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健　　康

時間　9：00～12：00　※記入用紙があり手続き終了

まで30～40分かかります。余裕をもっておいでください。

場所、期日

　北秋田市保健センター　６月５日（月）･19日（月）

　合川保健センター　　　６月12日（月）･26日（月）

　森吉支所　　　　　　　６月５日（月）･19日（月）

　阿仁支所　　　　　　　６月12日（月）

日時　６月15日（木）　受付　13：00～13：30

場所　北秋田市保健センター　

持参　母子健康手帳、予診票

日　時　9：30～11：30

場　所　北秋田市保健センター　　６月14日（水）

　　　　合川保健センター　　　　６月５日（月）

　　　　森吉保健センター　　　　６月16日（金）

　　　　阿仁保健・福祉センター　６月28日（水）

内　容　健康相談、血圧測定等

持ち物　健康手帳（ない方は相談時にお渡しします）

日時　６月15日（木）　受　　付　15：00～16：00

　　　　　　　　　　　相談時間　15：00～17：00

場所　鷹巣阿仁福祉環境部（北秋田保健所）

相談対応医師　保健所嘱託医

◎お問い合わせ 鷹巣阿仁福祉環境部　　６２－１１６５ 

母子健康手帳交付

健 康 相 談

予防接種（ポリオ）

精神保健相談・老人精神保健相談及びアルコール健康相談（要予約）

◎お問い合わせ
　北秋田市保健センター　　62－6666
　合川保健センター　　　　78－4272
　森吉保健センター　　　　72－3455
　阿仁保健センター　　　　82－2116
　

鷹 巣 高 校
鷹 巣 技 術 専 門 校
ハ ロ ー ワ ー ク た か の す

10：00～12：30
13：30～14：50
15：20～16：30

６月７日（水）全血

サークル名

キッズ・パーク

め だ か 教 室

親子ふれあい広場

ひなたぼっこの会

日にち

16日

１日

６日

22日

２日

会　場

北秋田市保健センター

森吉保健センター

合川保健センター

〃

ふるさと文化センター

内　容

お誕生会

親子あそび

みんなで虫歯予防

バス遠足

人形劇

６月の子育てサークル
時間は10：00～11：30
（森吉は9：30から、阿仁は11：00まで）
キッズパークのお問い合わせはもろびこども園　62-3444

歯の衛生週間　６月４～10日
標語「ごちそうさま　おはしをブラシにもちかえる」

公 民 館

文化会館

スポーツ

北秋田市中央公民館　　６２－１１３０

【６月のロビー展】押花教室「花ことば」

６・９（金）人権擁護　無料相談　　 �10:00～15:00

　　10（土）「トライあんぐる」　　　 �9:00～12:30

　　　　　　　◆能代エナジアムパーク見学

合　川　公　民　館　　７８－２１１４

【ロビー展】あじさいグループ（～18日）　　　　　

６・４（日）七宝焼き講座　　　　　 �13:00～16:00

　　６（火）大館北秋田校長会研究大会�10:50～15:30

　　16（金）郷土料理講座　　　　　 �10:00～12:00

森　吉　公　民　館　　７２－３２５９

【サロン展】清月会（～15日）

６・２（金）絵手紙教室　　　　　　 �10:00～12:00

　　　　　　ガーデニング教室　　　 �14:00～15:30

　　７（水）昔のおやつ作り教室　　 �13:30～15:30

　　14（水）フラダンス教室　　　　 �13:30～15:00

　　16（金）絵手紙教室　　　　　　 �10:00～12:00

　　　　　　ガーデニング教室　　　� 14:00～15:30

阿　仁　公　民　館　　８２－２２２０

【ロビー展】「阿仁合・大阿仁保育園児絵展示」（～15日）

６・２（金）人形劇「ボッケ座」公演　 10:00～12:00

　　３（土）わんぱくクラブ開講式 　�10:00～13:00

６・３（土）・４（日）県北地区高校演劇連盟合同発表会9:00～

　　17（土）おはなしでてこいミニスペシャル　 15:00～ 

　　　　　　　人形劇「タコとねこ」ほか　　　　　

　

