
市町村 施設等

子育て情報ｺｰﾅｰ 常設コーナー 秋田市 秋田県立図書館
閲覧室内

内容◆妊娠・出産・子どもの健康・育児・しつけ・絵本のｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸなど、
子育て中の方向けに役立つ図書を集めたｺｰﾅｰ。子育て関連機関・団体
が発行したﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや歌のCDなども取り扱っている。
開館時間◆平日：午前9時～午後7時、土・日・休日：午前9時～午後6時
休館日◆毎週水曜日
連絡先◆秋田県立図書館018-866-8400

図書の企画展示 5月30日(木)～
8月31日(土)
平日火～木
10:00～18:00
金曜日10:00～
19:00
土日9:00～
17:00
(休館日月曜
日、祝日）

由利本荘市 由利本荘市岩城
図書館

内容◆企画展示「夏休みの自由研究と工作」、自由研究に役立つ本や
読み物を展示､貸出
対象◆幼児､小学生､その他一般
申込･参加料◆申込不要･無料
定員◆なし
連絡先◆由利本荘市岩城図書館0184-73-3673

図書の企画展示 6月14日(金)～
8月31日(土)
平日火～木
10:00～18:00
金曜日10:00～
19:00
土日9:00～
17:00
(休館日月曜
日、祝日）

由利本荘市 由利本荘市岩城
図書館

内容◆ミニ企画展示「いろんな虫がいるよ！」の展示と貸出
対象◆幼児､小学生､その他一般
申込･参加料◆申込不要･無料
定員◆なし
連絡先◆由利本荘市岩城図書館0184-73-3673

図書の企画展示 7月2日(火)～
8月31日(土)
平日火～木
10:00～18:00
金曜日10:00～
19:00
土日9:00～
17:00
(休館日月曜
日、祝日）

由利本荘市 由利本荘市岩城
図書館

内容◆ミニ企画展示「こわーい本」の展示と貸出
対象◆幼児､小学生､その他一般
申込･参加料◆申込不要･無料
定員◆なし
連絡先◆由利本荘市岩城図書館0184-73-3673

特別展「1964－世界
の祭典から半世紀
－」

7月13日～
　　　　9月1日

秋田市 秋田県立博物館 内容◆前回の東京オリンピックが開催された1964年の時代背景と、それ
から半世紀の変化をたどります。
対象◆幼児から一般
観覧料◆一般500円、高・大学生300円、小・中学生100円、幼児無料
連絡先◆秋田県立博物館018-873-4121

夏休みチャレンジ
コーナー

7月17日（水）
～8月25日
（日）

秋田市 秋田市立中央図
書館明徳館(ほく
とライブラリー明
徳館)

内容◆資料展示：工作、自由研究、郷土関係、読書感想文、新刊ガイド
で紹介した本、戦争と平和などをテーマにした本を展示し、夏休みの課
題解決に役立ててもらう。
対象◆小中学生
連絡先◆ほくとライブラリー明徳館018-832-9220

令和元年度第2回調
べ学習ｺｰﾅｰ展示

「ﾁｬﾚﾝｼﾞ！夏休み
～読もう！調べよ
う！試そう！～」

7月18日～
　　　　8月26日

秋田市 秋田県立図書館
（調べ学習コー
ナー）

内容◆夏休みに合わせて、自由研究や読書感想文に活用できる本を展
示する。
（展示・貸出する本）　・自由研究、工作、実験に関する本
　　　　　　　　　　　　　 ・読書感想文の書き方に関する本
                             ・読書感想文課題図書（過去3年分）
開館時間◆平日：午前9時～午後7時、土・日・休日：午前9時～午後6時
休館日◆毎週水曜日
連絡先◆秋田県立図書館018-866-8400

令和元年度「子ども・子育て支援月間」開催事業・イベント一覧

（注意）
　この一覧は、令和元年度の子ども・子育て支援月間（令和元年8月）の行事予定をとりまとめたものです。
　実際に事業やイベントに参加する際には、主催者のホームページ等で定員の状況や日程等を御確認くださるようお願いします。

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

開館中
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市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

プラネタリウム投映 7月20日(土)～
8月25日(日)

秋田市 秋田県児童会館 内容◆①はなかっぱ　花さけ！パッカ～ん　宇宙旅行
         ②はなかっぱ　花さけ！パッカ～ん　宇宙旅行
         ③ラビくんのうちゅうりょこう（星空解説付）
参加費◆無料･事務室で整理券を配付しています
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

農業科学館夏休み
ｲﾍﾞﾝﾄ
見つけて！かくし
て！石絵探し！

7月23日～
　　　　8月25日

大仙市 農業科学館 内容◆館内に点在する石絵を探す、隠す遊び(ﾜﾛｯｸ)
対象◆どなたでも
申し込み◆当日可
参加料◆無料
定員◆なし
連絡先◆農業科学館0187-68-2300

農業科学館夏休み
ｲﾍﾞﾝﾄ
野外ｳｫｰｸﾗﾘｰ

7月23日～
　　　　8月25日

大仙市 農業科学館 内容◆敷地内でのｸｲｽﾞﾗﾘｰ
対象◆どなたでも
申し込み◆当日可
参加料◆無料
定員◆なし
連絡先◆農業科学館0187-68-2300

ふれあいカードプレ
ゼントキャンペーン
2019

7/27(土)～
9/30(月)

