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このクーポン券は、秋田市在宅子育てサポート事業

の利用の決定を受けた方に交付するものです。 令和5年3月
31日
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注意2

令和令和44年度年度

秋田市

多子世帯多子世帯

市からの個別通知はありません。
右記窓口での申請が必要です。
対象となるお子さん（同一世帯のお子さん全員）
の名前・住所・生年月日を確認しますので、健康
保険証をお持ちください。
クーポン券は、申請時にお渡しします。

秋田市子ども未来部子ども未来センター
https://www.alve.jp/facility/child/child_coupon（子ども未来センターHP）

［秋田拠点センター　アルヴェ5階］ TEL 018（887）5340
FAX 018（887）5335

クーポンの
使用期限は

お問い
合わせ

受付窓口
●子ども未来センター（アルヴェ5階）
●子ども育成課（秋田市役所2階）

対象
平成30年4月2日以降に生まれた保育所（園）や幼稚園等に入所
（園）していない就学前の第3子以降のお子さんとそのお子さ
んを含めた3人以上のお子さんのいる世帯

令和5年

3/ ■金

秋田市独自の子育て支援
在宅子育てサポート事業

秋田市

「多子世帯」に
更に手厚い
クーポン券

令和令和44年度年度

利用できるプランの内容
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親子でランチ
クッキングプラン

おうちで子育てをしている家庭の皆さん、クーポン券をご利用ください。

多子世帯多子世帯
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病児保育プラン◆クーポン券1枚＝500円　［注意］ 事前の利用登録が必要です。

子育てタクシープラン◆クーポン券1枚＝500円　［注意］ 事前の利用登録が必要です。

ランチで食育プラン◆クーポン券1枚＝500円

お子さんが病気の際、仕事を休めない保護者の方のために看護師などがお子さんを一時的に保育する病児保育に
利用できます。利用料金に応じ、クーポン券またはクーポン券＋現金でお支払いください。おつりは出ませんのでご
注意ください。

外出のサポートや保護者の代わりにお子さんの利用支援送迎等を行う子育てタクシーを利用できます。利用料金に応
じ、クーポン券またはクーポン券＋現金でお支払いください。おつりは出ませんのでご注意ください。

レストラン等が開催するランチ付きの離乳食教室や食育講座等に親子で参加できるプランです。
各レストランとも、受入枠がありますので、必ず事前に予約してください。
8月以降の実施日については、各レストランへご確認ください。

運行会社名 郵便番号 所在 電話番号
国際タクシー株式会社 010-0023 秋田市楢山本町3番3号 833-5931
秋田合同タクシー株式会社 010-0976 秋田市八橋南一丁目3番22号 864-1227
あさひ自動車株式会社 010-0063 秋田市牛島西一丁目1番11号 834-5555

利用可能病院名 郵便番号 所在 電話番号
市立秋田総合病院病児保育園　あすなろ 010-0931 秋田市川元山下町7番10号 883-1520
中通総合病院　病児保育室 010-0012 秋田市南通みその町3番15号 833-1122
ビーンズ保育園　病児保育室 010-0903 秋田市保戸野八丁2番9号 853-7166

　

急な病気でも安心プラン

いつでもお助けタクシープラン

親子でランチクッキングプラン

株式会社イヤタカ
（ゲストハウスヴァレリアーノ）

センティール・ラ・セゾン千秋公園
（オステリア  ムーリベッキ）

◉5月16日（月）／11：30～13：30
　離乳食や幼児食に関する講話

◉5月23日（月）／11：30～13：30
　中期離乳食教室（対象年齢：7か月〜8か月頃）

◉6月13日（月）／11：30～13：30
　後期離乳食教室（対象年齢：9か月〜11か月頃）

◉7月4日（月）／11：30～13：30
　完了離乳食教室（対象年齢：1歳〜1歳6か月頃）

◉7月25日（月）／11：30～13：30
　調理体験（対象年齢：3歳頃〜）

お問い合わせ

センティール・ラ・セゾン千秋公園（オステリア　ムーリベッキ）
〒010-0001  秋田市中通二丁目2番30号
☎0800-800-6089　FAX853-5611

