
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

33

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 21日（火）

10：00

～

11：30

土山 23日（木） 持）バスタオル
甲賀 10日（金） 持）バスタオル

甲南 ①� ��1日（水）
②24日（金）

対）①～６カ月　②７カ月～１歳
持）バスタオル（①のみ）

信楽 2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

子育て講習「イスを作ろう」 2日（木） 10：00～ 11：00 対）6カ月以上の未就園児と保護者　　他）要申込・抽選15組

あかちゃんルーム 6・13・27日（月） 13：30～ 15：00 6日（H28年10月生）・13日（H28年11月生）・27日（H28年12月生）
持）バスタオル

ほっこりルーム 7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。

土
山

子育て講習「親子運動あそび」 2日（木） 10：30～ 11：30 対）2歳6カ月以上の未就園児と保護者（父親の参加大歓迎）
所）大集会室（土山開発センター）　　他）要申込・先着15組・託児（弟妹）10人

英語ではなそう会（国際交流） 10日（金） � 9：30～ 11：30 未就園児と保護者（外国籍の方や英語でお話をしてみたい方）　※要申込
あかちゃんルーム 14・28日（火） 13：30～ 15：00 対）0～1歳の未就園児と保護者　　内）14日（火）ベビータッチケア　　持）バスタオル
出前ひろば 15日（水）・17日（金） 10：00～ 11：30 対）未就園児と保護者　15日（水）六友館　17日（金）大野公民館
おはなし会（おひさまポケット） 13日（月） 11：00～ 11：30 9：30～11：30のオープンルーム内で
おにいちゃん・おねえちゃんルーム 29日（水） � 9：30～ 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・先着10組

甲
賀

あかちゃんルーム 3・17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
おとうさんとあそぼうひろば 4日（土） 10：00～ 11：30 対）未就園児と父親　　内）絵本作り　　他）要申込・先着10組
おじいちゃんおばあちゃんとあそぼうひろば 8日（水） 10：00～ 11：30 対）未就園児と祖父母
ほっこりルーム 16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。

甲
南

あかちゃんルーム
7・14日（火）

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

17日（金）・30日（木） 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）

子育て講習「おたのしみおはなし劇場」 8日（水） 10：15～ 11：00 対）未就園児と保護者　　所）甲南青少年研修センター　　
他）要申込・先着50組・つどいの広場との共催事業

出前ひろば 15日（水） 10：00～ 11：30 対）未就園児と保護者　　所）杉谷公民館

子育て講習「アロマタイム」 16日（木） 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・オイル代
200円　〆）2月27日（月）

おはなし会
17日（金） 10：45～ 11：00 9：30～11：30のオープンルーム内で
27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 24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。

信
楽

はじめましての会 1日（水） 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

ほっこりルーム 2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。

おとうさんとあそぼうひろば 11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 16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～ 17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「わらべうたあそび」 23日（木） 10：30～ 11：30 対）0～1歳の未就園児と保護者　　内）わらべうたあそび
所）信楽子育て支援センター　　他）要申込・抽選10組　　〆）3月16日（木）

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 14日（火）

10：00

～

11：30

内）おたのしみ会
土山 1日（水）
甲賀 7日（火） 内）おたのしみ会

甲南 ①� ��9日（木）
②22日（水）

対）①1歳～1歳８カ月
　����②1歳９カ月～2歳5カ月

信楽 ①14日（火）
②� ��8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 7日（火）

10：00

～

11：30

内）おたのしみ会
土山 9日（木） 内）みんなであそぼう
甲賀 14日（火） 内）お別れ会
甲南 3日（金） 内）楽器あそび
信楽 15日（水） 内）おたのしみ会

