
■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。

（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

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

■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。

※ 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。

平成26年度　保育園・幼稚園の
入園申込受付について（予告）

　平成26年４月からご入園いただくお子さんの入園申込受
付を下記のとおり予定しています。
　詳しい内容については９月１日号に掲載します。
　また、幼稚園・保育園の入園案内および申込書等について
は９月初旬から配置しますので、ご確認ください。
■申込受付期間
　幼稚園（公立）…平成25年９月25日（水）～ 27日（金）
　保育園（公立・私立）…平成25年10月1日（火）～ 11日（金）
　※ 保育園は現在入園いただいている方も毎年入園申込は必

要です。
■入園案内冊子・申込書の配置
　 市内各保育園・幼稚園・市民窓口センター（水口）、土山地域

市民センター、甲賀大原地域市民センター・甲南第一地域市
民センター・信楽地域市民センター・各子育て支援センター

問い合わせ

こども未来課 ☎86-8179／ 86-8380

★私立幼稚園入園案内

※私立幼稚園についてのお問い合わせは各園へお願いします。

＜家庭教育支援事業＞

＜児童館事業＞

こども未来課 問・申☎86-8171／ 86-8380
★親子ふれあい運動広場
　日時／４日（水）　10：30 ～ 11：30
　場所／岩上体育館（水口）
　対象／１歳半～未就園児の親子
　定員／25組（要申込）　参加費／１組200円
　持ち物／体育館シューズ・お茶・タオル　など
★ママも０歳・パパも０歳おはなし＆ミニミニコンサート
　「子育てを楽しもう!～ファザーリングの極意～」
　日時／７日（土）　10：30～11：30
　場所／甲賀図書情報館
　対象／妊産婦とその家族・０歳児赤ちゃんのママ・パパ
　定員／ 30組（要申込）
★ベビーマッサージ講座
　日時／ 10日（火）　10：30～11：30
　場所／土山子育て支援センター
　対象／生後２か月～７か月の乳児親子
　定員／15組（要申込）
★はじめまして親子講座
①「らっこだっこぎゅっと～赤ちゃんと遊ぼう～」
　日時／６日（金）　10：30～11：30
　場所／甲賀市役所甲南庁舎３階和室
　対象／２か月～７か月の乳児親子
　定員／12組（要申込）
②「らっこだっこぎゅっと～赤ちゃんとストレッチ～」
　日時／19日（木）　10：30～11：30
　場所／かえで会館
　対象／４か月～10か月の乳児親子
　　　　※赤ちゃんの首がすわっていること
　定員／12組（要申込）
★乳幼児おはなし広場（土山）
　日時／12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
★乳幼児おはなし広場（水口）
　日時／ 24日（火）　10：30～10：50
　　　　11：00～11：20　※同じ内容で２回開催
　場所／水口図書館
　対象／０・１・２歳児とその保護者

☆たけのこ子育て広場『のびっこ』
　問・申☎82-2361／ 82-3616
　『簡単クッキングウ～』
　日時／30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／エプロン・三角巾・タオル・お茶
☆かえで子育て広場
　問・申☎86-4363／ 86-4958
　『スキンケア講座』
　日時／ 19日（木）　10：30～11：30
　場所／かえで会館　学習室
　定員／ 20組（要申込）
　持ち物／タオル・水筒
☆にんくる子育て広場
　問・申☎88-5692／ 88-5696
　『ボヨヨンボールをつくってあそぼう』
　日時／13日（金）　10：30～11：30
　場所／にんくる児童館（相模教育集会所）
　定員／10組　　　締切／10（火）

★あかちゃんひろば
＜子育て広場＞

★ぴょんぴょんひろば
対象）0～1歳の未就園児とその保護者 対象）1～2歳5か月の未就園児とその保護者
場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他

水口 17日（火）

10：00
～

11：30

土山 13日（金）

甲賀 13日（金）

甲南
①５日（木）

②26日（木）
対）①６か月まで
　 ②７か月～１歳

信楽 ５日（木）

★キッズランド　絵の具あそび
対象）２歳6か月以上の未就園児とその保護者
場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他

