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12月 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

［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

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

お知らせ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。 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

こどもの食事 １～２歳 11日（火） 14：00～15：00 定）要申込・先着１０組
水口

11月15日
（木）

あかちゃんと
体ほぐし・心ほぐし 5カ月～１０カ月 １3日（木） 10：30～11：30 定）要申込・抽選１０組　〆）11月29日（木）

※首がすわっているお子さん

ミュージックケア 2歳以上 ４日（火） 10：15～11：15 所）老人福祉センター フィランソ土山
定）要申込・抽選１２組　〆）11月26日（月） 土山

みんなでクリスマス 全年齢 20日(木） 10：30～11：30 定）要申込・先着３０組 甲南

かふか
クリスマス会 全年齢 ２１日(金） 14：00～15：00 定）要申込・抽選３０組　〆）１１月２８日（水） 甲賀

美ウォーク ２カ月以上の
未就園児の母親 ８日（土） 10:00～11:30 定）要申込・抽選１０組　〆）11月30日（金）　持）タオル・水分

他）託児有、「おとうさんとあそぼうひろば」と同時開催

信楽
子育て

リユースタイム 全年齢 ４日（火） 10:30～11:30
定）要申込　先着3０組　持）水分・上履き・持ち帰り用紙袋
他）定員になり次第、締め切りさせていただきます。
所）信楽体育館　※10:20に集合してください。

にんにんサロン 妊婦さんとご家族 18日(火） 13:30～15:00
内）育児体験をしてみよう　先輩パパ・ママに体験談を聞いてみよう
定）要申込　抽選10組　〆）12月11日（火）
持）タオル・水分　「あかちゃんルーム」と同時開催

［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。

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
 「お楽しみ会」

未就園児と
保護者 19日（水） 10:30～11:30 かえで児童館

(甲南・かえで会館）

定）先着15組　持）お茶・タオル・材料費１００円
内）工作・パネルシアターなど
他）申込方法／電話でかえで児童館まで
　 申込受付日時／11月15日（木）9：00～  

たけのこ子育て広場 
「クリスマスパーティー」

未就学児と
保護者 ２１日（金） 10:30

～12:00頃
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・エプロン・バンダナ
内）フルーツサンド作り
他）申込方法／電話でたけのこ児童館まで
　 申込受付日時／11月15日（木）9：00～
※食物アレルギーなど申込時にお聞きします。

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

3日（月）
※Ｈ30.7月生

25日（火） 19日（水）・26日（水）
13：30～15：00

4日（火）・11日（火）
※H30.6月～8月生

1８日(火）10日（月）
※Ｈ30.8月生

6日（木）・21日（金）・27日（木）
17日（月）

※Ｈ30.9月生

あかちゃん
ひろば 0～1歳 10:00～

11:30
18日（火）

内）自由あそび
ふれあいあそび

11日（火）
13日（木）

内）保護者向け
クリスマス制作

12日（水） ※6カ月まで
内）クリスマス制作 ６日(木）

内）ミュージックケア
所）信楽図書館19日（水） ※7カ月以上

内）クリスマス制作 

ぴょんぴょん
ひろば

1歳～
2歳5カ月

10:00～
11:30

11日（火）
内)クリスマス制作

20日（木）
内）クリスマス制作

14日（金）
内）クリスマス制作

14日（金） ※1歳8カ月まで
内）クリスマス制作 12日(水）

内）クリスマス制作
所）信楽図書館5日（水） ※1歳9カ月以上

内）クリスマス制作

キッズランド 2歳6カ月
以上

10:00～
11:30

4日（火）
内）クリスマス制作

6日（木）
内）クリスマス制作

７日（金）
内）クリスマス制作

7日（金）
内）クリスマス制作  

19日(水）
内）クリスマス制作

所）信楽図書館

出前ひろば 全年齢 10：00～
11：30 ━

14日（金）
内）クリスマス会
所）大野公民館

要申込
対）土山町在住の方
他）大野地域自治振

興会と共催

━ ━ ━

ほっこりルーム
（要申込） 全年齢 13:30～

15:00 18日（火） 21日（金） 7日（金） 26日（水） 1１日(火）
※１０：００～１１：３０

おとうさんと
あそぼうひろば 全年齢 13：30～

15：00 19日（水） ━ ━ ━ ８日（土）
※１０：００～１１：３０

おはなし会 全年齢 ━
3日（月）

※10：50～11：20 
オープンルーム内 

17日（月）
ミニおはなし会

※11：15～11：30
オープンルーム内

━

１３日（木） 15：00～15：15
オープンルーム内

おはなしボランティア ２０日（木）
11：10～11：30

オープンルーム内
おはなしボランティア３日（月） 10：45～11：00

オープンルーム内
おはなしボランティア

放送日 １１月１２日～１１月１８日 １１月１９日～１１月２５日 １１月２６日～１２月２日

①10分 ５年生・理科5-④
ふりこのきまり

５年生・国語5-③
心に残る一冊を

友だちにすすめよう！

６年生・国語6-③
本は心の道しるべ

②10分 １年生・さんすう1-③
なんじ　なんじはん

３年生・算数3-③
円と球

２年生・生活2-②
わたしの町はっけん

③10分 ３年生・社会3-③
受け継がれる地域行事

４年生・理科4-③
もののあたたまり方

５年生・英語5-③
What do you want ？

１1月１7日～１1月２4日 １1月２4日～１2月1日

特集
認知症を知り、

楽しく予防

働くならやっぱり甲賀
「滋賀日産自動車
株式会社水口店」

エンディング
甲南希望ケ丘保育園

りすぐみ
甲南希望ケ丘保育園

たんぽぽぐみ

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）

※「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

◦信楽子育て支援センターは、７月１７日（火）か
ら信楽保健センター２階に仮移転しました。

◦各子育て支援センターおよびてるてるパークは、
１２月29日（土）から1月3日（木）まで休館します。

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～
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