
甲賀市ホームページ
http://www.city.koka.lg.jp/子育て情報 10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 65-5511／65-5522 月～土 9:00 ～ 17:00
土山子育て支援センター 66-0375／　  −  　 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
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家庭教育支援事業
こども未来課
問・申／ 86-8171／Fax86-8380

★親子ふれあい運動広場
●日時／１７日（水）１０：３０～１１：４５
※10:15までにお越しください。
●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
『ハロウィンメニュー』

●日時／19日（金）10:30～12:00
※10:15までにお越しください。
●場所／かえで会館
●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／親子１組500円
●持ち物／エプロン、三角巾（親子共）、上
靴（子どものみ）、タオル、お茶

★ベビーマッサージ講座
●日時／9日（火）10:30～11:30
●場所／水口図書館　2階
●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

★乳幼児おはなし広場
　（同じ内容で２回開催）
●日時／30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
『布のヘアアクセサリーをつくろう！』

～布のおもちゃ作り～
問・申／ 88-5692／Fax88-5696
●日時／19日（金）10：00～12：00
●場所／にんくる児童館（相模教育集会所）

●定員／20組（要申込）
※申込み締め切りは10／5（金）まで

★かえで子育て広場
『人形劇』

問・申／ 86-4363
●日時／10日（水）11：00～11：45
●場所／かえで会館　機能回復訓練室
●定員／40組（先着順）
●持ち物／タオル・水筒

★たけのこ子育て広場『のびっこ』
『さつまいもでクッキンぐぅ～』

問・申／ 82-2361／Fax82-3616
●日時／１５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）
●持ち物／エプロン、三角巾、タオル、
お茶

子育て広場
《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 16日(火)

10:00 ～
11:30

土山 26日(金)

甲賀 26日(金)

甲南 ① 5日（金）
②19日（金）

対①6か月まで
　 ②7か月～ 1歳

信楽  4日(木）

《キッズランド》　　　　　　…対象）２歳半以上の未就園児とその保護者

場所 日 時間 内容・持ち物・その他
水口  2日(火)

10:00 ～
11:30

場運動場、雨天は室内遊び
土山  4日(木) 場大集会室（開発センター内）
甲賀 16日(火) 　
甲南  4日(木) 場甲南青少年研修センター
信楽  5日(金) 内自由遊び

《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  9日(火)

10:00 ～
11:30

内戸外あそび

土山 17日(水)

甲賀 23日(火) 内散歩　
他靴を履いてきてください

甲南 ① 9日(火)
②23日(火)

対①1歳～ 1歳8か月頃
　 ②1歳9か月～ 2歳6か月頃

信楽 ① 9日（火）
②23日（火）

対①１歳～１歳８か月
　 ②１歳９か月～２歳５か月

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 1・15・22日（月） 13:30 ～ 15:00 対 1日:H24年5月生、15日:H24年6月生、22日:H24年7月生　他 15日：ベビーマッサージ
わんぱくひろば「ボールで
あそぼう」 23・30日（火） 10:30 ～ 11:30 対 3歳以上　他要申込・先着20組（基本2日とも参加できる方）

出前ひろば 4・11・18・25日（木） 10:00 ～ 11:30 内 散歩に出かけよう　場 4日:水口中央、11日:柏木、18日:伴谷、25日:岩上公民館

土
　
山

子育て講習「親子でフィッ
トネス」 11日（木） 10:30 ～ 11:30 対 1歳6か月から2歳　要申込・先着15組　場大集会室

出前ひろば 9日（火） 11:00 ～ 11:30 対未就園児と保護者　場フィランソ土山
園であそぼう 19日（金） 10:00 ～ 11:30 対 1歳6か月以上の未就園児と保護者　場大野保育園

甲
　
賀

あかちゃんルーム 12・19（金） 10:00 ～ 11:30 対 0 ～ 1歳まで　
出前ひろば 9日（火） 10:00 ～ 11:30 場佐山荘
おはなし会 2日（火） 10:30 ～ 11:30
わらべうた 5日（金） 10:30 ～ 11:30 対 0～1歳まで　他要申込・先着15組
かふかの里との交流 30日（火） 10:00 ～ 11:30 他詳細は甲賀子育て支援センターまでお問い合わせください

