
■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。

※ 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。
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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。

10 （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

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

～ 教育の出発点は家庭教育から ～

･･･

　子育てに協力してもらえることは、親にとって
心強いものです。祖父母にとっては、かわいい赤
ちゃんに関わることは楽しい喜びでもあります。
　ただ、子育てが久しぶりの祖父母にとって、乳幼
児の子育てはとまどうこともあります。おむつや授
乳など育児の方法が変わったこともあります。親た
ちと意見がわかれることがあるかもしれません。
　そこで、今の子育てを理解し、ほどよい距離で
見守ることで、孫育てをお互いにとって、よりよ
いものにするために「いきいき孫育て講座」を開催
します。
　親の立場や気持ちを理解してもらうことは、何
よりのサポートになります。
　子育てとは別の立場で経験する孫育て。子育ての主
役はあくまで保護者ですが、祖父母だからできる関わ
り方をいっしょに考えてみませんか。

「いきいき孫育て講座」
　　　　　　　　　　　　（★要予約・先着順）
第１回　10月10日（木）
　　　　「変わった？変わらない？子育て基礎知識」
第２回　11月６日（水）　
　　　　「絵本の力で孫育て　～心を育てる～」
第３回　12月13日（金）
　　　　「保育園・幼稚園の子どもたち」
※時間　10：30～11：45
※場所　市役所甲南庁舎
※対象　�市内在住の祖父母、今の子育てに関心の

ある方
※定員　各回30名
　　　　※連続でも、単回の受講も可能です。

●�日時／①10月１日（火）②10月22日（火）③10月31日（木）
④11月１日（金）⑤11月14日（木）各回10：30～11：30

●�場所／①信楽②甲賀③甲南④土山⑤水口子育て支援センター
●対象／１歳～２歳６か月の未就園児とその保護者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜家庭教育支援事業＞

＜児童館事業＞

こども未来課 問・申☎86-8171／ 86-8380
★親子ふれあい絵本広場
　日時／５日（土）　10：30～11：45
　場所／甲賀図書情報館
　対象／未就学児とその保護者　　定員／40組
★親子ふれあい運動広場
　日時／９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・タオル
　参加費／１組200円
★親子ふれあい食育広場「親子で作ろう！ハロウィンメニュー」
　日時／11日（金）　10：30～12：00
　場所／かえで会館
　対象／２歳半～未就園児の親子　定員／12組（要申込）
　参加費／500円
　持ち物／エプロン・三角巾・マスク・上ぐつ・お茶
★ベビーマッサージ講座
　日時／18日（金）　10：30～11：30
　場所／水口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）
★�ママも０歳・パパも０歳おはなし＆ミニミニコンサート
　「わらべうたと小さな音たち」
　日時／26日（土）　10：30～11：30
　場所／甲南図書交流館
　対象／�妊産婦とその家族・０歳児赤ちゃんのママ・パパ
　定員／20組（要申込）
★乳幼児おはなし広場（土山）
　日時／10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
★乳幼児おはなし広場（水口）
　日時／ 29日（火）　10：30～10：50
　　　　11：00～ 11：20　※同じ内容で２回開催
　場所／水口図書館
　対象／０・１・２歳児とその保護者

★たけのこ子育て広場『のびっこ』　問・申☎82-2361／ 82-3616
『“フライパンねんど”であそぼう』
　日時／21日（月）　10：00～12：00
　場所／たけのこ児童館
　定員／10組（要申込）
　持ち物／タオル・お茶
★かえで子育て広場　問・申☎86-4363／ 86-4958
『人形劇』
　日時／９日（水）　11：00～11：45
　場所／かえで会館　
　定員／ 40組（要申込　先着順）
　持ち物／タオル・水筒
★にんくる子育て広場　問・申☎88-5692／ 88-5696
『かんたんバナナケーキつくり』
　日時／18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／100円
　持ち物／エプロン、三角巾、タオル、お茶
　締切／11日（金）

「孫育てと子育て」

32第 回

問い合わせ

こども未来課　指導振興係
☎86-8171／ 86-8380

第3回　子育て講座 「ご存知ですか？子どものケガ事故防止」

★あかちゃんひろば
＜子育て広場＞

★ぴょんぴょんひろば対象）０～１歳の未就園児とその保護者 対象）１～２歳５か月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 15日（火）

10：00
～

11：30

土山 11日（金）

甲賀 11日（金）

甲南
①3日（木）
②11日（金）

対）①６か月まで
②７か月～１歳

信楽 ３日（木）

★キッズランド　運動あそび
対象）２歳６か月以上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 1日（火）