水口 ３日（火）

10：00
～

11：30

持） 汚れてもよい服装・ビーチサン
ダル（親子共）

他）雨天の場合は室内あそび

土山 ５日（木）

甲賀 10日（火）

甲南 ６日（金）

信楽 18日（水）

＜各子育て支援センター事業＞
事業名 日 時間 対象・内容・持ち物・その他

水口

あかちゃんルーム ２・９日（月）
24日（火） 13：30～15：00 対）２日：H25年４月生、9日：H25年５月生、24日：H25年６月生

リフレッシュタイム
「フラダンスでリフレッシュ」 ５日（木） 10：00～11：00 対）未就園児とその保護者

他）要申込・先着12組

子育て講習「すくすくトーク３」 24日（火） 10：00～11：30 対）Ｈ23年９月生まれ～Ｈ24年５月生まれの未就園児とその保護者
他）要申込・先着10組

土山

あかちゃんルーム ３・17日（火） 13：30～15：00 対）平成25年４月～６月生まれの未就園児と保護者
出前ひろば 10日（火） 11：00～11：30 場）フィランソ土山
子育て講習

「リトミックを楽しもう」 19日（木） 10：30～11：30 対）２歳以上の未就園児と保護者　場）土山開発センター（大集会室）
他）要申込み　抽選15組

イベント
「チャチャっ子うんどう会」 25日（水） 10：00～11：30 対）１歳６か月以上の未就園児と保護者　場）土山森林文化ホール

他）要申込　先着36組

甲賀
あかちゃんルーム ６・27日（金） 10：00～11：30 対）０～１歳まで
出前ひろば ５日（木） 10：00～11：30 対）未就園児と保護者　場）大原にこにこ園　他）要申込・先着15組
子育て講習「親子運動あそび」 24日（火） 10：30～11：30 対）２歳以上の未就園児と保護者　他）要申込・先着15組

甲南

あかちゃんルーム 18日（水）
27日（金） 13：30～15：00 対）H.25年４月生～H.25年５月生の未就園児とその保護者

持）バスタオル

リフレッシュタイム「アロマタイム」 12日（木） 10：00～11：30 対）未就園児の保護者
他）要申込・抽選10組（未経験者優先）・託児有　締切８月26日

出前ひろば 13日（金） 10：00～11：30 場）忍の里プララ（和室）
おはなし会 19日（木） 10：45～11：00 ９：30～11：30のオープンルーム内で

信楽

おじいちゃん・おばあちゃんと
あそぼうひろば 11日（水） 10：00～11：30 対）未就園児とその祖父母

内）手型で記念品を作ろう
出前ひろば 13日（金） 10：00～11：30 対）雲井地区の未就園児とその保護者　場）宮町公民館
おはなし会　～絵本を楽しもう～ 19日（木） 10：30～11：30 対）１歳６か月以上の未就園児とその保護者
おとうさんとあそぼうひろば 21日（土） 10：00～11：30 対）未就園児とその父親　内）絵本を楽しもう
子育て講習

「消防車に乗ろう・避難訓練」 26日（木） 10：00～11：00 対）１歳以上の未就園児とその保護者
他）要申込・抽選　15組　締切９月19日

場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他

水口 10日（火）

10：00
～

11：30

土山 18日（水）

甲賀 3日（火） 敬老の日のプレゼント作り

甲南
①3日（火）

②10日（火）
対）①１歳～１歳８か月
　 ②１歳９か月～２歳５か月

信楽
①10日（火）
②25日（水）

対）①１歳～１歳８か月
　 ②１歳９か月～２歳５か月

（
略
字
説
明
）

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

園　
　

名

定　　員
（募集定員）

願書
配布

入園説明会 願 書 受 付

水
口
幼
稚
園

満３歳児（２歳児）
 10名
　３歳児 30名
　４歳児・５歳児  

若干名

８／31（土）
～

８／31（土）
10：00 ～

（受付９：30～）

９／17（火）
９：30 ～
※先着順

水口幼稚園
水口町城東3-21
☎62-0329

62-0334

甲
南
幼
稚
園

満３歳児（２歳児）
 若干名
　３歳児 70名
　４歳児・５歳児
 若干名

９／１（日）
15：30 ～

９／1（日）
15：30 ～

９／ 1（日）
15：30 ～
※先着順

甲南幼稚園
甲南町野田604
☎・
86-8088

（
短
時
部
）

貴
生
川
認
定
こ
ど
も
園

満３歳児（２歳児）
 若干名
　３歳児 60名
　４歳児・５歳児
 若干名

９／１（日）
13：00 ～

９／1（日）
13：00 ～

９／ 1（日）
13：00 ～
※先着順

貴生川認定
こども園
水口町三大寺
2100
☎62-8188

62-7808

願書配布・入園
説明会・願書受
付・問い合わせ

平成25年8月15日 162013.8.1517 　　　　2013.8.15 平成25年8月15日


