
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。

乳幼児親子対象の催し 4月の予定

4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：17日（火）10：00～11：30

ぴょんぴょんひろば
▶日　時：10日（火）10：00～11：30

キッズランド「スタンプあそび」
▶日　時：3日（火）10：00～11：30

あかちゃんルーム
▶日　時：2、9、16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
  2日　H23．11月生まれ
  9日　H23．12月生まれ
 16日　H24．1月生まれ

おしゃべり会「こいのぼりを作りながら
子育てについておしゃべりしませんか」
▶日　時：24日（火）10：00～11：30
▶対　象：3か月から1歳までの未就園児

とその保護者
▶その他：要申込　先着10組

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：27日（金）10：00～11：30

ぴょんぴょんひろば「こいのぼり作り」
▶日　時：18日（水）10：00～11：30

キッズランド「こいのぼり作り」
▶日　時：12日（木）10：00～11：30

おひさまポケット
▶日　時：24日（火）11：00～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
▶場　所：フイランソ土山

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「ふれあいあそび」
▶日　時：13日（金）10：00～11：30
▶持ち物：バスタオル

ぴょんぴょんひろば「こいのぼり作り」
▶日　時：24日（火）10：30～11：30
▶持ち物：はさみ、のり

キッズランド「こいのぼり作り」
▶日　時：17日（火）10：00～11：30
▶持ち物：はさみ、のり

あかちゃんルーム
▶日　時：6、20、27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

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（金）・12日（木）10：00～11：30
▶対　象： 6日　6か月までの赤ちゃん
 12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、24日（火）10：00～11：30
▶対　象：10日　 1歳～1歳8か月頃の未就園児
 24日　 1歳9か月～2歳半頃の未

就園児

キッズランド「こいのぼりを作ろう」
▶日　時：20日（金）10：00～11：30
▶持ち物：はさみ、のり、手ふきタオル

ほっこりルーム
▶日 　時：〈9：30～11：30〉　25日（水）
 〈13：00～15：00〉　3、10、24日

（火）・4、11、18、25日（水）・20日（金）
 〈13：00～16：00〉　13日（金）
▶対　象：未就園児とその保護者
▶その他：要予約

オープンルーム
▶日　時： 〈9：30～11：30〉　9、16、23日（月）・

3日（火）・4日（水）・5、19、26日（木）
 〈13：00～15：00〉　9、16、23日

（月）・5、12、19、26日（木）・6日（金）

▶対　象：未就園児とその保護者
※ 19日（木）11：00～11:15はおはなし会もあります

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：5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：10、24日（火）10：00～11：30
▶対　象：10日　1歳～1歳8ヶ月
 24日　1歳9ヶ月～2歳5ヶ月

キッズランド「自由あそび」
▶日　時：6日（金）10：30～11：30
▶対　象：2歳6か月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
「大型布絵本を楽しもう」

▶日　時：11日（水）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその祖父母

いないいないばあのおへや
▶日　時：19日（木）10：30～11：30
▶対　象：0～1歳6か月までの未就園児と

その保護者

パパッとあつまれ！
「手形ペッタンこいのぼり作り」

▶日　時：21日（土）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とそのお父さん

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 家庭教育支援事業

こども未来課
問・申／ 86-8171／Fax86-8380
★親子ふれあい食育講座
『お出かけ気分で、簡単ランチ』
●日時／17日（火）10：30～12：00
●場所／かえで会館（甲南町）
●対象／2歳半以上児とその保護者
●定員／要申込・12組
●持ち物／エプロン、三角巾、手ふき
タオル、上ぐつ（子どものみ）、お弁当
箱、はし等、お茶、ピクニックシート
●参加費／500円／親子1組

★乳幼児おはなし広場
　（同じ内容で２回開催）
●日時／24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

『くるくるバルーン作り』
問・申／ 88-5692／Fax88-5696
●日時／20日（金）10：00～11：30
●場所／にんくる児童館（相模教育集会所）
●定員／15組・要申込