◉5月16日(月)／10：30～13：30
　中期離乳食教室（対象年齢：7か月〜8か月頃）

◉6月6日(月)／10：30～13：30
　後期離乳食教室（対象年齢：9か月〜11か月頃）

◉7月4日(月)／10：30～13：30
　完了離乳食教室（対象年齢：1歳〜1歳6か月頃）

◉7月25日(月)／10：30～14：00
　調理体験（対象年齢：3歳頃〜）

お問い合わせ

株式会社イヤタカ（ゲストハウスヴァレリアーノ）
〒010-0001  秋田市中通六丁目1番13号
☎835-1188　FAX835-1110



親子遠足プラン◆クーポン券4枚＝親子2人

NPOとの協働により開催する親子で出かける日帰り遠足プラン（貸切バスを運行）です。
現地集合型は貸切バスの運行がなく、会場に現地集合となります。クーポン券3枚（＝親子2人）で参加できます｡

●�保育士が同行し、子育て相談を受け付けます。
●申し込みは、各NPOに電話またはファクス、下記二次元コードを読みとり申込フォームに入力後、送信してください。
　集合場所・持ち物等は、後日NPOから連絡があります。
●日時やコースが変更になる場合もあります。

特定非営利活動法人 Akitaコドモの森

NPO法人 ここはぐ

NPO法人 秋田育さぽドリームエンジェル

特定非営利活動法人 子育て応援Seed

期日 種別 プラン名 行先

令和4年5月20日（金） バス使用型 ほっこり♨ 城下町で楽しむ朝市さんぽ 南秋田郡五城目町

令和4年6月10日（金） バス使用型 Let’s cooking！ 森のキッチンでピザ作り体験 秋田市河辺
（山の学校北の風）

令和4年6月24日（金） 現地集合型 ママもゆったり 新緑の森で楽しむお外cafe　 秋田市内

令和4年7月2日（土） バス使用型 家族で挑戦！ 魚つかみ体験・アウトドアクッキング 大仙市協和
（びんだれ園）

令和4年7月22日（金） 現地集合型 親子で陶芸 土を楽しむお茶碗作り体験　 秋田市上北手
（遊学舎）

令和4年9月16日（金） バス使用型 とっておきの農場ではじめての動物ふれあい体験 男鹿市船川港
（どんぐり農場）

令和4年10月14日（金） バス使用型 果物の秋！ 旬のりんごまるごと体験 秋田市河辺
（Cocopelli果樹園）

令和4年11月18日（金） 現地集合型 mono作り 木の積み木作り 秋田市上北手
（遊学舎）

令和5年1月11日（水） 現地集合型 mono作り 木の器作り 秋田市上北手
（遊学舎）

令和5年2月8日（水） バス使用型 Enjoy！ 雪遊び ＆ 節分体験 秋田市仁別
（木こりの宿）

期日 種別 プラン名 行先

令和4年6月22日（水） 現地集合型「ハーバリウム」
初夏の自然な美しさを小瓶に詰めて

秋田市
（遊学舎）

令和4年7月5日（火） バス使用型 「簡単お昼寝アートのコツ伝授」
お昼寝時間だって思い出とインスタ映え

秋田市
（遊学舎）

令和4年7月7日(木） バス使用型 「ブルーベリー摘み」
食物繊維いっぱいの大粒ブルーベリー摘み取り体験

秋田市
（種沢果樹組合）

令和4年9月3日（土） 現地集合型「オリジナルクレープとタピオカジュース作り」
一枚一枚焼くオリジナルクレープ

秋田市
（秋田市南部市民サービスセンター）

令和4年9月16日（金） バス使用型 「なしぶどう狩り」
食欲の秋を満喫！

潟上市
（加賀谷果樹園）

令和4年10月12日（水） バス使用型 「リンゴ狩り」
新鮮リンゴを枝からもぎ取り体験

秋田市
（種沢果樹組合）

令和4年11月7日（月） 現地集合型「色で育む時間」
０歳からの色育体験

秋田市
（遊学舎）

令和4年12月8日（木） 現地集合型「クリスマスパン」
五感を刺激、ツリー型パンを手作りで

秋田市
（秋田市南部市民サービスセンター）

令和5年2月21日（火） バス使用型 「歯固め、木のおもちゃ作り体験」
手作りの歯固めおもちゃを作ろう

秋田市
（プラザクリプトン 秋田県森林学習交流館）

期日 種別 プラン名 行先

令和４年5月24日(火) バス使用型 のびのびベビーヨガ＆ピクニック 井川町
（国花苑）

令和４年6月14日(火) 現地集合型 季節の草木染めで大判ハンカチ作り体験と笹巻きランチ 秋田市
