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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
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　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・自由あそび 毎週月～金曜日（平日のみ） 9:30～11:30
０～１歳児「小麦粉粘土であそぼう・誕生会」 ２月８日（金）
２～３歳児「餅つき会を楽しもう・ひな人形作り・誕生会」 ２月15日（金）
０～１歳児「ひな人形作り・誕生会」 ２月22日（金）
０～３歳児「クラス体験をしよう」 ２月29日（金）
子育て相談・自由あそび 毎週月～金曜日（平日のみ） 9:30～11:30

「鬼は外 福は内」 みんなで 豆まき！ ２月６日（水）
「バレンタイン大作戦 」 ワイワイトーキング！ ２月13日（水）
「遊びにおいでよ！」 お誕生日おめでとう！ ２月20日（水）
「楽しかったね おばあちゃん広場」 お茶っこしながら 一年を振り返って ２月27日（水）

体を動かしてあそぼう ２月４日（月）
お絵かきしよう ２月６日（水）
雪あそびをしよう ２月８日（金）
ブロックであそぼう ２月12日（火）
お話をきこう ２月13日（水）

小正月行事をしよう ２月15日（金）
２月生まれのお誕生会 ２月18日（月）
雪あそびをしよう ２月20日（水）
シールであそぼう ２月22日（金）
体を動かしてあそぼう ２月25日（月）
リズムであそぼう ２月27日（水）
おひなさまをつくろう ２月29日（金）

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

六郷保健センター

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
（六郷幼稚園・保育園）

ひだまり

ひだまり

時　間●10:00〜15:00

内　容●自由にあそぼう！

申　込●不要

必要なもの●なし

時　間●10:00〜15:00

内　容●ひなまつり

申　込●必要

必要なもの●なし

2日
（土）

23日
（土）

2月の開館2月の開館

六郷保健センター

10:00～12:00

至大仙市 
至横手市 

サテライト六郷● 

● 
カントリーエレベーターカントリーエレベーター 

 

● 
カントリーエレベーター 

 

コンビニ● 

至役場六郷庁舎 

至六郷地区市街地 

至羽貫谷地 

国道13号 

もとだて児童館 

六郷小学校のお友達
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はるき

加藤　陽貴ちゃん
（土崎北部）

　甘いおやつはなるべ
く食べないようにして
います。夜の仕上げみ
がきをしっかりやって
います。

2 月 7 29の健診カレンダー 
2 2

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10月生まれ
乳児健診 ２月７日（木）　受付12:30～13:00 ７カ月児　平成19年７月生まれ

10カ月児　平成19年４月生まれ
1歳6カ月児健診 ２月15日（金）　受付12:30～13:00 平成18年６月～８月生まれ

４カ月児　平成19年10月生まれ
乳児健診 ２月21日（木）　受付12:30～13:00 ７カ月児　平成19年７月生まれ

10カ月児　平成19年４月生まれ
３歳児健診 ２月22日（金）　受付12:30～13:00 平成16年６月～８月生まれ

４カ月児　平成19年10月生まれ
乳児健診 ２月13日（水）　受付12:20～12:40 ７カ月児　平成19年７月生まれ

10カ月児　平成19年４月生まれ
２歳児歯科健診 ２月29日（金）　受付13:00～13:30 平成17年７月～９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）

あり
がとう献血

●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

全血献血（12月17日、昭和産業・斉藤光学・秋田三和化成・
千畑保健センター）
高橋祐明、煙山豊文、坂本一樹、高橋渡、鈴木博昭、伊藤英
伸、進藤祐樹、近美光夫、斉藤高留、清水景蔵、倉田吉美、
仙道拓郎、高橋一勝、佐藤繁、橘正幸、照井真澄、杉澤隆
一、笹智子、高階亜希子、細井孝子、杉澤哲、鈴木淳

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
　※電話での予約が必要です。

　

　　　２月25日（月） 千畑保健センター

２月12日（火）、26日（火） 仙南保健センター

２月13日（水）、27日（水） 六郷保健センター

おうが

田村　旺雅ちゃん
（小荒川）

　夜にフッ素塗布をし
ています。

の　あ

飛沢　希碧ちゃん
（下畑屋）

　甘いおやつはひかえ
めにして飲み物はお茶
を飲みます。仕上げみ
がきはしっかりとてい
ねいにやっています。
　

り　お

岩村　莉桜ちゃん
（大　柳）

　夜の仕上げみがきを
しっかりやっていま
す。

りん

森元　凜ちゃん
（安城寺上）

　夜の歯みがきは仕上
げをていねいに、仕上
げはほとんどおばあ
ちゃんがやっていま
す。

がく

佐藤　岳ちゃん
（千屋北部）

　夜の仕上げみがきは
ていねいにやっていま
す。

はやと

森元　颯斗ちゃん
（安城寺上）

　　夜の仕上げみがき
をしっかりやっていま
す。

とも

橋　朋ちゃん
（黒　沢）

　フッ素塗布は毎日
やっています。

み

橋　ここ美ちゃん
（大　畑）

　フッ素塗布をしてい
ます。甘いおやつはあ
まり食べません。飲み
物はお茶です。

じょう

橋　丞ちゃん
（土崎北部）

　夜の仕上げみがきは
しっかりやっていま
す。飲み物は水が大好
きです。

ひろと

嶋津　広翔ちゃん
（元本堂北部）

　夜の仕上げみがきは
しっかりやっていま
す。兄弟で楽しく歯み
がきをしています。

りょうま

三浦　遼馬ちゃん
（千屋南部）

　朝・夜の歯みがきは
ていねいにやっていま
す。おやつの後もなる
べくみがくようにして
います。

献血にご協力ください
期　日 会　　場 時　間

2月24日（日）
スーパーセンター仙南店

10:00～12:00
（全血献血） 13:00～16:00
　2月26日（火）

千畑保健センター
　 10:00～16:00

（成分献血） ※要予約
役場（千畑庁舎）福祉保健課　健康対策班
10187（84）4907（内線2171）

問い
合わせ


