
広報美郷　平成19年8月号 20

役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班　10187（84）4907（内線2164）
もとだて児童館　10187（84）1004

担当

�� !"#$%&'()*&+,-

�� !"#$%&'()$*+),-./0-123

　小学生を対象に、子どもたちの集団活動の場を提供し、
健全な遊びを通して協調性と社会性を身につけ、心身とも
に健やかな子どもの育成を目指し、活動しています。
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問い
合わせ

なかよし園　185－3115
わくわく園　184－0023
すこやか園　183－3075

なかよし園開放
事　業　名 対　象　・　内　容 期　日 時　間 会　場

子育て相談・自由遊び 毎週月～金曜日（平日のみ） 9:30～11:30
０～１歳児「しゃぼん玉遊び・水遊び」 ８月10日（金）
２～３歳児「プールで水遊び・誕生会」 ８月17日（金）
０～１歳児「プールで水遊び・誕生会」 ８月24日（金）
０～３歳児「プールで水遊び」 ８月31日（金）
子育て相談・自由遊び 毎週月～金曜日（平日のみ） 9:30～11:30
「元気いっぱい水遊び！」 ８月１日（水） 　
「プールで遊ぼう！」 ８月８日（水）

「お誕生日おめでとう！」　※8月のお誕生会 ８月22日（水）
「おばあちゃん・おじいちゃんと一緒に遠足に行こう！」
※シルバーエリアで遊びましょう。

８月29日（水） 10:00～14:30 南部シルバーエリア

８月６日（月）
水あそびをしよう ８月８日（水）

８月10日（金）
しゃぼん玉であそぼう ８月16日（木）
水あそびをしよう ８月17日（金）
魚つりをしよう ８月20日（月）
お話しをきこう ８月22日（水）
すいか割りをしよう ８月24日（金）
積み木であそぼう ８月27日（月）
８月生まれのお誕生会 ８月29日（水）
体を動かしてあそぼう ８月31日（金）
かけっこしよう ９月３日（月）

毎週月・水・金曜日（平日のみ）13:00～16:00

ひまわり広場

あそびにおいで

子育て相談室開放
すこやか園

（仙南幼稚園・保育園）
子育て相談室

なかよし園
（千畑幼稚園・保育園）

子育て支援室

わんぱく（ママさん）広場

おばあちゃん広場

子育て相談

9:30～11:30

9:30～11:30

わくわく園
（六郷幼稚園・保育園）

わくわく園
わくわく園

ひだまり

ひだまり

六郷保健センター
10:00～12:00

もとだて児童館
わくわく園

もとだて児童館
六郷保健センター
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8月の開館

※土日の他に、13・14・15日は
　お休みします。

夏休みの平日
は午前９時30
分から午後４
時まで開館し
ているのでみ
んな来てね。

いろいろな
工作を用意
して待って
います！



広報美郷　平成19年8月号21

8 月 8
8
28の健診カレンダー 

8 問い
合わせ

役場（千畑庁舎）福祉保健課　健康対策班　
10187－84－4907（内線2171、2172、2173）

４カ月児　平成19年４月生まれ
乳児健診 ８月22日（水）　受付12:30～13:00 ７カ月児　平成19年１月生まれ

10カ月児　平成18年10月生まれ
１歳6カ月児健診 ８月10日（金）　受付12:30～13:00 平成17年12月～平成18年２月生まれ

４カ月児　平成19年４月生まれ
乳児健診 ８月30日（木）　受付12:30～13:00 ７カ月児　平成19年１月生まれ

10カ月児　平成18年10月生まれ
３歳児健診 ８月21日（火）　受付12:30～13:00 平成15年12月～平成16年2月生まれ

４カ月児　平成19年４月生まれ
乳児健診 ８月23日（木）　受付12:20～12:40 ７カ月児　平成19年１月生まれ

10カ月児　平成18年10月生まれ
２歳歯科健診 ８月28日（火）　受付13:00～13:30 平成17年１月～３月生まれ

仙南地区の乳幼児
（会場・仙南保健センター）

千畑地区の乳幼児
（会場・千畑保健センター）

六郷地区の乳幼児
（会場・六郷保健センター）

対　　象 内　容 日　　時 対　　象

（敬称略、○は400p）
あり

がとう献血
●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

全血献血（６月21日、レジーナ秋田支店・六郷保健センター）
奥山美香、深沢美枝子、高橋里美、松塚かな美、○伊藤
智徳、○戸嶋忠信、長野晴子、○高橋智子、○畠山由
佳、○長沢幸子、○藤岡芳信、○畠山陽成、○高橋敬
治、○佐藤百合子、○高橋孝光、○伝野寛史、○白戸圭
介、○山形博康、○中野昭紀、○福田由徳

一般の方

対　　象 内容・時間 期　日 会　場

健　康　相　談　9:30～16:00

母子手帳交付　9:30～11:30受付
　※事前に電話連絡をお願いします
　

８月13日（月）、27日（月） 千畑保健センター

８月14日（火）、28日（火） 仙南保健センター

８月８日（水）、22日（水） 六郷保健センター

全血献血にご協力ください
　町内の献血会場は次のとおりです。

期　日 会　場 時　間

８月10日（金）スーパーセンター仙南 10:00～16:00

９月３日（月） 仙南保健センター 13:30～16:00

※献血手帳をお忘れなく。初めて献血される方は、運転免許証な
どの身分証明書を持参ください。

けい

稲川　慧ちゃん（百目木）
　仕上げみがきを念入りに、
しっかりやっています。

とうま

藤谷　透磨ちゃん（南町）
　普段の歯みがきや仕上げみ
がきをきちんとやるようにし
ています。

たくみ

畠山　巧ちゃん（関田）
　夜の仕上げみがきを丁寧に
して甘いおやつは控えめにし
ています。
　六郷の名水を好んで飲みま
す。

てるよし

石田　照善ちゃん
（明田地・仙南）

　夜の仕上げみがきをしっか
りやっています。

かいせい

大越　快晴ちゃん（下中野町）
　甘いおやつは食べません。
夜の歯みがきの後にフッ素塗
布をしています。

ゆりあ

佐々木　結莉愛ちゃん（荒町）
　夜の仕上げみがきもしっか
りやって、フッ素塗布をして
います。
　甘いおやつも控えめにして
います。

ともか

渡辺　智華ちゃん（都野）
　甘いおやつは控えめにして
います。仕上げみがきもしっ
かりやっています。

りょうか

照井　涼香ちゃん（元村）
　おやつの後はうがいをしま
す。大人が使った箸で子ども
には食べさせないようにして
います。

りこ

佐藤　莉子ちゃん（下夕堰）
　ジュースよりお茶を好んで
飲み、甘いおやつは食べさせ
ないようにしています。仕上
げみがきもしっかりやってい
ます。

りん

泉谷　琳ちゃん（今泉）
　仕上げみがきをしっかり
やっています。おやつはゼ
リーなどで甘いおやつはあま
り食べません。

なな

倉田　奈々ちゃん（後三年）
　食べた後にうがいをしてい
ます。夜の仕上げみがきも丁
寧にやります。

みゆう

佐藤　美佑ちゃん
（下千間谷地）

　朝と夜の歯みがきをしっか
りやっています。

しゅうた

中村　柊太ちゃん（披）
　おやつの後などにキシリ
トールガムをかみます。夜の
仕上げみがきをしっかりやっ
ています。


