
登録していただいたメールアドレスに子育支援情報を週１回程度配信しています。
配信登録は、kokaksdt＠star7.jpへ空メールを送信。
または、QRコードから。（http://www.star7.jp/kokaksdt/qr_form.php）

「甲賀子育て応援メール」配信中

　　　　場　所 電　話    F A X    利用時間
水口子育て支援センター 65-5511 65-5522 月～土 9:00～17:00
土山子育て支援センター 66-0375 － 月～金 9:00～17:00
甲賀子育て支援センター 88-8115 88-8145 火～土 9:00～17:00
甲南子育て支援センター 86-0949 月～金 9:00～17:00
信楽子育て支援センター 82-2799 火～土 9:00～17:00

問い合わせ先一覧 市内在住の未就園児とその保護者の方が対象です。
どの地域の事業にも参加していただけます。詳しくは、
各担当にお問い合わせください。

６月
問い合わせ先

家庭教育支援事業⇒こども未来課
児童館事業⇒各児童館登録していただいたメールアドレスに子育支援情報を週１回程度配信しています。

配信登録は、kokaksdt＠star7.jpへ空メールを送信。
または、QRコードから。（http://www.star7.jp/kokaksdt/qr_form.php）

「甲賀子育て応援メール」配信中

　　　　場　所 電　話    F A X    利用時間
水口子育て支援センター 65-5511 65-5522 月～土 9:00～17:00
土山子育て支援センター 66-0375 － 月～金 9:00～17:00
甲賀子育て支援センター 88-8115 88-8145 火～土 9:00～17:00
甲南子育て支援センター 86-0949 月～金 9:00～17:00
信楽子育て支援センター 82-2799 火～土 9:00～17:00

問い合わせ先一覧 市内在住の未就園児とその保護者の方が対象です。
どの地域の事業にも参加していただけます。詳しくは、
各担当にお問い合わせください。

６月
問い合わせ先

家庭教育支援事業⇒こども未来課
児童館事業⇒各児童館

第37回＜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／11日（水）　10：30～11：30
　場所／岩上体育館（水口）
　対象／１歳６か月以上の未就園児とその保護者
　定員／25組（要申込）
　持ち物／体育館シューズ、お茶、着替え
　参加費／１組200円
★ベビーマッサージ講座
　日時／19日（木）　10：30～11：30
　場所／水口子育て支援センター
　対象／生後２か月～７か月児とその保護者
　定員／15組（要申込）
★親子ふれあい音楽広場（申込不要）
　～うたと音楽♪　わくわくミニコンサート～
　日時／25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
　持ち物／レジャーシート1枚（室内で使用）
★乳幼児おはなし広場（土山）（申込不要）
　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）（申込不要）
　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』
『笹飾り作り』
　問・申☎82-2361／ 82-3616
　日時／16日（月）　10：30～11：30
　場所／たけのこ児童館
　定員／10組（要申込）
☆かえで子育て広場

『バスボム作り』
　問・申☎86-4363／ 86-4958
　日時／19日（木）　10：30～11：30
　場所／かえで会館
　持ち物／直径約30センチのボウル、タオル、お茶
　材料費／100円
　定員／15組（要申込）
☆にんくる子育て広場

『布工作：リバーシブルコインケース作り』
　問・申☎88-5692／ 88-5696
　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）
　材料費／250円（材料、道具は準備しております）
　定員／10組（定員になり次第締切）

＜あかちゃんひろば＞
対象）０～１歳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 26日（木）

甲賀 ６日（金）

甲南
① ４日（水）
②19日（木）

対）①６か月まで　②７か月～１歳
内）②歯のはなし

信楽 ５日（木）

＜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・16日（月）13：30～15：00 対）２日：H26年１月生、９日：H26年２月生、16日：H26年３月生
出前ひろば ５日（木）10：00～11：30 場）水口交流センター（伴谷公民館）

子育て講習「大切な歯」 12日（木）10：00～11：00 対）Ｈ24年６月生まれまでの未就園児とその保護者
持）タオル、歯ブラシ、コップ　他）要申込・先着20組