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
★親子ふれあい食育講座� �
　「赤ちゃんもママも安心！離乳食のすすめ方」
　日時／3日（金）10：30～11：30
　場所／甲南公民館　和室　　定員／10組（要申込）
　対象／2カ月～おおむね6カ月の乳児親子
★はじめまして親子広場　「赤ちゃんと遊ぼう」
　日時／7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　
★親子ふれあい音楽広場　「おんがくのおもちゃばこ」
　日時／8日（水）10：30～11：30　　定員／20組（要申込）
　場所／甲南公民館　大会議室　　持ち物／レジャーシート
　対象／1歳以上の未就園児と保護者　
★親子ふれあい運動広場　
　日時／22日（水）10：30～11：30
　場所／水口交流センター　学習室
　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／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
★子育てスタート講座　「赤ちゃんとスキンシップ」
　日時／24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　
★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歳児と保護者
★乳幼児おはなし広場（水口）（申込不要）
　日時／14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
『おいしいケーキを作ろう』
　日時／16日（木）10：30～11：30
　場所／たけのこ児童館（信楽町）
　内容／ケーキの材料を一緒に混ぜて、楽しく作りましょう。
　対象／市内の未就学児と保護者　　定員／8組
　持ち物／エプロン・三角巾（バンダナ）・マスク・レンジ使用
可のタッパー・卵（1個）・トッピング（のせたい方）・お茶・タオル
　申込受付日時／3月1日（水）9：00～
☆かえで子育て広場
　問・申／かえで児童館　☎86-4363／ 86-4958
『オカリナコンサート』
　日時／15日（水）10：30～11：30
　場所／かえで児童館（甲南町）　　参加費／無料
　内容／親子でオカリナの演奏を鑑賞します。
　対象／市内の未就園児と保護者　　定員／先着20組
　申込方法／かえで児童館に電話で
　申込受付日時／2月15日（水）9：00～

草津年金事務所　国民年金課　☎０７７-５６７-２２２０
保険年金課　国保年金係　☎６５-０６８８／ ６３-４６１８

問い合わせ

健康推進課　母子保健係　☎６５-０７３６／ ６３-４５９１
問い合わせ

　予防接種は、子どもを病気から守るために大切なものです。
　受け忘れている予防接種がないか母子手帳を確認しま
しょう。
　日本医師会・日本小児科医会・厚生労働省は、通常の
診療時間内に接種が受けられない方に対して、相談に応
じて予防接種を行う「子ども予防接種週間」を実施します。

●対象者：市が行う定期予防接種の対象年齢内の方
● 予防接種の種類：ヒブ感染症、小児用肺炎球菌、Ｂ型
肝炎、４種混合、ＢＣＧ、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、
ジフテリア破傷風

●実施医療機関、実施日時、予約方法など
実施医療機関 実施日時 予約方法など

浅田クリニック
☎６９－７７５５

３月３日（金）１２：３０～１３：００
３月４日（土）１３：００～１３：３０ 診療時間内に予約

太田医院
☎６３－３５５３

３月１日（水）１５：１５～１６：００
３月７日（火）１４：３０～１５：００

予約不要ですが、接種
内容については電話等
でご確認ください。

たなか
小児科医院
☎６５－０１２１

３月４日（土）１３：３０～１３：４５ ２月２５日（土）までに
診療時間内に予約

※予診票がない方は、下記までご連絡ください。

　国民年金の被保険者期間は２０歳から６０歳までの４０年
間ですが、国民年金を納めることができなかった期間のあ
る方に、少しでも多くの年金を受給していただくための任
意加入制度があります。

任意加入ができる方 加入できる期間

納付済期間が少ないため、老齢
基礎年金を満額受給できない方 ６５歳まで

老齢基礎年金の受給資格期間
（２５年）を満たしていない方

７０歳まで（ただし、昭和４０年４月
１日以前に生まれた方に限る）

　６０歳以降、申し出をされた月からの加入となります。
詳しくは、お問い合わせください。

３月１日～７日は、
子ども予防接種週間です

60歳からの
国民年金の任意加入制度
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