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あかちゃんひろば………０～１歳の未就園児とその保護者
ぴょんぴょんひろば……１～２歳半の未就園児とその保護者
キッズランド……………2歳半以上の未就園児とその保護者

●�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。 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。

☎／  65-5511
〈利用時間〉月〜土 9:00〜17:00

水口子育て支援センター

あかちゃんひろば（自由あそび）
日時 ▼12、26日（火）10：00〜11：30
ぴょんぴょんひろば
日時 ▼ �6、20日（水）10：00〜11：30
　　　6 日　身体を動かしてあそぼう�
　　　20日　自由遊び
わくわくひろば(自由あそび)   
日時 ▼19日（火）10：00〜11：30
対象 ▼ �2歳半以上の未就園児とその保護者
あかちゃんルーム
日時 ▼4、18、25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
　　　４日　H22.5月生まれ
　　　18日　H22.6月生まれ
　　　25日　H22.7月生まれ
オープンルーム（自由あそび）
日時 ▼7、21日（木）・13、27日（水）
　　　9：30〜11：30
　　　12、26日（火）13：00〜15：00
対象 ▼ �未就園児とその保護者
わんぱくひろば「ボールで遊ぼう」
日時 ▼15日（金）・25日（月）10：30〜11：30
対象 ▼3歳以上の未就園児とその保護者
その他 ▼ �要申込（20組）　運動しやすい服装
出前広場（散歩）
日時 ▼1、8、22、29日（金）10：00〜11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
場所 ▼ �１日　柏木公民館
　　　８日　水口中央公民館
　　　22日　貴生川公民館
　　　29日　岩上公民館

☎ 66-0375　      -   　　
〈利用時間〉月〜金 9:00〜17:00

土山子育て支援センター

あかちゃんひろば
日時 ▼ �13日（水）10：00〜11：30
ぴょんぴょんひろば
日時 ▼ �15日（金）10：00〜11：30
こんにちは！あかちゃん（ママ・パパじゅく）

「産前・産後のお母さんケアと育児に
むけて」
日時 ▼ �16日（土）10：00〜11：30
対象 ▼ ��市内在住の妊婦さん（ご夫婦や

おばあちゃんの参加も大歓迎）
その他 ▼ ��要電話申込　講師（助産師）
※妊婦さんのお友だちをご紹介ください
おひさまポケット
日時 ▼ �20日（水）11：00〜11：30
対象 ▼ ��未就園児と保護者
場所 ▼ ��フィランソ土山
食育連続講座「②幼児食をつくろう」
日時 ▼ �26日（火）10：00〜12：00
対象 ▼ ��1歳半以上の未就園児とその保護者

場所 ▼ ��土山子育て支援センター　調理室
その他 ▼ ��要申込　参加費（親子500円）
　　　　定員（15組）・託児有

☎ 88-8115　  88-8145
〈利用時間〉火〜土 9:00〜17:00

甲賀子育て支援センター

あかちゃんひろば（第1回子育て講座）
日時 ▼ �8日（金）10：00〜11：30
その他 ▼定員15名（要申込）
あかちゃんひろば（食育）
日時 ▼ �22日（金）10：00〜11：00
対象 ▼ �9か月〜1歳3か月児とその保護者
場所 ▼ �甲賀子育て支援センター　創健

館薬膳調理室
その他 ▼ �定員10組（要申込）
参加費 ▼ �300円程度　託児有
ぴょんぴょんひろば（お弁当遠足）
日時 ▼ �19日（火）10：00〜12：30
場所 ▼ �鹿深夢の森近辺
持ち物 ▼ �靴、お弁当、レジャーシート、

おしぼり
ぴょんぴょんひろば（おいも掘り）
日時 ▼ �26日（火）10：00〜11：30
持ち物 ▼ �軍手
おでかけリトルひろば
日時 ▼ �12日（火）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とその保護者
場所 ▼ �鳥居野コミュニティセンター
ひよこサロン（ふれあいあそび）
日時 ▼1日（金）10：00〜11：30
対象 ▼ �0〜1歳児とその保護者
おとうさんとあそぼう（絵本つくり）
日時 ▼23日（土）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とそのお父さん
その他 ▼要申込

☎／  86-0949
〈利用時間〉月〜金 9:00〜17:00

甲南子育て支援センター

あかちゃんひろば
日時 ▼12、19日（火）10：00〜11：30
対象 ▼12日　6か月までの赤ちゃん
　　　19日　7か月〜1歳の赤ちゃん
ぴょんぴょんひろば
日時 ▼25日（月）10：00〜11：30
おはなし会
日時 ▼21日（木）10：00〜11：30
対象 ▼2歳半頃からの未就園児とその保護者
ほっこりルーム
日時 ▼ �4、18日（月）・7日（木）
　　　9：30〜11：30、13：00〜15：00
　　　1日（金）�9：30〜11：30
　　　25日（月）・12、19、26日（火）・
　　　6、13、20日（水）・14、21日（木）・
　　　8、15、22日（金）
　　　13：00〜15：00
出前ひろば「ほっとタイム」
日時 ▼1日（金）10：00〜11：30

対象 ▼ �未就園児とその保護者
場所 ▼ �柑子公民館
すくすくまるっこフェスタ
日時 ▼ �29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
その他 ▼ �つどいの広場との合同事業
　　　　楽しいコーナーがいっぱい！

☎／  82-2799
〈利用時間〉火〜土 9:00〜17:00

信楽子育て支援センター

あかちゃんひろば
日時 ▼7、21日（木）10：00〜11：30
対象 ▼ �0〜1歳の赤ちゃんとその保護

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 ▼13日（水）・15日（金）・19、26日（火）
　　　10：00〜11：30
対象 ▼13日��H19.10月〜H.20.3月生まれ
　　　15日��H19.4月〜9月生まれ
　　　19日��H20.4月〜9月生まれ
　　　26日��H20.10月〜H.21.3月生まれ
じいじ＆ばあばと遊ぼうひろば

「折り紙であそぼう」
日時 ▼1日（金）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とその祖父母
親子ねんどあそび
日時 ▼6日（水）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とその保護者（定員10組）
持ち物 ▼ �汚れてもいい服装
その他 ▼ �要申込：9月30日（木）締切
パパッとあつまれ！「運動公園であそぼう」
日時 ▼16日（土）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とそのお父さん
場所 ▼ ��信楽運動公園
その他 ▼ ��要申込：10月14日（木）締切
子育てリユースまつり
日時 ▼22日（金）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とその保護者
場所 ▼ ��信楽開発センター・大集会室
その他 ▼ ��要申込：10月20日（水）締切
※�不要になったこども用品（ぬいぐる
み以外）があれば、事前に子育て支援
センターもしくは当日会場までお持
ちください。

キッズランド（運動あそび）
日時 ▼5日（火）10：30〜11：30
場所 ▼ �土山体育館
持ち物 ▼ �運動しやすい服装、上靴
※要申込（定員はお問い合わせくだ
さい）。
信楽からは福祉バスによる送迎
があります。
�各子育て支援センター

10月のキッズランドは
市内合同で開催します。
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