10：00
～

11：30

持）�動きやすい服
装（親子共）・
水筒・タオル
（甲賀：フェイ
スタオル2本）

土山 3日（木） 場）開発センター（大集会室）

甲賀 15日（火） 場）室内

甲南 4日（金） 場）甲南青少年研修センター

信楽 16日（水） 内）自由あそび

＜各子育て支援センター事業＞

場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他

水口 8日（火）

10：00
～

11：30

土山 16日（水）

甲賀 16日（水）
内）さんぽ
他）靴をはいてきてください。

甲南
①8日（火）
②22日（火）

対）①１歳～１歳８か月
　 ②１歳９か月～２歳５か月

信楽
①8日（火）
②22日（火）

対）①１歳～１歳８か月
　 ②１歳９か月～２歳５か月

（
略
字
説
明
）

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

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 7・21・28日（月）13：30～15：00 対）7日：H25年5月生、21日：H25年6月生、28日：H25年7月生
出前ひろば（貴生川・柏木・伴谷水口中央・岩上） 9/26・10/3・10・17・24日（木） 10：00～11：30 場）９/26貴生川３日：柏木、10日：伴谷、17日：水口中央、24日：岩上公民館
わんぱくひろば「ボールであそぼう」 22・29日（火）10：30～11：30 対）３歳以上の未就園児とその保護者　他）要申込・先着20組

土山

出前ひろば ８日（火）11：00～11：30 場）フイランソ土山
子育て講習「大切にしたい子どものこころ」 25日（金）10：30～11：30 場）土山開発センター（会議室１Ｂ）　他）要申込・抽選12組・託児有
リフレッシュタイム「ハンコを
つくろう」 29日（火）10：30～11：30 場）土山開発センター（会議室１Ｂ）　持）材料代（130円）　他）要

申込・抽選10組・託児有

甲賀

あかちゃんルーム 18・25日（金）10：00～11：30 対）０～１歳まで
出前ひろば ８日（火）10：00～11：30 場）佐山荘
おはなし会 1日（火）10：30～11：30 内）おはなしサークルかみふうせんからのおはなし
おとうさんとあそぼうひろば 26日（土）10：00～11：30 対）未就園児とその父親　内）わらべうた　他）要申込・先着10組
かふかの里との交流 29日（火）10：00～11：30 対）未就園児と保護者　内）うた・紙芝居等　他）要申込・先着10組

甲南

あかちゃんルーム 9日（水）
23日（水）13：30～15：00

対）H25年６月生～H25年７月生の未就園児とその保護者
持）バスタオル

すくすくまるっこフェスタ 18日（金）9：30～11：45 場）甲南青少年研修センター　他）要申込・先着60組　つどいの広場と共催
おはなし会 28日（月）10：45～11：00 ９：30～11：30のオープンルーム内で
出前ひろば 25日（金）10：00～11：30 場）池田コミュニティセンター

信楽

親子で楽しく運動あそび ２日（水）10：00～11：30 対）H23年４月～H24年３月生まれの未就園児とその保護者
場）信楽体育館　他）要申込・抽選　15組　締切９/25

おじいちゃん・おばあちゃんと
あそぼうひろば ９日（水）10：00～11：30 対）未就園児とその祖父母・保護者　内）多世代ふれあいコンサー

ト　場）信楽中央公民館　他）要申込・先着30組　申込開始9/18
出前ひろば 11日（金）10：00～11：30 対）長野・畑・田代地区の未就園児とその保護者　場）谷川会館
おはなし会～絵本を楽しもう～ 17日（木）10：30～11：30 対）１歳６か月未満の未就園児とその保護者

おとうさんとあそぼうひろば 19日（土）10：00～11：30 対）未就園児とその父親　内）運動あそび　他）要申込
場）信楽にこにこ園園庭（集合場所：信楽子育て支援センター）

リフレッシュタイム『ヨガでリフレッシュ』 24日（木）10：30～11：30 対）未就園児の保護者　他）要申込・抽選８組・託児有　締切10/17
高校生とあそぼう 25日（金）13：30～15：00 対）２歳以上の未就園児とその保護者　他）要申込・抽選　10組　締切10/18
ラフターヨガ 30日（水）10：30～11：30 対）０～１歳までの未就園児とその保護者　他）要申込・抽選　10組　締切10/23

●�定員／①先着10組②先着15組③先着10組
　　　　④先着15組⑤先着15組
●その他／要申込　託児なし
●申込・問い合わせ／各子育て支援センター

平成25年9月15日 122013.9.1513 　　　　2013.9.15 平成25年9月15日