★かえで子育て広場
『楽しいおりがみ』

問・申／ 86-4363
●日時／19日（木）10：30～11：30
●場所／かえで会館
●定員／15組・要申込
●持ち物／折り紙10枚、のり、はさみ

★たけのこ子育て広場『のびっこ』
『おもちゃ作り』

問・申／ 82-2361／Fax82-3616
●日時／16日（月）10：00～12：00
●場所／たけのこ児童館（西教育集
会所）
●定員／要申込・先着10名

お知らせ

1日年金相談所
　平成24年度上半期の一日年金相
談所開設日は次のとおりです。
●開設日／4月12日（木）、5月10日

（木）、6月14日（木）、7月12日（木）、8
月9日（木）、9月13日（木）
●場所／水口社会福祉センター　2
階中会議室
※予約制ですので、事前に草津年金
事務所へ申し込みをお願いします。予
約後、受付票（ハガキ）が送付されます
ので日時、持ち物等ご確認下さい。
問・申／草津年金事務所
077-567-1383（予約専用）
077-567-1311（お客様相談室）

Fax077-562-9638（予約専用FAX）
保険年金課
65-0688／Fax63-4618

（市役所へは予約申し込みはできません）

「にんくる土曜塾」
●日時／4月14日(土）10時～11時30分
●場所／にんくる児童館（相模教育集会所）
●内容／『ペットボトル空気砲を作っ
てあそぼう』
●持ち物／ペットボトル(1.5ℓ)

●定員／先着10名
●申込締切／4月11日（水）
問・申／にんくる児童館
88-5692／Fax88-5696

法律相談
①日時／3月15日（木）13時～16時
　場所／甲賀市役所　甲南庁舎
②日時／3月22日（木）13時～16時
　場所／水口社会福祉センター
③日時／4月5日（木）13時～16時
　場所／ 老人福祉センター　フィラ

ンソ土山
※相談は予約制で、開催日の2週間前より
受け付けます。先着6名（1人30分）です。
●相談員／滋賀県弁護士会所属の弁護士
＊相談は無料で秘密は厳守します。
問・申／甲賀市社会福祉協議会
62-8085／Fax63-2021

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3
月31日までの方には、更新申請書を
2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
3月30日（金)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

平成２４年度
固定資産税評価額の縦覧
　ご自分の土地や家屋の評価額が適
正であるかを判断するため、縦覧帳簿
で他の土地・家屋の価格と比較するこ
とができます。縦覧できる方は、市内
に土地・家屋を所有される固定資産税
納税者本人か、委任状により委任を受
けた方に限ります。
●日時／４月２日（月）～５月３１（木）
８時３０分～１７時１５分（ただし土・日曜
日、祝日は除く）
●場所／市役所水口庁舎　税務課
※縦覧の際には本人確認ができるもの

〔運転免許証や固定資産税納税通知書
（５月中旬発送予定）など〕と印鑑をご
持参ください。
問／税務課　資産税係
65‐0680／Fax63‐4574
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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。

　子育て支援センターは、乳幼児期の子どもさ
んと子育て中のお母さん、お父さん、おばあ
ちゃん、おじいちゃんが、ほっと安心できたり、
元気がでたりするところです。親同士がゆっ
くり語り合える子育て仲間と出会い、お友達と
の交流を通して子どもがお互いに育ちあうと
ころでもあります。
　市内在住の方ならどなたでも利用できます。
お気軽にお越しください。

　子育て相談　　子育ての悩みや不安など、
どんなことでも一人で悩まずご相談 ください。

（電話・FAX・来所いずれでも結構です。） 
　子育て広場　　誰でも気軽に参加でき、ふ
れあえるひろばです。季節のあそびを楽しん
だり、身近な地域への出前ひろばもしていま
す。お父さん、おばあちゃん、おじいちゃんの
参加も心よりお待ちしています。
名称：あかちゃんひろば、ぴょんぴょんひろば、
キッズランド
　子育て講座　　子育てをしていく中で大切

にしたいことを学ぶ講座を開催しています。
また、子育て中の保護者の方にほっとしてもら
えるリフレッシュ講座もあります。（講座に
よって託児有）

　子育てサークルの支援　　子育てサーク
ルの立ち上げのお手伝いをしています。

　子育て情報の提供　　子育てに関するい
ろいろな情報を提供しています。

◆甲賀市支援センターでは
　地域の子育てを応援しています

※ 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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