６・３（土）・ ４（日）高円宮賜杯第26回全日本学童

　　　　　　軟式野球北秋田大会　　 中央公園野球場

　　　　　　北秋田市・上小阿仁村ミニバスケット

　　　　　　ボール大会　　 � � 　 合川体育館

　　４（日）秋田県マスターズ秋田県予選会（バレー

　　　　　　ボール）　　 � � 　 鷹巣体育館

　　10（土）もりよしカップ（バスケットボール） 

� � � 　 森吉総合スポーツセンター

　　11（日）第２回北秋田市バドミントン総合選手権

　　　　　　大会� � � 　 鷹巣体育館

　　　

合川地区（胃がん検診・基本健診）
＊胃がん検診　５：30～７：00
＊基本健診　　９：00～10：00

６月２日

６月５日

６月６日

６月７日

６月９日

６月12日

６月13日

６月14日

６月16日

６月19日

６月20日

６月21日

６月23日

６月26日

６月27日

６月28日

６月30日

李岱勤労者福祉研修施設

福田獅子舞伝承館

羽根山集会施設

木戸石児童館

松が丘児童館

増沢集会施設

セントラル合川

上杉会館

下杉会館

川井公民館

杉山田集会施設

鎌沢生活改善センター

西根田生活改善センター

三里担い手センター

三木田集会施設

東根田集会施設

合川保健センター

李岱

新田目、福田、明田

羽根山、羽立

木戸石、美栄

松が丘、八幡岱、林岱、弥栄、金沢

増沢

合川１丁目～７丁目

道城、上杉、桃栄

下杉、梅栄

川井

杉山田、雪田

鎌沢

西根田

三里、大内沢

三木田、摩当

東根田、芹沢

合川地区全域の未受診

月　日 会　場 対象地域

６月１日

６月５日

６月７日

６月８日

６月９日

６月12日

吉 田 分 館

戸鳥内生産センター

大 阿 仁 出 張 所

ふるさと文化センター

保健・福祉センター

荒瀬地区コミセン

根 子 児 童 館

５：30～７：00

５：30～６：00

５：30～７：00

５：30～７：00

５：30～７：00

５：30～７：00

５：30～７：00

阿仁地区（胃がん検診）

月　日 会　場 対象地域

備　考
検診前日の午後８時以降は飲食はせず、当

日は喫煙や飲食をしないで受けてください。

平成19年開催　君のハートよ位置につけ

秋田わか杉国体
北秋田市は、バレーボール、フェンシング

山岳、アーチェリーの会場です

●インターネット講座

日　時　６月20、23、27、30日　18：30～20：30

場　所　上杉あいターミナル

内　容　インターネットの利用方法や安全対策

受講料　1,500円（本代込み）申込み　６月12日まで

●自作パソコン作成講座

日　時　６月24日（土）、25日（日）10：00～16：00

場　所　上杉あいターミナル　２階研修室

内　容　パソコンの組み立て、OS等のインストール

　　　　部品代等は自己負担（事前相談有り）

申込み　６月９日（金）まで

上記２件とも※申込者多数の場合は抽選　

◎申し込み・お問い合わせ

　　　上杉あいターミナル� 　　　　７８－９２９０

日　時　６月22日（木）、23日（金）９：00～17：00

場　所　秋田県立鷹巣技術専門校パソコン室

受講料　1,000円程度（テキスト代）　

定　員　10名　申込み　６月20日（火）まで

◎申し込み・お問い合わせ

　　　鷹巣技術専門校　� 　　　　６２－１６２６

上杉あいターミナルパソコン講座

お知らせ

ラジオ体操100日運動に参加しよう
実施期間　６月10日（土）～９月30日（土）

参加団体の都合の良い所で誰でも参加できます。

◎お問い合わせ　鷹巣体育館　�　　　６２－３８００

「エクセル中級」講習

平成20年春季開催

第59回 全国植樹祭
テーマ「手をつなごう 森と水とわたしたち」

会場　北秋田市「北欧の杜公園」

６・11（日）第57回県体・第61回国体（大・北・鹿ブ

　　　　　　ロック予選）（野球）　 中央公園野球場

　　17（土）・18（日） 大館・北秋田中学校総合体育

　　　　　　大会バレーボール大会　 �　 鷹巣体育館

　　18（日）天皇杯北秋田予選（野球）�　　 森吉球場

第62回国民体育大会リハーサル大会 

　みんな見に来て応援しよう！！

期　日　６月10日（土）～11日（日）

場　所　特設アーチェリー競技場（阿仁吉田）

第39回全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会

Information　お知らせ Information　お知らせ

植樹祭シンボルマーク


