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●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。特に掲載がない場
合でも、各自必要な持ち物
（お茶、タオル、着替え、帽子
など）をお持ちください。

7
月

☎／  65-5511
水口子育て支援センター

つくしんぼひろば（ころころコース）
日時 ▼7/7、21（火）10：00～11：30
対象 ▼おおむね5、6か月～1歳半の

未就園児とその保護者
内容 ▼自由遊び
つくしんぼひろば（ぴょんぴょんコース）
日時 ▼7/1、15（水）10：00～11：30
対象 ▼1歳半～2歳半の未就園児と

その保護者
内容 ▼  1日 自由遊び(外遊び)　　
　　　15日水遊びをしよう
持ち物 ▼水遊びの用意
つくしんぼひろば（わくわくコース）
日時 ▼7/8、22（水）10：00～11：30
対象 ▼2歳半以上の未就園児とその保護者
内容 ▼8日 自由遊び(外遊び)　　
　　　22日水遊びをしよう
持ち物 ▼水遊びの用意
オープンルーム
日時 ▼7/3、17（金）、23（木）
　　　 3 日（金）13：00～15：00
　　　17日（金）13：00～15：00
　　　23日（木） 9 ：30～11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
内容 ▼自由遊び
リフレッシュ講座「ステンシルをしょう」
日時 ▼7/10（金）10：00～11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
定員 ▼15名
材料費 ▼200円程度
持ち物 ▼開いた牛乳パック、ぼろ布

☎ 66-0375　      -   　　
土山子育て支援センター

ちびっこミニ夏まつり
日時 ▼7/4（土）10：00～11：30
対象 ▼0歳からの未就園児とその保護者
場所 ▼大集会室（開発センター内）
その他 ▼要申込
アレルギっ子のつどい
日時 ▼7/7（火）10：00～11：30
対象 ▼アレルギーを持つ子と保護者
リフレッシュ講座（スクラップブッキング）
日時 ▼7/10（金）9：30～11：30
対象 ▼0歳から未就園児とその保護者
場所 ▼会議室１（開発センター内）
その他 ▼要申込（託児有）
おひさまポケット
日時 ▼7/15（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（老人福祉センター）
にこにこランド（水あそび）
日時 ▼7/22（水）10：00～11：30
対象 ▼1歳半からの未就園児とその保護者
場所 ▼山内保育園
その他 ▼濡れても良い服・着替え等

こっこ広場（赤ちゃん広場）
日時 ▼7/24（金）10：30～11：30
対象 ▼0～1歳の赤ちゃんとその保護者
子育て講座（赤ちゃんとママのタッチケア）
日時 ▼7/28（火）10：30～11：30
対象 ▼2～6ヶ月の赤ちゃんとその保護者
場所 ▼和室（開発センター内）
その他 ▼要申込
チャチャっ子広場（水あそび）
日時 ▼7/29（水）10：00～11：30
対象 ▼1歳半からの未就園児とその保護者
場所 ▼大野保育園
持ち物 ▼濡れても良い服・着替え等 

☎ 88-8115　  88-8145
甲賀子育て支援センター

リトルひろば（運動遊び）　　
日時 ▼7/7（火）10：00～11：30
対象 ▼市内全域の2歳以上の未就園児と

その保護者
場所 ▼甲賀子育て支援センター及び

かふか生涯学習館
その他 ▼動きやすい服装で 
リトルひろば（水遊び）
日時 ▼7/21、28（火）10：00～11：30
対象 ▼1歳からの未就園児とその保護者
持ち物 ▼外用ぞうり
おでかけリトルひろば（散歩）
日時 ▼7/14（火）10：00～11：30
対象 ▼0歳からの未就園児とその保護者
場所 ▼油日会館(油日）
その他 ▼動きやすい服装で
ひよこサロン
日時 ▼7/10（金）10：00～11：30
対象 ▼0～１歳児とその保護者
場所 ▼甲賀創健館和室
ひよこサロン
日時 ▼7/24（金）10：00～11：30
対象 ▼0～１歳児とその保護者
場所 ▼甲賀創健館フィットネスルーム

☎／  86-0949
甲南子育て支援センター

赤ちゃんのおへや
日時 ▼7/6（月）10：00～11：30
対象 ▼0歳の未就園児とその保護者
すくすく！BABY
日時 ▼7/13、27（月）10：00～11：30
対象 ▼1歳の未就園児とその保護者
のびのび！KIDS
日時 ▼7/2、16（木）10：00～11：30
対象 ▼2歳以上の未就園児とその保護者
オープンハウス
日時 ▼7/7、14、21、28（火）10：00～

11：30、13：00～15：00
　　　7/23、30（木）10：00～11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
ほっこりルーム
日時 ▼7/6、13、27（月）
　　　7/2、9、16、23、30（木）

　　　13：00～14：30、15：00～16：30
　　　7/4、11、18、25（土）
　　　10：00～11：30、13：00～14：30
　　　15：00～16：30
対象 ▼未就園児とその保護者
ひだまりパパ
日時 ▼7/11（土）10：00～11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
リフレッシュ講座ハーブで癒しのひ
とときを
日時 ▼7/9（木）10：00～11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
その他 ▼要申込・託児有
　　　　詳細はお問い合わせください
出前ひろば
日時 ▼7/3（金）10：00～11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
場所 ▼希望ヶ丘コミュニティセンター
出前ひろば
日時 ▼7/7（火）10：00～11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
場所 ▼寺庄公民館

☎／  82-2799
信楽子育て支援センター

あかちゃんひろば
日時 ▼7/2、16（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

子育て講座　ベビーマッサージ
日時 ▼7/16（木）11：00～11：30
対象 ▼2、3か月～ハイハイするまで

のあかちゃんとその保護者
場所 ▼信楽子育て支援センター２階
参加費 ▼オイル代として200円程度
持ち物 ▼バスタオル・フェイスタオ

ル各1枚、ピクニックシート、
着替えなど

その他 ▼要申込　申込締切：7/13(月）
救命救急講習
日時 ▼7/3（金）9：00～12：00
対象 ▼信楽在住の未就園児の保護者
場所 ▼信楽中学校体育館ミーティン

グルーム(託児：信楽子育て支
援センター）

定員 ▼託児：10名（要申込）
持ち物 ▼ (託児有りの場合）お茶、手

ふき、おむつなど
※普通救命講習修了証が発行されます。
じいじ＆ばあばと遊ぼう「モビール
を作ろう！」
日時 ▼7/14（火）10：00～11：30
対象 ▼信楽在住の未就園児とその祖父母
地区巡回子育てひろば（長野2区、
畑・田代地区）
日時 ▼7/9（木）10：00～11：30
対象 ▼長野2区、畑・田代地区の未就園

児とその保護者（要申込）
場所 ▼谷川会館
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