
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。

乳幼児親子対象の催し 2月の予定

2月
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　
▶日　時：21日（火）10：00～11：30

ぴょんぴょんひろば
▶日　時：14日（火）10：00～11：30

キッズランド「ひな飾りをつくろう」
▶日　時：7日（火）10：00～11：30
▶持ち物：のり、はさみ

あかちゃんルーム
▶日　時：6、13、20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
  6日　H23．9月生まれ
 13日　H23．10月生まれ
 20日　H23．11月生まれ

子育て講座「親子でリズム体操」
▶日　時：13日（月）10：00～11：00
▶対　象：1歳10か月～2歳半までの未就

園児とその保護者
▶持ち物：タオル
▶その他：要申込　先着10組

出前ひろば
▶日　時：3、10日（金）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
  3日　貴生川公民館
 10日　柏木公民館

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：15日（水）10：00～11：30

ぴょんぴょんひろば
（節分・鬼さんとあそぼう）

▶日　時：3日（金）10：00～11：30

キッズランド
▶日　時：7日（火）10：00～11：30

おひさまポケット
▶日　時：22日（水）11：00～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者

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
▶日　時：3日（金）10：00～11：30
▶持ち物：バスタオル

ぴょんぴょんひろば「食育」
▶日　時：21日（火）10：00～11：30
▶その他：要申込　先着15組　実費負担

有り

キッズランド「ひなまつり」
▶日　時：28日（火）10：00～11：30
▶持ち物：はさみ、のり

あかちゃんルーム
▶日　時：10、17、24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：14日（火）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：上野教育集会所（直接お越しく

ださい）

パパッとあつまれ「思い出絵本作り」
▶日　時：25日（土）10：00～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
▶持ち物：はさみ、のり、写真、折り紙、リボ

ン、布など
▶その他：材料費250円
▶定　員：10組

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：6日（月）・14日（火）10：00～11：30
▶対　象： 6日　6か月までの赤ちゃん
 14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：10日（金）・20日（月）10：00～11：30
▶対　象：10日　 1歳9か月～2歳半頃の未

就園児
 20日　 1歳～1歳8か月頃の未就

園児

キッズランド「おひなさまを作ろう」
▶日　時：16日（木）10：00～11：30
▶持ち物：のり・手拭きタオル

ほっこりルーム
▶日 　時：〈9：30～11：30〉
 　8、22、29日（水）・28日（火）
 〈13：00～15：00〉　
 　 7、14、21、28日（火）・1、8、15、

22日（水）・3、10、24日（金）
 〈13：00～16：00〉
 　17日（金）
▶その他：要予約

オープンルーム
▶日　時： 〈9：30～11：30〉
 　2日（木）・13、27日（月）
 〈13：00～15：00〉
 　 6、13、20、27日（月）・9、16、

23日（木）
※ 2日11：00～11:15はおはなし会もあります
ハートフルミニコンサート
▶日　時：7日（火）10：30～
▶場　所：甲南青少年研修センター

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：2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：7、21、28日（火）10：00～11：30
▶対　象： 7日　H22.4月～H22.9月生まれ
 21日　H21.4月～9月生まれ
 28日　H21.10月～H22.3月生まれ
キッズランド「節分あそび」
▶日　時：3日（金）10：00～11：30
▶対　象：2歳半以上の未就園児とその保

護者
じいじ＆ばあばと遊ぼうひろば

「小物入れづくり」
▶日　時：8日（水）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：14日（火）10：00～11：30
▶対　象：H23年1月～3月生まれの未就

園児とその保護者
いないいないばぁのおへや
▶日　時：16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！「ひな人形づくり」
▶日　時：25日（土）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とそのお父さん
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お知らせ

