
登録していただいたメールアドレスに子育支援情報を週１回程度配信しています。
配信登録は、kokaksdt＠star7.jpへ空メールを送信。
または、QRコードから。（http://www.star7.jp/kokaksdt/qr_form.php）

「甲賀子育て応援メール」配信中

　　　　場　所 電　話    F A X    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

問い合わせ先一覧 　市内在住の未就園児とその保護者の方が対象です。
どの地域の事業にも参加していただけます。詳しくは、
各担当にお問い合わせください。

12月
問い合わせ先

家庭教育支援事業⇒こども未来課
児童館事業⇒各児童館登録していただいたメールアドレスに子育支援情報を週１回程度配信しています。

配信登録は、kokaksdt＠star7.jpへ空メールを送信。
または、QRコードから。（http://www.star7.jp/kokaksdt/qr_form.php）

「甲賀子育て応援メール」配信中

　　　　場　所 電　話    F A X    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

問い合わせ先一覧 　市内在住の未就園児とその保護者の方が対象です。
どの地域の事業にも参加していただけます。詳しくは、
各担当にお問い合わせください。

12月
問い合わせ先

家庭教育支援事業⇒こども未来課
児童館事業⇒各児童館

＜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
★親子ふれあい音楽広場　（申込不要）
「～ジングルベルを楽しもう！～」
　日時／５日（金）　10：30～11：30
　場所／碧水ホール（水口）
　対象／１歳以上の未就園児とその保護者
　持ち物／レジャーシート1枚（室内で使用）
★親子ふれあい食育講座
「親子でつくるお正月料理」
　日時／17日（水）　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

※参加者が半数に満たない場合は、中止する場合が 
あります。

★乳幼児おはなし広場（土山）（申込不要）
　日時／11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）（申込不要）
　日時／16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

★かえで子育て広場
『お楽しみ会』
～パネルシアターやゲームで遊びましょう～
　問・申☎86-4363／ 86-4958
　日時／11日（木）　10：30～11：30
　場所／かえで会館
　定員／15組（要申込）
　持ち物／100円（プレゼント代）
★にんくる子育て広場
『クリスマスおはなし会』
～クリスマスのお話と工作もしましょう～
　問・申☎88-5692／ 88-5696
　日時／19日（金）　10：30～11：30
　場所／にんくる児童館（相模教育集会所）
　定員／20組（先着順）
　申込締切／12月15日（月）

＜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 18日（木）
甲賀 19日（金）

甲南 ① ３日（水）
②19日（金）

対）①６カ月まで
　 ②７カ月～１歳

信楽 ４日（木）

＜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・８・15日（月） 13：30～15：00 対）１日：H26年７月生、８日：H26年８月生、
　 15日：H26年９月生

子育て講習｢親子で運動遊び｣ ４日（木） 10：30～11：30 対）H24年６月～H24年12月生まれの未就園児と保護者
他）要申込・先着10組

子育て講習｢すくすくトーク｣ 11日（木） 10：00～11：30
対）H26年３月～６月生まれの未就園児と保護者
他）要申込・先着10組
内）クリスマス制作　子どもの体と安全について

土
山

子育て講習
「手作りカレンダー」 １日（月） ①10：00～10：40

②10：50～11：30
対）２歳以上の未就園児と保護者
他）要申込・先着10組（①②とも）
持）のり　はさみ　装飾物　ボンドなど

あかちゃんルーム ２日（火） 13：30～15：00 対）おおむね２～７カ月の未就園児と保護者
出前ひろば 16日（火） 10：45～11：30 内）おひさまポケットクリスマススペシャル　　他）要申込

甲
賀

あかちゃんルーム ５・12・26日（金） 10：00～11：30 対）０～１歳まで

おとうさんとあそぼうひろば ６日（土） 10：00～11：30 対）未就園児とおとうさん　　内）カレンダー作り
他）要申込・先着10組

かふかクリスマス会 16日（火） 10：30～11：30 対）未就園児と保護者　　場）かふか生涯学習館２階研修室
内）うたやおはなし、生演奏など　他）要申込・先着35組

甲
南

あかちゃんルーム 10日（水）
16日（火） 13：30～15：00 対）H.26年８月生～H.26年９月生の未就園児とその保護者

持）バスタオル
出前ひろば ２日（火） 10：00～11：30 場）忍の里プララ
Xmasハ ー ト フ ル ミ ニ コ ン
サート 12日（金） 10：30～11：15 場）甲南青少年研修センター

他）あすぱる甲賀とつどいの広場との共催　要申込・先着50組
おはなし会 15日（月） 10：45～11：00 ９：30～11：30のオープンルーム内で

信
楽

おじいちゃん・おばあちゃん
とあそぼうひろば 10日（水） 10：00～11：30 対）未就園児と祖父母

内）ポチ袋作り
出前ひろば 12日（金） 10：00～11：30 対）雲井地区の未就園児と保護者　　場）宮町公民館
おはなし会
　～絵本を楽しもう～ 19日（金） 10：30～11：30 対）１歳６カ月未満の未就園児と保護者

おとうさんとあそぼうひろば 20日（土） 10：00～11：30 対）未就園児と父親　　内）クリスマス会
他）要申込・抽選10組・締切 12月13日（土）

＜ぴょんぴょんひろば＞
対象）１～２歳５カ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 ９日（火）

10：00

～

11：30

内）自由あそび、クリスマス制作コーナー
土山 10日（水） 内）簡単なクリスマス飾り作り

甲賀 ９日（火） 内）簡単なクリスマス飾り作り
持）はさみ、のり

甲南 ① ９日（火）
②17日（水）

対）①１歳～１歳８カ月
　 ②１歳９カ月～２歳５カ月
内）簡単なクリスマス飾り作り

信楽 ① ９日（火）
②24日（水）

対）①１歳～１歳８カ月
　 ②１歳９カ月～２歳５カ月＜キッズランド＞

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 ２日（火）

10：00

～

11：30

内）クリスマス飾り作り
持）はさみ・のり
※水口は持ち物不要

土山 ５日（金）
甲賀 ２日（火）
甲南 ５日（金）
信楽 17日（水）

（
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（年齢など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

　平成２５年度から、ブックスタートサポーターの経
験者を中心に、市内の保育園や幼稚園での読み聞か
せのボランティアをしていただいています。
　実施する年齢や人数は園により異なりますが、年
間を通して、同じ方が同じ園に月１回程度のペース
で通っています。絵本に対する子どもたちの反応は
さまざまですが、回数を重ねるうちに園児にも親し
まれ、小さな交流のひとときがうまれています。
　ボランティアさんにとって一番悩むのは、絵本選
びだそうです。年齢や季節にあわせて絵本を何冊も
準備し、その日の子どもたちの様子をみて、読む絵
本を差し替えたりと工夫されています。身近な食べ
物や乗り物などの絵本から、物語や昔話、自然科学
の本まで、絵本の種類は多様です。そのなかから、
大勢で子どもたちが楽しめる絵本を毎月探していた
だいています。
　一方で、少人数でじっくり読む方が落ちつく絵本
もあります。そのような本は、ぜひ、お家でお楽し
みください。家庭での読み聞かせは、より近くでや
りとりを楽しんだり、一人ひとりのペースにあわせ
て読むことができます。お気に入りの絵本ができたり、
「もう１回読んで！」に応えてもらえるのは、子ども
にとってうれしいものです。

ひろがる絵本の楽しみ第４０回

問
い
合
わ
せ

こども未来課　指導振興係
☎８６‐８１７１／ ８６-８３８０
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