県全域 県全域のキャン
ペーン参加店
（計33店）

内容♦期間中、キャンペーンに参加しているお店(計33店)を利用し応募
すると、抽選で豪華賞品が当たるチャンス!!
キャンペーン参加店等の詳しい情報は、下記URLのキャンペーンページ
よりご確認ください
URL◆https://common3.pref.akita.lg.jp/kosodate/yutai-info/campaign
対象♦あきた子育てふれあいカードをお持ちの方(※あきた子育てふれ
あいカードは、中学生３年生以下のお子さんをお持ちのご家族や妊娠中
の方に、市町村子育て窓口を通して配付しています)

担当♦県次世代・女性活躍支援課　電話018-860-1341

横手市児童センター
夏休みスペシャル企
画
縁日ごっこ

8月1日(木) 横手市 横手市児童セン
ター

内容◆縁日ごっこ（屋内）
対象◆お子さんと保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆横手市子育て支援課　0182-32-2426

夏休み子ども講座
「切り紙でデザイン
するステンシルマイ
バッグづくり講座」

8月1日(木) 秋田市 秋田市立中央図
書館明徳館(ほく
とライブラリー明
徳館)

内容◆環境都市推進課と共催でエコバッグ作りとごみ減量のお話を聞き
ます。
対象◆小学生とその保護者
申込み◆要･環境都市推進課へ
定員◆親子20名程度
連絡先◆秋田市環境都市推進課018-888-5708

親子のふれあい広
場
「ぴょんぴょん広場」

8月1日(木) 秋田市 秋田市子ども未
来センター5階
ぷれいるーむ

内容◆夏まつりごっこ
対象◆1歳7か月～3歳のお子さんと保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆秋田市子ども未来センター018-887-5340

すくすく成長記録日 8月1日～2日 湯沢市 湯沢市子育て支
援総合センター
内すこやか広場

内容◆子どもの身長・体重を測定し、ｶｰﾄﾞに記入して渡します。
対象◆乳幼児、保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆湯沢市子育て支援総合ｾﾝﾀｰすこやか
　　　　　　　0183-72-3501

←キャンペーン参加店等

の詳しい情報はこちら！

10:30-11:30

(受付10:20-

11:15)

 8:30-17:00

10:00-12:00

10:30-11:10

9:30～16:30

9:30～16:30

①11:30

②14:00

③16:00

2



市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

「第39回手づくり絵
本展」巡回展

8月1日～4日 由利本荘
市

出羽伝承館 内容：中央図書館主催「第39回手づくり絵本展」の布絵本の巡回展示
対象：乳幼児～一般
申込・参加料：申込不要・無料
定員：なし
連絡先：由利本荘市出羽伝承館 0184-62-0505

夏の交通安全運動 8月1日～10日 県全域 秋田県交通安全
対策協議会

内容◆子供の交通事故防止に向けて､夏休み中の子供が多く利用する
施設等の付近における街頭での幼児･児童に対する交通安全指導､保
護･誘導活動を徹底します。
連絡先◆県民生活課安全安心まちづくり・交通安全班018-860-1523

「水遊び＆ﾌﾟｰﾙ遊び
をしよう」

8月1日～9日 潟上市 若竹子育て支援
ｾﾝﾀｰ

内容◆水遊び・ﾌﾟｰﾙ遊び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
対象◆未就園乳幼児とその保護者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申込・参加料◆申込不要・無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
定員◆なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先◆若竹子育て支援ｾﾝﾀｰ　(若竹幼児教育ｾﾝﾀｰ内)　018-877-
4050　　　　　　　　　　　　　　　　

図書のテーマ展示
（児童書）

8月1日～25日 由利本荘
市

出羽伝承館 内容：テーマ展示「夏休み！宿題おたすけ特集」
対象：幼児・小学生・中学生・高校生その他10代
申込・参加料：申込不要・無料
定員：なし
連絡先：由利本荘市出羽伝承館 0184-62-0505

図書の企画展示(児
童書）

8月1日～29日
(休館日　8月
13日､27日)

由利本荘
市

中央図書館１階
お話室

内容◆企画展示「こわいはなし」、自由研究ｺｰﾅｰ
対象◆幼児､小学生､その他一般
申込･参加料◆申込不要･無料
定員◆なし
連絡先◆由利本荘市中央図書館0184-22-4900

図書の企画展示(U-
20）

8月1日～29日
(休館日　8月
13日､27日)

由利本荘
市

中央図書館１階
お話室

内容◆企画展示「ｻﾏｰｽﾎﾟｰﾂ」
対象◆小学生､中学生、高校生その他10代
申込･参加料◆申込不要･無料
定員◆なし
連絡先◆由利本荘市中央図書館0184-22-4900

親子であそぼう 8月1日～30日
の火曜日～土
曜日
（※3,13,28日を
除く）
時間は確認し
てください

秋田市 秋田県児童会館 内容◆8/17(土)までの期間、天気のいい日はプール遊びをします！水
遊びの準備をして遊びに来てね！※雨天の場合は室内遊び
対象◆どなたでも
参加◆無料･申込不要
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

農業科学館夏休み
ｲﾍﾞﾝﾄ
ｻﾝ･ｱｸﾞﾘﾝｾﾞﾐﾅｰﾙ
(ｷｯｽﾞｺｰｽ)
「化石が語ること」

8月2日(金) 大仙市 農業科学館 内容◆化石についての講話・観察
対象◆小学生と保護者
申し込み◆定員になり次第締め切り
参加料◆無料
定員◆各20名
連絡先◆農業科学館0187-68-2300

