
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

88

市内在住の未就園児と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）

月月 家庭教育

～教育の出発点は家庭教育から～

子育て・親育ち講座

第  　回

（
略
字
説
明
）

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）
内：内容
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）
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　〆：申込締切

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 23日（火）

10：00

～

11：30

土山 18日（木） 内）離乳食について
甲賀 19日（金）

甲南 ①10日（水）�
②24日（水）

対）①6カ月まで　②7カ月～1歳�
持）①のみバスタオル
内）②ケガ事故防止の話　

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・22日（月） 13：30～15：00 対）1日（H28年3月生）・8日（H28年4月生）・22日（H28年5月生�）�　　持）バスタオル
ほっこりルーム 2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。
サマーコンサート
～yokkoさんといっしょにうたおう～ 3日（水） 10：30～11：30 所）碧水ホール　　対）未就園児と保護者　　他）要申込・先着40組

＊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 10日（水） 13：30～15：00 対）未就園児と父親
出前ひろば 30日（火） 10：00～11：30 所）貴生川公民館

土
　
山

ほっこりルーム 1日（月） 10：00～11：30 対）未就園児と保護者　他）要申込　　＊詳細についてはお問い合わせください。

おにいちゃんおねえちゃんルーム 4日（木）・22日（月） 10：00～11：30 対）未就園児ときょうだいの幼稚園児と保護者　　他）要申込・抽選10組
〆）7月26日（火）

あかちゃんルーム 9・23日（火） 13：30～15：00 対）0～1歳の未就園児と保護者���　持）タオル
ファミリーデー 24日（水） � 9：30～11：30 対）市内在住の未就園児と家族　　＊詳細についてはお問い合わせください。

甲
　
賀

あかちゃんルーム 5・12・26日（金） 10：00～11：30 対）0～1歳の未就園児と保護者
ほっこりルーム 18日（木） 13：30～15：00 対）未就園児と保護者　　他）要申込　　＊詳細についてはお問い合わせください。
ファミリー人権コンサート 25日（木） 10：30～11：30 対）未就園児と保護者　　所）かふか生涯学習館2階研修室　　他）要申込・先着40組
おじいちゃんおばあちゃんとあそぼうひろば 27日（土） 10：00～11：30 対）未就園児と祖父母
おはなしかい 30日（火） 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 4日（木） 13：30～15：00 対）0～1歳の未就園児と保護者　　持）バスタオル（6カ月まで）
19日（金）・30日（火） 13：30～15：00 対）H28年3月生～5月生の未就園児と保護者　　持）バスタオル

おはなし会 8日（月） 15：00～15：15 13：00～16：30のオープンルーム内で　　　　　
18日（木） 10：45～11：00 9：30～11：30のオープンルーム内で

子育て講習「子どもの心をのぞいてみよう」～発
達にあわせた子育てのヒント～ 9日（火） 10：00～11：30 所）甲南青少年研修センター　　対）1歳6カ月以上の未就園児と保護者　

他）要申込・抽選10組、託児有　　〆）7月29日（金）

ほっこりルーム 9・16日（火）
12日（金）・24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。

出前ひろば 26日（金） 10：00～11：30 所）かえで会館

信
　
楽

おにいちゃん・おねえちゃんルーム 3日（水） 13：30～15：00 対）未就園児ときょうだいの幼稚園児と保護者　　他）要申込・抽選5組
〆）7月27日（水）

あかちゃんルーム 18日（木） 13：30～15：00 対）0～1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～ 19日（金） 10：30～11：30 対）1歳6カ月未満の未就園児と保護者

おにいちゃん・おねえちゃんルーム 24日（水） 10：00～11：30 対）未就園児ときょうだいの幼稚園児と保護者　　他）要申込・抽選5組　
〆）8月17日（水）

おとうさんとあそぼうひろば 27日（土） 10：00～11：30 対）未就園児と父親　　内）水あそびをしよう�　　所）信楽体育館
他）要申込　　持）親子共ぬれてもよい服装、着替え、タオルなど