（農山村地域活性化センターさとぴあ）

令和４年7月14日(木) バス使用型 食べ放題！ ブルーベリー狩り 大仙市
（神宮寺観光果樹園）

令和４年9月13日(火) 現地集合型 季節の草木染めでエコバッグ作り体験 秋田市
（農山村地域活性化センターさとぴあ）

令和４年9月29日(木) バス使用型 ママのためのすっきりリフレッシュヨガ＆ピクニック 潟上市
（天王グリーンランド）

令和４年10月13日(木) バス使用型 袋いっぱい！ りんご狩り 秋田市
（種沢果樹組合）

令和４年11月10日(木) 現地集合型 新米おむすび体験・手形足形アート作り 秋田市
（農山村地域活性化センターさとぴあ）

令和４年12月15日(木) 現地集合型 餅つき体験・しめ縄作り体験 秋田市
（農山村地域活性化センターさとぴあ）

令和４年12月20日(火) 現地集合型 お楽しみクリスマス会 秋田市
（遊学舎）

期日 種別 プラン名 行先

令和4年6月28日（火） バス使用型 サクランボ狩りに行こう 横手市
（金沢隆志果樹園）

令和4年7月8日（金） 現地集合型 陶芸でコドモプレートをつくろう 秋田市
（秋田市南部市民サービスセンター）

令和4年9月10日（土） バス使用型 ブドウもナシも♪くだもの狩りに行こう 潟上市
（加賀谷農園）

令和4年10月5日（水） バス使用型 鳥海山木のおもちゃ美術館に行こう 由利本荘市
（鳥海山木のおもちゃ美術館）

令和4年11月4日（金） 現地集合型 炭火で焼く新米きりたんぽをつくろう 秋田市
（農家民宿 重松の家）

令和4年12月17日（土） 現地集合型 秋田杉でクリスマスツリーをつくろう 秋田市
（秋田市南部市民サービスセンター）

令和5年1月19日（木） 現地集合型 アンパンマンのおこさまランチと恵方巻をつくろう 秋田市
（秋田市南部市民サービスセンター）

令和5年2月28日（火） 現地集合型 ママとコドモのおやこヨガをしよう 秋田市
（秋田市南部市民サービスセンター）

令和5年3月23日（木） 現地集合型 秋田県産大豆でお味噌づくりをしよう 秋田市
（農家民宿 重松の家）

〒010-0821 秋田市濁川字菅場6-64
TEL.827-6465  FAX.827-6465申込先 申込先

申込先 申込先

〒010-1201 秋田市雄和田草川字太田38-1
TEL.080-3328-7799  FAX.853-8201

〒010-1403 秋田市上北手荒巻字堺切24-2
TEL.080-8607-2126

〒010-1403  秋田市上北手荒巻字堺切24-2
TEL.090-6453-3947

わんぱくキッズのおでかけプラン



一時預かりサービスや託児サービスの利用プランです。理由は特に必要ありません。
お買い物やリフレッシュなどにもご利用ください。各施設とも、受入枠がありますので、必ず事前に予約してください。

●�各施設で設定している一時預かり利用料に応じ、クーポン券またはクーポン券＋現金でお支払いください。
　おつりはでませんのでご注意ください。一時預かりプラン◆クーポン券1枚＝500円

地区 摘要 施設名 住所 年齢制限 電話番号 ファクス

秋田市子ども広場 秋田市中通二丁目8番1号
フォンテAKITA6階 6ヶ月以上 893-6075 兼用

北
部

保育所 寺内保育所 寺内油田二丁目5番1号 863-6253 863-6309
保育所 こどものいえ保育園 外旭川字三後田172番地 893-4340 893-4341
保育所 ナーサリー土崎 土崎港中央六丁目10番6号 845-1571 874-9626
保育所 さくらんぼ保育園 外旭川字前谷地53番地1 827-3916 827-3934
認定こども園 外旭川わんわんこども園 外旭川字梶ノ目534番地 868-3400 868-6110
認定こども園 けやき平こども園 飯島字前田表248番地 845-7985 853-4066
認定こども園 幼保連携型認定こども園ふじ 飯島飯田一丁目12番40号 816-0550 816-0551
認定こども園 幼保連携型認定こども園ナーサリーふじ 飯島西袋一丁目1番3号 893-5880 893-5881

