
子育て支援センターだより子育て支援センターだより

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。

乳幼児親子対象の催し 10月の予定

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：18日（火）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば（自由遊び）
▶日　時：4日（火）10：00～11：30
キッズランド（運動あそび）
▶日　時：11日（火）10：00～11：30
▶場　所：水口子育て支援センター（雨天

の場合は水口西保育園遊戯室）
▶持ち物：雨天の場合は上靴・フェイスタオ

ル2本
あかちゃんルーム
▶日　時：3、17、24日（月）13：30～15：00
▶対　象：生後2、3か月頃からの未就園児

とその保護者
  3日　H23．5月生まれ
 17日　H23．6月生まれ
 24日　H23．7月生まれ
わんぱくひろば「ボールで遊ぼう」
▶日　時：3、17日（月）10：00～11：30
▶対　象：3歳以上の未就園児とその保護者
▶その他：要申込、定員20組
出前ひろば
▶日　時：7、14、21、28日（金）１０：００～１１：３０
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：7日　貴生川公民館
14日　伴谷公民館　21日　柏木公民館
28日　岩上公民館

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：12日（水）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：7日（金）10：00～11：30
キッズランド（運動あそび）
▶日　時：4日（火）10：00～11：30
▶場　所：大集会室（開発センター内）
おひさまポケット
▶日　時：19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
にこにこランド
▶日　時：21日（金）10：00～11：30
▶対　象：1歳半以上の未就園児とその保護者
▶場　所：山内保育園
リフレッシュ講座「フラワーアレンジ
メント～ハロウィンをおしゃれに～」
▶日　時：26日（水）10：00～12：00
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：会議室（1階）
▶その他：要申込　定員：12組　託児あり
　　　　　参加費（1,000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（わらべうたあそび）
▶日　時：7日（金）10：00～11：30
▶場　所：創健館フィットネスルーム
▶その他：要申込
ぴょんぴょんひろば（ピクニック）
▶日　時：18日（火）10：00～12：00
▶場　所：かふか夢の森周辺
▶その他：要申込
キッズランド（運動あそび）
▶日　時：11日（火）10：00～11：30
▶その他：要申込
あかちゃんルーム
▶日　時：14、21、28日（金）10：00～11：30
▶対　象：0～1歳までの未就園児とその保護者
▶持ち物：バスタオル
出前ひろば
▶日　時：4日（火）10：00～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
▶場　所：上野教育集会所
かふかの里との交流
▶日　時：25日（火）10：00～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
▶場　所：かふかの里
▶その他：雨天の場合は10：30に会場へ
パパッとあつまれ！（簡単おやつづくり）
▶日　時：22日（土）10：00～12：00
▶対　象：未就園児とそのお父さん
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
▶場　所：創健館薬膳調理室
▶その他：要申込

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：11、18日（火）10：00～11：30
▶対　象：11日　6か月までの赤ちゃん
 18日　 7か月から1歳までの赤ちゃん
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：3、24日（月）10：00～11：30
▶対　象： 3日　  1歳9ケ月～2歳半頃の未

就園児
 24日　 1歳～1歳8か月頃の未就園児
キッズランド
▶日　時：7日（金）10：00～11：30
▶場　所：B&G2階アリーナ
▶その他：B＆Gにて運動遊び（要申込）
▶持ち物：親子とも上靴
ほっこりルーム
▶日 　時：4日（火）・12、26日（水）・6、20日

（木）9：30～11：30／4、11、
18、25日（火）・5、12、19、26日

（水）・7日（金）13：00～15：00
／21日（金）13：30～16：30

▶その他：要予約
オープンルーム
▶日　時： 17、31日（月）9：30～11：30
 ※ 31日11：00～11：15はおは

なし会もあります
 3、17、24日（月）・20、27日（木）

13：00～15：00
出前ひろば“ほっとタイム”
▶日　時： 28日（金）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：希望ヶ丘防災コミュニティーセンター
すくすくまるっこフェスタ

（つどいの広場共催事業）
▶日　時： 14日（金）9：45～11：45
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：甲南青少年研修センター
▶定　員：70組程度（要申込）
　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：6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：4、18、25日（火）10：00～11：30
▶対　象： 4日　H22.4月～9月生まれ
 18日　H21.4月～9月生まれ
 25日　H21.10月～H22.3月生まれ
キッズランド（運動あそび）
▶日　時：7日（金）10：00～11：30
▶対　象：H21．4．1以前生まれの未就園児

