
「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

1111
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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　平成28年度以降に就職を希望する学生を対象に、市内企業
見学会を開催します。午前１社、午後１社をバスで訪問します。

開催日 訪問企業
午前 午後

１１月１６日（月） 株式会社日立建機ティエラ
（水口町）

株式会社センチュリー　センチュリー・
シガ・ゴルフクラブ（甲南町）

１１月１９日（木） 株式会社滋賀松風
（信楽町）

株式会社コーガアイソトープ
（甲賀町）

１２月３日（木） 株式会社八代製作所
（水口町）

株式会社ニューリー・土山
（土山町）

●�対象者／就職活動を検討している大学１～３回生および短大１回生
●定員／２０人（予約制）
●内容／・企業説明　・企業見学
� ��・若手従業員との意見交換会等
●費用／無料
●�申し込み方法／市ホームページをご覧いただき、メー
ルまたはＦＡＸで下記までお申し込みください。

※�集合場所や時間等、詳しくは市ホームページでご確認
ください。
●問い合わせ・�申し込み／滋賀県中小企業団体中央会　
　☎０７７-５１１-１４３０／ ０７７-５２５-５５３７
　  info@shiga-navi.com

＜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
★ママも０歳・パパも０歳　おはなし＆ミニコンサート
「～フルートと音楽でつづる絵本の世界～」
　日時／14日（土）　10：30～11：30
　場所／甲賀図書情報館　多目的ホール
　対象／妊産婦と家族、０歳児赤ちゃんのママ・パパ
　定員／20組（要申込）
★親子ふれあい食育講座「～噛む力を育てるヒント～」
　日時／16日（月）　10：30～11：30
　場所／甲賀創健館　和室
　対象／５カ月～２歳までの未就園児と保護者
　定員／15組（要申込）　実習費／１組100円
　※９月の講座と同内容です。
★ふれあいベビー講座
　日時／９日（月）　10：30～11：30
　場所／土山子育て支援センター　定員／12組（要申込）
　対象／生後３カ月～７カ月児と保護者
★親子ふれあい運動広場
　日時／11日（水）　10：30～11：30
　場所／岩上体育館（水口）
　対象／おおむね２歳以上の未就園児と保護者
　定員／25組（要申込）　参加費／１組200円
　持ち物／体育館シューズ、お茶　など
★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／19日（木）　10：30～11：30
　場所／旧水口図書館（水口小学校内）
　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～赤ちゃんと体ほぐし・心ほぐし～」
　日時／27日（金）　10：30～11：30
　場所／かえで会館　定員／12組（要申込）
　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
★乳幼児おはなし広場（土山）（申込不要）
　日時／12日（木）　10：30～11：00
　場所／土山図書館　対象／０・１・２歳児と保護者
★乳幼児おはなし広場（水口）（申込不要）
　日時／24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歳児と保護者

☆たけのこ子育て広場『のびっこ』
「貼り付けて遊ぼう　みのむし作り」
　問・申／たけのこ児童館　☎82-2361／ 82-3616
　日時／16日（月）　10：30～11：30
　場所／たけのこ児童館（信楽）
　対象／市内の未就学児と保護者　定員／８組（要申込）
　申込受付日時／11月２日（月）　９時～
☆かえで子育て広場「リトミック」
　問・申／かえで会館　☎86-4363／ 86-4958
　日時／18日（水）　10：30～11：30
　場所／かえで会館（甲南）
　内容／�体を動かして、親子で一緒にふれあい遊びを楽

しみましょう
　対象／市内の２歳以上の未就園児と保護者
　定員／先着15組　持ち物／タオル、お茶
　服装／運動のできる服装（スカート不可）
　申込方法／かえで会館に電話で
　申込受付日時／10月15日（木）　９時～

あかちゃんひろば
対象）０～１歳の未就園児と保護者
場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他
水口 24日（火）

10：00

～

11：30

内）自由あそび
土山 5日（木）
甲賀 27日（金）

甲南 ①  ４日（水）
②11日（水）

対）①６カ月まで
　  ②７カ月～１歳

信楽 5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 ２・９・16日（月） 13：30～15：00 対）２日：H27年６月生、９日：H27年７月生、16日：H27年８月生
持）バスタオル

子育て講習「親子でヨガ」 ５日（木） 10：00～11：00 対）H27年１月～５月生の未就園児と保護者
他）要申込・抽選15組　締切10月28日（水）

土
　
山

出前ひろば ４日（水）・13日（金） 10：00～11：30 所）４日：六友館　13日：梅田会館
おはなし会「おひさまポケット」 16日（月） 11：00～11：30 ９：30～11：30のオープンルーム内で
あかちゃんルーム 17日（火） 13：30～15：00 対）０～１歳の未就園児と保護者
子育て講習
「親子でつくろう　なんでもBOX」 27日（金） 10：00～11：00 対）２歳６カ月以上の未就園児と保護者

