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◎一般教養講座　　　　　　◎こども公民館講座
◎親子ふれあい講座

＜各子育て支援センター事業＞　

（略字説明）

（問い合わせ先一覧）
利用時間場　所 電話 FAX

65-5511 65-5522
66-0375 －

88-8115 88-8145
86-0949

82-2799

★あかちゃんひろば ★ぴょんぴょんひろば

★キッズランド　散歩

＜家庭教育支援事業＞
こども未来課
★はじめまして親子講座
①「らっこだっこぎゅっと～赤ちゃんと遊ぼう～」

②「らっこだっこぎゅっと～赤ちゃんとストレッチ～」

日時／７日（火）　　10：30～ 11：30※
場所／市役所甲南庁舎３階和室
対象／２か月～７か月の乳児親子
定員／ 10組（要申込）

日時／ 22日（水）　　10：30～ 11：30※
場所／かえで会館
対象／４か月～10月の乳児親子
　　　※赤ちゃんの首がすわっていること
定員／ 15組（要申込）

日時／８日（水）　10：30～ 11：30※
場所／岩上体育館（水口）
対象／１歳半～未就園児の親子
定員／ 25組（要申込）
参加費／１組200円

日時／ 14日（火）　10：30～ 11：30※
場所／甲賀子育て支援センター
対象／２か月～7か月の乳幼児親子
定員／ 15組（要申込）

※いずれも受付 10:00～10：20

※申込み締め切りは５月14日（火）まで

★親子ふれあい運動広場

★ベビーマッサージ講座

☆たけのこ子育て広場『のびっこ』

日　時／22日（水）　10：00～ 12：00

場　所／たけのこ児童館
持ち物／フェイスタオル 2～3枚
定　員／10組（要申込）

『タオルでぬいぐるみ作り』

☆かえで子育て広場

『小麦粉ねんど』

☆にんくる子育て広場

『かんたんヨーヨー作り』

■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。

■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。

対象）０～１歳の未就園児とその保護者

対象）２歳6か月以上の未就園児とその保護者

対象）０～１歳の未就園児とその保護者

場所 時間 内容・対象・持ち物・その他日
水口

土山

甲賀

甲南

信楽

21日（火）
10日（金）
31日（金）

①  ９日（木）
②17日（金）

2日（木）

対）①７か月頃～１歳
     ②６か月頃まで

10:00
～

11:30

対象）１～２歳5か月の未就園児とその保護者
場所 時間 内容・対象・持ち物・その他日

水口

土山
甲賀

甲南

信楽

14日（火）

22日（水）
28日（火）
①14日（火）
②28日（火）
①14日（火）
②28日（火）

対）①１歳～１歳８か月頃
　　②１歳９か月～２歳５か月頃
対）①１歳～１歳８か月
　　②１歳９か月～２歳５か月

内）散歩　　他）必要な方は
ベビーカー、雨天の場合は室内あそび

内）食育
10:00
～

11:30

場所 時間 内容・対象・持ち物・その他日
水口
土山
甲賀
甲南
信楽

７日（火）
２日（木）
21日（火）
10日（金）
15日（水）

他）雨天の場合は室内あそび
10:00
～

11:30

水 口

土 山

甲 賀

甲 南

信 楽

あかちゃんルーム

出前ひろば
出前ひろば
子育て講習「離乳食について」

あかちゃんルーム
出前ひろば

おはなし会
アロマタイム
出前ひろば

出前ひろば
おはなし会
おとうさんとあそぼうひろば

あかちゃんルーム

あかちゃんルーム

子育て講習
「親子でリズム体操」

おじいちゃん・おばあちゃんと
あそぼうひろば

子育て講習「手作りおもちゃ」

おとうさんとあそぼうひろば

リフレッシュタイム
「ヨガでリフレッシュ」

子育て講習
「ボールであそぼう」

１3・20・27日（月）

20日（月）・28日（火）

９･16･23･30日（木）
14日（火）
24日（金）

28日（火）

30日（木）

10・24日（金）
30日（木）

17日（金）

25日（土）

8日（水）・24日（金）

13日（月）
16日（木）
21（火）

23日（木）

8日（水）

10日（金）
16日（木）
18日（土）

13:30 ～15:00

10:30 ～11:30

10:00～11:30
11:00～11:30
10:30～11:30

13:30～15:00

10:30～11:30
10:30～11:30

10:30～11:30

10:00～11:30

10:00～11:30

13:30～15:00

10:45～11:00
13:30～15:00
10:00～11:30

10:00～11:30

10:15～11:15

10:00～11:30
10:30～11:30
10:00～11:30

対）13日：H24年12月生、20日：H25年１月生、27日：H25年２月生

場）９日：伴谷、16日：岩上、23日：水口中央、30日：貴生川公民館
場）フイランソ土山
対）０歳～１歳までの未就園児とその保護者　他）要申込・先着15組

対）０～１歳まで
場）にんくる児童館

他）９：30 ～11：30のオープンルーム内で
