
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。

8月
問い合わせ先

家庭教育支援事業⇒こども未来課
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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。

8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38回

　 妊産婦の方や、０歳児の赤ちゃんとママやパパを
対象に「ママも０歳・パパも０歳　おはなし＆ミニコ
ンサート」を開催しています。
　心地よい楽器の生演奏や、手遊びの紹介などとと
もに、お話や絵本の時間があります。途中で赤ちゃ
んがぐずっても大丈夫。気がねなく楽しんでいただ
けるように、抱っこしたり寝かせたりできる、フロア
スペースも設けています。
　あやしてもらう声や、抱っこして耳元で口ずさま
れる歌は、赤ちゃんにとって最初に出会う音楽かも
しれません。声の調子で、喜んだり、落ち着いたり
することもあります。長く広く親しまれている手遊
びやわらべうたは、くりかえしの言葉が多く、歌詞
に合わせて身体を動かす楽しさも加わります。CD
や映像に頼るのではなく、向かい合って表情や様子
をみながら、やりとりを楽しめるといいですね。
　赤ちゃんは、刺激に敏感です。できるだけ静かな
ところで、いろいろな音にふれるひとときを作って
みてはいかがでしょうか。

「赤ちゃんと楽しむ音楽のひととき」

ママも０歳・パパも０歳
おはなし＆ミニコンサート

年３回（７月、１１月、２月）開催予定。
日程など詳細は、広報あいこうか１５日号を
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

＜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
★乳幼児おはなし広場（土山）（申込不要）
　日時／７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／26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』

『まぜまぜゼリーをつくろう』
　問・申☎82-2361／ 82-3616

　日時／18日（月）　10：30～11：30

　場所／たけのこ児童館

　定員／10組（要申込）

　持ち物／お茶・タオル

☆かえで子育て広場

『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～』

　問・申☎86-4363／ 86-4958

　日時／７日（木）　10：30～11：30

　場所／かえで会館　軒下

　定員／15組（要申込）

　持ち物／材料費100円、水筒、タオル、着替え

☆にんくる子育て広場

『水あそび～金魚すくいをしましょう～』

　問・申☎88-5692／ 88-5696

　日時／22日（金）　10：30～11：30

　場所／にんくる児童館（相模教育集会所）

　持ち物／水着、帽子、タオル、ゴムぞうり、お茶

　定員／15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 26日（火）

10：00

～

11：30

土山 21日（木） 内）わらべうた

甲賀 22日（金）

甲南 ① ６日（水）
②22日（金）

対）①6か月まで
　 ②7か月～ 1歳

信楽 7日（木） 内）ふれあいコンサート

＜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 4・11・18日（月） 13：30～15：00 対）  4日：H26年3月生、11日：H26年4月生、
　 18日：H26年5月生

子育て講習「親子でリトミック」 7日（木） 10：00～11：00 対）Ｈ24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

ファミリーコンサート 28日（木） 10：30～11：00 対）未就園児とその保護者　　他）要申込・先着25組

土
山

あかちゃんルーム ５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 19日（火） 11：00～11：30 場）フイランソ土山

甲
賀

あかちゃんルーム １・８・29日（金） 10：00～11：30 対）０～１歳まで

ファミリーコンサート 21日（木） 10：30～11：00 対）未就園児と保護者　　場）かふか生涯学習館２階学習室
他）要申込・先着40組

甲
南

あかちゃんルーム 19日（火）
26日（火） 13：30～15：00 対）H26年４月生～H26年５月生の未就園児とその保護者

持）バスタオル
おはなし会 25日（月） 10：45～11：00 ９：30～11：30のオープンルーム内で
子育て講習「ミュージックケア」

（２回連続講習）
28日（木）

９月25日（木） 10：15～11：15 対）6か月～２歳頃までの未就園児とその保護者
他）要申込・抽選15組　締切7月28日

信
楽

出前ひろば ５日（火） 10：00～11：30 対）江田・神山地区の未就園児と保護者　場）神山ふれあい会館

おとうさんとあそぼうひろば 16日（土） 10：00～11：30
対）未就園児と父親　　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）
他）雨天の場合は室内あそび・要申込・抽選10組・締切　８月６日

おはなし会
～絵本を楽しもう～ 22日（金） 10：30～11：30 対）１歳６か月未満の未就園児と保護者

子育て講習『親子で粘土あそび』 28日（木） 10：30～11：30 対）１歳６か月以上の未就園児と保護者
他）要申込・抽選10組・締切　８月21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 19日（火）

10：00

～

11：30

内）水あそび
持）濡れてもよい服装（親子共）

土山 12日（火）

内）水あそび
持） プール用おむつ、濡れてもよい
服装・ビーチサンダル（親子共）

他）雨天の場合は室内あそび
甲賀 19日（火）

甲南 ① ８日（金）
②27日（水）

対） ①1歳～ 1歳8か月
　 ②1歳9か月～ 2歳５か月
内） ①水あそび
持） プール用おむつ、濡れてもよい
服装・ビーチサンダル（親子共）

他）雨天の場合は室内あそび

信楽 ①12日（火）
②26日（火）

対） ①１歳～１歳８か月
　 ②１歳９か月～２歳５か月
内）水あそび
持） プール用おむつ、濡れてもよい
服装・ビーチサンダル（親子共）

他）雨天の場合は室内あそび

＜キッズランド＞ 水あそび（雨天：室内あそび）
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 5日（火）

10：00

～

11：30

持） 濡れてもよい服装（親子共）、ビー
チサンダル

土山 1日（金）

持） プール用おむつ、水着または濡
れてもよい服装・ビーチサンダ
ル（親子共）

甲賀 ５日（火）

甲南 1日（金）

信楽 20日（水）

（
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

　淡海子育て応援カードを協賛店で提示すると、飲食
代等の割引などのサービスが受けられます。
　応援カードの登録や協賛店などの情報は淡海子育て
応援団ホームページをご確認ください。
（http://omikosodate.jp/）

「淡
お

海
うみ

子育て応援カード」

携帯用 スマートフォン用

16平成 26年 7月15日17 平成 26年 7月15日