要介護認定・要支援認定
更新手続きのご案内
　現在、要介護・要支援認定を受けて
おられる方で介護保険被保険者証に
書かれている有効期間が平成24年1
月31日までの方には、更新申請書を
12月初旬に送付させていただきまし
た。今後も継続して介護保険サービス
の利用をご希望の方で、更新申請手
続きがお済みでない方は、平成24年
1月31日（火)までのなるべく早い時
期に最寄りの地域市民センター（旧支
所庁舎）または市民窓口センター、水
口社会福祉センター内の長寿福祉課
で手続きを行ってください。
問／長寿福祉課　介護保険係
65-0697／Fax63-4085

人権教育連続セミナー
■第14回
●日時／2月10日（金）19時30分～21時
●場所／土山開発センター
●内容／《講演》『とんとんとん！心の
扉を開けてください』
●講師／おはなしキャラバン隊　言夢

（守山地域総合センター）
※入場無料。手話通訳あり。
問／人権推進課
65-0693／Fax63-4582

法律相談
●日時／1月19日（木）13時～16時
●場所／甲賀市役所　甲南庁舎
●日時／1月26日（木）13時～16時
●場所／水口社会福祉センター
●日時／2月2日（木）13時～16時

●場所／かふか生涯学習館
※1月19日(木)8時30分から予約受付
●相談員／滋賀県弁護士会所属の弁護士
※相談無料。要予約。先着6名（1人30分）
問・申／甲賀市社会福祉協議会
62-8085／Fax63-2021

日本語学習支援指導者学習会
●日時／2月26日（日）10時～12時
●場所／自主活動センターきずな
2階会議室
●受講料／会員・無料　非会員・500円
●定員／15名
●内容／日本語を母語としない外国の
方に「敬語の使い方」を教えるには　他
●講師／同志社大学日本語・日本文
化教育センター講師　原
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先生
問／甲賀市国際交流協会事務局
／Fax0748-63-8728

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
『親子で楽しいみそ作り体験』

●日時／13日（月）10：30～12：00
●場所／かえで会館（甲南町）
●対象／2歳～未就園児とその保護
者
●定員／要申込・12組
●参加費／親子1組1，500円（みそ
3kgを持ち帰ります）
●持ち物／エプロン・三角巾・上靴（子
どものみ）・保存容器・手拭タオル・お
茶、おはし

★乳幼児おはなし広場
　（同じ内容で２回開催）
●日時／28日(火) 10:30～10:50、

11:00～11:20
●場所／水口図書館
●対象／0・1・2歳児とその保護者

児童館事業

★にんくる子育て広場
おやつ作り『びっくり玉作り』

～ベビーカステラの中には
なにがはいっているかな？～

問・申／ 88-5692／Fax88-5696
●日時／17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／150円
●定員／10組（要申込・先着順）
●持ち物／エプロン・三角巾・マスク
※申し込み締め切りは2月13日（月）

★かえで子育て広場
『リトミック』

問・申／ 86-4363
●日時／16日（木）10：30～11：20
●場所／かえで会館
●対象／2歳～4歳の子どもと保護者
●定員／20組（要申込）
※運動のできる服装で参加してください。

★たけのこ子育て広場『のびっ子』
『たまごの殻で人形作り』

問・申／ 82-2361／Fax82-3616
●日時／20日（月）10：00～12：00
●場所／たけのこ児童館（西教育集会所）
●定員／先着15名（要申込）

公民館事業
★スマイルキッズ
問・申／信楽中央公民館

82-8075／Fax82-2463
『文化伝承～昔あそびいろいろ～』
●日時／10日（金）10：00～12：00
●場所／信楽中央公民館
●定員／未就学児とその保護者20組（要予約）
●持ち物／飲み物
『クッキング～身近な食品を使って～』
●日時／24日（金）10：00～12：00
●場所／信楽中央公民館
●定員／未就学児とその保護者20組

（要予約）
●参加費／300円

親子の自由なスペース
「つどいの広場」

▶開催日時／ 火・水・金曜日　10時～15時
▶場　所／甲南青少年研修センター
▶対　象／ 市内在住おおむね0～3歳のお

子さんと保護者　※参加無料
問／社会福祉課　児童家庭支援係
65-0705／ Fax63-4085

※ 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。
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