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行政情報番組
「きらめきこうか」
市政情報や地域の催しなどを放映
しています。ぜひご覧ください。

【１日８回放送】
9時30分・１３時・１５時３０分・１７時・１８
時３０分・２０時３０分・２２時・２３時３０分
※手話ダイジェスト毎日19時～
　（1日・16日更新）

学習情報番組
「とびだせ！わくわく学習室」

小学生を対象にした学習情報番組を、あいコムこう
か１１チャンネルで放送しています。
各学年・教科のポイントを、わかりやすく１０分ずつま
とめています。ぜひご覧ください。

【時間】１７時３０分～１８時（３０分）
　　　（再放送　１９時３０分～２０時）

放送日 7月１6日〜7月22日 7月23日〜7月２9日 7月30日〜8月5日

①10分 低学年・国語
本の読み方

全学年・図工
何を描けばいいの？

６年生・算数④
比例と反比例

②10分 中学年・国語
作文を書こう

全学年・図工
どんなふうに描くの？

１年生・こくご③
としょしつへいこう！

③10分 高学年・国語
聞き方・話し方

全学年・図工
どうやって色を塗るの？

４年生・算数④
直方体と立方体

電話 ＦＡＸ 利用時間
水口 65－5511 65－5522 月～土　9：00～17：00
土山 66－0375 66－0375 月～金　9：00～17：00
甲賀 70－0074 70－2091 火～土　9：00～17：00
甲南 86－0949 86－0949 月～金　9：00～17：00
信楽 82－2799 82－2799 火～土　9：00～17：00

問 申 かえで児童館　☎86-4363　Ｆax86-4958 ／ たけのこ児童館　☎82-2361　Ｆax82-3616

対象 日 時間 場所 その他

かえで子育て広場
「ミニ菜園作り」 未就園児 22日（水） 10:30～11:30 かえで児童館

(甲南・かえで会館）

定）先着12組　持）持ち帰り用のビニール袋・タオル・お茶
内）牛乳パックでプランターを作って、野菜の種を植えます。
他）申込方法／かえで児童館に電話
申込受付日時／7月17日（火）9：00～

たけのこ子育て広場 
「縁日あそび」 未就学児 10日（金） 10:30～11:30 たけのこ児童館

(信楽・西教育集会所）

定）先着8組　持）お茶・タオル・着替え一式
内）魚つり、ヨーヨーつり、かき氷屋さんなどのお祭りごっこをします。
他）申込方法／たけのこ児童館に電話
申込受付日時／7月17日（火）9：00～ 

時　間 開催日 場　所 詳しくは　
10：00～15：00 火・水・金 <木　不定期にて月１回> 甲南青少年研修センター http://kokatudoi.shiga-saku.net/