夏の子ども読書の
つどい

8月3日(土) 由利本荘
市

中央図書館１階
お話室

内容◆紙芝居「なにがはいっているの？」、ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ「かんちゃんとか
えるのがっしょう」、人形劇「ﾍﾝｾﾞﾙとｸﾞﾚｰﾃﾙ」
対象◆幼児､小学生､その他一般
申込･参加料◆申込不要･無料
定員◆なし
連絡先◆由利本荘市中央図書館0184-22-4900

10:00～12:00

①10:00-

11:00

②13:30-

14:30

10:30-11:30

10:30-12:00
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市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

親子で英語inフォン
テ文庫

8月3日(土) 秋田市 秋田市立中央図
書館明徳館文庫
(フォンテ文庫)

内容◆英語での楽しいトーク、読み聞かせ、リズム遊びなどを親子で楽
しみます。
対象◆0歳～小学2年生とその保護者
申込み◆不要
連絡先◆フォンテ文庫018-839-6167

おはなしのしずくの
おはなし会

8月3日(土) 秋田市 秋田市立新屋図
書館(ほくとライ
ブラリー新屋図
書館)研修室

内容◆幼児から小学生を対象とした、ボランティアグループ「おはなしの
しずく」による絵本の読み聞かせなど
対象◆幼児～小学生
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆ほくとライブラリー新屋図書館018-828-4215

エリア＆白寿園
　　　夏祭り2019

8月3日(土) 横手市 秋田県南部老人
福祉総合エリア

内容◆出店、花火、おばけやしきなど
　　　　 ステージイベント：横手城南高校ＹＯＳＡＫＯＩ同好会、スコップ戦
　　　　　　　　　　　　　　　 士ジャミセリオン、民謡ショー、盆踊り
対象◆こどもから大人までどなたでも
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆秋田県南部老人福祉総合エリア　0182-26-3880

子どもエコ教室
「流木と森のめぐみ
で夏休みアート工
作」

8月3日(土) 秋田市 秋田県児童会館 内容◆エコについて学びながら森の工作をしよう！
申込◆7/21締切
対象◆小学校3～6年生
参加費◆無料　※お弁当を持参してください
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

水産振興センター参
観デー

8月3日(土) 男鹿市 秋田県水産振興
センター

内容◆魚や調査機器などを見て、触って、秋田の魚や漁業への親しみ
や理解を深めよう！
対象◆どなたでも
参加費◆無料･申込不要
連絡先◆秋田県水産振興センター0185-27-3003

博物館教室「未来の
学芸員養成講座」

8月3日,4日 秋田市 秋田県立博物館 内容◆将来学芸員となる希望を持つ子どもたちに秋田の自然の過去と
現在、そして歴史の魅力を伝えます。
対象◆小5から高校生
申込・参加料◆要申込・参加無料
定員◆20名
連絡先◆秋田県立博物館018-873-4121

おはなしの会 8月3日（土）
8月17日（土）
8月24日（土）

秋田市 秋田市立土崎図
書館(ほくとライ
ブラリー土崎図
書館)1階親子
コーナー

内容◆絵本や紙芝居の読み聞かせ、おりがみ遊び
対象◆幼児～小学校低学年のお子さんと保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆ほくとライブラリー土崎図書館018-845-0572

おはなし玉手箱 8月3日(土)
10日(土)
24日(土)

秋田市 秋田県児童会館 内容◆ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟによる絵本の読み聞かせ毎週違ったﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさ
んが絵本を読んでくれるよ!
対象◆どなたでも
参加費◆無料･申込不要
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

アトリエみらいあ 8月
3,10,17,24,31
日

秋田市 秋田県児童会館 内容◆身近な材料を使って自由に作ってみよう！
対象◆どなたでも
参加費◆無料･申込不要
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

19:00～

11:15-11:45

14:30-15:10

14:00-14:45

17:40-20:30

10:00-15:00

10:00-16:00

14:30-15:00

13:30-16:00
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市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

音楽のゆうえんち～
こどものための音楽
祭・みんなであそぼ
う！！～

8月4日(日) 大館市 ほくしか鹿鳴
ホール

内容
　午前：音楽との出逢い・楽器であそぼう！
　　　　　～本物の楽器をさわってみよう～
　　　　　～楽器を作ってあそんでみよう～
　　　　　　　（中身の入っていないペットボトルをもってきてね！）
　午後：子どものためのコンサート
　　　　　～作った楽器で一緒に演奏しちゃおう～
　　　　　マタニティ（胎教）コンサート
　　　　　～プレママへリラクゼーションのプレゼント～
申込・参加料
　入場無料・要整理券（午前中の「楽器であそぼう！」は整理券不要で
す）
　整理券はほくしか鹿鳴ホールで配布しています

連絡先
　ほくしか鹿鳴ホール（大館市民文化会館）　電話0186-49-7066

白神山地の麓で「味
噌づくり」＆「川遊
び」

8月4日(日) 藤里町 白神の恵体験工
房、白神山地世
界遺産センター　
ほか

内容
　午前：白神の恵体験工房で味噌の手づくり体験！
　　　　　（作った味噌はお持ち帰り！！）
　午後：自然アドバイザーといっしょに藤琴川で楽しい川遊び！
　　　　　（雨天時等　は白神世界遺産センター周辺でイベント）
対象
　３歳～小３までの園児・児童及びその保護者（きょうだい含む）
申込・参加料
　７月１０日～２６日受付（定員になり次第終了・無料）
定員
　親子１５組　（先着順）
連絡先
　山本地域振興局福祉環境部
　　　　　　 Yamafuku@pref.akita.lg.jp または　0185-55-8023

