
情報のまど information

子育て支援センターだより子育て支援センターだより

あかちゃんひろば
ぴょんぴょんひろば
キッズランド

０～１歳の未就園児とその保護者
１～２歳半の未就園児とその保護者
２歳半以上の未就園児とその保護者

……
…

…………
※お茶、タオル、着替え、帽子など、各自必要な持ち物をお持ちください。

乳幼児期の子どもを持つ保護者の方が、親子の絆を深め心豊かな子どもを育てていくことを応援する
ため、市内の施設でいろいろな事業を行っています。
※参加対象は市内の未就学児とその保護者です。どの地域の活動にも参加していただけます。
※講座の詳しい内容は各担当にお問い合わせください。

親子対象の催し 2月の予定

催　し

にんくる土曜塾
おひなさまの色紙作り
●日時／２月12日（土）10時～11時
30分
●場所／にんくる児童館（相模教育集
会所）
●参加費／100円（材料費）
●定員／10名
●申込締切／２月７日（月）
問・申／相模教育集会所
88-5692／Fax88-5696

第12回宇川会館
「健康・福祉フェア」

●テーマ／「福祉と人権でまちづくり」
●日時／2月5日（土）12時30分～
15時30分
●場所／宇川会館多目的ホール、駐
車場
●内容／オープニング恒例もちつき
大会、手話にふれあう、記念講演、健
康相談、子どもワクワクひろば（人権

カルタ大会など）、出店
問／宇川会館
／Fax62-4109

夜空旅人（天体観望会）
「真冬の七夕
〜夏の星を見てみよう〜」

●日時／１月22日（土）10時～11時
30分
●場所／かふか生涯学習館
●内容／天体のお話、夏の一等星・金
星・太陽などの観望
●申込方法／電話にて下記まで
●申込締切／１月21日（金）
●定員／先着20名
※天候・人数等により中止する場合が
あります。
※今回は昼間の天体観望会となります。
問・申／かふか生涯学習館
88-4100／Fax88-5055

みなくち子どもの森　
しぜん学習会
「バードウォッチングを始めよう」

●日時／２月11日（金・祝）９時～12
時30分（雨天中止）
●場所／みなくち子どもの森自然館
●対象／小学３年生以上（保護者同伴
で）
●定員／先着15名
●持ち物／参加費100円。野外を２時
間程度歩きます。寒くなく、歩きやす
い服装でおいでください。
●申込方法／参加者全員の氏名・年
齢か学年・住所・電話番号を下記まで
問・申／みなくち子どもの森自然館
63-6712／Fax63-0466

甲南ふれあいの館体験教室
「フジ篭作り教室」

●日時／２月13日（日）13時～15時
●場所／甲南ふれあいの館
●定員／先着25名
●参加費／200円
●申込方法／電話、FAXで下記まで。
問・申／甲南ふれあいの館

／Fax86-7551
（月火休館・10時～17時）

水口子育て支援センター
☎ 65-5511

〈利用時間〉月～土 ９：00～17：00

あかちゃんひろば(自由遊び）
▶日　時：８、22日（火）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：２、16日（水）10：00～11：30
 ２ 日　自由遊び
 16日　タオル遊び
▶持ち物：フェイスタオル２枚（16日）
わくわくひろば（タオル遊び）
▶日　時：15日（火）10：00～11：30　
▶場　所：水口西保育園
▶持ち物：上靴、フェイスタオル２枚
あかちゃんルーム
▶日　時：７、14、21日（月）13：30～15：00
▶対　象：生後２、３か月頃からの子どもと

その保護者
 ７ 日　H22.９月生まれ
 14日　H22.10月生まれ
 21日　H22.11月生まれ
オープンルーム（自由遊び）
▶日　時：９、23日（水）・3、17日（木）９：30

～11：30
 ８、22日（火）13：00～15：00
▶対　象：未就園児とその保護者
出前広場
▶日　時：４、18日（金）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所： ４ 日　柏木公民館
 18日　水口中央公民館

土山子育て支援センター
☎ 66-0375

〈利用時間〉月～金 ９：00～17：00

あかちゃんひろば
▶日　時：９日（水）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：18日（金）10：00～11：30
にこにこランド（保育園であそぼう）
▶日　時：10日（木）10：00～11：30
▶対　象：１歳半以上の未就園児とその保護者
▶場　所：大野保育園
おひさまポケット
▶日　時：16日（水）11：00～11：30
▶対　象：０歳からの未就園児とその保護者
▶場　所：フィランソ土山
リフレッシュ講座（わたし時間で美しく）
▶日　時：23日（水） ①9：30～10：20  

②10：30～11：20
▶対　象：未就園児の保護者
▶その他：要申込、託児有、参加費350円

甲賀子育て支援センター
☎88-8115　 88-8145

〈利用時間〉火～土 ９：00～17：00

あかちゃんひろば（おしゃべりサロン）
▶日　時：25日（金）10：00～11：30
▶対　象：甲賀子育て支援センター　創健

館薬膳調理室
▶持ち物：100円程度のお菓子、マイカップ
▶その他：要申込（定員15組）託児有
あかちゃんひろば（しつけはいつから？）
▶日　時：18日（金）10：00～11：30
▶対　象：０～１歳６か月児とその保護者
▶持ち物：筆記用具
▶その他：要申込（定員15組）
ぴょんぴょんひろば（食育講座）
▶日　時：15日（火）10：00～11：30
▶持ち物：筆記用具、米1合、エプロン、三

