
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
　　　（小さなお子さんの安全のため、対象以外の
　　　児童の参加はご遠慮ください）　※参加無料
問／社会福祉課　児童家庭支援係
☎６５ー０７０５／　６３ー４０８５

（
略
字
説
明
）

（問い合わせ先一覧）
利用時間場　所 電話 FAX

65-5511 65-5522

66-0375 －

88-8115 88-8145

86-0949

82-2799

★あかちゃんひろば ★ぴょんぴょんひろば

★キッズランド　みずあそび

＜家庭教育支援事業＞

こども未来課

日　時／２３日（金） １０：３０～１１：3０
　　　　　　　　　（受付１０：0０～１0：2０）
場　所／碧水ホール（水口）
対　象／１歳以上の未就園児とその保護者
内　容／・ 一緒に歌おう
　　　   ・ 一緒に手あそびをしよう
　　　　・ 演奏をきこう
申込･費用／不要
持ち物／レジャーシート（室内で使用）・水分補給できるもの

　※申込み締め切りは8月9日（金）まで

☆たけのこ子育て広場『のびっこ』

『水あそび』
日　時／19日（月）　10：00～12：00
場　所／たけのこ児童館
定　員／10組（要申込）
持ち物／水着またはパンツ、タオル、お茶

☆にんくる子育て広場

■子育て支援センターでは、いろいろな子育て
支援事業を行っています。市内在住の未就園児
とその保護者の方が対象です。どの地域のセン
ターでもお気軽にご利用ください。

■子育て支援センターでは、いろいろな子育て
支援事業を行っています。市内在住の未就園児
とその保護者の方が対象です。どの地域のセン
ターでもお気軽にご利用ください。

■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。

■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。

対象）０～１歳の未就園児とその保護者

対象）２歳6か月以上の未就園児とその保護者

場所 時間 内容・対象・持ち物・その他日
27日（火）
9日（金）
2日（金）

①1日（木）
②29日（木）

１日(木）

対）①６か月頃まで
     ②７か月頃～１歳

10:00
～

11:30

対象）１～２歳5か月の未就園児とその保護者
場所 時間 内容・対象・持ち物・その他日
水口
土山
甲賀

甲南

信楽
水口

土山

甲賀

甲南

信楽

水口
土山

甲賀

甲南

信楽

20日（火）
21日（水）
6日（火）

①6日（火）
②20日（火）

①6日（火）
②27日（火）

対）①1歳～1歳8か月
内）水あそび　
持）プール用おむつ・バスタオル・着替え・
　　ビーチサンダル
他）雨天の場合は室内あそび　
対）②1歳9か月～2歳5か月

内）みずあそび　対）①1歳～1歳8か月　
②1歳9か月～2歳5か月　　
持）ぬれてもよい服装・帽子・ビーチサンダル
　 （親子共）

水あそび　持）ぬれてもよい服装（親子共）

10:00
～

11:30

場所 時間 内容・対象・持ち物・その他日
6日（火）
1日（木）

20日（火）

2日（金）

21日（水）

他）雨天の場合は室内あそび

持）ぬれてもよい服装（親子共）と水着
　  ビーチサンダル（親子共）

10:00
～

11:30

水 口

土 山

甲 賀

甲 南

信 楽

おはなし会　～絵本を楽しもう～

おとうさんとあそぼうひろば

出前ひろば

5・12・19日(月)

27日（火）

９・２３日（金）

1日（木）

9・23日（金）

26日（月）

22日（木）

8日（木）

17日（土）

23日（金）

13:30～15:00

13:30～15:00

10:00～11:30

13:30～15:00

10:45～11:00

13:30～15:00

10:30～11:30

10:00～11:30

10:00～11:30

対）5日：H２５年3月生、12日：H２５年4月生、19日：H２５年5月生

平成２５年４月～６月生まれの赤ちゃんとその保護者

９：３０～１１：３０のオープンルーム内で

対）1歳までの未就園児とその保護者　持）バスタオル
他）要申込・抽選10組（未経験者優先）　締切 7月25日

対）Ｈ２３年8月生まれまでの未就園児とその保護者
他）要申込・先着１５組

対）H.２５年４月生～H.２５年５月生の赤ちゃんとその保護者　持）バスタオル

対）１歳６か月未満の未就園児とその保護者　

対）未就園児とその父親　内）みずあそび
持）ぬれてもよい服装・帽子・ビーチサンダル（親子共）　　

対）朝宮地区の未就園児とその保護者　　　場）朝宮コミュニティセンター
内）みずあそび　　　持）ぬれてもよい服装・帽子・ビーチサンダル（親子共） 

対）未就園児と保護者　場）油日にこにこ園　他）要申込・先着１５組

対）０～１歳まで

事業名 時間 内容・対象・持ち物・その他日

月～土 9:00～17:00

月～金 9:00～17:00

火～土 9:00～17:00

月～金 9:00～17:00

火～土 9:00～17:00

水口子育て支援センター

土山子育て支援センター

甲賀子育て支援センター

甲南子育て支援センター

信楽子育て支援センター

『金魚すくい』
～プラスチックの金魚で水あそびをしましょう～
日　時／8日（木）　10：30～11：30
場　所／かえで会館
定　員／15組（要申込）
持ち物／材料費100円、水筒、タオル、着替え
申込開始／７月１６日（火）９:00～