びじゅつかんでロー
ラー遊び

8月4日(日) 横手市 秋田県立近代美
術館　1階実習
室

内容◆ローラーで大きな紙に絵の具を塗り、色のつながりや重なりを楽
しむ。
対象◆未就学児（4歳～6歳）
　　　　※保護者同伴でお願いします
申込・参加料◆7月21日締切申込多数の場合は抽選・無料
定員◆各回15名
連絡先◆秋田県立近代美術館・学芸班0182-33-8855

おはなしでてこい！ 8月4日(日) 由利本荘
市

善隣館（第2和
室）

内容◆絵本の読み聞かせ、作って遊ぼう
対象◆乳幼児～小学生
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
実施団体◆読み聞かせ会つくしんぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先◆由利本荘市由利図書館　0184-53-2121

夏休み親子体験教
室（七宝焼き）

8月4日(日) 秋田市 秋田県中央地区
老人福祉総合エ
リア

内容◆キーホルダー作り
対象◆幼児から小学生と家族
申込◆7月28日まで電話または受付窓口へ
参加料◆800円/1名
定員◆各回12組
連絡先◆秋田県中央地区老人福祉総合エリア018-829-2151

みらいあワクワクサ
ンデー

8月4日(日)
25日(日)

秋田市 秋田県児童会館 内容◆4日:ペットボトルロケットを作って飛ばそう！
        25日:キッズレーザープログラムで革工作☆
対象◆どなたでも
参加費◆無料･申込不要
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

←スマホ等で読み込めば、

簡単に山本福祉環境部あて

メール送信できます。

10:30-

        15:00

10:00-14:00

①10:00-

11:30

②13:30-

15:00

①10:00-

11:00

②13:30-

14:30

10:00-11:30

10:00-16:00
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市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

おはなしﾀｲﾑ 8月4日(日)
18日(日)

秋田市 秋田県立図書館
（えほんのへや）

内容◆毎月第1・3日曜日、午後1時30分～2時20分と午後2時40分～3時
30分の2回、秋田県子ども読書支援ｾﾝﾀｰ支援員による絵本の読み聞か
せを開催。
対象◆乳幼児～小学生とその保護者
申込◆事前申込不要
参加料◆無料
連絡先◆秋田県子ども読書支援ｾﾝﾀｰ（秋田県立図書館内）　018-866-
8400

秋田県児童健全育
成表彰・秋田県子ど
も・子育て支援知事
表彰

8月5日(月) 秋田市 秋田県庁正庁 内容♦活発な活動を行う子ども会や子育て支援に積極的な団体・企業等
に対する表彰式を行います。
担当♦県次世代・女性活躍支援課　電話018-860-1553

就学や教育に関す
る相談会＜大館市
＞

8月5日(月) 大館市 大館市立桂城小
学校

内容◆就学や学習面・生活面等の発達に関する相談
対象◆保護者等
申込・連絡先◆お住まいの市担当課へ
　　　　　　　　　　　【大館市福祉部子ども課0186-43-7054】

ベビヨガリズム 8月5日(月) 大館市 長木公民館
体育館

内容◆親子で行う「ベビーヨガ」です
定員◆20組
申込・連絡先◆つどいの広場ひよこ　（TEL）0186-49-3370

身体測定3days 8月5,6,7日 潟上市 潟上市出戸子育
て支援ｾﾝﾀｰ

内容◆身体測定　　対象◆未就園児とその保護者　　　　　　　　　　　　　　　　　
申し込み・参加料◆申し込み不要・無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
定員◆なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先◆潟上市出戸子育て支援ｾﾝﾀｰ　018-878-4420

「つくって　あ・そ・
ぼ」

8月6日(火) 潟上市 若竹子育て支援
ｾﾝﾀｰ

内容◆水遊び用おもちゃを作って遊ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
対象◆未就園乳幼児とその保護者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申込・参加料◆申込不要・無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
定員◆なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先◆若竹子育て支援ｾﾝﾀｰ　(若竹幼児教育ｾﾝﾀｰ内)　　018-877-
4050

夏休み子ども講座 8月6日(火)
～9日(金)

秋田市 秋田県児童会館 6日:内容◆｢プラスチックバンドでかごを作ろう！」　参加費◆無料
7日:内容◆「ペットボトルでLEDランタンを作ろう！」　参加費◆100円
8日:内容◆「ミニボトルアクアリウムを作ろう！」　参加費◆300円
9日:内容◆「タピオカミルクティー＆デコドーナッツを作ろう！」　参加費
◆300円
申込◆7/30
対象◆小学生以上
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

夏休み子ども講座
「切り紙でデザイン
するステンシルマイ
バッグづくり講座」

8月7日(水) 秋田市 秋田市立中央図
書館明徳館河辺
分館（ほくとライ
ブラリー明徳館
河辺分館)

