
ポータルサイト
「こうか子育て応援ねっと！」
子育てに役立つ情報を発信しています。
（http://kokakosodate.jp）

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

55

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。

「甲賀子育て応援メール」配信中
登録していただいたメールアドレスに子育て支援情報を週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）
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（
略
字
説
明
）

所：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）
対：対象（年齢などの記載がないものは未就園児と保護者です）
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

あかちゃんひろば
対象）０～１歳の未就園児と保護者
場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他
水口 24日（火）

10：00

～

11：30

土山 19日（木）
甲賀 13日（金） 持）バスタオル

甲南 ①11日（水）
②27日（金）

対）①６カ月まで　②７カ月～１歳
持）①のみバスタオル

信楽 12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 9・16・23日（月） 13：30～15：00 対）9日：H27年12月生、16日：H28年1月生、23日：H28年2月生�
持）バスタオル

おはなし会（人形劇サークルいちごじゃむ） 11日（水） 10：45～11：20 9：30～ 11：30のオープンルーム内で

リフレッシュタイム
「ストレッチ体操をしましょう」 12日（木） 10：00～11：00

対）H27年7月生～Ｈ27年11月生の未就園児の保護者
他）要申込・抽選8組　締切4月28日（木）　託児有　
持）ヨガマットまたはバスタオル・お茶・動きやすい服装

ほっこりルーム 17日（火） 13：30～15：00 他）要申込　＊詳細についてはお問い合わせください。
子育て講習
「牛乳パックでおもちゃ作り」 26日（木） 10：00～11：30 対）H26年7月生～Ｈ26年11月生の未就園児と保護者

他）要申込・先着10組
出前ひろば 31日（火） 10：00～11：30 所）水口中央公民館

土
　
山

あかちゃんルーム 10・24日（火） 13：30～15：00 対）0～1歳の未就園児と保護者

子育て講習『バレトン』 17日（火） 10：00～11：00 対）未就園児の保護者　　所）土山開発センター内　大会議室
持）タオル・お茶　　他）要申込・抽選12組　締切4月28日（木）　

ほっこりルーム 18日（水） 13：30～15：00 他）要申込　＊詳細についてはお問い合わせください。
おはなし会（おひさまポケット） 20日（金） 11：00～11：30 9：30～のオープンルーム内で
ファミリーデー 23日（月） 9：30～11：30 対）市内在住の未就園児と家族　＊詳細については問い合せください。
出前ひろば 25日（水）・27日（金） 10：00～11：30 所）25日：六友館　　27日：大野公民館

甲
　
賀

あかちゃんルーム 6・27日（金） 10：00～11：30 対）0～1歳の未就園児と保護者

おとうさんとあそぼうひろば 7日（土） 10：00～11：30 対）未就園児とお父さん　　内）母の日のプレゼント作り
他）要申込・先着10組　

ほっこりルーム 19日（木） 13：30～15：00 対）未就園児とお父さん　　他）要申込　※詳細についてはお問い合わせください。
出前ひろば 20日（金） 10：00～11：30 対）未就園児と保護者　場）大原にこにこ園　他）要申込・先着15組

甲
　
南

ほっこりルーム 6・13日（金） 13：30～15：00 対）未就園児と保護者　※詳細についてはお問い合わせください。
おとうさんとあそぼうひろば 6日（金） 10：00～11：30 対）未就園児とお父さん　　内）ふれあいあそび、運動あそび

おはなし会
12日（木） 10：45～11：00 9：30～ 11：30のオープンルーム内で
30日（月） 15：00～15：15 13：00～ 16：00のオープンルーム内で

あかちゃんルーム
17・24日（火） 13：30～15：00 対）H.27年12月生～H.28年2月生の未就園児と保護者　　持）バスタオル

19日（木） 13：30～15：00 対）0歳～1歳の未就園児と保護者　　持）バスタオル（６カ月まで）
出前ひろば 20日（金） 10：00～11：30 所）忍の里プララ　和室

信
　
楽

はじめましての会 6日（金） 10：00～11：30 対）はじめて支援センターを利用される未就園児と保護者
おとうさんとあそぼうひろば 14日（土） 10：00～11：30 対）未就園児とお父さん　　内）さんぽ（雨天の場合はプレイルームであそびます）
あかちゃんルーム 19日（木） 13：30～15：00 対）0歳～1歳の未就園児と保護者　　持）バスタオル　
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　　　
子育て講習『みんなで考えよう子どもの思い・・』 27日（金） 10：30～11：30 対）未就園児と保護者　　他）要申込・抽選10組　締切5月20日（金）