とその保護者
▶場　所：信楽体育館
リフレッシュ講座「ママ＆パパ　ヨガ」
▶日　時：5、19日（水）10：00～11：30
▶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
▶その他：定員各日7名　申込多数の場合は

抽選　申込締切は各実施日の1
週間前。託児あり

じいじ＆ばあばと遊ぼうひろば
（消防車に乗ってみよう！）

▶日　時：12日（水）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその祖父母
いないいないばぁのおへや
▶日　時：20日（木）10：30～11：30
▶対　象：0～1歳6か月の未就園児とその保護者
パパッとあつまれ！

（パウチでランチョンマットづくり）
▶日　時：22日（土）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とそのお父さん

10月

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

★親子食育講座
『かぼちゃで簡単ハロウィンメニュー』
●日時／13日（木）10：00～12：00
●場所／かえで会館（甲南）
●対象／2歳半以上児とその保護者
●定員／要申込・12組
●参加費／1組500円程度
●持ち物／エプロン・三角巾・手拭タ
オル・上靴（子ども用）

★親子ふれあい運動広場
▲ランランコース（1歳半〜2歳半児）
●日時／25日（火）10：00～11：30
▲スキップコース（2歳半以上児）
●日時／26日（水）10：00～11：30

〈以下、両コース共通〉
●場所／岩上体育館（水口）
●参加費／200円
●持ち物／体育館シューズ（親子と
も）、タオル、お茶

★乳幼児おはなし広場
　（同じ内容で２回開催）
●日時／18日(火) 10:30～10:50
  11:00～11:20
●場所／水口図書館

児童館事業

★にんくる子育て広場
『布のおもちゃ作り

〜トンボをつくろう〜』
問・申／ 88-5692／Fax88-5696
●日時／14日（金）10：00～11：30
●場所／にんくる児童館（相模教育集
会所）
●材料費／200円
●定員／10組
※申込締切は10月7日（金）

★かえで子育て広場
『人形劇』

問・申／ 86-4363
●日時／5日（水）11：00～12：00
●場所／かえで会館（甲南）
●定員／40組の親子（先着順）

★たけのこ子育て広場『のびっ子』
『親子ふれあいあそび』

問・申／ 82-2361／Fax82-3616
●日時／17日（月）10：00～12：00
●場所／たけのこ児童館（西教育集
会所）
●持ち物／タオル・お茶・その他各自
必要なもの
●定員／先着15名

公民館事業
★スマイルキッズ

『秋の散策』
問・申／信楽中央公民館

82-8075／Fax82-2463
●日時／28日（金）10：00～12：00
●定員／20組
●場所／滋賀県立「陶芸の森」
※申込締切は25日（火）

9 月 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 火 水 木 金
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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。

※ 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。お気軽におこしください。

子育て講座 ベビープログラム

問・申／各支援センター 水口　☎・Fax 65-5511 甲南　☎・Fax 86-0949
土山　☎ 66-0375 信楽　☎・Fax 82-2799
甲賀　☎ 88-8115・ Fax 88-8145

「おしゃべりしましょう
　子どもの食事」

▶日　時： ①14日（金）
 　　10:00～11:00
 ②11月9日（水）
 　　10:00～11:00
▶場　所：①土山子育て支援センター
 ②甲賀子育て支援センター
▶対　象：未就園児とその保護者
▶その他：要申込　定員先着15組
 託児なし

▶日　時： 11月10.17.24日.12月1日（木）
13:30～15:30

▶場　所：水口子育て支援センター
▶対　象：平成23年11月～8月生まれの乳児とそ

の保護者（第1子に限る）
▶参加費：840円（テキスト代）
▶その他：要申込　定員10組　申込締切10月

20日（木）（申込多数は抽選）託児無し
申／各子育て支援センター
問／甲南子育て支援センター

「おしゃべりしましょう
　子どもの育ち」

▶日　時：21日（金）10：00～11：30
▶場　所：信楽子育て支援センター
▶対　象：1歳までの乳児とその保

護者
▶その他：要申込　定員10組
 申込締切7日（金）
 （申込多数は抽選）　
 託児なし
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