内容◆環境都市推進課と共催でエコバッグ作りとごみ減量のお話を聞き
ます。
対象◆小学生とその保護者
申込み◆要･環境都市推進課へ
定員◆親子20名程度
連絡先◆秋田市環境都市推進課018-888-5708

あきた白神わんぱく
夏塾

8月7日-9日 八峰町 ①センター
②中浜海岸
③留山

内容◆シーカヤック・海水浴、白神山地散策、食づくり体験、テント泊他
対象◆小3～中2
申込・参加料◆7月26日（金）締切・13,000円
定員◆20名　先着順
連絡先◆あきた白神体験センター0185-77-4455

おはなしﾀｲﾑと身体
測定

8月8日(木) 潟上市 昭和子育て支援
ｾﾝﾀｰ

内容◆職員による読み聞かせと身体測定
対象◆主に未就園児の子どもとその保護者
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆昭和子育て支援ｾﾝﾀｰ　018-838-0150

14:10-15:10

10:00-12:00

①13:00-

14:20

②14:40-

15:30

10:00-11:00

10:30-11:30

10:00-11:30

10:30-11:00

10:00-12:00
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市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

横手市児童センター
夏休みスペシャル企
画
おばけやしき

8月8日(木) 横手市 横手市児童セン
ター

内容◆おばけやしき（屋内）
対象◆お子さんと保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆横手市子育て支援課　0182-32-2426

５歳児教育相談 8月9日(金) 湯沢市 湯沢市文化会館 内容◆集団遊びを通して、5歳児としての成長確認と就学までの相談
対象◆湯沢市在住の対象月に5歳になったお子さん
連絡先◆湯沢市教育委員会学校教育課
　　　　　　　0183-73-2162

農業科学館夏休み
ｲﾍﾞﾝﾄ
ｻﾝ･ｱｸﾞﾘﾝｾﾞﾐﾅｰﾙ
(ｷｯｽﾞｺｰｽ)
「ﾁｬﾚﾝｼﾞ!こけ玉づく
り」

8月9日(金) 大仙市 農業科学館 内容◆こけの観察とこけ玉作り
対象◆小学生と保護者申し込み
申し込み◆定員になり次第締め切り
参加料◆無料
定員◆各10名
連絡先◆農業科学館0187-68-2300

ベビーマッサージ 8月9日(金) 秋田市 秋田県児童会館 内容◆赤ちゃんとの触れあいを楽しみ、赤ちゃんもうっとりとするテクニッ
クを学ぼう！
申込◆8/1締切
対象◆2ヶ月～1歳のお子さんと保護者
参加費◆500円
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

おりがみの会 8月10日(土) 秋田市 秋田市立土崎図
書館(ほくとライ
ブラリー土崎図
書館)1階親子
コーナー

内容◆季節に応じたおりがみ作成と絵本の読み聞かせ
対象◆幼児～小学校低学年のお子さんと保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆ほくとライブラリー土崎図書館018-845-0572

おはなし会 8月10日(土) 由利本荘
市

中央図書館１階
お話室

内容◆紙芝居、絵本の読み聞かせ、工作など
対象◆幼児､小学生､その他一般
申込･参加料◆申込不要･無料
定員◆なし
連絡先◆由利本荘市中央図書館0184-22-4900

フォンテ文庫のおは
なし会

8月10日(土) 秋田市 秋田市立中央図
書館明徳館文庫
(フォンテ文庫)

内容◆手遊びや絵本、紙芝居などをみんなで楽しみます。
対象◆2歳～6歳児とその保護者
申込み◆不要
連絡先◆フォンテ文庫018-839-6167

民話紙芝居上演会 8月10日(土）
24日(土）

由利本荘
市

由利図書館（幼
児室）

内容◆由利の民話シリーズ紙芝居の上演
対象◆小学生以上
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
実施団体◆民話サークル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先◆由利本荘市由利図書館　0184-53-2121

ボディペイント 8月11日(日) 秋田市 秋田県児童会館 内容◆からだ全体を使ってダイナミックに描いてみよう！汚れてもいい
格好で集合！！
対象◆どなたでも
参加費◆無料･申込不要
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

13:00～20:30

①10:30-

11:30

②2:30-3:30

11:30-12:00

14:30-15:10

14:30-15:30

①10:00-

11:00

②13:30-

14:30

10:30-11:30

10:30-11:30

10:00-11:30

①10:00-

10:30

②11:00-

11:30

③14:00-

14:30

④15:00-

15:30
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市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

北部シルバーエリア
20周年記念イベント

8月12日(月) 大館市 秋田県北部老人
福祉総合エリア

内容◆移動動物園（動物ふれあい他）・ふわふわエア遊具・ミニ縁日・
コーライザーショー）
対象◆子どもと家族
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆秋田県北部老人福祉総合エリア　0186-47-7070

パステル和アート教
室

8月12日(月) 大館市 秋田県北部老人
福祉総合エリア

内容◆パステル和アート教室
対象◆小学1年生～6年生
定員◆30名
申込・参加料◆8月12日締切・500円
連絡先◆秋田県北部老人福祉総合エリア　0186-47-7070

手作り作家さんによ
るワークショップ

8月12日(月) 大館市 秋田県北部老人
福祉総合エリア

内容◆うちわ・ドリームキャッチャー
対象◆子どもと家族
申込・参加料◆申込不要・未定
定員◆なし
連絡先◆秋田県北部老人福祉総合エリア　0186-47-7070

ウォーターさばいば
る!