小規模保育 シエルアンジュ園 土崎港中央五丁目4番8号
ニューポートビル1F 853-1725 853-1726

中
央

保育所 秋田聖徳会第一ルンビニ園 旭南一丁目5番10号 862-3857 862-1900
保育所 秋田聖徳会第二ルンビニ園 川元小川町1番53号 862-3858 862-3859
保育所 あきた保育園 南通築地2番6号 833-4614 889-3432
保育所 みどり保育園 楢山南中町1番32号 835-9298 835-8119
保育所 わかこま第一保育園 山王二丁目1番21号 862-0266 874-8144
保育所 わかこま第二保育園 山王六丁目7番26号 865-1033 853-7110
保育所 南通りすこやか保育園 中通五丁目10番14号 874-8102 874-8103
保育所 こぐま保育園 泉菅野二丁目9番11号 866-7767 893-4460
保育所 かわしり保育園 山王臨海町4番15号 823-3254 874-9751
保育所 ほどの保育園 保戸野鉄砲町5番60号 823-6928 874-9569
保育所 かわぐち保育園 楢山登町10番50号 832-4582 874-9761
保育所 やどめ保育園 千秋矢留町2番8号 884-7474 884-7440
保育所 みつば保育園 保戸野八丁2番20号 874-9881 874-9882
保育所 ナーサリー小鳥の木 八橋イサノ二丁目4番29号 883-1341 827-6363

認定こども園 聖霊女子短期大学付属幼稚園・保育園 南通みその町5番3号
1歳児以上

（4/1現在、1歳を超
えているお子さん）

835-5692 838-1331

認定こども園 認定こども園山王幼稚園・保育園 山王中園町4番15号 0～3歳未満 862-2223 862-2244
認定こども園 あきた中央こども園 保戸野千代田町1番10号 0～3歳未満 896-0121 896-0119
認定こども園 ウェルビューいずみこども園 泉菅野二丁目17番27号 896-6277 896-6482

認定こども園 認定こども園　サン・パティオこども園 大町一丁目2番7号
サン・パティオ大町内 827-3864 874-7424

認定こども園 ならやま認定こども園 南通宮田16番30号 832-5008 832-5007
認定こども園 白百合いずみこども園 泉中央五丁目6番1号 823-1626 874-9644
認定こども園 認定こども園秋田幼稚園 高陽青柳町13番31号 2歳以上 862-3542 862-1992

小規模保育 チェリッシュ保育園 茨島四丁目3番36号
秋田アスレティッククラブ内 802-0487 802-0487

小規模保育
認可外 大町子供の家 大町五丁目7番38号 823-4859 823-7554

事業所内保育 し～な保育園 八橋南一丁目1番3号 803-0170 803-0180
事業所内保育 きらら保育園かんとう通り 大町二丁目5番1号 895-7267 895-7268

企業主導型保育 ゆめの樹保育園 山王四丁目4番14号
教育会館1階 827-6810 827-6811

企業主導型保育 さんのうベビー園 川元開和町13番34号 838-6722 838-6723
認可外 どんぐりホーム 山王二丁目11番15号 863-3606 863-3606
ベビーシッター 子育て・高齢者介護サポートばっけの会 南通亀の町1番25号 834-4733 834-4844

地区 摘要 施設名 住所 年齢制限 電話番号 ファクス

東
部

保育所 こばと保育園 広面字釣瓶町71番地4 834-3429 836-3424
保育所 ひがし保育園 手形字扇田18番地1 6ヶ月以上 835-6730 835-6732
保育所 さくら保育園 桜二丁目13番27号 884-7377 884-7378
保育所 こひつじ保育園 広面字近藤堰添46番地4 835-1227 835-1270
保育所 こどものくに保育園 東通二丁目10番22号 834-9548 827-6777
保育所 あさひ保育園 手形字山崎92番地18 832-8833 836-1036
保育所 秋田駅東保育園 東通三丁目6番8号 3歳未満児のみ 837-4152 837-1154
保育所 グリーンローズてがた保育園 手形休下町1番33号 834-0766 838-0246
保育所 ニチイキッズ秋田ひろおもて保育園 広面字堤敷73番地1 825-9533 825-9534
認定こども園 こまどり幼稚園・保育園 横森五丁目1番29号 834-8130 838-1452
認定こども園 あさひかわこども園 泉東町8番56号 868-3700 868-3718
認定こども園 秋田認定こども園 手形休下町3番4号 832-6812 884-7538
小規模保育　 シエル2号館 東通仲町21番14号 853-1670 853-1671
小規模保育 こまどりリトル園 横森五丁目18番9号 838-1440 838-1446