他）要申込・抽選４組（未経験者優先）・託児有
場）寺庄公民館

対）３歳以上の未就園児とその保護者他）
要申込・先着20組（基本２日とも参加できる方）

対）平成25年１月～３月生まれの未就園児とその保護者
内）「お友だちになりましよう」

対）平成24年１月～６月生まれの未就園児と保護者 　 内）ペットボトルの
ポットン作り　持）2Lペットボトル　他）要申込・先着10組

対）未就園児とその父親　　内）おはなしかい
他）要申込・先着10組

対）H.24年12月生～H.25年１月生の未就園児とその保護者
持）バスタオル

対）１歳６か月～２歳６か月の未就園児とその保護者
場）甲南青少年研修センター　　持）タオル・お茶・運動しやすい服装
他）要申込・抽選15組

対）未就園児とその祖父母　　内）絵本を楽しもう

対）長野・畑・田代地区の未就園児とその保護者　　場）谷川会館
対）１歳６か月以上の未就園児とその保護者
対）未就園児とその父親　　内）ペットボトルでグリーン栽培

他）要申込・12組（抽選）　託児有　　5月2日 申込締切

事業名 時間 内容・対象・持ち物・その他日

月～土 9:00～17:00
月～金 9:00～17:00
火～土 9:00～17:00
月～金 9:00～17:00
火～土 9:00～17:00

水口子育て支援センター

土山子育て支援センター

甲賀子育て支援センター

甲南子育て支援センター

信楽子育て支援センター

【問・申 62-3338】62-0488／

【問・申 86-8119】86-3036／

【問・申 88-5055】88-4100／

【問・申 82-2463】82-8075／

86-838086-8022／

【問・申 66-0158】／

日　時／16日（木）　10：30～ 11：30

場　所／かえで会館　学習室
持ち物／直径約30センチのボウル
　　　　小麦粉200グラム、エプロン
定　員／15組（要申込）

日　時／ 17日（金）　10：30～ 11：30

場　所／にんくる児童館（相模教育集会所）
持ち物／牛乳パック
定　員／10組（要申込）

日時／９日（木）　10：30～ 11：00
場所／土山図書館
対象／０・１・２歳児とその保護者

場所／水口図書館
対象／０・１・２歳児とその保護者

★乳幼児おはなし広場（水口）

★乳幼児おはなし広場（土山）

日時／ 28日（火） 10：30～ 10：50
　　　　　　　　 11：00～ 11：20

同じ内容で
２回開催（　　  ）

※ 参加対象は市内の未就園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。

　各公民館では市民の皆様に一年を通じて生涯学習を
楽しんでいただくために下記の教室講座を企画いたし
ました。興味・関心があるものへ参加していただき、新た
な発見と学びの仲間づくりをぜひお楽しみください。

水口中央公民館

◎くらしとまちづくり講座　◎こども体験講座（夏・冬）
◎親子・家族のわくわく講座

甲南公民館

◎シルバー大学　　◎一般教養講座　　 ◎天体観望会
◎男の料理教室　  ◎親子ふれあい講座
◎ＫＯＫＡ楽こども公民館（2教室・2クラブ）

かふか生涯学習館

◎一般教養講座　　◎親子ふれあい講座
◎あいの土っこきらねっ人いきいき活動

土山中央公民館

◎生き生き講座　　◎家庭教育講座　　◎外国語講座
◎手話講座　　　　◎遊学舎（ものづくり夢工房）
◎ピースフルコンサート

【問合せ】青少年自然活動支援センター

信楽中央公民館

★「キャンプリーダー」募集★
主催事業において、参加者が楽しく安全に活動できるよ
う、キャンプ技術の指導や仲間づくりのサポートなどを
お手伝いいただける方(高校生以上の青少年)を募集し
ています。

※上記以外の講座情報、各講座教室の募集定員や申込方法等の詳細および公民
館で活動している自主グループの情報は各公民館までお問合せください。

※皆さまの「知りたい！」「学びたい！」「教えたい！」などのご意見・ご要望をお
待ちしています。ご気軽に各公民館・地域市民センターまでご相談ください。

心豊かで、生きがいのある
充実した人生を

心豊かで、生きがいのある
充実した人生を

心豊かで、生きがいのある
充実した人生を

問・申 86-838086-8171／

問・申 82-361682-2361／

問・申 86-495886-4363／

問・申 88-569688-5692／

※「オープンルーム」「サークル」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。
※子育て相談（9：00～17：00）　子育ての不安や悩みなど、どんなことでも一人で悩まず気軽にご相談ください。 TEL、FAX、来所いずれでも結構です。

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

＜児童館事業＞

5
■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。どの地域の
センターでもお気軽にご利用ください。

■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。どの地域の
センターでもお気軽にご利用ください。

月月


