
情報のまど information
子育て支援センターだより子育て支援センターだより

乳幼児期の子どもを持つ保護者の方が、親子の絆を深め心豊かな子どもを育てていくことを応援するため、市内の施設でい
ろいろな事業を行っています。
※参加対象は市内の未就学児とその保護者です。どの地域の活動にも参加していただけます。
※講座の詳しい内容は各担当にお問い合わせください。

乳幼児親子対象の催し 4月の予定

あかちゃんひろば
ぴょんぴょんひろば
キッズランド

０～１歳の未就園児とその保護者
１～２歳半の未就園児とその保護者
２歳半以上の未就園児とその保護者

……
…

…………
※お茶、タオル、着替え、帽子など、各自必要な持ち物をお持ちください。

水口子育て支援センター
☎ 65-5511

〈利用時間〉月～土 ９：00～17：00

あかちゃんひろば
▶日　時：19日（火）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：12日（火）10：00～11：30
キッズランド（自由遊び）
▶日　時：5日（火）10：00～11：30　
あかちゃんルーム
▶日　時：4、11、18日（月）13：30～15：00
▶対　象：生後２、３か月頃からの子どもと

その保護者
  4日　H22.11月生まれ
 11日　H22.12月生まれ
 18日　H23.1月生まれ
▶持ち物：バスタオル

土山子育て支援センター
☎66-0375

〈利用時間〉月～金 ９：00～17：00

あかちゃんひろば
▶日　時：27日（水）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：8日（金）10：00～11：30
キッズランド
▶日　時：12日（火）10：00～11：30

甲賀子育て支援センター
☎88-8115　 88-8145

〈利用時間〉火～土 ９：00～17：00

あかちゃんひろば
▶日　時：22日（金）10：00～11：30
▶場　所：創健館フィットネスルーム

ぴょんぴょんひろば
（こいのぼりをつくろう）

▶日　時：26日（火）10：00～11：30
▶持ち物：はさみ、のり
キッズランド(オープニング）
▶日　時：12日（火）10：00～11：30
リトルひろば（オープン）
▶日　時：5日（火）10：00～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
おはなしのひろば
▶日　時：19日（火）10：00～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
あかちゃんルーム
▶日　時：1、8、15日（金）10：00～11：30
▶対　象：0～1歳6か月児とその保護者

甲南子育て支援センター
☎ 86-0949

〈利用時間〉月～金 ９：00～17：00

あかちゃんひろば
▶日　時：12、19日（火）10：00～11：30
▶対　象：12日　6か月までの赤ちゃん
 19日　7か月～1歳の赤ちゃん
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：18、25日（月）10：00～11：30
▶対　象：18日　1～1歳8か月頃の未就園児
 25日　 1歳9か月～2歳半頃の未

就園児
キッズランド
▶日　時：21日（木）10：00～11：30
ほっこりルーム
▶日　時：12、19、26日（火）・22日（金）13：00

～15：00／13日（水）9：30～11：30、13：00～
15：00／27日（水）9：30～11：30

▶その他：要予約

オープンルーム
▶日　時：11日（月）・7、28日（木）9：30～

11：30・13：00～15：00
 4日（月）9：30～11：30
 18、25日（月）・5日（火）・6、20日

（水）・21日（木）・8、15日（金）
13：00～15：00

 28日（木）11：00～11：15はお
はなし会があります。

信楽子育て支援センター
☎ 82-2799

〈利用時間〉火～土 ９：00～17：00

あかちゃんひろば
▶日　時：7日（木）10：00～11：30
▶対　象：0～1歳のあかちゃんとその保護

者・妊娠中のお母さんとお父さん
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：5、19、26日（火）10：00～11：30
▶対　象： 5日　H20.10月～H21.3月生まれ
 19日　H21.4月～9月生まれ
 26日　H21.10月～H22.3月生まれ
キッズランド（なかよしあそび）
▶日　時：15日（金）10：00～11：30
じいじ＆ばあばと遊ぼうひろば

「名札づくり」
▶日　時：13日（水）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその祖父母
パパッとあつまれ！

「手形でこいのぼりづくり」
▶日　時：16日（土）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とそのお父さん
いないいないばぁのおへや
▶日　時：21日（木）10：30～11：30
▶対　象：0～1歳6か月の未就園児とその

保護者

4月
　  募　集

第20回鈴鹿馬子唄全国大会
出場者募集
●開催日／6月26日（日）
●場所／あいの土山文化ホール
●出場資格／プロ・アマ問わず誰でも
参加できます。（ただし、過去に優勝さ
れた方は不可）
●申込締切／5月13日（金）
●参加料／一般の部3，000円／少年
少女の部　無料
問・申／あいの土山文化ホール

