
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。

４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。

４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 第　　 回４２

　市では、主に小学４年生児童を対象に、命の大切
さを伝え、家族への感謝の気持ちをもてるように、
学校と協力して家庭教育支援事業「命の授業」を行っ
ています。平成２６年度は市内の３校で、助産師の市

いち

岡
おか

恵
けい

子
こ

さんを講師に招いて実施しました。
　授業では、マタニティスーツを装着して、物を拾う、
靴下をはくなど、妊婦の身体の重さを実感する体験
をします。また、授乳やおむつ替えなど、世話をし
ないと泣きやまない赤ちゃん人形の育児体験もしま
す。最初は、恐る恐る人形に触っていた子どもたち
が、授業が終わる頃には、やさしく抱っこし、好き
な名前をつけて呼びかける様子に、教室内に温かな
空気が流れます。
　体験の後には、保護者に事前に書いていただいた
「生まれた時のこと」の手紙を黙読し、返事の手紙
を書きます。自分の名前の由来や、出生時のできご
と、見守っていた家族の思いにふれ、驚いたり、感
動したりする子どもたちです。普段、なかなか言葉
で表せない気持ちを手紙に託すことで、保護者は自
分の子育てを振り返り、子どもたちには、自分の身
体と心を見つめる機会となっています。

１０歳になった君たちへ
～うまれてくれてありがとう～

問
い
合
わ
せ

こども未来課　指導振興係
☎８６‐８１７１／ ８６-８３８０問

い
合
わ
せ

こども応援課　児童家庭支援係
☎６５‐０７０５／ ６３‐４０８５

▲甲南第三小学校 ▲�多羅尾小学校

▲�山内小学校

信楽子育て支援センターを移転します
　平成２７年４月１日から、信楽地域市民センター横
（旧情報管理棟）に移転します。

＜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 21日（火）

10：00

～

11：30

土山 ９日（木）

甲賀 10日（金）

甲南 ① ８日（水） 
②17日（金）

対）①６カ月まで
　 ②７カ月～１歳

信楽 ９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 ６・13・20日（月） 13：00～15：00 対）６日：H26年11月生、13日：H26年12月生、
　 20日：H27年１月生

子育て講習「すくすくトーク１」 16日（木） 10：00～11：30
対）H26年３月～H26年６月生まれの未就園児とその保護者
他）要申込・先着10組
内）こいのぼりを作ろう・離乳食、幼児食など子どもの食事について

子育て講習「親子でヨガ」 23日（木） 10：00～11：00 対）H26年６月～H26年10月生まれの未就園児とその保護者
他）抽選15組・締切　3月25日（水）

土
山

出前ひろば 10日（金） 10：00～11：30 場）大野公民館

あかちゃんルーム 21日（火） 13：00～15：00 対）０～１歳の未就園児とその保護者

おはなし会～おひさまポケット～ 28日（火） 11：00～11：30 内） 手遊び・歌遊び・おはなしなど
9：30～11：30のオープンルーム内で

甲
賀

あかちゃんルーム ３・17日（金） 10：00～11：30 対）０～１歳まで

おはなし会 24日（金） 10：30～11：30 対）未就園児と保護者
内）おはなしサークル紙ふうせんさんからのおはなし

甲
南

あかちゃんルーム 14・28日（火） 13：30～15：00 対）H.26年12月生～H.27年２月生の未就園児とその保護者
持）バスタオル

おはなし会 20日（月） 10：45～11：00
15：00～15：15

９：30～11：30のオープンルーム内で
13：00～16：00のオープンルーム内で

子育て講習「アロマタイム」 21日（火） 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３月26日(木）

出前ひろば 24日（金） 10：00～11：30 場）みちくさ館（ニューポリスＡ）

信
楽

おはなし会～絵本を楽しもう～ 17日（金） 10：30～11：30 対）１歳６カ月未満の未就園児と保護者

子育て講習　『出会おう・ふれ
あおう・つながろうひろば』 22日（水） 10：00～11：30 対）未就園児と保護者

他）要申込・先着50組　場）信楽中央公民館

＜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 14日（火）

10：00

～

11：30

土山 22日（水） 内）自由あそび

甲賀 14日（火） 内）自由あそび

甲南 ①15日（水）
②22日（水）

対）①１歳～１歳８カ月
　 ②１歳９カ月～２歳５カ月

信楽 ７日（火） 内）自由あそび

＜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 ７日（火）

10：00

～

11：30

土山 16日（木）

内）さんぽ　持）親子とも動きやすい服
装・靴　ベビーカー (弟妹同伴の場合）
場）土山あいの丘文化公園
他）雨天の場合は室内あそび

甲賀 21日（火） 内）こいのぼり作り
持）はさみ、のり甲南 10日（金）

信楽 15日（水） 内）こいのぼり作り

（
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
★乳幼児おはなし広場（土山）（申込不要）
　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
★乳幼児おはなし広場（水口）（申込不要）
　日時／28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』
『おりがみあそび』
　問・申☎82-2361／ 82-3616
　日時／20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
『楽しいおりがみ』
　問・申☎86-4363／ 86-4958
　日時／16日（木）　10：30～11：30
　場所／かえで会館　　定員／15組（要申込）
　持ち物／おりがみ10枚、のり、はさみ

　　　■
ドラッグ
ストア 信楽地域

市民センター
（信楽庁舎）

■信楽
　図書館 開発センター

信楽子育て
支援センター

コンビ二

至 水口・信楽 IC

至 京都

信楽駅口

国
道
３
０
７
号
線

信
楽
駅

駐車場

住　所／信楽町長野１２０７番地 2
連絡先／ＴＥＬ８２‐２７９９

　年間を通じて、親子対象の講座を各種開催します。
　　●親子ふれあい運動広場
　　●ベビーマッサージ講座
　　●はじめまして親子講座　　ほか
　開催時期・対象年齢・内容などは、講座によって異な
ります。
　また、その他にも様々な講座を開催する予定です。
　詳しくは、広報毎月１５日号または毎月発行ちらし
「らっこだっこぎゅっと」をご覧ください。

10平成 27年 3月15日11 平成 27年 3月15日