子育て講習「すくすくトーク２」 23日（月）10：00～11：30

対）Ｈ25年10月～Ｈ26年２月生まれの未就園児とその保護者
内）ペットボトルでグリーン栽培・子どもの成長について
持）手拭用タオル・ビニール手袋・持ち帰り用ビニール袋
他）要申込・先着10組

土
山

あかちゃんルーム ３日（火）13：30～15：00 対）おおむね２～７か月の未就園児と保護者
出前ひろば 17日（火）11：00～11：30 場）フイランソ土山

甲
賀

あかちゃんルーム 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 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

リフレッシュ講習「からだを
動かそう」 24日（火）10：30～11：30 対）未就園児の保護者　持）お茶、動きやすい服装

他）要申込　先着10組
子育て講習「わらべうた」 13日（金）10：30～11：30 対）１歳まで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 10日（火）
18日（水）13：30～15：00

対）H.26年２月生～H.26年３月生の未就園児とその保護者
持）バスタオル

出前ひろば 13日（金）10：00～11：30 場）池田コミュニティセンター
おはなし会 20日（金）10：45～11：00 ９：30～11：30のオープンルーム内で
リフレッシュタイム
「ラベンダースティックを作ろう」 26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　５月27日

信
楽　

子
育
て
支
援
Ｃ

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）未就園児と祖父母　内）エコの工作

おはなし会
～絵本を楽しもう～ 20日（金）10：30～11：30 対）１歳６か月未満の未就園児と保護者

おとうさんとあそぼうひろば 21日（土）10：00～11：30 対）未就園児と父親　内）スタンプ遊び
出前ひろば 25日（水）10：00～11：30 対）小原・多羅尾地区の未就園児と保護者　場）柞原会館
リフレッシュタイム
『ラフターヨガ』 27日（金）10：30～11：30 対）未就園児の保護者

他）要申込・抽選10組・託児有　締切　６月20日

＜ぴょんぴょんひろば＞
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 10日（火）

10：00
～

11：30

土山 ４日（水）
内）歯のはなし
持）歯ブラシ・タオル

甲賀 10日（火）

甲南
①12日（木）
②25日（水）

対）①１歳～１歳８か月
　 ②１歳９か月～２歳５か月

信楽
①10日（火）
②24日（火）

対）①１歳～１歳８か月
　 ②１歳９か月～２歳５か月＜キッズランド＞

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

内）新聞あそび
持）新聞紙１～２日分

土山 ６日（金）

甲賀 17日（火）

甲南 ６日（金）

信楽 18日（水） 内）たなばた

（
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

　子育てに迷ったり悩んだりすることは、誰にでも
あるものです。特に子育てを始めたばかりの保護者
にとっては、こんなこと誰に聞いたらいいの？と思う
ことがあります。
　身近に聞く人がいないときは、市内で開催してい
る子育て関連事業をのぞいてみてはいかがでしょう
か。親子でいっしょに参加する広場や、子育てを楽
しむヒントになる講座などを、毎月開催しています。
また、赤ちゃんから気軽に参加できるおはなし会も、
各図書館で開催しています。講座などには子育てを
応援しているボランティアの方々にも関わっていた
だいています。年代の違ういろいろな方と、子育て
をとおして出会うことで、ほっと気持ちを受けとめ
てもらったり、子育てをふりかえったりする場にも
なっています。
　子どもが好き、子育てを応援したいと思っていらっ
しゃる方は、現在募集中の「甲賀市子育てサポーター
養成講座」の受講、ご登録をお願いします。より多
くの方にご参加いただくことで、あたたかい交流が
うまれ、子どもを大切にしたい思いがつながってい
くのです。

地域の力で、子育て応援を

平成２６年度　甲賀市子育てサポーター
養成講座（基礎編）開催

★詳細については、本誌11頁をご覧ください。

問
い
合
わ
せ

こども未来課　指導振興係
☎８６‐８１７１／ ８６‐８３８０

16平成 26 年 5 月 15 日17 平成 26 年 5 月 15 日