『手形スタンプ遊び』
日　時／２３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）
持ち物／水着、タオル、帽子、お茶

日　時／８日（木） １０：３０～１１：００
場　所／土山図書館
対　象／０・１・２歳児とその保護者

場　所／水口図書館
対　象／０・１・２歳児とその保護者

★乳幼児おはなし広場（水口）

★乳幼児おはなし広場（土山）

日　時／２７日（火）10:30～10:50
　　　　　　　　 11:00～11:20（　　  ）同じ内容で

２回開催

※ 参加対象は市内の未就園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。

☆かえで子育て広場

問・申 88-5696☎88-5692／

問・申 86-4958☎86-4363／

問・申 82-3616☎82-2361／

場：場所（場所の記載がないものは各支援センターで行います）
日時：開催日・時間
対：対象（年齢等の記載がないものは未就園児とその保護者です）
持： 持ち物（記載がないものは特別に準備するものはありません）
　　※お茶、バスタオル、タオル、着替え、帽子、おむつ、手ふきなどは必要に応じてお持ちください
他：申込・定員（記載がないものは申し込みは不要です）その他
内：内容

＜児童館事業＞

あかちゃんルーム

子育て講習
「親子でリトミック」

あかちゃんルーム

あかちゃんルーム

おはなし会

子育て講習「わらべうたあそび」

あかちゃんルーム

出前ひろば

10:00～11:30

30日（金） 対）１歳までの未就園児と保護者　他）要申込・先着１５組子育て講習「わらべうた」 10:30～11:30

＜各子育て支援センター事業＞　

＜子育て広場＞　

※「オープンルーム」「サークル」については、各センターにお問い合わせいただくか、各「支援センターだより」をご覧ください。
※子育て相談（9：00～17：00）　子育ての不安や悩みなど、どんなことでも一人で悩まずに気軽にご相談ください。 TEL、FAX、来所いずれでも結構です。

1日（木） 10:00～11:30

子育て講習
「AEDってなあに」 10:30～11:30 他）要申込・先着１５組

　家庭教育支援事業では、親子のふれあいを通して、毎日の子
育てで大切にしたいことを提案しています。
　絵本や音楽、運動など、事業のテーマにより、また子どもの
年齢や個性によって、その楽しみ方に違いはありますが、一緒
に参加する大人が楽しんでいると、子どもも楽しい気持ちに
なるようです。保護者ができるだけリラックスして、楽しいな
あ、おもしろいなあと感じながら、子どもと過ごしていただき
たいと思っています。
　今年度は、未就学児とその家族を対象に「親子ふれあい絵本
広場」を、市内３ケ所で開催します。市内在住の絵本作家、市居
みかさんに、絵本の魅力や親子での楽しみ方を紹介していた
だく予定です。まずはその時間をゆっくりとお楽しみください。

こども未来課　指導振興係
問い合わせ

86-838086-8171／

～ 教育の出発点は家庭から ～

31回第

子どもと楽しむ親子の時間

「親子ふれあい絵本広場」
～子どもと楽しむ絵本と音楽～
（要予約・先着順）

30日（金）

第１回／信楽図書館　７月２０日（土）１０：３０～１１：４５
第２回／甲賀図書情報館（１０月予定）
第３回／碧水ホール（Ｈ２６．３月予定）
※申込は一家族１回でお願いします。　　　
※７月のみ受付中です。
　予約状況や方法は、こども未来課までお問合せください。
　　
　
 　

第１回／信楽図書館　７月２０日（土）１０：３０～１１：４５
第２回／甲賀図書情報館（１０月予定）
第３回／碧水ホール（Ｈ２６．３月予定）
※申込は一家族１回でお願いします。　　　
※第1回のみ現在受付中です。
　予約状況や方法は、こども未来課までお問合せください。
　　
　
 　

子育て事業紹介冊子「すまいる」を発行しました。
詳しくは、最寄りの子育て支援センターもしくは
社会福祉課までお問い合わせください。

社会福祉課　児童家庭支援係
問い合わせ

63-408565-0705／

･･･

★親子ふれあい音楽広場
～和音と楽しもう! うた広場～

わ　 おん

問・申 86-8380☎86-8171／

いち  い
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