8月12日(月) 秋田市 秋田県児童会館 内容◆水鉄砲バトル！相手チームの的をねらえ！ぬれてもいい服装と
すべらない靴で参加してね！（雨天中止）
※水鉄砲は児童会館で準備したものを使用します
対象◆どなたでも
参加費◆無料･申込不要
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

創立120周年特別企
画
県立図書館探検隊
－図書館に眠るお
宝を発見せよ！－」

8月16日(金) 秋田市 秋田県立図書館 内容◆秋田県立図書館の閲覧室及び書庫
対象◆県内小学生・付き添いの保護者
参加料◆無料
定員◆各回32名程度（各回2ｸﾞﾙｰﾌﾟに分かれて館内見学する。）
申込・連絡先◆秋田県立図書館・ 企画・広報班018-866-8400

音楽にふれよう！ 8月16日(金) 秋田市 秋田県児童会館 内容◆秋田大学附属中学校のお兄さんとお姉さんが、音楽を届けてくれ
るよ♡ジブリやディズニーなどの曲を演奏予定！小さいお友だちも来て
ね！
対象◆どなたでも
参加費◆無料･申込不要
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

えほんでこんにちは 8月17日(土) 由利本荘
市

中央図書館１階
お話室

内容◆紙芝居、絵本の読み聞かせなど
対象◆乳幼児､小学生､その他一般
申込･参加料◆申込不要･無料
定員◆なし
連絡先◆由利本荘市中央図書館0184-22-4900

パンダのえほん修
理屋さん

8月17日(土) 秋田市 秋田市立中央図
書館明徳館文庫
(フォンテ文庫)

内容◆壊れたり破れたりした絵本を無料で修理いたします。
対象◆どなたでも
申込み◆不要
連絡先◆フォンテ文庫018-839-6167

作ってあそぼう工作
会

8月17日(土) 秋田市 秋田市立中央図
書館明徳館文庫
(フォンテ文庫)

内容◆「花火のつるしかざり」をつくろう！
対象◆2歳～小学3年生とその保護者
申込み◆不要
連絡先◆フォンテ文庫018-839-6167

13:00～20:30

10:30～11:30

10:30-12:00

11:30-12:00

10:00-11:30

10:00-15:00

10:00-15:00

①13:00-

14:00

②15:00-

16:00

10:30-11:30

14:30-15:30

10:00-10:20
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市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

ファミリーキャンピン
グクラブ
～夏のジオパーク
巡り鳥海山へチャレ
ンジ！～

8月17日～18
日

由利本荘
市、にかほ
市

①岩城少年自然
の家
②鳥海山
③亀田不動の滝

内容◆亀田不動の滝で水遊び　、河原の石を使ったストーンアート、
バーベキュー＆キャンプファイヤー、鳥海山の登山にチャレンジ
対象◆小・中学生と保護者
申込・参加料◆7月22日（月）午後１時まで・一人2,400円
定員◆先着6家族　20名程度
連絡先◆岩城少年自然の家・指導班0184-74-2011

みらいあ夏祭り 8月18日(日) 秋田市 秋田県児童会館 内容◆縁日やｱﾄﾗｸｼｮﾝ､子どもｶﾗｵｹ大会や花火など盛りだくさん！
対象◆どなたでも
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

就学や教育に関す
る相談会＜横手市
＞

8月19日,22日 横手市 横手市浅舞公民
館

内容◆就学や学習面・生活面等の発達に関する相談
対象◆保護者等
申込・連絡先◆お住まいの市教育委員会へ
                   【横手市教育委員会0182-35-2123】

就学や教育に関す
る相談会＜秋田市、
男鹿市、潟上市、南
秋田郡＞

8月20日(火) 潟上市 秋田県総合教育
センター

内容◆就学や学習面・生活面等の発達に関する相談
対象◆保護者等
申込・連絡先◆お住まいの市町村教育委員会へ
　　　　　　　　　【秋田市教育委員会（秋田市教育研究所）018-865-2530
　　　　　　　　　　男鹿市教育委員会0185-24-9101
　　　　　　　　　  潟上市教育委員会018-853-5371
　　　　　　　　　　五城目町教育委員会018-852-5372
　　　　　　　　　　八郎潟町教育委員会018-875-5812
　　　　　　　　　　井川町教育委員会018-874-4424
　　　　　　　　　　大潟村教育委員会0185-45-3240】

身体測定をしよう！ 8月20日(火) 潟上市 天王子育て支援
ｾﾝﾀｰ

内容◆身体測定
対象◆未就園乳幼児
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆潟上市天王子育て支援ｾﾝﾀｰ018-878-9809

横手市児童センター
お楽しみ企画
わいわい工作

8月20日(火) 横手市 横手市児童セン
ター

内容◆狩野健一先生の楽しい化学実験
対象◆小学生１５人（申し込み制）
受付期間◆8/1（木）～8/15（木）
申込・参加料◆保護者のかたが電話か直接児童センターにお申込みく
ださい。・無料
連絡先◆横手市子育て支援課　0182-32-2426

おはなしのしずくの
おはなし会

8月20日(火) 秋田市 秋田市立新屋図
書館(ほくとライ
ブラリー新屋図
書館)研修室

内容◆赤ちゃんからを対象とした、ボランティアグループ「おはなしのし
ずく」による絵本の読み聞かせなど
対象◆赤ちゃん～
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆ほくとライブラリー新屋図書館018-828-4215