小規模保育 こまちベビー園 中通七丁目1番2-3号
秋田ノーザンゲートスクエア1F 838-4414 838-4415

小規模保育 もりのらくえん 桜三丁目9番2号 807-2118 811-0531

企業主導型保育 ニチイキッズ秋田はすぬま保育園 広面字蓮沼104番地1
クリーンセラミックマンション1階 825-8128 825-8127

西
部

保育所 日新保育園 新屋町字関町後77番3号 1歳児以上 828-3211 828-4700
保育所 勝平保育園 新屋松美ガ丘南町16番13号 823-4520 823-3668
保育所 はねかわ保育所 下浜羽川字下山48番地105 879-2139 879-2162
保育所 グリーンローズ保育園 新屋表町8番19号 0～2歳児 828-3049 828-8185

認定こども園 幼保連携型認定こども園　勝平幼稚園 ひよ
こ保育園 新屋松美ガ丘東町9番23号 863-6227 863-6886

認定こども園 認定こども園　ルーテル愛児幼稚園 新屋表町8番19号 3～5歳児 828-3038 828-8185
認定こども園 認定こども園　新屋幼稚園・ほいくえん 新屋扇町4番27号 828-2119 828-2207

南
部

保育所 ごしょの保育園 御所野地蔵田二丁目9番6号 892-7555 892-7226
保育所 上北手保育園 上北手猿田字苗代沢87番地6 839-3595 853-5010
保育所 秋田聖徳会牛島ルンビニ園 牛島東四丁目7番48号 832-3045 874-9729
認定こども園 幼保連携型認定こども園　にいだこども園 仁井田本町三丁目5番48号 3歳未満 839-2048 839-2171
認定こども園 幼保連携型認定こども園　四ツ小屋 四ツ小屋字城下当場2番地4 839-2734 839-2734

認定こども園 幼保連携型認定こども園　秋田太陽幼稚園・
ベビー園 大住三丁目3番41号 839-0311 839-0313

認定こども園 あおぞら幼保連携型認定こども園 仁井田字仲谷地284番地 839-5375 839-5323

認定こども園 幼保連携型認定こども園
あおぞらなないろ園　　　　　　　　　　 四ツ小屋字中野258番地 839-7979 829-1574

小規模保育 ごしょのベビー園 御所野堤台一丁目5番4号 838-1151 838-1154
託児 特定非営利活動法人子育て応援Seed　 上北手荒巻字堺切24番地2　 828-3167 -

託児 NPO法人ここはぐ 上北手荒巻字堺切24番地2　 070-
1148-5589 -

河
辺

保育所 河辺保育所 河辺北野田高屋字上前田表
68番地1 882-3056 853-0866

保育所 岩見三内保育所 河辺三内字外川原115番地 883-2555 兼用

雄
和

保育所 新波保育所 雄和神ヶ村字陳笠262番地 887-2014 887-2043
保育所 川添保育所 雄和椿川字長者屋敷33番地 886-2139 886-2518
保育所 雄和中央保育所 雄和種沢字戸草沢105番地 886-2595 886-2668

在宅ママ･パパのゆっくりプラン



公共施設利用プラン◆クーポン券1枚＝500円　［注意］ 回数券購入には使用できません。 絵本引き換えプラン◆クーポン券1枚＝500円

家族写真撮影プラン◆クーポン券1枚＝500円

大森山動物園やザ・ブーンの入園料・入館料や新屋ガラス工房での手型・足型サンドキャスト体験にご利用できるプ
ランです。ご家族でおでかけの際の入園料・入館料等に応じ、クーポン券またはクーポン券＋現金でお支払いください。
おつりは出ませんのでご注意ください。

市立図書館がおすすめする絵本（別添リーフレット参照）の中から、お好きなものと引き換えできます。
代金に応じ、クーポン券またはクーポン券＋現金でお支払いください。おつりは出ませんのでご注意ください。

お子さんの写真や家族の記念写真撮影に利用できるプランです。撮影に必要な料金に応じ、クーポン券またはクーポン
券＋現金でお支払いください。おつりは出ませんのでご注意ください。

