問い合わせ先一覧
場 所

電 話

FAX

利用時間

水口子育て支援センター 65-5511 65-5522
土山子育て支援センター 66-0375
「甲賀子育て応援メール」
配信中
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/qr̲form.php）

7月

−

月〜土 9:00〜17:00
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

TUNAGARU
（つながる）会

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。
問い合わせ先

学齢期の母親サポート事業

家庭教育支援事業⇒こども未来課
児童館事業⇒各児童館

第２回目の交流会を開催します。 今回は、古い校
＜あかちゃんひろば＞

＜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

場所

日

時間

水口

15日（火）

水口

８日（火）

土山

24日（木）

土山

９日（水）

甲賀
甲南
信楽

10：00
11日（金）
～
① ２日（水） 11：30 対）①６か月まで
②18日（金）
②７か月～１歳

甲賀
甲南

３日（木）

信楽

＜キッズランド＞ 七夕飾り作り
対象）
２歳６か月以上の未就園児とその保護者
水口
土山
甲賀
甲南
信楽

日

時間

内容・対象・持ち物・その他

１日（火）
４日（金） 10：00
内）七夕飾り作り 持）はさみ・のり・手拭タオル
～
11
：
30
４日（金）
１日（火）
16日（水）

（略字説明）

場所

内）しゃぼんだまあそび 持）ビーチサンダル・帽子

こども未来課 問・申☎ 86-8171／

内容・対象・持ち物・その他

内）水遊び
プール用おむつ・ビーチサンダルなど（親子共）
持）

22日（火） 10：00
～
①10日（木） 11：30
②23日（水）

対）①１歳～１歳８か月 ②１歳９か月～２歳５か月
内）②水あそび 持）プール用おむつ・ビーチサンダル

① ８日（火）
②23日（水）

対）①１歳～１歳８か月
②１歳９か月～２歳５か月

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（年齢など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

＜各子育て支援センター事業＞
事業名
あかちゃんルーム

時間

７・14・28 日
（月） 13：30～15：00 対）７日：H26年２月生、14日：H26年３月生、28日：H26年４月生

水口

10 日（木） 10：00～11：00 対）未就園児とその保護者

子育て講習「ペットボトルで
手作りおもちゃ」

対）Ｈ25年４月～Ｈ25年９月生まれの未就園児とその保護者
22 日（火） 10：00～11：30 内）ペットボトルでおもちゃを作りましょう
他）要申込・先着15組

