
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

99

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

（
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 20日（火）

10：00

～

11：30

土山 23日（金）
甲賀 2日（金） 持）バスタオル

甲南 ①� �7日（水）
②21日（水）

対）①６カ月まで　②７カ月～１歳
持）バスタオル

信楽 1日（木） 持）バスタオル

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

リフレッシュタイム「フォトフレーム作り」 5日（月） 10：00～ 11：00 対）Ｈ28年2月生～5月生の未就園児の保護者　　他）要申込・抽選10組、託児有
〆）8月25日（木）

あかちゃんルーム 5・12・26日（月） 13：30～ 15：00 対）5日（H28年4月生）・12日（H28年5月生）・26日（H28年6月生）　　持）バスタオル
ほっこりルーム 6日（火） 13：30～ 15：00 他）要申込　　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。
子育て講習「すくすくトーク③」
　・敬老の日のプレゼント作り
　・子どもの成長について

8日（木） 10：00～ 11：30 対）H27年９月生～Ｈ28年１月生の未就園児と保護者　　他）要申込・先着10組
持）汚れてもよい服装・タオル（絵の具を使います。）

おじいちゃんおばあちゃんとあそぼうひろば 14日（水） 13：30～ 15：00 対）未就園児と祖父母
おはなし会（拡大紙しばいぽけっと） 21日（水） 10：45～ 11：20 9：30～11：30のオープンルーム内で
出前ひろば 27日（火） 10：00～ 11：30 所）柏木公民館

土
　
山

ほっこりルーム 8日（木） 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。

ファミリーデー 12日（月） � 9：30～ 11：30 対）未就園児と家族（父親と未就園児・祖父・祖母と未就園児）
＊詳細についてはお問い合わせください。

あかちゃんルーム 13・27日（火） 13：30～ 15：00 対）0～1歳の未就園児と保護者
出前ひろば 16日（金） 10：00～ 11：30 対）未就園児と保護者　　所）大野公民館
おはなし会（おひさまポケット） 26日（月） 11：00～ 11：30 対）未就園児と保護者　　9：30～11：30のオープンルーム内で
子育て講習「わたし大すき　子ども大すき」 29日（木） 10：00～ 11：30 対）未就園児と保護者　　他）要申込・先着15組

甲
　
賀

子育て講習「フラダンス」 9日（金） 10：30～ 11：30 対）未就園児の保護者　　他）要申込・先着10組、託児有
ほっこりルーム 15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。
あかちゃんルーム 16・23日（金） 10：00～ 11：30 対）0～1歳の未就園児と保護者
出前ひろば 27日（火） 10：00～ 11：30 対）甲賀町内の未就園児と保護者　　所）油日コミュニティセンター　　他）要申込・先着15組
子育て講習「親子運動あそび」 30日（金） 10：30～ 11：30 対）2歳以上の未就園児と保護者　　他）要申込・先着15組

甲
　
南

おはなし会 5日（月） 15：00～ 15：15 13：00～16：00のオープンルーム内で
16日（金） 10：45～ 11：00 9：30～11：30のオープンルーム内で

子育て講習「アロマタイム」 8日（木） 10：00～ 11：30
対）未就園児の保護者　　所）甲南青少年研修センター　　持）オイル代200円
他）要申込・抽選10組（未経験の方優先）、託児あり　　〆）8月26日（金）
＊詳細については別紙案内をご覧ください。

ほっこりルーム 8日（木）・14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 9日（金） 10：00～ 11：30 所）寺庄公民館
子育て講習「ファーストサイン」 15日（木） 10：00～ 11：30 対）8カ月～1歳6カ月までの未就園児と保護者　　他）要申込・抽選10組　　〆）8月31日（水）

あかちゃんルーム 16日（金）・27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
23日（金） 対）0～1歳の未就園児と保護者　　持）バスタオル（～6カ月頃まで）

信
　
楽

はじめましての会 2日（金） 10：00～ 11：30 対）はじめて子育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 10日（土） 10：00～ 11：30 対）未就園児と父親　　内）植木鉢に絵を描こう　　持）汚れてもよい服装　　他）要申込
あかちゃんルーム 15日（木） 13：30～ 15：00 対）0～1歳児未就園児と保護者　　持）バスタオル
おはなし会　～絵本を楽しもう～ 16日（金） 10：30～ 11：30 対）1歳6カ月以上の未就園児と保護者
出前ひろば 23日（金） 10：00～ 11：30 対）朝宮地区の未就園児と保護者　　所）朝宮コミュニティセンター
おじいちゃん・おばあちゃんとあそぼうひろば 27日（火） 10：00～ 11：30 対）未就園児と祖父母　　内）植木鉢に絵を描こう　　持）汚れてもよい服装
子育て講習「消防車に乗ろう」 28日（水） 10：30～ 11：30 対）1歳6カ月以上の未就園児と保護者　　他）要申込・抽選15組　　〆）9月21日（水）
ほっこりルーム 28日（水） 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。

