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（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　新聞あそび

※いずれも受付 10:00～10：20

＜家庭教育支援事業＞
こども未来課

★親子ふれあい運動広場
日　時／ 19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）
持ち物／体育館シューズ・お茶　など
参加費／ 1組200円

日　時／ 11日（火）　10:30～11:30
場　所／土山子育て支援センター
対　象／生後2か月～7か月の乳幼児親子
定　員／ 15組（要申込）

★ベビーマッサージ講座

★親子ふれあい食育講座
『親子で作るはちみつ梅』
日　時／ 26日（水）　10:30～11:30
場　所／かえで会館（甲南）
対　象／2歳半～未就園児の親子
定　員／ 12組（要申込）
持ち物／三角巾・エプロン・保存容器・
　　　　上ぐつ（子どものみ）
参加費／ 1組1,200円

　※申込み締め切りは6月18日（火）まで

☆たけのこ子育て広場『のびっこ』

『七夕飾り作り』
日　時／17日（月）　10：00～ 12：00
場　所／たけのこ児童館
定　員／10組（要申込）

☆にんくる子育て広場
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■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。

■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

18日（火）
14日（金）
13日（木）

①14日（金）
②20日（木）

6日（木）

対）①６か月頃まで
     ②７か月頃～１歳　内）歯の話

内）管弦楽コンサート
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

11日（火）
19日（水）

18日（火）

①11日（火）
②25日（火）
①11日（火）
②25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）はんかちあそび
持）薄手のはんかち（タオル地でないもの）

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

4日（火）
6日（木）
4日（火）
7日（金）
19日（水）

持）新聞紙1日分（あれば）
10:00
～

11:30

水 口

土 山

甲 賀

甲 南

信 楽
出前ひろば

おとうさんとあそぼうひろば

おはなし会

おじいちゃん・おばあちゃんとあそぼうひろば

3・10・17日（月）

6日（木）

13日（木）

25日（火）

11日（火）

24日（月）

27日（木）

4・18日（火）

7・21・28日（金）

27日（木）

25日（火）

5・26日（水）

13日（木）

21日（金）

6日（木）

12日（水）

27日（木）

13:30 ～15:00

10:00 ～11:30

10:00～11:00

10:00 ～11:30

11:00～11:30

10:30～11:30

10:30～11:00

10:00～11:30

10:30～11:30

13:30～15:00

10:45～11:00

10:00～11:30

10:00～11:30

9:30～11:30

10:00～11:30

10:00～11:30

10:00～11:30

10:30～11:30

対）3日：H25年1月生、10日：H25年2月生、17日：H25年3月生

場）フイランソ土山

対）１歳～2歳６か月の未就園児とその保護者　他）要申込・先着15組

場）土山地域市民センター2F　他）要申込・先着15組

９：30 ～11：30のオープンルーム内で

場）柑子公民館

場）柏木公民館

対）平成25年１月～3月生まれの未就園児とその保護者
内）子育てについておはなししましょう

対）H.25年2月生～H.25年3月生の赤ちゃんとその保護者　持）バスタオル

対）1才以上の未就園児の保護者　他）要申込・先着10組

対）未就園児とその祖父母　　内）うちわを作ろう

対）未就園児の保護者　　他）要申込・抽選10組（未経験者優先）・託児有

対）未就園児と保護者　場）甲賀北保育園　他）要申込・先着15組

対）０～１歳まで

オープンルーム内で開催

対）江田・神山地区の未就園児とその保護者　場）神山ふれあい会館

対）未就園児とその父親　内）運動公園であそぼう　場）信楽運動公園
他）要申込・雨天の場合は信楽子育て支援センターで実施
対）１歳６か月以上の未就園児とその保護者

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

『わらべうた』
日　時／21日（金）　10：30～ 11：10
場　所／かえで会館　学習室
定　員／15組（要申込）

『布でアクセサリーをつくろう』
日　時／ 21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）
材料費／300円
※道具はすべてこちらで用意します。

日　時／ 13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／ 25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。

　お子さんが保育園や幼稚園に入園した方も、これからの
方も「毎日喜んで通ってくれるかな？」「お友だちはできる
かな？」「いつ入園させようか」などと悩むことがあります。
　家庭で、目の前の子どものペースにあわせて生活リズム
を整え、気持ちを通わせておくことは、子どもの安心感に
つながり、自ら育っていく基礎となります。入園の時期に
かかわらず、親子の大切な時間を焦らずにじっくりと過ご
し、子どもと「気持ちいいね」「楽しいね」「うれしいね」とい
う思いをたくさん体験していただきたいと思います。
　市では、家庭での子育てを応援するため、家庭教育支援
事業や子育て支援事業、親子で参加する広場などを毎月開
催しています。さらに、保育園・幼稚園では「未就園児交流」
を開催している園もあります。園の様子を見ていただいた
り、園児との交流などにより、入園した時のイメージを
もっていただくよい機会です。親子いっしょに、出かけて
みてはいかがでしょうか。

未就園児（保育園や幼稚園に入園していないお子
さん）親子を対象に、園庭開放やふれあい遊び、
ものづくりなどをします。開催回数や日程、内容、
参加方法などは園により異なります。参加ご希望
の園に、直接お問い合わせください。

問・申 86-838086-8171／

問・申 82-361682-2361／

☆かえで子育て広場
問・申 86-495886-4363／

問・申 88-569688-5692／

月月
6月月

※「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に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＞

対）H23年6月生まれまでの未就園児とその保護者
持）タオル、歯ブラシ、コップ　　他）要申込・先着20組
対）H24年11月～H25年3月生まれの未就園児とその保護者
内）ペットボトルでグリーン栽培・子どもの成長について
持）手拭用タオル・ビニール手袋　　他）要申込・先着10組

あかちゃんルーム

出前ひろば

子育て講習「大切な歯」

子育て講習「すくすくトーク」

出前ひろば

子育て講習「歯・は・はのはなし」

七夕コンサート

子育て講習
「ママと子どものおでかけグッズ作り」

リフレッシュタイム
「ラベンダースティックを作ろう」

あかちゃんルーム

おはなし会

出前ひろば

歯のはなし

あかちゃんルーム

あかちゃんルーム

出前ひろば「園であそぼう」

13:30～15:00

10:00～11:30

14日（金）

15日（土）

20日（木）

こども未来課　指導振興係
問い合わせ

86-838086-8171／

「未就園児交流」について「未就園児交流」について

～ 教育の出発点は家庭から ～

31回第

親子のペースで子育てを

＜各子育て支援センター事業＞　

＜子育て広場＞　