甲 

南

リフレッシュタイム「アロマ」 2日（火） 13:30 ～ 15:00 対未就園児の保護者　他要申込・先着4組・託児有　

すくすくまるっこフェスタ 12日（金） 9:30 ～ 11:45 場甲南青少年研修センター
他つどいの広場との共催・要申込・先着60組程度

ベビーマッサージ 16日（火） 13:30 ～ 15:00 対 6か月までの乳児と保護者　他要申込・先着10組
おはなし会 18日（木） 11:00 ～ 11:15 他 9:30 ～ 11:30のオープンルーム内で
出前ひろば 26日（金） 10；00 ～ 11:30 場寺庄公民館

信
　
楽

おじいちゃんおばあちゃんとあ
そぼうひろば「ふれあいあそび」 10日（水） 10:00 ～ 11:30 対未就園児とその祖父母

おはなし会～絵本を楽しもう～ 18日（木） 10:30 ～ 11:30 対 1歳6か月までの未就園児
信楽高校生とあそぼう 19日（金） 13:30 ～ 15:00 対 2歳6か月以上の未就園児　　他要申込・10組（抽選）　締切16日（火）
おとうさんとあそぼうひ
ろば「親子で運動遊び」 20日（土） 10:00 ～ 11:30 対未就園児とその父親　場信楽中学校体育館2階ミーティングルーム

出前ひろば 26日（金） 10:00 ～ 11:30 対朝宮地区の未就園児とその保護者　場上朝宮緑地センター
※「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、バスタオル、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
内： 内容

催　し
☆夜空旅人（天体観望会）☆
「中秋の名月を見よう」
〜秋の星座についてのおはなし〜
●日時／9月22日（土）19時30分～
21時30分
●場所／かふか生涯学習館
●内容／天体のお話、月・秋の星座な
どの観望
●申込方法／電話にて下記まで
●申込締切／9月21日（金）先着20名
※天候・人数等により中止する場合が
あります。
申・問／かふか生涯学習館
88-4100／Fax88-5055

甲賀市3児童館おたのしみ会
〜第3弾〜
『甲賀市ちびっこオリンピック』
●日時／10月20日（土）10時～12時
●場所／たけのこ児童館（西教育集会所）
●対象／市内の小学生とその保護者

●内容／ドッジボール、大型オセロ、
人間すごろくなど
●持ち物／タオル、水筒、上ぐつ
●申込受付期間／9月18日（火）～
10月5日（金）
問・申／たけのこ児童館（西教育集会所）
82-2361／Fax82-3616

サザナミ記念アンサンブル
第12回定期演奏会
●日時／9月30日（日）15時開演
●場所／碧水ホール
●入場料／無料
●プログラム／バイオリン協奏曲　
第1番ハ長調（ハイドン）、「ドン・キホー
テ」組曲（テレマン）　ほか
●出演／サザナミ記念アンサンブル
9月29日から30日に実施する弦楽器
ワークショップの参加者も出演します。
●指揮／鈴

すず
木
き

博
ひろ

詞
し

問／碧水ホール
63-2006／Fax63-0752

（受付時間9時～17時　月曜休館）

みなくち子どもの森
きまぐれ「しぜんさんぽ」
●日時／9月29日（土）14時～約1時間
●集合／みなくち子どもの森自然館前
●内容／短時間の自然観察ガイド。身
近な秋をさがそう。
●申込／不要。ただし先着15名
●費用／無料。小雨決行
問／みなくち子どもの森自然館
63-6712／Fax63-0466

甲賀薬の研修会
●日時／１０月１８日（木）１３時～１５時
３０分
●場所／甲賀市くすり学習館
●内容／講話「甲賀の薬の話」
●講師／松

まつ
岡
おか

峯
みね

夫
お
（薬剤師・元甲南高

校薬業科教諭）
　館内の見学、学習、健康チェックなど
●申込締切／９月３０日（日）
問／水野民男（滋賀県退職教職員互
助会県立第１支部）
／Fax077-585-4658

運動あそび

162012.9.15平成24年9月15日17 2012.9.15 平成24年9月15日


