
申し込み・問い合わせ●町福祉保健課　福祉班　☎0187（84）4907（内線1505）
　　　　　　　　　　　　　 もとだて児童館　☎0187（84）1004

小学生を対象に集団生活の場を提供し、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て活動しています。

春休み
児童館の様子

子育て支援の催し子育て支援の催し
事　業　名 対　象　・　内　容 期　日 場　所 時　間

なかよし園開放 子育て支援・自由遊び

あそびにおいで

こいのぼりを作ろう
母の日のプレゼントを作ろう
シール遊びをしよう
お外で遊ぼう
色ぬりをしてみよう
好きな絵本を見よう 10：00～12：00
体を思い切り動かそう

わくわく園
（六郷幼稚園・保育園）

楽しくうたってみよう
手遊びをして楽しもう
園庭の遊具で遊ぼう
公園を探索してみよう
５月生まれのお誕生会

子育て相談 子育て相談

子育て相談室開放 子育て相談・自由遊び
みんなで作ろう！こいのぼり！

子育て広場「ひだまり」 ５月生まれのお誕生会
すこやか園で遊ぼう！
はじめまして　よろしくね！
はじめまして　よろしくね！

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園） 9：30～11：30

わんぱく（ママさん）広場
おばあちゃん広場

親子でふれあい遊び・園庭めぐり
ひまわり広場 誕生会

なかよし園
（千畑幼稚園・保育園） 9：30～11：30

園庭で遊ぼう

みんな集まれ！
5月 なかよし園 ☎0187（85）3115

わくわく園 ☎0187（84）0023
すこやか園 ☎0187（83）2100

問い合わせ

10：00～ 12：0013日（日）

申し込み

必要
（限定20組）

必要なもの

エプロン・バンダナ

自由にあそぼう!10：00～ 15：0026日（土） 不要 ―

自由にあそぼう!10：00～ 15：002日（水） 不要 ―
自由にあそぼう!10：00～ 15：001日（火） 不要 ―

事業内容時　間日にち
■５月の開館　※13日㈰の親子でクッキングは美郷町保健センターで行いますので、お間違えなく!

★5月13日は、別室で男女共同参画推進事業「父子チャレンジ教室①」フラワーアレンジメント教室を開催します。

「プラバン工作」

お父さん
の参加も
大歓迎!

親子でクッキング！
場所：美郷町保健センター
親子でクッキング！
場所：美郷町保健センター

毎週月～金曜日（平日のみ）

毎週月～金曜日（平日のみ）

毎週月～金曜日（平日のみ）

5月 11日（金）
5月 18日（金）
5月 25日（金）

5月 2日（水）
5月 7日（月）
5月 9日（水）
5月 11日（金）
5月 14日（月）
5月 16日（水）
5月 18日（金）
5月 21日（月）
5月 23日（水）
5月 25日（金）
5月 28日（月）
5月 30日（水）

5月 2日（水）
5月 16日（水）
5月 30日（水）
5月 9日（水）
5月 23日（水）

プラバンに絵を描いてオー
ブントースターで熱したら
４分の１のサイズになったよ。

「オリジナル
　パズルを作ろう」
絵を描き写して、自分だけ
のパズルを作りました。

毎月発行『もとだて児童館だより』…月初めに、学校を通して配布します。

加熱する前 完成！ みんな集合

下絵を描いて 色を塗り 完成！
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情報ひろば情報ひろば

貸与月額●５万
償還利息●原則として無利息
募集人員●30名程度
申込期間●５月７日㈪～５月28日㈪　※必着
申込方法●必要書類を揃えて郵送または直接申し込み
　　　　　を行ってください。
そ の 他●応募資格など詳細は秋田県育英会にお問い
　　　　　合わせください。申込書はホームページか
　　　　　らダウンロードできます。
　 財団法人　秋田県育英会　☎018（867）2311
　 URL：http://www.akita-ikuei.jp