対象 日 時間 その他 問合先 申込開始

子育て講習
「親子でリトミック」 2歳～2歳5カ月 9日（木） 10:00～11:00 定）要申込・抽選１０組　〆）7月30日（月）　持）バスタオル 水口

7月17日
（火）

子育て講習
「子どもの育ち」 1歳～2歳5カ月 20日（月） 10：0０～11：00 所）土山地域市民センター２Ｆ会議室　定）要申込・抽選10組

〆）8月3日（金）　他）託児有（土山子育て支援センター） 土山

子育て講習
「こどもの食事」 1歳～2歳 30日（木） 10：00～11：00 定）要申込・先着10組 甲南

子育て講習
「にんにんサロン」

あかちゃんの小物づくり
妊婦と家族

・パートナー 29日（水） 13：3０～15:0０
定）要申込・抽選１０組　〆）8月1日（水）
持）母子手帳・お茶等の水分
他）託児有（甲賀子育て支援センター）

甲賀

子育て講習 
「美ウォーク」

生後２カ月以上の
未就園児の母親 18日（土） 10：００～11：3０ 定）要申込・抽選10組　〆）8月1日（水）

他）「おとうさんとあそぼうひろば」と同時開催

子育て講習
「保育園・幼稚園って

どんなところ？」
全年齢 29日（水） 10:00～11:30 所）谷川会館（信楽町長野1384-46）　定)要申込　抽選１０組

〆）8月21日（火）　他）託児有 信楽

対象 時間 水口 土山 甲賀 甲南 信楽

あかちゃん
ルーム 0～1歳 13:30～

15:00

6日（月）
対）Ｈ30.3月生

21日（火）

8日（水）
10:00～11：30

7日（火）・24日（金）
H30.3月～H30.5月生

28日(火）20日（月）
対）Ｈ30.4月生 22日（水）

13：30～15：00 2日（木）・17日（金）・31日（金）
27日（月）

対）Ｈ30.5月生

あかちゃん
ひろば 0～1歳 10:00～

11:30
28日（火）

内）自由あそび
ふれあいあそび

7日（火）
3日（金）

内）自由あそび
ＡＥＤの話

１日（水）
※６カ月まで 2日（木）

内）事故防止について
所）信楽図書館22日（水）

※７カ月以上

ぴょんぴょん
ひろば

1歳～
2歳5カ月

10:00～
11:30

21日（火）
内)水あそび

23日（木）
内）スタンプあそび

10日（金）
内）自由あそび

ＡＥＤの話

29日（水）
※１歳８カ月まで

8日(水）
所）信楽図書館24日（金）

内）水あそび
※１歳９カ月以上

キッズランド 2歳6カ月
以上

10:00～
11:30

7日（火）
内）水あそび

2日（木）
内）色水あそび

31日（金）
内）自由あそび

ＡＥＤの話
3日（金）

内）水あそび
22日(水）

内)ミニうちわ製作
所）信楽図書館

出前ひろば 全年齢 10：00～
11：30

1日（水）
所）貴生川公民館 ━ ━ ━ ━

ほっこりルーム
（要申込） 全年齢 13:30～

15:00 28日（火） 8日（水） 31日（金） 3日（金） 23日(木）
※10：00～11：30

おとうさんと
あそぼうひろば 全年齢 13:30～

15:30 ━ ━ 18日（土） ━ ━

おじいちゃん 
おばあちゃんと 
あそぼうひろば

全年齢 10：00～
11：30 ━ ━ ━ ━ 31日(金）

内)ミニうちわ製作

おはなし会 全年齢 ━
22日（水）

11:00～11:20
オープンルーム内
おはなしボランティア

━
7日（火）・21日（火）

11：00～11：20
オープンルーム内
♪ミニコンサート

23日（木） １0：45～１1：00
オープンルーム内

おはなしボランティア
━

6日（月）１5：00～１5：15
オープンルーム内

おはなしボランティア

［略字説明］　内）内容　所）場所　持）持ち物　定）定員　〆）申込締切　他）その他

皆さんが子育てしやすいように、子育てコンシェルジュがサポートをします。
各子育て支援センターで9：00から17：00まで行っています。

［略字説明］　内）内容　所）場所　持）持ち物　定）定員　〆）申込締切　他）その他

※抽選結果については、後日来ていただける方に連絡します。

子育てひろば

子育て相談 つどいの広場

子育て講習

児童館事業

～親子の自由なスペース～

7月14日〜21日 7月21日〜28日

特集 オール甲賀で子どもを育てる
学校・地域・家庭のチカラ

日本遺産を巡る 
「しがらき火まつり」

エンディング 甲賀北保育園
ぱんだぐみ

甲南東保育園
うさぎぐみ

※「特集」では広報こうかに掲載した記事を詳しく紹介します。
※番組は、毎週土・水曜日１８時３０分に更新しています。都合により

番組内容を変更する場合があります。

問 秘書広報課　広報広聴係　☎６９‐２１０１　Ｆax６３‐４６１９ 問 学校教育課　学務係　☎６9-2243　Ｆax69-2293

ここまあちねっと
子育て中の親子にうれしい
イベント情報などを配信中！

「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。

ここまあちねっと
LINE＠

◦ 甲賀市子育て支援センター　問合せ先一覧 ◦

ホームページ 配 信 登 録http://kokakosodate.jp
kokaksdt@star7.jp  に空メールを送信。
または上記二次元コードから。

◦お茶・バスタオル・タオル・着替え・帽子・おむつなどは必要に応じてお持ちください。
◦記載のないものは申込も定員もありません。
◦表中の※は、対象や時間が、各子育て支援センターにより違う場合に記載しています。

対象）市内在住の未就園児と保護者 （「つどいの広場」と「児童館事業」を除く）

市内在住のおおむね0～3歳のお子さんと保護者

あいコムこうか
光テレビ

※ご視聴にはあいコムこうか
光テレビ11チャンネルの有
料契約が必要となります。

番組ガイド

information

　信楽子育て支援センターが、７月１７日（火）か
ら信楽保健センター２階に移転します。
　移転作業に伴い、７月１６日（月・祝）までセン
ターを休館します。
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