
「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

56月月
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

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。

登録していただいたメールアドレスに子育て支援情報を週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）
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～教育の出発点は家庭教育から～

子育て・親育ち講座第43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
★ベビーマッサージ講座
　日時／５日（金）　10：30～11：30
　場所／信楽子育て支援センター
　対象／生後２カ月～７カ月未満児とその保護者
　定員／10組（要申込）
★親子ふれあい運動広場
　日時／10日（水）　10：30～11：30
　場所／岩上体育館（水口）
　対象／１歳６カ月～3歳未満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　など
　参加費／１組200円
★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～
　日時／20日（土）　10：30～11：30
　場所／甲南図書交流館
　対象／０歳児赤ちゃんのママ・パパ
　定員／15組（要申込）
★乳幼児おはなし広場（土山）（申込不要）
　日時／11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／23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』
『笹飾りをつくろう』
　問・申☎82-2361／ 82-3616
　日時／15日（月）　10：30～11：30
　場所／たけのこ児童館（西教育集会所）
　定員／８組（要申込）
☆かえで子育て広場
『入浴剤作り』～身体や地球に優しいバスボム～
　問・申☎86-4363／ 86-4958
　日時／18日（木）　10：30～11：30
　場所／かえで会館
　定員／15組（要申込）
　持ち物／直径約30センチのボウル、タオル、お茶
　材料費／100円

問い合わせ

こども未来課　指導振興係
☎８６‐８１７１／ ８６‐８３８０

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 16日（火）

10：00

～

11：30

土山 ４日（木）
甲賀 ５日（金）

甲南 ① ３日（水）
②18日（木）

対）①６カ月まで
　  ②７カ月～１歳
内）②歯のはなし　持）②歯ブラシ
所）②青少年研修センター

信楽 ４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 １・８・15日（月） 13：30～15：00 対）１日：Ｈ27年１月生、８日：Ｈ27年２月生、15日：Ｈ27年３月生
出前ひろば ４日（木） 10：00～11：30 所）柏木公民館

子育て講習「すくすくトーク２」 15日（月） 10：00～11：30
対）Ｈ26年７月～Ｈ26年10月生まれの未就園児と保護者
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

出前ひろば ３日（水）・12日（金） 10：00～11：30 所）３日：六友館　12日：大野公民館
あかちゃんルーム 16日（火） 13：30～15：00 対）０～１歳の未就園児と保護者
子育て講習「子どもの心をのぞいてみよ
う！発達にあわせた子育てのヒント」 11日（木） 10：30～11：30 対）１歳８カ月以上の未就園児の保護者

他）要申込・先着10組、託児有　　所）開発センター 1F

子育て講習「ヨガ」 29日（月） 10：30～11：30
対）未就園児の保護者
他）要申込・抽選12組（未経験者優先）、託児有　締切６月５日（金）
所）土山地域市民センター２Ｆ（多目的室）

おはなし会～おひさまポケット～ 26日（金） 11：00～11：30 ９：00～11：30のオープンルーム内で

甲
　
賀

あかちゃんルーム 12・19日（金） 10：00～11：30 対）０～１歳まで
子育て講習

「牛乳パックでいす作り」 ９日（火） 10：30～11：30 対）未就園児の保護者　　持）牛乳パック２個、新聞紙1日分
他）要申込・先着10組、託児有

出前ひろば 23日（火） 10：00～11：30 対）未就園児と保護者　　所）大原にこにこ園　　他）要申込・先着15組
子育て講習「わらべうた」 26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 ９日（火）・26日（金） 13：30～15：00 対）Ｈ26年12月生～Ｈ27年２月生の未就園児と保護者
持）バスタオル

おはなし会
11日（木） 15：00～15：15 13：00～16：00のオープンルーム内で
22日（月） 10：45～11：00 ９：30～11：30のオープンルーム内で

出前ひろば 12日（金） 10：00～11：30 所）かえで会館

子 育 て 講 習「 ラ ベ ン ダ ー ス
ティックを作ろう」 25日（木） 10：00～11：30

所）甲南青少年研修センター　　対）未就園児の保護者
持）材料費300円
他）要申込・抽選10組（未経験者優先）、託児有　締切５月27日（水）

信
　
楽

出前ひろば 12日（金） 10：00～11：30 対）多羅尾地区の未就園児と保護者　　所）多羅尾公民館
おとうさんとあそぼうひろば 13日（土） 10：00～11：30 対）未就園児と父親　　内）陶芸の森であそぼう　　他）要申込
おはなし会　～絵本を楽しもう～ 19日（金） 10：30～11：30 対）１歳６カ月未満の未就園児と保護者
子育て講習『ヨガ』 25日（木） 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18日（木）

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 ９日（火）

10：00

～

11：30

内） 自由あそび、新聞紙あそびコー
ナー

土山 24日（水） 内）自由あそび
甲賀 ２日（火） 内）自由あそび

甲南 ①10日（水）
②24日（水）

対）①１歳～１歳８カ月まで
　 ②１歳９カ月～２歳５カ月

信楽 ９日（火） 内）自由あそび

キッズランド
対象）２歳６カ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 ２日（火）

10：00

～

11：30

内）新聞紙あそび
土山 18日（木）

内）新聞紙あそび
持）古新聞一日分（あれば）甲賀 16日（火）

甲南 ５日（金）
信楽 17日（水） 内）たなばた

（
略
字
説
明
）

所：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）
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

「子育てスタート応援します」

　子どもの脳の中で
は、２歳頃までの間に
神経細胞の飛躍的な
増加が起きていること
が知られています。こ
の時期は、赤ちゃん
の首がすわり、自分
の意思で手足を動か
し、お座りやハイハイ
などを経て立ち上が
り、歩き始めるまでの
様々な身体の発達があります。また、家族など身近
な人とのかかわりや、やりとりを通して愛情や信頼と
いった感情や言葉を獲得していく大切な時期でもあ
ります。
　スマートフォンを片手に赤ちゃんにミルクをあげた
り、ゲーム機能を使って子どもを遊ばせるのではな
く、目と目をあわせる、言葉をかける、だっこをする
などの親子のふれあいを、この時期に大切にしてい
ただきたいのはそういう理由からです。
　一方で、子どもは一人ひとり違います。授乳やお
むつ交換などの基本的な身の回りの世話のほかに
も、夜泣きや体調管理など親にとって戸惑うことも多
いものです。子育てを負担に感じる時は、早めに誰
かに話を聞いてもらい、子育て支援のさまざまなサー

ビスを利用してみてはいかがでしょうか。
　子育てを一人で抱え込まないように、
市では皆さんの子育てスタートを応援
しています。
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