　秋田県水難救済会では、水難事故防止ポスターコン
クール作品を次のとおり募集しています。
応募期限●５月25日㈮　※消印有効
応募資格●制限はありません。誰でも自由に応募でき
　　　　　ます。
そ の 他●詳細については下記までお問い合わせくだ
　　　　　さい。
　　 特定非営利活動法人　秋田県水難救済会
　　 ☎018（862）0851

　労働安全衛生法に基づく各種免許試験のうち、秋田
地区における学科試験を次のとおり実施します。
試験種類●一級ボイラー技師、二級ボイラー技師、ボ
　　　　　イラー整備士、クレーン・デリック運転士
　　　　　（クレーン限定）、移動式クレーン運転士、
　　　　　第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、潜
　　　　　水士
受付期間●７月30日㈪～８月３日㈮
　　　　　※郵送は８月10日㈮まで受付
試験期日●10月７日㈰
そ の 他●受験資格、申込方法などの詳細は下記まで
　　　　　お問い合わせください。
　 財団法人　安全衛生技術試験協会東北安全衛生技術
　 センター　☎0223（23）3181
　 URL：http://www.exam.or.jp

　独立行政法人自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ・ナス
バ）では、自動車事故被害者の方への交通遺児等への育
成資金の無利子貸付、事故による重度後遺障害者の方へ
の「介護料」の支給を行っています。自損事故・他損事
故を問いません。交通事故によりお困りの方は、下記ま
でご相談ください。
　 独立行政法人自動車事故対策機構　秋田支所
　 ☎018（863）5875

時　　間●午前９時～午後４時
会　　場●大曲技術専門校
受験資格●現在お勤めされている方
受 講 料●無料（テキスト代は別途）
　　 秋田県立大曲技術専門校　民間訓練支援室
　　 ☎0187（62）6321

　農業用水路は５月上旬から水量が増え、流れも非常
に速くなるため、水の事故には十分注意してくださ
い。特に頭首工（河川をせき止めている施設）や取水
口は大変危険です。絶対に近づかないようにしてくだ
さい。
　 秋田県仙北平野土地改良区　☎0187（62）0180

　秋田県国際交流協会では、県内で学ぶ外国出身の学
生と自由に交流できるプログラム「あきたのファミ
リー」に参加してもらえる家庭を募集しています。参
加を希望される方は下記までお申し込みください。
　　 財団法人　国際交流協会　☎018（893）5499　
　　 URL：http://www.aiahome.or.jp

①【警察官AⅠ・AⅡ、女性警察官A】
　受付期間●５月15日㈫～５月31日㈭
　試験期日●７月７日㈯・７月８日㈰
　受験資格●大卒（見込含む）で、昭和54年４月２日
　　　　　　以降に生まれた方
②【警察官B、女性警察官B】
　受付期間●７月20日㈮～８月15日㈬
　試験期日●９月16日㈰・９月17日㈪
　受験資格●①以外で、昭和57年４月２日から平成７
　　　　　　年４月１日までに生まれた方
　 秋田県警察本部　警務部警務課人事・任用係
　 ☎0120（86）3314
　 URL：http://www.police.pref.akita.jp/

大曲技術専門校「スキルアップセミナー」

農業用水路や頭首工には近づかないでください

秋田県警察官募集のお知らせ

財団法人　秋田県育英会
平成24年度の奨学生を募集します

特定非営利活動法人　秋田県水難救済会
水難事故防止ポスターを募集します

財団法人 安全衛生技術試験協会東北安全衛生技術
センター　平成24年度出張特別試験を実施します

財団法人　秋田県国際交流協会
留学生と交流してみませんか

独立行政法人自動車事故対策機構　　　　　　　　
育成資金の貸付や介護料の支給を行っています

申 問

申 問

問

問

申 問

問

問

問

講習名 期　間 定員

イチから学ぶ
Photoshop講習 ６月４日㈪、５日㈫ 10名

Excel初級コース ６月７日㈭、８日㈮ 10名

測量基礎講習 ６月14日㈭、15日㈮ 10名

マシニングセンタ
【加工】講習 ６月20日㈬、21日㈭ ５名

Wordビジネス文書
作成講習 ６月25日㈪、26日㈫ 10名
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