他）要申込・先着15組

２日（水） 10：30～11：00

あかちゃんルーム

１日（火） 13：30～15：00 対）おおむね２～７か月の未就園児と保護者

あかちゃんルーム
甲賀

出前ひろば
おとうさんとあそぼうひろば
「水あそび」

15 日（火） 11：00～11：30 場）フィラトソ土山
場）甲賀北保育園

他）要申込・先着15組

甲南

12 日（土） 10：00～11：30

対）未就園児の保護者 持）水あそびの用意、お茶
他）要申込 先着10組

おはなし会

15 日（火） 10：30～11：30

対）未就園児と保護者
内）おはなしサークル紙ふうせんさんからのおはなし

あかちゃんルーム

16 日（水）
対）H26年２月生～H26年３月生の未就園児とその保護者
13：30～15：00
持）バスタオル
24 日（木）

おはなし会

14 日（月） 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「アロマ」

15 日（火） 13：30～15：00

出前ひろば

25 日（金） 10：00～11：30 場）杉谷公民館

対）未就園児の保護者
他）要申込・抽選４組（未経験者優先）・託児有

９日（水） 10：00～11：00 対）未就園児とその保護者

おじいちゃん・おばあちゃん
とあそぼうひろば

９日（水） 10：00～11：30 対）未就園児と祖父母

信楽

10 日（木） 10：30～11：30

他）要申込

日時／８日
（火） 10：30～11：30
場所／甲南庁舎３F和室
対象／２か月～７か月の乳児親子 定員／10組（要申込）

■日時 ７月１日（火） １０時～１３時３０分

日時／23日
（水） 10：30～11：30
場所／かえで会館
対象／４か月～10か月の乳児親子 定員／15組（要申込）
※赤ちゃんの首がすわっていること

■対象

日時／９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、着替え 参加費／１組200円

■集合場所 サントピア第７駐車場
※バスで移動します。

★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～」

②「らっこだっこぎゅっと～赤ちゃんとストレッチ～」

★親子ふれあい運動広場

日時／17日
（木） 10：30～11：30
場所／信楽子育て支援センター
対象／２か月～７か月児の乳児親子 定員／15組（要申込）
（申込不要）
★乳幼児おはなし広場（土山）
日時／10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
（申込不要）
★乳幼児おはなし広場（水口）
日時／15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

第２回

■場所 ギャラリーマンマミア＆パティスリーミア
小学生のお子さんを持つ親

■定員 ２０人
■参加費 ２，
０００円
午前１０時

■申込期限 ６月２５日（水）

第３回は、１０月３１日（金）に「スタイルエクサ」
、第
４回は、１２月１３日（土）に「クリスマスミニジャズコ
ンサート」を開催予定です。ぜひご参加ください。
こども応援課 児童家庭支援係
☎ 65‐0705 ／ 63‐4085

対）未就園児の保護者
他）要申込・抽選10組・託児有

☆たけのこ子育て広場『のびっこ』
『水遊びのおもちゃ作り』
日時／14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
『うちわ作り』
問・申☎86-4363／ 86-4958

締切６月23日

先着10組

内）子どもの安全

日時／10日
（木） 10：30～11：30
場所／かえで会館 学習室
持ち物／のり、ハサミ、サインペン、お茶、タオル
材料費／100円
定員／15組（要申込）
☆にんくる子育て広場
『フィンガーペィンティング：指でお絵かきしましょう』

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／こども応援課 児童家庭支援係
☎６５ー０７０５／ ６３ー４０８５

問・申☎88-5692／ 88-5696

締切

出前ひろば

11 日（金） 10：00～11：30 対）雲井地区の未就園児と保護者

おはなし会～絵本を楽しもう～

18 日（金） 10：30～11：30 対）１歳６か月以上の未就園児と保護者

おとうさんとあそぼうひろば

19 日（土） 10：00～11：30 対）未就園児と父親

平成 26 年 6 月 15 日

キな空間で皆さんワイワイ交流会しませんか。

問・申☎82-2361／ 82-3616

内）ミニコンサート

子育て講座「おしゃべりしま
しょう子どもの食事」

子育て講習『AED ってなあに？』

mia&patisserie Mia」で交流会を開催します。ステ

日時／５日
（土） 10：30～11：30
場所／甲南図書交流館
対象／妊産婦とその家族・０歳児赤ちゃんのママ・パパ
定員／20組（要申込）

＜児童館事業＞

４・18・25 日（金） 10：00～11：30 対）０～１歳まで
８日（火） 10：00～11：30 対）未就園児と保護者

フェとして大変人気を呼んでいる「gallery-mamma

問い合わせ

土山

場）土山開発センター（大集会室） 内）ピアノ演奏
他）要申込み 先着25組

イベント「七夕コンサート」

86-8380

★ママも０歳・パパも０歳おはなし＆ミニコンサート
「わらべうたと小さな音たち」

★ベビーマッサージ講座

対象・内容・持ち物・その他

子育て講座「おしゃべりしま
しょう子どもの食事」

出前ひろば

17

日

舎をそのまま生かしたたたずまいで、ギャラリーカ

＜家庭教育支援事業＞

７月３日

場）勅旨公民館

内）水あそびのおもちゃ作り

日時／18日
（金） 10：00～11：30
場所／にんくる児童館（相模教育集会所）
持ち物／汚れてもよい服、着替え、帽子、タオル、ゴ
ムぞうり、お茶
定員／10組（定員になり次第締切）
平成 26 年 6 月 15 日
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