「おはなし会」 8月20日(火) 秋田市 秋田市子ども未
来センター5階
ぷれいるーむ

内容◆子育てボランティアによる絵本の読み聞かせ、ペープサート等
対象◆就学前のお子さんと保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆秋田市子ども未来センター018-887-5340

9:30～
10:30-11:30

10:30-11:10

10:30-11:00

10:30-11:00

15:30-19:00
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市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

げんきっこクラブ
　　０歳児クラス

8月21日(水) 湯沢市 湯沢雄勝広域交
流センター

内容◆誕生会、親子ふれあい遊びなど
対象◆0歳のお子さんと、保護者または家族
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆湯沢市子育て支援総合ｾﾝﾀｰすこやか
　　　　　　　0183-72-3501

遊んで学ぶ親子の
インターネット

8月21日(水) 秋田市 生涯学習セン
ター

内容◆①親子パート（センター探検レポートを親子で作成しながらイン
　　　　　　ターネットの使い方を学ぶ）
　　　　 ②親パート（未就学児のインターネット利用で気をつけることにつ
　　　　　　いて学ぶ）　※託児あり
対象◆未就学児（3歳以上）と保護者
申込・参加料◆8月9日締切（ただし定員になり次第締切）・無料
定員◆親子8組
連絡先◆県生涯学習センター・学習事業班018-865-1171

ﾌﾟﾁ見学day 8月21日(水) 潟上市 潟上市出戸子育
て支援ｾﾝﾀｰ

内容◆出戸こども園内を親子で見学する　　対象◆未就園児とその保護
者　　　　申し込み・参加料◆申し込み不要・無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
定員◆なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先◆潟上市出戸子育て支援ｾﾝﾀｰ　018-878-4420　　　　　　　　　

おしゃべりタイム 8月22日(木) 湯沢市 湯沢市子育て支
援総合センター
内すこやか広場

内容◆実施月毎のテーマを決めて、参加者が情報交換をします。
対象◆0～3歳のお子さんと、保護者または家族
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆湯沢市子育て支援総合ｾﾝﾀｰすこやか
　　　　　　　0183-72-3501

就学や教育に関す
る相談会＜由利本
荘市・にかほ市＞

8月22日(木) 由利本荘
市

由利本荘市市民
交流学習セン
ター

内容◆就学や学習面・生活面等の発達に関する相談
対象◆保護者等
申込・連絡先◆お住まいの市教育委員会へ
　　　　　　　　　【由利本荘市教育委員会0184-32-1330
　　　　　　　　　 にかほ市教育委員会0184-38-2266】

簡単親子工作
～おさんぽﾊﾞｯｸﾞ～

8月22日(木) 潟上市 昭和子育て支援
ｾﾝﾀｰ

内容◆ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙで簡単な工作をします。
対象◆主に未就園児の子どもとその保護者
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆昭和子育て支援ｾﾝﾀｰ　018-838-0150

親子のふれあい広
場
「よちよち広場」

8月22日(木) 秋田市 秋田市子ども未
来センター5階
ぷれいるーむ

内容◆夏まつりごっこ
対象◆7か月～1歳6か月のお子さんと保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆秋田市子ども未来センター018-887-5340

こあらちゃんタイム 8月23日(金) 湯沢市 湯沢市子育て支
援総合センター
内すこやか広場

内容◆0、1歳児対象の親子ふれあい遊び、ベビーヨガ
対象◆0、1歳のお子さんと、保護者または家族
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆湯沢市子育て支援総合ｾﾝﾀｰすこやか
　　　　　　　0183-72-3501

10:15-11:20

10:00～11:30

10:30～11:00

10:00～10:30

  9:00-12:00

10:30-10:45

10:30～

11:30
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市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

横手市児童センター
夏休みスペシャル企
画
わいわい映画祭

8月23日(金) 横手市 横手市児童セン
ター

内容◆映画祭
対象◆お子さんと保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆横手市子育て支援課　0182-32-2426
なにをやるかはお楽しみ！

まま＆プレままのお
しゃべりクラブ

8月23日(金) 秋田市 秋田県児童会館 内容◆テーマ「子どもたちの生活リズムについて」
対象◆妊娠中、育児中のママ
参加費◆無料、申込不要
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

おはなしのへや 8月24日(土) 由利本荘
市

出羽伝承館(児
童コーナー）

内容：絵本の読み聞かせ
対象：乳幼児～一般
申込・参加料：申込不要・無料
定員：なし
連絡先：由利本荘市出羽伝承館 0184-62-0505

家庭教育講座
「夏休み親子木工教
室」

8月24日(土) 秋田市 秋田市太平山自
然学習センター
（まんらため）

内容◆木材加工
対象◆秋田市内在住の小学生（3～6年生）と保護者
申込・参加料◆電話による申込・無料
定員◆先着15組
連絡先◆秋田市教育委員会生涯学習室018-888-5810

音がいっぱい 8月25日(日) 大館市 有浦児童会館 内容◆親子で一緒に音楽を楽しむイベントです
定員◆20組
申込・連絡先◆つどいの広場ひよこ　（TEL）0186-49-3370

ﾖﾐｷｶｾ･ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ 8月25日(日) 由利本荘
市

中央図書館１階
お話室

内容◆外国語による絵本の読み聞かせ
対象◆幼児､小学生､その他一般
申込･参加料◆申込不要･無料
定員◆なし
連絡先◆由利本荘市中央図書館0184-22-4900