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 13日（火）

10：00

～

11：30

内）自由あそび
土山 7日（水） 内）歯のはなし　　持）歯ブラシ・タオル
甲賀 6日（火） 内）敬老の日のプレゼント作り　

甲南 ①14日（水）
②28日（水）

対）�①１歳～１歳８カ月� �
②１歳９カ月～２歳５カ月

信楽 ①13日（火）
②14日（水）

対）�①１歳～１歳８カ月� �
②１歳９カ月～２歳５カ月

内）�①植木鉢に絵を描こう� �
②植木鉢に絵を描こう

持）①②汚れてもよい服装

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 6日（火）

10：00

～

11：30

内）�絵の具あそび
持）汚れてもよい服装

土山 15日（木） 内）バルーンであそぼう
甲賀 13日（火） 内）敬老の日のプレゼント作り　

甲南 　2日（金）
内）絵の具あそび
持）�汚れてもよい服装・ビーチサン
ダル（親子共）

信楽 21日（水） 内）植木鉢に絵を描こう
持）汚れてもよい服装

土山子育て支援センター事業は土山地域市民センター２Ｆ（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
★はじめまして親子広場「赤ちゃんと遊ぼう」
　日時／13日（火）10：30～11：30　　　
　場所／甲南庁舎　3階和室　　定員／10組（要申込）
　対象／妊産婦または2カ月～7カ月の乳児（第1子）親子
★子育てスタート講座「赤ちゃんと体ほぐし・心ほぐし」
　日時／30日（金）10：30～11：30
　場所／甲南図書交流館　視聴覚ホール
　対象／�5カ月～10カ月の乳児親子　� �

※首がすわっていること
　定員／12組（要申込）
★親子ふれあい運動広場　
　日時／28日（水）10：30～11：30
　場所／水口交流センター（水口町伴中山3737番地1）
　対象／おおむね2歳以上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� �

※お釣りのないようにご準備ください
★乳幼児おはなし広場（土山）（申込不要）
　日時／8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／27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』
　問・申／たけのこ児童館　☎82-2361／ 82-3616
『大型絵本を楽しもう』
　日時／15日（木）10：30～11：30
　場所／たけのこ児童館（信楽町）　　定員／8組
　対象／未就学児と保護者　　持ち物／お茶・タオル
　申込受付日時／9月1日（木）9：00～

☆かえで子育て広場　『小麦粉ねんど』

　問・申／かえで会館　☎86-4363／ 86-4958
　日時／14日（水）10：30～11：30�
　（9月から水曜日に実施することになりました）
　場所／かえで会館　（甲南町）
　内容／小麦粉でねんどを作って、製作あそびをします。
　対象／市内の未就園児と保護者　　定員／先着15組
　持ち物／�直径30cmくらいのボウル、エプロン、タオル、お茶
　申込方法／かえで会館に電話で
　申込受付日時／8月15日（月）9：00～

　平成２９年４月からご入園いただくお子さんの入園申込受
付を下記のとおり予定しています。
　詳しい内容については９月１日号に掲載します。
　また、幼稚園・保育園の入園案内および申込書等につい
ては９月初旬から配置しますので、ご確認ください。
■申込受付期間
　◦幼稚園（公立）� 　９月１４日（水）～１６日（金）
　◦保育園（公立・私立）� 　１０月３日（月）～１４日（金）
※�保育園は現在入園いただいている方も毎年入園申込が
必要です。

■入園案内冊子・申込書の配置
　市内各保育園・幼稚園、市民窓口センター、旧支所であ
る土山・甲賀大原・甲南第一・信楽地域市民センター、各
子育て支援センター

★私立幼稚園入園案内
園名 水口幼稚園 甲南幼稚園 貴生川認定

こども園（短時部）

定員
（募集定員）

満３歳児（２歳児）　
１０人

３歳児　　　３０人
４歳児　　��若干名
５歳児　　��若干名

満３歳児（２歳児）　
要相談

３歳児　７０人程度
４歳児　　��若干名
５歳児　　��若干名

満３歳児（２歳児）
若干名

３歳児　　��４０人
４歳児　　��３０人
５歳児　　��３０人

願書配布 配布中 ８月１日以降
８月２７日（土）
１０：００～

※�以降、随時園に
て配布します

入園説明会
８月２７日（土）
１０：００～

（受付９：３０～）

在園・卒園家庭
８月２２日（月）
１６：３０～
新規のご家庭
８月２７日（土）
１３：３０～

８月２７日（土）
１０：００～

願書受付
９月１２日（月）
９：３０～
※先着順

在園・卒園家庭
８月２２日（月）

以降
新規のご家庭
８月２７日（土）
入園説明会以降
※先着順

※抽選の場合あり

８月２７日（土）
入園説明会以降
※先着順

願書配布
入園説明会
願書受付
問い合わせ

水口幼稚園
水口町城東３－２１
☎６２－０３２９
６２－０３３４

甲南幼稚園
甲南町野田６０４
☎８６－８０８８

学校法人森島学園
貴生川認定こども園
水口町三大寺２１００
☎６２－８１８８

※私立幼稚園についてのお問い合わせは各園へお願いします。
※�水口幼稚園の願書は幼稚園のほか、市役所、子育て支援センターにも置
いています。
※�甲南幼稚園・貴生川認定こども園については、甲南幼稚園ホームページ
にも掲載しています。� �
HP �http://www.eonet.ne.jp/~kounanyouchien/

平成２９年度

保育園・幼稚園の
入園申込受付について

予告

こども未来課　☎８６-８１７９／ ８６-８３８０
問い合わせ
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