひのきない保育園内）

☎48-2345　FAX48-2525

　5 日木／健康チェック～保健師さんのお話～　

保育園で遊ぼう

12 日木／雪遊びをしよう

※ジャンプスーツ・手袋・帽子・長靴を持参してく

ださい。

19 日木／保育園の生活を体験してみよう～友だ

ちと一緒に給食を食べてみよう～

※園開放は 1 歳以上のお子さんの参加をお願いしま

す。希望の方は10日火までに必ず連絡をください。

26 日木／保育園のお友達と一緒に遊ぼう

なかよしルーム（にこにこ保育園内）

☎47-2525　FAX47-2323　時間9：30～11：30

会場　  健康管理センター（角館）

問合せ  仙北市保健課  ☎ 55-1112

おやこ交流広場

子ども同士のふれあいやお母さん方の

交流のため、健康管理センターのホー

ルを開放します。お子さんを自由に遊

ばせる広場としてお使いください。

参加費

無料

申請先

仙北市子育て推進課、

各地域センター（サポー

トセンター）、各出張所

※印鑑をご持参ください。

申請締切

2 月 27 日金

問合せ

子育て推進課 ☎43-2280

2月末日が

申請期限です

子育てインフォメーション子育てインフォメーション
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