
■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。
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■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。
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～ 教育の出発点は家庭教育から ～

･･･

（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

　４か月健診時に、『ブックスタート事業』を開始して、
４年が経過しました。これまで3000組を超える親子
に絵本を手渡し、読みきかせをしています。
　ニコニコ笑ったり、その日の機嫌によっては泣き出
してしまったりと、赤ちゃんの反応はさまざまですが、
じっと絵本や読み手を見つめる様子は、大人の心もほ
ぐれるひとときになっています。
　絵本の意味はまだわからなくても、赤ちゃんは声を
かけてもらうことが大好きです。愛情のこもった声で
話しかけられることを、抱っこと同じように心地よく
感じるといわれています。
　乳幼児期に、こうした言葉のやりとりやスキンシッ
プを大切にしてもらうために、絵本による親子のふれ
あいをすすめています。
　ブックスタートの絵本は、長く広く読まれているも
の、絵がはっきりしていて、リズムのよいものを選ん
でいます。赤ちゃんのときだけでなく、「もう１回」と
いわれたら、何度でも、家庭で繰りかえし読んでいた
だきたい絵本です。

＜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
★親子ふれあい食育講座
　「親子でつくる簡単おせち料理」
　日時／６日（金）　10：30～12：00
　場所／かえで会館
　対象／２歳半～未就園児の親子
　定員／12組（要申込）
　参加費／500円
　持ち物／エプロン・三角巾・マスク・お茶・上ぐつ
★�ママも０歳・パパも０歳おはなし＆ミニミニコ
ンサート

　『音楽をあなたの心に･･･絵本とともに』
　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歳児赤ちゃんとママ・パパ
　内容／キーボード演奏・絵本の読み聞かせ　など
　定員／30組（要申込）
★親子ふれあい音楽広場
　『いっしょに楽しむクリスマス』
　日時／11日（水）　10：30～11：30
　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／・ハンドベル
　　　　・パネルシアター
　　　　・一緒にうたおう　など
　持ち物／レジャーシート（室内で使用）
　申込･費用／不要
★乳幼児おはなし広場（水口）
　日時／10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
★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

★たけのこ子育て広場『のびっこ』
　問・申☎82-2361／ 82-3616
『クリスマスグッズ』
　日時／16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／タオル・お茶
★かえで子育て広場
　問・申☎86-4363／ 86-4958
『お楽しみ会　～パネルシアターやゲームで遊び
ましょう～』
　日時／12日（木）　10：30～11：30
　場所／かえで会館　学習会
　定員／15組（要申込）
　参加費／100円（プレゼント代）
★にんくる子育て広場
　問・申☎88-5692／ 88-5696
『親子リトミック　～いろんな音を楽しもう～』
　日時／20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（要申込）

「赤ちゃんと絵本」

33第 回

問い合わせ

こども未来課　指導振興係
☎86-8171／ 86-8380

★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歳半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） 持）バスタオル

甲賀 6日（金）

甲南
①5日（木）

②20日（金）
対）①６か月まで
　 ②７か月～１歳

信楽 5日（木）

★キッズランド　クリスマス
対象）２歳半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

土山 5日（木） 内）クリスマスグッズ作り　持）のり・はさみ

甲賀 10日（火） 内）クリスマス帽子作り　持）はさみ、のり

甲南 3日（火） 内）クリスマスかざり作り　持）はさみ、のり

信楽 18日（水） 内）あまりあさんとクリスマスコンサート

＜各子育て支援センター事業＞

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 24日（火） 内）交通安全

甲南
①10日（火） 
②17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

　会場で赤ちゃんに絵本を読むのは、ブックスタート
サポーターとして登録いただいている46人（H25．
10月現在）のボランティアの皆さんです。
　毎年１回、５月頃に募集を行い、６月～７月の講座
と研修を経て、活動されています。

●ブックスタートサポーター●

「もう　おきるかな？」（福音館）
「がたんごとん　がたんごとん」（福音館）

※�どちらか１冊を
選んでいただき
ます

●現在配布中のブックスタート絵本●

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・16日（月） 13:30～15:00 対）2 日：H25 年 7 月生、9 日：H25 年 8 月生、
　 16 日：H25 年 9 月生

子育て講習｢親子で運 動遊び｣ 5日（木） 10:30～11:30 対）H22 年 12 月～ H23 年６月生まれの未就園児と保護者
他）要申込、先着 10 組

子育て講習｢すくすくトーク｣ 12日（木） 10:00～11:30
対）H24 年６月～ H25 年２月生まれの未就園児と保護者
他）要申込、先着 10 組
内）クリスマス制作　子どもの体と安全について

土山

子育て講習
「オリジナルカレンダーをつく
ろう」

２日（月） ① 10：00～10：40
② 10：50～11：30

対）１歳６か月以上の未就園児と保護者
場）土山開発センター（１階和室）要申込　
　　①②各先着 10 組　材料代 50 円

出前ひろば
「クリスマススペシャル」 10日（火） 10：45～11：30 場）フイランソ土山　要申込（定員 35 名）

あかちゃんルーム ３・17日（火） 13：30～15：00 平成 25 年７月～９月生まれの未就園児と保護者
持）バスタオル

甲賀

あかちゃんルーム 13・20・27日（金） 10：00～11：30 対）０～１歳まで
出前ひろば ３日（火） 10：00～11：30 場）にんくる児童館

かふかクリスマス会 17日（火） 10：30～11：30 対）未就園児と保護者　内）うたやおはなし、生演奏等
他）要申込・先着 25 組

甲南

あかちゃんルーム 18日（水）
25日（水） 13：30～15：00 対）H.25 年８月生～ H.25 年９月生の未就園児とその保護者

持）バスタオル
出前ひろば ６日（金） 10：00～11：30 場）かえで会館

X’mas ハートフルミニコン
サート 11日（水） 10：30～11：00

場）甲南青少年研修センター
他）要申込・先着 50 組・あすぱる甲賀、つどいの広場との共
催

おはなし会 16日（月） 10：45～11：00 ９：30～11：30 のオープンルーム内で

信楽

リフレッシュタイム
「ハンドマッサージ」 ３日（火） 10：00～12：00

の間の 15 分間
対）未就園児の保護者
他）要申込・抽選・託児有　５組　締切 11 月 26 日

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）クリスマス会

出前ひろば 13日（金） 10：00～11：30 対）小原・多羅尾地区の未就園児とその保護者
場）小川出公民館

おはなし会　～絵本を楽しもう～ 19日（木） 10：30～11：30 対）１歳６か月未満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）しめなわを作ろう
他）要申込・抽選　８組　締切 12 月 14 日
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