写真館名 郵便番号 所在 電話番号
旭写真 010-0802 秋田市外旭川字梶ノ目336番地4 868-0252

株式会社岩田写真
岩田写真本店 010-0001 秋田市中通一丁目3番30号 834-5015
フォトスタジオスマイリー山王店 010-0952 秋田市山王新町1番19号 896-1322
フォトスタジオスマイリー御所野店 010-1412 秋田市御所野下堤二丁目1番13号 892-7752

三笠写真館 010-0947 秋田市川尻上野町1番53号 823-7931
みかみ写真館 010-0041 秋田市広面字昼寝29番地9 833-6445
有限会社造酒写真館 010-0905 秋田市保戸野中町1番12号 862-4048
有限会社斎藤写真館 010-0062 秋田市牛島東六丁目2番35号 833-1339
センティール・ラ・セゾン千秋公園 010-0001 秋田市中通二丁目2番30号 853-5600

店名 所在 電話番号
石川書店 秋田市大町二丁目2番2号 862-2129

（株）加賀谷書店

東通店 秋田市東通仲町2番14号 837-3788
茨島店
（イオンタウン茨島内） 秋田市茨島四丁目3番24号 883-3577

（株）WAP

TSUTAYA仁井田店 秋田市仁井田本町五丁目1番20号 839-4646
TSUTAYA広面店 秋田市広面字近藤堰越63番地1 837-4646
TSUTAYA中野店 秋田市下新城中野字琵琶沼384番地1 873-7622

ひらのや書店 秋田市大町一丁目5番19号 862-4488

（株）スーパーブックス スーパーブックス八橋店
（ショッピングセンターパブリ内） 秋田市八橋大道東1番2号 883-5095

（株）未来屋書店

土崎港店
（イオン土崎港店内） 秋田市土崎港南二丁目3番41号 816-0223

秋田店
（イオンモール秋田店内） 秋田市御所野地蔵田一丁目1番1号 892-6533

たまごのえほん おでかけ版

いしかわこうじ／作・絵
へびくんのおさんぽ
いとうひろし／作・絵

おばけパーティ
ジャック・デュケノワ／作
大澤晶／訳

上記書店のほか、次の施設でも引き換えできる絵本を
常時展示しています。親子で手にとって、お気に入りの
絵本を見つけてください。

秋田市立図書館ホームページでも検索可能です。

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/shakai-shogai/1008469/index.html

なかよし親子でおでかけプラン 親子の絵本プラン

はいポーズ！プラン

クアドーム
ザ・ブーン

ガラス工房
〜手型・足型サンドキャスト体験〜

大森山動物園
〜あきぎん オモリンの森〜

開園期間

令和4年11月30日まで（期間中無休）

開園時間

午前9時〜午後4時30分
（入園は午後4時まで）

入 園 料

大人730円、高校生以下無料、
年間パスポート1,250円

お問い合わせ

秋田市大森山動物園　☎828-5508

開館期間

不定休（※HP等でご確認ください）

開館時間

［通常］午前10時〜午後8時

入 館 料

大人520円、中学・高校生415円、
3歳から小学生310円、3歳未満無料

お問い合わせ

クアドーム ザ・ブーン　☎827-2301

休館日

毎週火曜日・年末年始（12月28日〜1月4日）

開館時間

［通常］午前9時〜午後5時

体 験 料

親子1組2,200円（入館無料）

お問い合わせ

新屋ガラス工房（要予約）
☎853-4201

展示施設 開館時間 休館日 電話

きららとしょかん明徳館
平日

土・日・祝日

午前9時〜午後7時
（7月のみ午後8時まで）

午前9時〜午後5時
月曜日（月曜日が祝日・振替
休日の場合はその翌日）毎月末
日（末日が土・日・祝日・振替
休日の場合は直前の平日）年末
年始（12月29日〜 1月4日）

832-9220

きららとしょかん
河辺分館

平日
土・日・祝日

午前10時〜午後6時
午前10時〜午後5時 881-1202

明徳館文庫（フォンテ文庫）
子どもライブラリー 午前10時〜午後6時 年末年始

（12月29日〜 1月3日）
893-6167

きららとしょかん土崎図書館

平日
土・日・祝日

午前10時〜午後7時
午前10時〜午後5時

月曜日（月曜日が祝日・振替
休日の場合はその翌日）毎月末
日（末日が土・日・祝日・振替
休日の場合は直前の平日）年末
年始（12月29日〜 1月4日）

845-0572

きららとしょかん新屋図書館 828-4215

きららとしょかん雄和図書館 886-2853

絵本プラン
イメージキャラクター


