
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。

10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。

10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

＜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／８日（水）　10：30～11：30
　場所／岩上体育館（水口）
　対象／１歳６カ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　など
　参加費／１組200円
★ベビーマッサージ講座　
　日時／10日（金）　10：30～11：30
　場所／土山子育て支援センター
　対象／生後２カ月～７カ月児とその保護者
　定員／15組（要申込）
★親子ふれあい食育広場
　「園の給食メニューを紹介します」
　日時／24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・上ぐつ・お茶
★乳幼児おはなし広場（土山）＜申込不要＞
　日時／９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／28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

★かえで子育て広場
『人形劇鑑賞』
　問・申☎86-4363／ 86-4958
　日時／８日（水）　11：00～11：45
　場所／かえで会館　機能回復訓練室
　定員／40組（要申込）
　持ち物／ハンドタオル、お茶
★にんくる子育て広場
『おやつ作り』
〜ベビーカステラをつくりましょう〜
　問・申☎88-5692／ 88-5696
　日時／24日（金）　10：00～11：30
　場所／にんくる児童館（相模教育集会所）
　定員／10組（要申込）
　持ち物／エプロン、三角巾、お茶
　参加費／200円

＜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 21日（火）

10：00

～

11：30

土山 23日（木）
甲賀 10日（金）

甲南 ①１日（水）
②24日（金）

対）①6カ月まで
　 ②7カ月～1歳

信楽 2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 6・20・27日（月）13：30～15：00 対）�6日：H26年5月生、20日：H26年6月生、27日：H26年
7月生

出前ひろば（貴生川・伴谷・柏
木水口中央・岩上）

9/25・10/2・9・
16・23日（木）10：00～11：30

場）�9/25：貴生川、2日：伴谷、9日：柏木、１6日：水口中央、23日：
岩上公民館

わんぱくひろば「ボールであ
そぼう」

20日（月）・
28日（火）10：30～11：30

対）３歳以上の未就園児とその保護者
他）要申込・先着20組（基本２日とも参加できる方で、初めての方優先）

土
山

あかちゃんルーム ７日（火）13：30～15：00 対）おおむね２～７カ月の未就園児と保護者
出前ひろば 21日（火）11：00～11：30 場）フイランソ土山

講習「親子でリトミック」 15日（水）10：30～11：30
対）２歳6カ月以上の未就園児と保護者
場）開発センター（大集会室）
他）要申込・抽選15組・締切　９月30日

リフレッシュタイム「ヨガ」 30日（木）10：30～11：30
対）未就園児の保護者　場）土山地域市民センター２F（多目的室）
他）要申込　抽選12組（未経験者優先）　託児有
持）タオル・お茶　締切　10月10日

甲
賀

あかちゃんルーム 17・31日（金）10：00～11：30 対）0～1歳まで
出前ひろば 14日（火）10：00～11：30 対）未就園児と保護者　場）佐山荘
子育て講座「おしゃべりしましょう子どもの食事」 3日（金）10：30～11：15 対）未就園児と保護者　他）要申込・先着15組
子育て講習「わらべうた」 24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
かふかの里との交流 21日（火）10：00～11：30 対）未就園児と保護者　内）うたをうたったり紙芝居をみます　他）要申込・先着10組

甲
南

あかちゃんルーム ７日（火）
28日（火）13：30～15：00

対）H.26年６月生～H.26年７月生の未就園児とその保護者
持）バスタオル

出前ひろば 10日（金）10：00～11：30 場）柑子公民館

出前ひろば（ミニ版） 21日（火）10：00～11：30 場）みちくさ館（ニューポリスA）
対）甲南町内在住の未就園児とその保護者

すくすくまるっこフェスタ 17日（金）  ９：30～11：45 場）甲南青少年研修センター　他）つどいの広場との共催　要申込・先着50組
おはなし会 23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 ８日（水）10：00～11：30 対）未就園児と祖父母　内）絵本を楽しもう
おはなし会～絵本を楽しもう～ 17日（金）10：30～11：30 対）１歳６カ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 18日（土）10：00～11：30 対）未就園児と父親　内）運動あそび　場）信楽小学校体育館
他）要申込・抽選15組・締切　10月11日

高校生とあそぼう 21日（火）13：30～15：00 対）１歳６カ月以上の未就園児と保護者
他）要申込・抽選10組・締切　10月15日

リフレッシュタイム『ヨガ』 23日（木）10：30～11：30 対）未就園児の保護者　他）要申込・抽選８組・託児有
締切　10月16日

出前ひろば 24日（金）10：00～11：30 対）朝宮地区の未就園児と保護者　場）朝宮コミュニティセンター

子育て講習『親子ラフターヨガ』 30日（木）10：30～11：30 対）１歳未満の未就園児と保護者
他）要申込・抽選10組・締切　10月23日

＜ぴょんぴょんひろば＞
対象）１～２歳５カ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 14日（火）

10：00

～

11：30

土山 8日（水）
甲賀 7日（火） 内）さんぽ

甲南 ①９日（木）
②22日（水）

対）①1歳～1歳8カ月
　 ②1歳9カ月～2歳５カ月

信楽 ①７日（火）
②28日（火）

対）①１歳～１歳８カ月
 　②１歳９カ月～２歳５カ月

＜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 7日（火）

10：00

～

11：30

場）室内

土山 3日（金） 他）動きやすい服装  内）運動あそび
場）開発センター（大集会室）

甲賀 28日（火） 内）運動あそび

甲南 2日（木） 内）運動あそび
場）甲南青少年研修センター

信楽 15日（水） 内）室内シールラリー

（
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

　乳幼児期からの家族とのかかわりや心のつながり
は、親子どちらにとっても大切で必要なものです。
むずかしいことや、特別なことではありません。子
どもを抱っこしたり、話をするなどのふれあいの時
間を、毎日の生活のなかで、少しずつとるだけでも
いいのです。いっしょにごはんを食べる、お風呂に
入ることでもできます。
　家事や仕事をこなしながらの子育ては、なかなか
大人の思うようにはいきませんが、親も子どもに向
き合うことで成長していきます。
　１０月開催の記念事業『赤ちゃんから楽しめる音楽
とあそびの広場』では、子どもといっしょに楽しむ事
業や、身近な子育て情報のコーナーなどもあります。
どうぞご家族でおこしください。

●日時／１０月１２日（日）　１０時～１５時
●場所／あいこうか市民ホール、碧水ホール
●対象／０歳から５歳児とその家族

■わいわいコンサート「音楽のおくりもの」
　出演者：アンサンブル・ディヴェルターズ
　〔一部〕１１時～１２時〔二部〕１４時～１５時
　※要申込【申込締切　９月３０日（火）】
※申込先／市内保育園・幼稚園、子育て支援センター、�
こども未来課にて整理券配付

■あそびの広場
　◦手づくりおもちゃコーナー
　　手づくりおもちゃ、布絵本、積み木など
　◦�子育て支援・家庭教育支援事業のコーナー� �
ベビーマッサージ、親子ふれあい遊びなど

　◦育児相談・情報発信・事業紹介コーナー
　◦体験コーナー、ゆるキャラと甲賀忍者音頭
※申込不要（ベビーマッサージのみ�こども未来課まで電
話予約が必要です）

　※詳細については、市のホームページをご覧ください。

子育て時間・親育ち時間第３９回

甲賀市市制施行１０周年記念特別事業

「赤ちゃんから楽しめる� �
� 音楽とあそびの広場」

問
い
合
わ
せ

こども未来課　指導振興係
☎８６‐８１７１／ ８６-８３８０
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