
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。

３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。

３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

＜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 17日（火）

10：00

～

11：30

土山 19日（木）

甲賀 13日（金）

甲南 ①４日（水） 
②６日（金）

対）①６カ月まで　②７カ月～１歳
内）②離乳食のはなし

信楽 ５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 ２・９・16日（月） 13：30～15：00 対）２日：H26年10月生、９日：H26年11月生、16日：H26年12月生

子育て講習「イスを作ろう」 ５日（木） 10：00～11：30 対）Ｈ26年９月生まれまでの未就園児とその保護者
他）要申込・先着 10組

土
山

あかちゃんルーム ３日（火） 13：30～15：00 対）おおむね２～７カ月の未就園児と保護者

講習「ボールであそぼう」 12日（木） 10：30～11：30 対）２歳６カ月以上の未就園児と保護者
他）要申込・抽選 15組（未経験者優先）・託児有 ・締切 ２月27日（金）

出前ひろば 17日（火） 10：45～11：30 内）おひさまポケット年度末スペシャル　　場）フイランソ土山

甲
賀

あかちゃんルーム ６・20・27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 ７日（土） 10：00～11：30 対）未就園児とおとうさん
内）絵本作り　　他）要申込・先着 10組

甲
南

あかちゃんルーム 10日（火） 
25日（水） 13：30～15：00 対）H.26年10月生～H.26年11月生の未就園児とその保護者

持）バスタオル

おたのしみ　おはなし劇場 11日（水） 10：15～11：00
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 50組
内）おはなしこんにちはグループによる人形劇やおはなし

リフレッシュタイム
『アロマ』 19日（木） 13：30～15：00 対）未就園児の保護者

他）要申込・抽選 ４組（未経験者優先）・託児有・締切 ２月25日（水）

おはなし会 20日（金） 10：45～11：00 ９：30～11：30のオープンルーム内で

信
楽

リフレッシュタイム
『こもの作り』 ４日（水） 10：30～11：30 対）未就園児の保護者

他）要申込・抽選 10組・託児有・締切 ２月25日（水） はじめての方優先

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

内）手型で記念品作り・おたのしみ会

おとうさんとあそぼうひろば 14日（土） 10：00～11：30 対）未就園児と父親　　内）おたのしみ会
他）要申込・抽選 10組・締切 ３月７日（土）

おはなし会　～絵本を楽しもう～ 20日（金） 10：30～11：30 対）１歳６カ月以上の未就園児と保護者

＜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 10日（火）

10：00

～

11：30

土山 11日（水）

甲賀 ３日（火） 内）お楽しみ会

甲南 ①12日（木） 
②18日（水）

対）①１歳～１歳８カ月
　 ②１歳９カ月～２歳５カ月

信楽 ①10日（火） 
②24日（火）

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カ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 ３日（火）

10：00

～

11：30

内）ひな人形制作

土山 ６日（金） 内）みんなであそぼう

甲賀 17日（火） 内）お別れ会

甲南 13日（金） 内）楽器あそび

信楽 18日（水） 内）おたのしみ会

（
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

＜家庭教育支援事業＞

こども未来課 問・申☎86-8171／ 86-8380
★親子ふれあい絵本広場
「～おはなし劇場　はじまりはじまり～」
　日時／７日（土）　10：30～11：30
　場所／サントピア水口（甲賀市共同福祉施設）
　対象／おおむね３歳以上の未就学児とその保護者
　定員／50組
　持ち物／レジャーシート
★ベビーマッサージ講座
　日時／13日（金）　10：30～11：30
　場所／信楽子育て支援センター
　対象／生後２カ月～７カ月児とその保護者
　定員／10組（要申込）
★親子ふれあい運動広場
　日時／16日（月）　10：30～11：30
　場所／かえで会館
　対象／１歳半～３歳までの未就園児とその保護者
　定員／20組（要申込）
　持ち物／お茶・タオル　など
　参加費／１組200円
★乳幼児おはなし広場（土山）（申込不要）
　日時／12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／17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

＜児童館事業＞

☆たけのこ子育て広場『のびっこ』
『フォトフレーム作り』
　問・申☎82-2361／ 82-3616
　日時／16日（月）　10：30～11：30
　場所／たけのこ児童館（西教育集会所）
　定員／８組（要申込）
☆かえで子育て広場
『レンジケーキ』
　問・申☎86-4363／ 86-4958
　日時／12日（木）　10：30～12：00
　場所／かえで会館　調理室
　対象／３～５歳児と保護者
　定員／15組（要申込）
　持ち物／エプロン、マスク、三角巾、上靴、材料費200円
☆にんくる子育て広場
『タオル人形つくり』
　問・申☎88-5692／ 88-5696
　日時／20日（金）　10：30～11：30
　場所／にんくる児童館（相模教育集会所）
　内容／タオルと輪ゴムだけで人形を作ります。
　定員／10組（先着順）
　持ち物／ハンドタオル２枚、フェイスタオル１枚
　申込〆切／３月13日（金）

予防接種で病気を未然に防ぎましょう
—子ども予防接種週間
� （3月 1日～ 7日）—
　日本医師会・日本小児科医会・厚生労働省は、３月
１日から７日を「子ども予防接種週間」として、様々
な予防接種の相談に応じるとともに、通常の診療時間
内に受診できない方に対して、平日以外にも予防接種
を実施します。
　市内では、次の通り実施しますので、必要な予防
接種を済ませて病気を未然に防ぎましょう。

対象者：市が行う定期予防接種の対象年齢内の方
実施医療機関 実施日時 予約方法など
たなか小児科
☎６５－０１２１

３月７日（土）
１４時～１４時１５分

２月２８日（土）まで
に診療時間内に

予約
速水医院
☎６５－３２１１

３月６日（金）
３月７日（土）

１３時３０分～１４時
診療時間内に予約

浅田クリニック
☎６９－７７５５

３月７日（土）
１３時～１４時 診療時間内に予約

　予診票のない方は、健康推進課までお問い合わせく
ださい。

開催日時／火・水・金曜日　１０時～１５時
場所／甲南青少年研修センター
対象／市内在住おおむね０～３歳の

お子さんと保護者　　　　
　　　 　※参加無料
問／こども応援課　児童家庭支援係
☎６５ー０７０５／　６３ー４０８５

　淡海子育て応援カードを協賛店で提示すると、飲食
代等の割引などのサービスが受けられます。
　応援カードの登録や協賛店などの情報は淡海子育て
応援団ホームページをご確認ください。
（http://omikosodate.jp/）

「淡
お

海
う み

子育て応援カード」

携帯用 スマートフォン用

問
い
合
わ
せ

健康推進課　母子保健係
☎６5-0736／ ６３-4591
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