角巾、マスク、弁当箱
▶その他：要申込（定員15組）託児有
ぴょんぴょんひろば（楽しくゲーム）
▶日　時：22日（火）10：00～11：30
おでかけリトルひろば
(工作：ゆらゆら雪だるま)
▶日　時：８日（火）10：00～11：30
▶対　象：０～５歳の未就園児とその保護者
▶場　所：甲賀もちふる里館（小佐治）
▶持ち物：はさみ、のり
ひよこサロン（童謡ひろば）
▶日　時：４日（金）10：00～11：30
▶対　象：０～１歳の赤ちゃんとその保護者

甲南子育て支援センター
☎ 86-0949

〈利用時間〉月～金 ９：00～17：00

あかちゃんひろば
▶日　時：８、15日（火）10：00～11：30
▶対　象：８ 日　６か月までの赤ちゃん
 15日　７か月～１歳の赤ちゃん
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：14、28日（月）10：00～11：30
おはなし会
▶日　時：17日（木）10：00～11：30
▶対　象：２歳半以上の未就園児とその保護者
ほっこりルーム
▶日　時：７、21日（月）、24日（木）９：30～

11：30・13：00～15：00／3日（木）９：30
～11：30／14日（月）１、８、15、22日

（火）13：00～15：00／２、９、16、23日
（水）、10日（木）13：00～15：00／17日
（木）、４、18、25日（金）13：00～15：00

信楽子育て支援センター
☎ 82-2799

〈利用時間〉火～土 ９：00～17：00

あかちゃんひろば
▶日　時：３、17日（木）10：00～11：30
▶対　象：０～１歳のあかちゃんとその保護

者・妊娠中のお母さんとお父さん
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：15日（火）、18日（金）、22日（火）

10：00～11：30
▶対　象：15日　H20.４月～９月生まれ
 18日　H19.４月～H20.３月生まれ
 22日　H20.10月～H21.３月生まれ
▶場　所：18日　小原公民館
じいじ＆ばあばと遊ぼうひろば

「身近な材料でひな人形づくり」
▶日　時：４日（金）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその祖父母
サークルはじめましての会
▶日　時：８日（火）10：00～11：30
▶対　象：Ｈ22.１・２・３月生まれの未就園

児とその保護者
パパッとあつまれ！

「ペットボトル空気砲を作ろう」
▶日　時：12日（土）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とそのお父さん
エコ講座「新聞エコバッグ」
▶日　時：23日（水）
　①10：00～11：00　②11：00～12：00
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：講座　信楽多世代交流センター
 託児　信楽子育て支援センター
▶その他：託児あり　①②各10組
 要申込　申込締切２月16日（水）

2月

家庭教育支援事業
こども未来課
問・申／ 86-8171／Fax86-8380

★もうすぐ親子講座
●日時／23日（水）10：00～11：30
●場所／かえで会館（甲南）
『体験に根ざした乳幼児の暮らしづくり』
●対象／妊産婦とその家族
※託児はありません。
※大人の方お一人での参加も可能です。
●定員／要申込・30名程度

★乳幼児おはなし広場
　（同じ内容で２回開催）
●日時／22日（火）10：30～10：50、
11：00～11：20
●場所／水口図書館　※申込不要

公民館事業
★スマイルキッズ
問・申／ 82-8075／Fax82-2463
Eメールkoka40917@city.koka.lg.jp
●日時／25日（金）10：00～12：00
●場所／信楽中央公民館　和室
『人形劇～ぐりぐらもりのおばけ～』
●定員／親子15組程度
●申込締切／2／23（水）
●持ち物／お茶

★ホッとスペース
問／かふか生涯学習館
　 88-4100／Fax88-5055
●日時／３日（木）10：00～12：00
●場所／佐山荘（甲賀北保育園横）

『おりがみであそぼう』

児童館事業
★にんくる子育て広場
問・申／ 88-5692／Fax88-5696
●日時／18日（金）10：00～11：30
●場所／にんくる児童館（甲賀 相模
教育集会所）
『おやつ作り～びっくり玉をつくろう～』
●定員／要申込・10組
●申込締切／２／14（月）
●持ち物／エプロン、三角巾、マスク
●参加費／150円

★かえで子育て広場
問・申／ 86-4363
●日時／24日（木）11：00～12：00
●場所／かえで会館（甲南）

『人形劇』
●定員／要申込・40組●お住まいの地域でお互いに顔見知りになり、情報交換、仲間づ

くりをしていただくために、各支所エリアの方を対象としてい
る事業があります。各支援センターにお問い合わせください。
※場所の掲載がないものは、各子育て支援センターで行います。
※子育て広場の対象は、右記のとおりです。

1 月 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

２月のキッズランド２月のキッズランド

節　分
　▶日　時：１日（火）10：00～11：30
　▶場　所：各子育て支援センター
　　　　　（土山は土山支所２階）
　▶持ち物：はさみ、のり　など
  ※内容や持ち物など詳細に
  　ついてはお問い合わせく
  　ださい。
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