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 9日（火）

10：00

～

11：30

内）水あそび　　持）ビーチサンダ
ル・ぬれてもよい服装

土山 　2日（火） 内）水あそび　持）プール用おむつ・ビー
チサンダル・ぬれてもよい服装（親子共）

甲賀 4日（木） 内）水あそび　　持）プール用おむ
つ・ビーチサンダルなど（親子共）

甲南 ①� �3日（水）�
②31日（水）

対）①1歳～1歳8カ月
　����②1歳9カ月～2歳５カ月
内）①のみ水あそび（雨天の場合は室内遊び）
持）�①プール用おむつ・ビーチサンダル・
ぬれても良い服装(親子共）

信楽 ①� �9日（火）�
②10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�
対象）おおむね0～3歳のお子さんと保護者　※参加無料

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 　2日（火）

10：00

～

11：30

内）水あそび　　持）ビーチサンダ
ル・ぬれてもよい服装

土山 ５日（金） 内）水あそび　持）プール用おむつ・ビー
チサンダル・ぬれてもよい服装（親子共）

甲賀 2日（火） 内）水あそび　持）プール用おむつ・
ビーチサンダルなど（親子共）

甲南 　5日（金）
内）水あそび（雨天の場合は室内遊び）
持）�プール用おむつ・ビーチサンダ
ル・ぬれてもよい服装（親子共）

信楽 17日（水） 内）フィンガーペインティング
持）着替え・汚れてもよい服装（親子共）

土山子育て支援センター事業は、土山地域市民センター2階（多目的室）で実施しています。
＜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
★乳幼児おはなし広場（土山）（申込不要）
　日時／18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／23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
★親子ふれあい絵本広場
　〜しゅわしゅわ村のどうぶつたち〜
　日時／６日（土）10：30～11：45
　場所／甲南図書交流館　視聴覚ホール
　対象／おおむね３歳以上の未就学児と保護者
　定員／30組（申込要）
　持ち物／書きなれた画材（クレヨン・マジック等）

☆たけのこ子育て広場『のびっこ』
　問・申／たけのこ児童館　☎82-2361／ 82-3616
『水ふうせん遊び』
　日時／18日（木）10：30～11：30
　場所／たけのこ児童館（信楽町）
　内容／�水ふうせんを釣って遊びます。
　対象／市内の未就学児と保護者
　定員／先着8組
　持ち物／お茶・タオル・着替え
　申込受付日時／8月1日（月）9：00～

☆かえで子育て広場　『金魚すくい遊び』

　問・申／かえで会館　☎86-4363／ 86-4958
　日時／18日（木）10：30～11：30
　場所／かえで会館（甲南町）
　内容／�水に浮かべたプラスチックの金魚で、金魚すく

いをします。　　　
　対象／市内の未就園児と保護者
　定員／先着15組
　持ち物／参加費100円、タオル、お茶
　申込方法／かえで会館に電話で
　申込受付日時／7月15日（金）9：00～

　市内の各図書館ではおおむね０歳～2歳の乳幼児
親子を対象に、毎月おはなし会を開催しています。
絵本の読み聞かせや手遊びなど、親子で一緒に楽し
める内容になっています。
　「うちの子は静かに見られないから・・」と、中に
は行くのをためらう方もおられるかもしれません。も
ちろん小さいお子さんですから急に泣いてしまった
り、絵本を見られない時があります。でも小さいと
きはそれが当たり前でもあるのです。そんな時には
抱っこをしたりあやしたりしてお子さんの気持ちが落
ち着くのを待ったり、様子によっては途中退席されて
もかまいません。無理のないように参加していただ
きたいと思います。
　お子さんだけでなくおうちの方も一緒に、いろん
な絵本の魅力や、読んでもらう楽しさを感じられるひ
とときになれば良いですね。
　参加された方の中には帰りに図書館で絵本を借り
て帰る方もおられます。予約はいりませんので、ぜひ、
気軽にご参加ください。

「おひざにだっこで
絵本を楽しみましょう」

こども未来課 指導振興係　☎ ８６-８１７１／ ８６-８３８０
問い合わせ

▲乳幼児おはなし広場（土山）の様子

５０
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