持）のり、はさみ、サインペン　　他）要申込・先着12組

甲
　
賀

あかちゃんルーム ６日（金） 10：00～11：30 対）０～１歳の未就園児と保護者
子育て講習「こもの作り」 13日（金） 10：30～11：30 対）未就園児と保護者　　持）裁縫道具　　他）要申込・先着10組、託児有

子育て講習「手作りおもちゃ」 20日（金） 10：00～11：30
対）H26年７月～12月生まれの子どもと保護者
内）ペットボトルのポットン作り
持）１～２Lペットボトル（硬いもの）　　他）要申込・先着10組

出前ひろば 24日（火） 10：30～11：30 対）未就園児と保護者　　所）佐山荘　　他）要申込･先着15組

甲
　
南

出前ひろば 13日（金） 10：00～11：30 所）忍の里プララ

おはなし会 ９日（月）
20日（金）

15：00～15：15
10：45～11：00

13：00～16：00のオープンルーム内で
９：30～11：30のオープンルーム内で

あかちゃんルーム 10日（火）・27日（金） 13：30～15：00 対）H27年６月～８月生の未就園児と保護者　　持）バスタオル

リフレッシュ講習「アロマ」 19日（木） 10：00～11：30
所）甲南青少年研修センター
他）要申込・抽選10組（未経験の方優先）、託児有　締切10月27日（火）
持）参加費200円（オイル代）

子育て講習「あかちゃんとおしゃ
べりしましょ」 26日（木） 10：00～11：30 対）H26年５月～H27年３月生の未就園児と保護者

他）要申込・抽選10組（未経験の方優先）　締切10月29日（木）

信
　
楽

はじめましての会 ４日（水） 10：00～11：30 対）未就園児と保護者（初めて子育て支援センターを利用される方）

出前ひろば 12日（木） 10：00～11：30 対）信楽ニュータウン地区の未就園児と保護者
所）信楽ニュータウン区民会館

おとうさんとあそぼうひろば 14日（土） 10：00～11：30 対）未就園児と父親　　内）運動あそび
所）信楽体育館　　他）要申込

あかちゃんルーム 19日（木） 13：30～15：00 対）０～１歳の未就園児と保護者
おはなし会
～絵本を楽しもう～ 20日（金） 10：30～11：30 対）１歳６カ月以上の未就園児と保護者

子育て講座
『子育てリユースタイム』 27日（金） 10：00～11：30 対）未就園児と保護者　　所）信楽中央公民館

他）要申込･先着50組

ぴょんぴょんひろば
対象）１～２歳５カ月の未就園児と保護者
場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他
水口 17日（火）

10：00

～

11：30

内）冬の過ごし方の話・自由あそび
土山 25日（水）
甲賀 17日（火） 内）うたあそび

甲南 ①18日（水）
②25日（水）

対）①１歳～１歳８カ月
　 ②１歳９カ月～２歳５カ月

信楽 10日（火）キッズランド
対象）２歳6カ月以上の未就園児と保護者
場所 日 時間 内容・対象・持ち物・その他
水口 10日（火）

10：00

～

11：30

内）冬の過ごし方の話・自由あそび

土山 19日（木） 内）運動あそび
所）土山開発センター（大集会室）

甲賀 10日（火） 内）散歩

甲南 ６日（金）

内）散歩
持） 動きやすい服装・靴（親子共）・タ
オル

＊雨天の場合は室内あそび
信楽 18日（水） 内）散歩

（
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

■対象者　�市内で就職を希望する障がいのある方
※障害者手帳、ハローワークカードをお持ちください。
※申込不要・参加無料
No. 企業・事業所名 就業地 職種
1 株式会社ジーテクト滋賀工場 土山町南土山乙４１ 工場内営繕及び製造補助（契約）

2 住友電工プリントサーキット
株式会社 水口町ひのきが丘３０技術職（ＣＡＤ設計）（嘱託）

3 株式会社日立建機ティエラ 水口町笹が丘１－２ 事務作業（ＰＣ入力・事務
所清掃）（契約）

4 特定非営利活動法人
ウェルメント 水口町笹が丘１－５９ 工場内作業（パート）

5 福島工業株式会社 水口町さつきが丘２６ 一般事務（正社員）組立補助（パート）

6 三桜工業株式会社
滋賀事業所 甲南町杉谷２４５ 工場内軽作業（パート）

7 特定非営利活動法人マイ・
ライフ�福祉事業所�春の日 水口町東名坂２５１ 調理・盛付・清掃・配達

補助（パート）
8 甲賀市役所 水口町水口６０５３ 事務員（臨時職員）
※�変更が生じる場合があります。詳しくは市ホームページでご確認ください。

日時／１１月５日（木）１３時～１５時３０分（受付１２時３０分）
場所／碧水ホール

甲賀市障がい者
就職面接会を開催

企業見学バスツアーを開催

問い合わせ

商工政策課　労政係　☎６５-０７１０／ ６３-４０８７

問い合わせ

商工政策課　労政係　☎６５-０７１０／ ６３-４０８７

　障がいのある方と市内事業所との出会いの場である就
職面接会を開催します。

開催日と訪問企業

12平成 27年 10月15日13 平成 27年 10月15日


