
子育て情報 ６月

■�乳幼児期の子どもを持つ保護者の方が、親子の絆を
深め心豊かな子どもを育てていくことを応援するた
め、市内の施設でいろいろな事業を行っています。

※�参加対象は市内の未就学児とその保護者です。どの地域
の活動にも参加していただけます。
※講座の詳しい内容は各担当にお問い合わせください。

■�皆さんの子育てを応援する子育て支援セ
ンターでは、いろいろな子育て支援事業を
行っています。
　�　市内在住の未就園児とその保護者の方
が対象です。お気軽にご利用ください。

電話／ FAX 利用時間
水口子育て支援センター 65-5511 月～土 9:00 ～ 17:00
土山子育て支援センター 66-0375／66-2012 月～金 9:00 ～ 17:00
甲賀子育て支援センター 88-8115／88-8145 火～土 9:00 ～ 17:00
甲南子育て支援センター 86-0949 月～金 9:00 ～ 17:00
信楽子育て支援センター 82-2799 火～土 9:00 ～ 17:00

子育て情報 ６月

家庭教育支援事業
こども未来課
問・申／ 86-8171／Fax86-8380

★ベビーマッサージ講座
●日時／12日（火）10：30～11：30
●場所／市役所甲南庁舎　3階和室
●対象／7か月未満児とその保護者
●定員／要申込・15組
●持ち物／バスタオル

★親子ふれあい運動広場
●日時／13日（水）10：30～12：00
●場所／岩上体育館
●対象／1歳半～未就園児とその保護者
●定員／25組（要申込）
●参加費／親子１組200円
●持ち物／体育館シューズ（親子共）、 
タオル、お茶

★親子ふれあい食育講座
『親子で一緒に、はちみつ梅を作ろう』
●日時／18日（月）10：30～12：00

●場所／かえで会館（甲南町）
●対象／2歳半～未就園児とその保護者
●定員／12組（要申込）
●参加費／1200円程度（うめ1Kg含む）
●持ち物／エプロン・三角巾・上靴（子ど
ものみ）・古タオル・保存容器
※事前にお問い合わせください。

★乳幼児おはなし広場
　（同じ内容で２回開催）
●日時／26日(火) 10:30～10:50
  11:00～11:20
●場所／水口図書館
●対象／0・1・2歳児とその保護者

児童館事業
★にんくる子育て広場
『布のおもちゃ作り～くまのポーチ～』
問・申／ 88-5692／Fax88-5696
●日時／15日（金）10：00～11：30
●場所／にんくる児童館（相模教育集会所）
●定員／10組（要申込）
●参加費／500円

※道具は準備しています。
※申込み締め切りは6／11（月）まで

★かえで子育て広場
『わらべうた』

問・申／ 86-4363
●日時／15日（金）10：30～11：15
●場所／かえで会館　学習室
●定員／15組（要申込）

★たけのこ子育て広場『のびっこ』
『七夕飾り作り』

問・申／ 82-2361／Fax82-3616
●日時／18日（月）10：00～12：00
●場所／たけのこ児童館（西教育集会所）
●定員／10組（要申込）

子育て広場

　甲賀市子育てサポーターは、養成講座を受講し、市の子育てに関する各事業で活動していただくスタッフ
を募集しています。詳細は、地域窓口センター、公民館、図書館等に設置しているチラシをご覧ください。

■日時・内容	 〈第１回〉 ６月14日（木）９時30分～ 12時「子どもの発達について」
 〈第２回〉 ６月19日（火）９時30分～ 12時「子どもの育ちを支える環境づくり」
 〈第３回〉 ６月29日（金）９時30分～ 12時「子どもの安全について」「各事業の紹介」
　 ※３回連続講座です。２回以上の参加が必要です。
■場　　　所 甲南公民館（プララ）大会議室
■備　　　考 養成講座《基礎編》の受講後、《実践編》を受講していただく事業もあります。
■申 込 締 切 ５月31日（木）　　　■参 加 費　無料
■申込み・問合せ　※すべてのサポーターに登録していただけます。（選択制）

サポーター事業名 活動内容 担当（問合・申込先）
託児サポーター 子育て支援センター事業で託児をする活動です。

社会福祉課
65-0705 ／ Fax63-4085つどいの広場スタッフ 甲賀市つどいの広場で参加親子をサポート（見守り）いただく活

動です。

ファミリーサポーター 甲賀市ファミリーサポート事業で、子どもの預かり、送迎などを
行う「まかせて会員」です。

ファミリーサポートセンター
86-6173 ／ Fax86-7226

家庭教育サポーター 市内の家庭教育講座（乳幼児対象）で、参加親子をサポートいた
だく活動や、講座の企画などの会議に参加いただきます。

こども未来課
86-8171 ／ Fax86-8380

ブックスタートサポーター

甲賀市ブックスタート事業で、生後４か月の赤ちゃんに絵本を
読み聞かせしていただく活動です。
また、乳幼児おはなし広場（水口図書館）でおはなし会のスタッ
フとして活動いただいています。

甲賀市子育てサポーター養成講座《基礎編》受講生募集

《あかちゃんひろば》…対象）０～ 1歳の未就園児とその保護者
場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他

水口 19日(火)

10:00 ～
11:30

土山 22日(金)