ぴょんぴょんひろば
対象）１～２歳５カ月の未就園児と保護者
場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他
水口 17日（火）

10：00

～

11：30

内）散歩
土山 11日（水）
甲賀 10日（火）

甲南 ①18日（水）
②25日（水）

対）①１歳～１歳８カ月
　����②１歳９カ月～２歳５カ月
内）�②のみ砂場あそび（雨天の場合
は室内あそび）

信楽 ①10日（火）
②11日（水）

対）①１歳～１歳８カ月
　����②１歳９カ月～２歳５カ月親子の自由なスペース　つどいの広場� ※参加無料

対象）市内在住のおおむね0～3歳のお子さんと保護者
場所 日 時間

甲南青少年研修センター 火・水・金曜日 10：00～ 15：00
月１回木曜日不定期で開催　詳しくはhttp://kokatudoi.shiga-saku.net/

キッズランド
対象）２歳6カ月以上の未就園児と保護者
場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他
水口 10日（火）

10：00
～

11：30

内）散歩

土山 12日（木） 内）散歩　　他）はきなれた靴(雨天
の場合は室内あそび)

甲賀 24日（火） 内）散歩　　持）帽子、お茶
他）はきなれた靴

甲南 13日（金）
内）散歩・自然体験あそび(雨天の場
合は室内あそび)
他）動きやすい服装と靴（親とも）

信楽 18日（水） 内）散歩　　他）はきなれた靴（雨天
の場合は室内あそび）

＜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
★はじめまして親子広場
「赤ちゃんと遊ぼう」
　日時／10日（火）10：30～11：30
　場所／甲南庁舎　3階和室
　対象／2カ月～7カ月の乳児（第1子）親子
　定員／10組（要申込）
★子育てスタート講座
「赤ちゃんとスキンシップ」
　日時／27日（金）10：30～11：30
　場所／甲南図書交流館　視聴覚ホール
　対象／2カ月～5カ月の乳児親子
　定員／12組（要申込）
★親子ふれあい運動広場　
　日時／25日（水）10：30～11：30
　場所／岩上体育館（水口）
　対象／1歳6カ月～３歳未満の未就園児と保護者
　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
★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歳児と保護者
★乳幼児おはなし広場（水口）（申込不要）
　日時／24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歳児と保護者

☆たけのこ子育て広場『のびっこ』
「プラ板作り」
　問・申／たけのこ児童館　☎82-2361／ 82-3616
　日時／19日（木）10：30～11：30
　場所／たけのこ児童館（信楽）
　対象／市内の未就学児と保護者
　定員／8組（要申込）
　申込受付日時／5月2日（月）9時～
☆かえで子育て広場　『わらべうた』
　問・申／かえで会館　☎86-4363／ 86-4958
　日時／19日（木）10：30～11：30
　場所／かえで会館（甲南町）
　内容／�講師の山本文蓉さんのご指導で、楽しくふれあ

い遊びをしましょう
　定員／先着15組
　持ち物／ハンドタオル、お茶
　申込方法／かえで会館に電話で
　申込受付日時／4月15日（金）9時～

　滋賀県では、姉妹州であ
るアメリカ合衆国ミシガン
州へ、友好親善使節団を派
遣します。
　一般家庭でのホームステ
イや生活体験、姉妹都市交
流等を通じて、異文化体験
や国際理解、友好交流を体
験してみませんか。

８月２４日（水）～８月３１日（水）
（８日間のうち、ホームステイは４泊５日）

ミシガン州各地

滋賀県に在住し、平成２８年４月１日現在、満
１８歳（高校生を除く）以上であり、健康でか
つ団体行動に協調でき、ホームステイや宿
泊などが一人でも可能な方

161,000 円（予定）

４０人（応募者多数の場合は、初めて参加の
方を優先させていただきます）

地域コミュニティ推進室に設置している申込
書にてお申し込みください。

４月１５日（金）～５月１６日（月）

地域コミュニティ推進室　☎65-0604／ 63-4554
滋賀県観光交流局国際室　
☎077-528-3061／ 077-521-5030

問い合わせ

第２１回
滋賀県ミシガン州
友好親善使節団派遣に
係る団員募集について

日 時

行 先

対 象

参加費

定 員

申 込
方 法

申 込
期 間

16平成 28年 4月 15日平成 28年 4月 15日17


