
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。

１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。

１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

＜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 20日（火）

10：00

～

11：30

内）冬の病気についての話

土山 22日（木）

甲賀 16日（金）

甲南 ①14（水）
②23（金）

対）①６カ月まで
　 ②７カ月～１歳

信楽 ８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 ５・19・26日（月） 13：30～15：00 対）５日：H26年８月生、19日：H26年９月生、
　 26日：H26年10月生

子育て講習
「わらべうたあそび」 27日（火） 10：00～11：00 対）H25年７月～H26年１月生までの未就園児とその保護者

他）要申込、先着15組

出前ひろば ８・15・22・29日（木） 10：00～11：30 場）８日：柏木、15日：水口中央、22日：貴生川、
　 29日：岩上公民館

土
山

あかちゃんルーム ６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 20日（火） 11：00～11：30 対）未就園児と保護者　　場）フイランソ土山

甲
賀

あかちゃんルーム ９・23日（金） 10：00～11：30 対）０～１歳まで

出前ひろば 13日（火） 10：00～11：30 対）未就園児と保護者　　場）上野教育集会所

おはなし会 30日（金） 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

甲
南

あかちゃんルーム 22日（木）
28日（水） 13：30～15：00 対）H.26年８月生～H.26年９月生の未就園児とその保護者

持）バスタオル

子育て講習「歯のはなし」 20日（火） 10：00～11：30 他）要申込・抽選15組（初めて受講される方優先）・
　 締切１月５日（月）

おはなし会 26日（月） 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 14日（水） 10：00～11：30 対）未就園児と祖父母　　内）お正月あそび

おはなし会
～絵本を楽しもう～ 16日（金） 10：30～11：30 対）１歳６カ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 17日（土） 10：00～11：30 対）未就園児と父親　　内）お正月のおもちゃを作ろう
他）要申込・抽選 10組・締切 １月10日（土）

出前ひろば 23日（金） 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

子育て講習『歌ってあそぼう』 29日（木） 10：30～11：30 対）未就園児と保護者　　他）要申込・抽選 15組・締切 １月22日（木）

＜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 13日（火）

10：00

～

11：30

内）お正月遊びコーナー
　 冬の病気についての話

土山 14日（水）

甲賀 20日（火） 内）自由あそび

甲南 ①21日（水） 
②27日（火）

対）①１歳～１歳８カ月
　 ②１歳９カ月～２歳５カ月

信楽 ①15日（木）
②27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 ６日（火）

10：00

～

11：30

内）お正月遊び、冬の病気についての話

土山 ９日（金） 内）お正月あそび

甲賀 27日（火） 内）おにの面作り
持）はさみ、のり、毛糸

甲南 ９日（金） 内）お正月あそび

信楽 21日（水） 内）節分

（
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

＜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
★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～」
　日時／13日（火）　10：30～11：30
　場所／市役所甲南庁舎3F和室
　対象／２カ月～７カ月の乳児親子
　定員／10組（要申込）
②「らっこだっこぎゅっと～赤ちゃんとストレッチ～」
　日時／21日（水）　10：30～11：30
　場所／かえで会館
　対象／４カ月～10カ月の乳児親子
　　　　※赤ちゃんの首がすわっていること
　定員／15組（要申込）
★親子ふれあい運動広場
　日時／19日（月）　10：30～11：30
　場所／かえで会館
　対象／おおむね２歳以上の未就園児とその保護者
　定員／20組（要申込）
　持ち物／お茶・タオル　など　参加費／１組200円
★ベビーマッサージ講座
　日時／15日（木）　10：30～11：30
　場所／甲南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／12組（要申込）
★親子ふれあい食育講座
「親子で楽しむ巻き寿司づくり」
　日時／23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・米１合
　※ 参加者が半数に満たない場合は、中止する場合があります。
★乳幼児おはなし広場（土山）（申込不要）
　日時／８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／27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
『リトミック』
　問・申☎86-4363／ 86-4958
　日時／15日（木）　10：30～11：20
　場所／かえで会館
　定員／２～４歳の幼児と保護者　15組（要申込）
　注意／運動のできる服装で参加
★にんくる子育て広場
『フェルトブローチつくり』
　問・申☎88-5692／ 88-5696
　日時／16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（先着順）　材料費／100円
　申込締切：１月9日（金）

対 象 者
市内在住または、市内事業所に勤務されており、平成２６年４
月１日現在で１５歳以上３５歳未満の勤労青少年（中高生は除く）

申込期間
１２月１５日（月）～１月９日（金）
祝日および１２月２７日（土）～１月４日（日）を除く　９時～２１時
（※月曜および１月９日（金）は１７時１５分まで）

申込場所
サントピア水口　勤労青少年ホーム窓口（電話・代理での
申し込み不可）
※各講座受講費が必要です。
※申し込みに必要なもの等、詳しくは下記まで。詳しくは市のホー
ムページをご覧ください。
※土・日曜日の申込については、事前にお問い合わせください。
�

◎今晩のおかず教室（定員／８人）
●日時／�１月１６日、１月３０日、２月１３日、２月２７日　金曜

全４回　１３時３０分～１５時３０分
◎料理教室（定員／２０人）
●日時／�１月１６日、１月２３日、１月３０日、２月６日　金曜

全４回　１９時～２１時
◎パン・お菓子教室（定員／６人）
●日時／�１月２０日、２月３日、２月１７日、３月３日　火曜

全４回　１８時３０分～２１時
◎英会話教室（定員／１０人）
●日時／�１月１４日～２月２５日　毎週水曜（２月１１日は除く）

全６回　１９時～２１時
◎ハングル教室（定員／１０人）
●日時／�１月１３日、１月２７日、２月１０日、２月２４日、３月

１０日、３月１７日　火曜　全６回　１９時～２１時
◎ボディコンディショニング教室（定員／３０人）
●日時／�１月１４日～２月２５日　毎週水曜（２月１１日は除く）

全６回　１９時３０分～２０時３０分
◎筆ペン教室（定員／１０人）
●日時／�２月２４日～３月１７日　毎週火曜�

全４回　１９時～２１時
◎季節の保存食教室（キムチの漬け方）（定員／２０人）
●日時／２月５日　木曜　１９時～２１時

サントピア　勤労青少年ホーム
冬の教室・短期教室
受講生募集

問
い
合
わ
せ

勤労青少年ホーム
☎６3-２９５２／ ６３-６７８８
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