甲賀 22日(金) ふれあいあそび
持バスタオル

甲南 ① 7日（木）
②15日（金）

対①6か月まで　 ②７か月～ 1歳
持②歯ブラシ、コップ

信楽 7日(木） 対 0 ～ 1歳のあかちゃんとその保
護者・妊娠中のお母さんとお父さん

《キッズランド》新聞あそび…対象）２歳半以上の未就園児とその保護者
場所 日 時間 対象・内容・持ち物・その他
水口 5日(火)

10:00 ～ 11:30
土山 7日(木)
甲賀 5日(火) 持新聞1日分（あれば）
甲南 1日(金)
信楽 1日(金)

各子育て支援センター事業
事業名 日 時間 対象・内容・持ち物・その他

水
　
口

あかちゃんルーム 4・11・18日（月） 13:30 ～ 15:00 対生後2・3か月頃～　4日：H24.1月生、11日：H24.2月生、18日：H24.3月生
出前ひろば 7日（木） 10:00 ～ 11:30 場柏木公民館
子育て講座「大切な歯」 21日（木） 10:00 ～ 11:00 対 1歳半以上　持筆記用具、タオル、歯ブラシ、コップ　他要申込、先着20組
「おしゃべり会」～ペット
ボトルでグリーン栽培～ 26日（火） 10:00 ～ 11:30 対 8か月～ 1歳2か月　持手拭用タオル、ゴム手袋　他要申込、先着10組

土
　
山

おひさまポケット 12日（火） 11:00 ～ 11:30 対 0歳～　場フィランソ土山
にこにこランド 15日（金） 10:00 ～ 11:30 対 1歳半以上　場大野保育園
あかちゃんルーム 4・11日（月） 13:30 ～ 15:00 対平成24年1月～ 3月生まれ　場土山子育て支援センター

甲
　
賀

あかちゃんルーム 1・8日（金） 10:00 ～ 11:30 対 0 ～ 1歳まで　持バスタオル
出前ひろば 12日（火） 10:00 ～ 11:30 対 0歳～　場佐山荘
パパッとあつまれ！「砂あそび」 16日（土） 10:00 ～ 11:30 対 1歳～　他先着10組・詳細は別紙にて・要申込
子育て講座「わらべうた」 15日（金） 10:30 ～ 11:30 対 0 ～ 1歳まで　他先着15組・詳細は別紙にて・要申込
園訪問「甲賀北保育園」 19日（火） 10:00 ～ 11:30 場甲賀北保育園　持上履き　他現地集合
子育て講座「ペットボトル
で手作りおもちゃ」 29日（金） 10:00 ～ 11:30 対 H23.1月～ 7月生　他先着10組、要申込

甲
　
南

出前ひろば 22日（金） 10:00 ～ 11:30 場池田区コミュニティセンター
ベビーマッサージ 12日（火） 13:30 ～ 15:00 対 6か月までの乳児と保護者　他要予約・詳細は別紙案内
リフレッシュ講座「ラベン
ダースティックを作ろう」 26日（火） 10:00 ～ 11:30 対未就園児の保護者（託児有り）　場甲南青少年研修センター　

他要予約・詳細は別紙案内

信
　
楽

じいじ＆ばあばとあそぼうひろ
ば「リサイクルおもちゃづくり」 13日（水） 10:00 ～ 11:30 対未就園児とその祖父母

いないいないばぁのおへや 21日（木） 10:30 ～ 11:30 対 0 ～ 1歳6 ヶ月までの未就園児とその保護者
パパッとあつまれ！「リサ
イクルおもちゃづくり」 16日（土） 10:00 ～ 11:30 対未就園児とそのお父さん

出前ひろば「朝宮地区」 22日（金） 10:00 ～ 11:30 対朝宮地区在住の未就園児とその保護者　場上朝宮草の根ハウス
出前ひろば「神山・江田地区」 29日（金） 10:00 ～ 11:30 対神山・江田地区在住の未就園児とその保護者　場神山ふれあい会館

※「ほっこりルーム」「オープンルーム」については、各センターにお問い合わせいただくか、各「支援センターだより」をご覧ください。

場： 場所 (場所の記載がないものは各支援センターで行います)
日時： 開催日・時間　
対： 対象 (年齢等の記載がないものは未就園児とその保護者です)
持： 持ち物 (記載がないものは特別に準備するものはありません)
　 ※ お茶、タオル、着替え、帽子、おむつ、手ふきなどは必要に応じ

てお持ちください
他： 申込・定員 (記載がないものは申し込みは不要です)
　　その他

《ぴょんぴょんひろば》…対象）１～ 2歳半の未就園児とその保護者
場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他

水口 12日(火)

10:00 ～
11:30

土山 20日(水) は・は・歯のはなし

甲賀 26日(火) しゃぼん玉あそび
持砂場用のぞうり、着替え

甲南 ①14日(木)
②19日(火)

対 ①1歳～ 1歳8か月頃　②1歳9か月
～ 2歳半頃　持 ①歯ブラシ、コップ

信楽 ①12日（火）
②26日（火）

対①１歳～１歳８か月
　 ②１歳９か月～２歳５か月

親子の自由なスペース
「つどいの広場」

▶開催日時／ 火・水・金曜日　10時～15時
▶場　所／甲南青少年研修センター
▶対　象／ 市内在住おおむね0～3歳のお

子さんと保護者　※参加無料
問／社会福祉課　児童家庭支援係
65-0705／ Fax63-4085
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