
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   月～金 9:00～17:00
甲賀子育て支援センター 88-8115 88-8145

66-0375

82-2799

 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   火～土 9:00～17:00

問い合わせ先一覧

11

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

パワーヨガ教室
時 �１月１７日・２４日・３１日、２月７日・１４日・２１日（火）� �
全６回　１９時～２０時３０分

定 �２０人　￥�６００円

料理教室
時 �１月１１日・２５日、２月８日・２２日、３月８日（水）� �
全５回　１９時～２１時

定 �１６人　￥�４，８５０円（材料費込）　

パン・お菓子教室
時 �１月１７日・２４日、２月７日・２１日、３月７日（火）� �
全５回　１８時３０分～２１時

定 �１０人　￥�５，５００円（材料費込）

飾り巻き寿司教室
時 �２月１０日・１７日・２４日、３月３日・１０日（金）� �
全５回　１９時～２１時

定 �１６人　￥�６,０００円（材料費込）

屋内初級テニス教室
時 �１月１３日・２０日・２７日、２月３日・１０日（金）� �
全５回　１８時４５分～２０時４５分

定 �１０人　￥�５００円

和食の料理教室
時 �２月１６日（木）全１回　１９時～２１時
定 �１６人　￥�９７０円（材料費込）

恵方巻き寿司教室
時 �１月２６日（木）全１回　１９時～２１時
定 �１６人　￥�９７０円（材料費込）

サントピア　勤労青少年ホーム
冬の教室・短期教室 受講生募集

対象 ��市内に在住または勤務されており、平成２８年４月１
日現在で１５歳以上３５歳未満の勤労青少年（中高生お
よび大学生は除く）

申込期間 ��１２月１５日（木）～１月６日（金）　祝日および１２月
２８日～１月３日を除く９時～２１時（※１月６日(金）は１７時
まで）

申込場所 ��サントピア水口　勤労青少年ホーム窓口（電
話・代理での申し込み不可）

※申し込みに必要なものなど、詳しくは市のホームペー
ジまたは問い合わせ先まで

（
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 24日（火）

10：00

～

11：30

土山 19日（木） 持）バスタオル
甲賀 13日（金） 持）バスタオル

甲南 ①11日（水）
②25日（水）

対）①～６カ月　②７カ月～１歳
持）バスタオル（①のみ）

信楽 5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

ほっこりルーム 10日（火） 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。

おじいちゃんおばあちゃんとあそぼうひろば 11日（水） 13：30～ 15：00 対）未就園児と祖父母

子育て講習　「わらべうたあそび」 12日（木） 10：00～ 11：00 対）H27年7月生～Ｈ28年1月生の未就園児の保護者　　他）要申込・先着15組

あかちゃんルーム 16・23・30日（月） 13：30～ 15：00 16日（H28年8月生）・23日（H28年9月生）・30日（H28年10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」） 26日（木） 10：45～ 11：20 9：30～11：30のオープンルーム内で

出前ひろば 31日（火） 10：00～ 11：30 所）岩上公民館

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　��持）バスタオル

出前ひろば 20日（金）・25日（水） 10：00～ 11：30 20日（金）大野公民館・25日（水）六友館　　対）未就園児と保護者

甲
　
賀

あかちゃんルーム 6・20日（金） 10：00～ 11：30 対）0～1歳の未就園児と保護者　　持）バスタオル

ほっこりルーム 12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。

おじいちゃんおばあちゃんとあそぼうひろば 25日（水） 10：00～ 11：30 対）未就園児と祖父母

おはなし会 27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
6日（金） 13：30～ 15：00 対）0～1歳の未就園児と保護者　　持）バスタオル（～6カ月頃まで）

20日（金）・26日（木） 13：30～ 15：00 対）H28年9月生～11月生の未就園児と保護者　　持）バスタオル

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

ほっこりルーム 13日（金） 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。

子育て講習「歯のはなし」 19日（木） 10：00～ 11：30 対）未就園児と保護者　　他）要申込・抽選15組　　〆）1月10日（火）
＊詳細についてはお問い合わせください。

信
　
楽

ほっこりルーム 　5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。

はじめましての会 　6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 14日（土） 10：00～ 11：30 対）未就園児と父親　　内）おもちゃであそぼう　　他）要申込

あかちゃんルーム 19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～ 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「多世代ふれあい交流タイム」 25日（水） 13：30～ 14：30 対）未就園児と保護者　　内）アクティフしがらきとのふれあい交流　
他）要申込・抽選8組　　〆）1月18日（水）

子育て講習�「こもの作り」 31日（火） 10：30～ 11：30 対）未就園児の保護者　　他）要申込・抽選10組・託児あり　　〆）1月24日（火）

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）コマ作りコーナー・お正月あそびほか
土山 11日（水）
甲賀 10日（火） 内）自由あそび

甲南 ①18日（水）
②27日（金）

対）①1歳～1歳8カ月
　����②1歳9カ月～2歳5カ月

信楽 ①17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�
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 10日（火）

10：00

～

11：30

内）節分制作・お正月あそびほか
土山 12日（木） 内）節分あそびと制作
甲賀 24日（火） 内）節分制作　
甲南 13日（金） 内）お正月あそび
信楽 18日（水） 内）節分制作

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／10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カ月の乳児親子
　　　　※第1子以降も申込可
★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／甲南公民館　和室　　定員／12組（要申込）
　対象／2カ月～5カ月の乳児親子　
★親子ふれあい運動広場　
　日時／25日（水）10：30～11：30
　場所／かえで会館　集会室
　対象／1歳6カ月から3歳未満の未就園児と保護者
　定員／25組（要申込）　　持ち物／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／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
★ママも0歳・パパも0歳　おはなし＆ミニコンサート
　「わらべうたと小さな音たち」
　日時／21日（土）10：30～11：30
　場所／甲南図書交流館　視聴覚ホール
　対象／妊産婦または家族、0歳児と保護者　
　定員／15組（要申込）

☆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
『いろいろな遊びを楽しもう』
　日時／19日（木）10：30～11：30
　場所／たけのこ児童館（信楽町）　　定員／8組
　対象／市内の未就学児と保護者　
　持ち物／お茶・タオル
　申込受付日時／1月10日（火）9：00～
☆かえで子育て広場
　問・申／かえで児童館　☎86-4363／ 86-4958
『レンジでココアケーキ作り』
　日時／18日（水）10：30～11：30
　場所／かえで児童館（甲南町）　　定員／先着15組
　内容／親子でケーキを作って、デコレーションをします。
　対象／市内の未就園児と保護者　　参加費／200円
　持ち物／エプロン、三角巾、マスク、タオル、お茶
　申込方法／かえで児童館に電話で
　申込受付日時／12月15日（木）9：00～

勤労青少年ホーム　☎63-2952／ 63-6788
問い合わせ
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