みんなでたのしくリ
ズムダンス

8月25日(日) 秋田市 秋田県児童会館 内容◆簡単なダンスをみんなでたのしく踊ろう！
対象◆どなたでも
参加費◆無料･申込不要
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

読み聞かせタイム 8月26日(月) 湯沢市 湯沢市子育て支
援総合センター
内すこやか広場

内容◆ｽﾀｯﾌがいろいろな絵本を紹介しながら読み聞かせをします。
対象◆乳幼児、保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆湯沢市子育て支援総合ｾﾝﾀｰすこやか
　　　　　　　0183-72-3501

幼児教室　合同 8月27日(火) 湯沢市 湯沢市子育て支
援総合センター
内すこやか広場

内容◆親子で参加の体験プログラム。集団療育。
対象◆成長、養育に心配のあるおおむね1～5歳のお子さんと保護者。
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆湯沢市子育て支援総合ｾﾝﾀｰすこやか
　　　　　　　0183-72-3501

わわわde子育てカ
フェ

8月27日(火) 大館市 大館市立松峰児
童館

内容◆子育てカフェ（おおだてde子育て）
申込◆申込は不要です
参加料◆300円
対象◆0～2歳児のお子さんとママ
連絡先◆おおだてde子育て　(TEL）090-2953-4846

10:30～11:30

午後２時～

9:45-12:30

10:30-11:00

 9:30-11:00

10:00-11:00

10:00-13:00

10:30-11:30

10:30-11:00

10:30-12:00

13:30-14:00
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市町村 施設等

場所

事業・イベント名称 日時 内容・連絡先・URL等

親子で楽しくﾘﾄﾐｯｸ
♪

8月27日(火) 潟上市 天王子育て支援
ｾﾝﾀｰ

内容◆親子ﾘﾄﾐｯｸ
対象◆１歳から３歳の未就園児（歩けるようになったお子さん）とその保
護者
申込・参加料◆申込必要（8/1～8/20、受付時間：平日9:30～15:00）・無
料
定員◆15組
連絡先◆潟上市天王子育て支援ｾﾝﾀｰ018-878-9809

親子で楽しむわらべ
うた

8月27日(火) 秋田市 秋田市立中央図
書館明徳館文庫
(フォンテ文庫)

内容◆メルヘンクラブによるわらべうたや絵本の読み聞かせなどを、親
子で一緒に楽しみます。
対象◆0～3歳児とその保護者
申込み◆不要
連絡先◆フォンテ文庫018-839-6167

げんきっこクラブ
　１歳以上児クラブ

8月28日(水) 湯沢市 湯沢雄勝広域交
流センター

内容◆誕生会、親子遊び、体操など
対象◆1歳以上のお子さんと、保護者または家族
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆湯沢市子育て支援総合ｾﾝﾀｰすこやか
　　　　　　　0183-72-3501

雄和図書館おはな
し会

8月28日(水) 秋田市 秋田市立雄和図
書館(ほくとライ
ブラリー雄和図
書館)

内容◆絵本や紙芝居の読み聞かせ
対象◆未就学児
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆ほくとライブラリー雄和図書館018-886-2853

ほっと子育て相談日 8月29日(木) 大館市 有浦児童会館 内容◆助産師さんによる子育て相談です
定員◆6組
申込・連絡先◆つどいの広場ひよこ　（TEL）0186-49-3370

おはなし会 8月29日(木) 由利本荘
市

岩城児童セン
ター（ウエーブ岩
城内）

内容：絵本の読み聞かせ
対象：乳幼児と保護者
申込・参加料：申込不要・無料
定員：定員なし
連絡先：由利本荘市岩城図書館（0184-73-3673）

親子のふれあい広
場
「ぴよぴよ広場」

8月29日(木) 秋田市 秋田市子ども未
来センター5階
ぷれいるーむ

内容◆ミニミニ夏まつりごっこ
対象◆2か月～6か月のお子さんと保護者等
申込・参加料◆申込不要・無料
定員◆なし
連絡先◆秋田市子ども未来センター018-887-5340

青少年教室「親子で
楽しむアイシング
クッキー」

8月31日(土) 秋田市 秋田市中央市民
サービスセン
ター（センター
ス）

内容◆調理実習
対象◆秋田市内在住の小学生と保護者
申込・参加料◆電話による申込・材料費1セットにつき1,000円
定員◆先着12組
連絡先◆秋田市教育委員会生涯学習室018-888-5810

パパとベビーマッ
サージ

8月31日(土) 秋田市 秋田県児童会館 内容◆大きなパパの手でうっとりマッサージ！パパとのお出かけデ
ビューに。
申込◆8/25締切
対象◆2ヶ月～1歳のお子さんと保護者
参加費◆500円
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

エネルギーサイエン
スショー

8月31日(土) 秋田市 秋田県児童会館 内容◆サイエンスインストラクターの阿部清人さんによる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイエンスショー特別版！
対象◆どなたでも
参加費◆無料･申込不要
連絡先◆秋田県児童会館018-865-1161

9:30～

14:30-16:30

11:00-11:30

11:00-12:00

①10:15-

10:45

②10:50-

11:20

10:00-11:30

10:00-11:30

10:30-11:30

10:30-11:15

13:30-15:00

10:00-11:30
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