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月

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 ▼９日（火）10：00〜11：30
ぴょんぴょんひろば（自由あそび）
日時 ▼ �17日（水）10：00〜11：30
わくわくひろば(凧を作って遊ぼう)   
日時 ▼16日（火）10：00〜11：30
対象 ▼ �2歳半以上の未就園児とその保護者
持ち物 ▼ハサミ、のり、古いカレンダー１枚
あかちゃんルーム
日時 ▼1、8、15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
　　　１日　H22.6月生まれ
　　　８日　H22.7月生まれ
　　　15日　H22.8月生まれ
オープンルーム（自由あそび）
日時 ▼10、24日（水）・18日（木）
　　　9：30〜11：30
　　　4日（木）・9日（火）13：00〜15：00
対象 ▼ �未就園児とその保護者
子育て講座「親子でヨガ」
日時 ▼4日（木）10：00〜11：00
対象 ▼未就園児とその保護者
その他 ▼ �要申込（15組）
　　　　運動しやすい服装
子育て講座「教えて　食品表示のあれこれ」
日時 ▼26日（金）10：00〜11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
その他 ▼ �要申込（15組）託児有
出前広場
日時 ▼12日（金）10：00〜11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
場所 ▼伴谷公民館� � � �

内容 ▼散歩

　　　　

☎ 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 ▼ �10日（水）10：00〜11：30
ぴょんぴょんひろば
日時 ▼ �19日（金）10：00〜11：30
にこにこランド
日時 ▼ �９日（火）10：00〜11：30
場所 ▼ �土山にこにこ園
対象 ▼ �１歳半以上の未就園児とその保護者
持ち物 ▼ �上靴
子育て講座「おしゃべりしましょうこどもの育ち」
日時 ▼ �12日（金）10：00〜11：30
対象 ▼ ��0〜1歳半の未就園児とその保護者
持ち物 ▼バスタオル
その他 ▼ ��要申込（15組）
おひさまポケット
日時 ▼ �17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
アレルギっ子のつどい
日時 ▼ �25日（木）10：30〜11：30

対象 ▼ ��アレルギーを持つ未就園児とその保護者
食育連続講座③

「どうしている？子どものごはん！」
日時 ▼ �29日（月）10：30〜11：30
対象 ▼未就園児とその保護者
場所 ▼ ��土山子育て支援センター・和室1F
その他 ▼ ��要申込　参加費（親子50円）　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（わらべうた）
日時 ▼12日（金）10：00〜11：30
対象 ▼ �0〜1歳児とその保護者
場所 ▼ �保健センター（和室）
あかちゃんひろば（ふれあいあそび）
日時 ▼ �26日（金）10：00〜11：30
場所 ▼ �保健センター（フィットネスルーム）
ぴょんぴょんひろば「子育て講座」
(教えて食品表示のあれこれ)　　　
日時 ▼ �16日（火）10：00〜11：30
持ち物 ▼ �メモ・筆記用具
ぴょんぴょんひろば

「食育（クッキング・芋煮）」
日時 ▼ �30日（火）10：00〜12：30
場所 ▼ �甲賀創健館薬膳調理室・和室
持ち物 ▼ �エプロン・三角巾・おわん・お

箸・おしぼり・具材１点・参加費
おでかけリトルひろば
日時 ▼ �９日（火）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とその保護者
場所 ▼ �櫟野公民館
ひよこサロン（冬の健康について）
日時 ▼５日（金）10：00〜11：30
対象 ▼ �0〜1歳児とその保護者
ひよこサロン（気になることについて）
日時 ▼19日（金）10：00〜11：30
対象 ▼ �0〜1歳児とその保護者

☎／  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 ▼９、16日（火）10：00〜11：30
対象 ▼９日　6か月までの赤ちゃん
　　　16日　7か月〜1歳の赤ちゃん
ぴょんぴょんひろば
日時 ▼８、22日（月）10：00〜11：30
おはなし会
日時 ▼18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 ▼ �1、15、29日（月）9：30〜11：30、

13：00〜15：00
　　　25日（木）9：30〜11：30
　　　8、22日（月）・ 2、9、16日（火）・
　　　10、17、24日（水）・4、11、18日（木）・
　　　19、26日（金）13：00〜15：00
出前ひろば「ほっとタイム」
日時 ▼25日（木）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とその保護者
場所 ▼ �杉谷公民館

食育講座「いただきます」
日時 ▼12日（金）10：00〜12：00
対象 ▼ �1部　未就園児とその保護者　　

2部　２歳からの未就園児とその保護者
内容 ▼ �1部　10：00〜DVD上映会「五感

を使って食体験」申込不要
　　　�2部　11：00〜「おにぎりを作っ

て食べよう」
その他 ▼ �定員12組・要参加費・要申込　

詳細はお問い合わせください
ひだまりパパ
日時 ▼13日（土）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とそのお父さんもしくはご家族
内容 ▼ �妊婦体験をしよう

☎／  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 ▼4、18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 ▼10日（水）・16日（火）・19日（金）
　　　10：00〜11：30
対象 ▼10日　H19.10月〜H.20.3月生まれ
　　　16日　H20.4月〜9月生まれ
　　　19日　H19.4月〜9月生まれ
じいじ＆ばあばと遊ぼうひろば

「大型紙しばい」
日時 ▼５日（金）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とその祖父母
パパッとあつまれ！

「マイはし袋にお絵かきしよう!!」
日時 ▼６日（土）10：00〜11：30
対象 ▼ �未就園児とそのお父さん
サークルはじめましての会
日時 ▼９日（火）10：00〜11：30
対象 ▼ �H21.10〜12月生まれの未就園

児とその保護者
パパ＆ママ　ヨガ
日時 ▼11、25日（木）10：30〜11：30
対象 ▼ �未就園児の保護者
場所 ▼ ��信楽多世代交流センター
定員 ▼各日10名
その他 ▼ �託児有　要申込（各実施日の5

日前締切）＊運動のできる服装
高校生のお姉ちゃんとあそぼう！
日時 ▼26日（金）13：30〜15：00
対象 ▼ �未就園児とその保護者
その他 ▼要申込　11/20（土）締切

キッズランド（散歩）
日時 ▼2日（火）10：00〜11：30
場所 ▼ �各子育て支援センター
持ち物 ▼ �動きやすい服装、運動靴、

ビニール袋
※�雨天の場合等は各子育て支援セ
ンターにお問い合わせください。

11月のキッズランド

2010.10.1513 平成22年10月15日