66-1602／Fax66-1603

家庭教育支援事業
こども未来課
問・申／ 86-8171／Fax86-8380

★もうすぐ親子講座
『赤ちゃんとふれあい遊び』

●日時／22日(金)10:30～11:45
●場所／甲南図書交流館
●対象／妊産婦とその家族
※託児はありません。
※大人の方お一人での参加も可能です。
●定員／要申込・先着20名

★乳幼児おはなし広場
　（同じ内容で２回開催）
●日時／26日（火）10:30～10:50、
11:00～11:20
●場所／水口図書館　※申込不要

公民館事業
★スマイルキッズ

『こいのぼり作り』
問・申／ 82-8075／Fax82-2463
●日時／22日（金）10：00～12：00
●場所／信楽中央公民館
●定員／要申込・15組程度

児童館事業
★にんくる子育て広場  粘土遊び

『いろんな色の粘土でおもちゃを作ろう』
問／ 88-5692／Fax88-5696
●日時／22日（金）10：00～11：30
●場所／にんくる児童館（甲賀 相模
教育集会所）
●定員／要申込・15組

★かえで子育て広場
『楽しいおりがみ』

問・申／ 86-4363
●日時／21日（木）10：30～11：30
●場所／かえで会館（甲南）
●定員／要申込・15組
●持ち物／折り紙10枚、のり、はさみ

★たけのこ子育て広場
『こいのぼり作り』

問・申／ 82-2361／Fax82-3616
●日時／18日（月）10：00～12：00
●場所／たけのこ児童館（信楽西教
育集会所）
●定員／要申込・先着15組
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※場所の掲載がないものは、各子育て支援センターで行います。
※子育て広場の対象は、右記のとおりです。お気軽におこしください。

　子育て相談　　子育ての悩みや不安など、どんなことでも一人で悩
まずご相談ください。（電話・ファックス・来所いずれでも結構です。）
　子育て広場　　誰でも気軽に参加でき、ふれあえるひろばです。季節
の遊びを楽しんだり、身近な地域への出前ひろばもしています。お父さ
ん、おばあちゃん、おじいちゃんの参加も心よりお待ちしています。
◦名称：あかちゃんひろば、ぴょんぴょんひろば、キッズランド
　※対象は右上参照（年齢をわけていますが、おおむねの年齢です）

　子育て講座　　子育てをしていく中で大切にしたいことを学ぶ講座
を開催しています。また、子育て中の保護者の方にほっとしてもらえ
るリフレッシュ講座もあります。（講座によって託児有）
　子育てサークルの支援　　子育てサークルの立ち上げのお手伝いを
しています。
　子育て情報の提供　　子育てに関するいろいろな情報を提供してい
ます。

　子育て支援センターは、乳幼児期の子どもさんと子育て中のお母さん、
お父さん、おばあちゃん、おじいちゃんが、ホッと安心できたり、元気が出
たりするところです。親同士がゆっくり語り合える子育て仲間と出会い、
お友達との交流を通して子どもがお互いに育ち合うところでもあります。
　市内在住の方ならどなたでも利用できます。お気軽にお越しください。

水口子育て支援センター ☎・Fax65-5511 月～土曜日　9:00 ～ 17:00
甲賀子育て支援センター ☎88-8115  Fax88-8145

火～土曜日　9:00 ～ 17:00
信楽子育て支援センター ☎・Fax82-2799
土山子育て支援センター ☎66-0375

月～金曜日　9:00 ～ 17:00
甲南子育て支援センター ☎・Fax86-0949

※ 水口子育て支援センターでは、一時預かり保育や、病後児保育を実施しています。

甲賀市子育て支援センターでは
地域の子育てを応援しています

一度のぞいてみてくださいね！
お待ちしています。

　託児をはじめ、子育て支援センター事業のサ
ポートをしていただく「子育て支援サポーター」
の養成講座を開催しています。
　詳細については、各子育て支援センターにお
問い合わせください。

　市内在住のおおむね0 ～ 3歳の
子どもとその保護者が、いつでも
気軽に立ち寄れる広場です。
●場所：甲南青少年研修センター

（甲南町葛木875番地）
●開催日時：毎週火・水・金曜日の
10 ～ 15時
●ブログ：http://kokatudoi.
shiga-saku.net/

甲賀市 つどいの広場

【
利
用
時
間
】

サントピア　春の教室・短期教室　受講生募集
曜日 教室名 日程 時間 定員 受講費用

月

スクラップブッキング
教室

初級者コース  4/11、4/25
経験者コース  5/9、5/23

全2回×2コース
19:30～21:30 各8名 各2,300円

伝統文化を楽しもう!!
お茶・いけばな教室

4/11～5/23
隔週全4回 19:00～21:00 10名 3,500円

火 フラワーアレンジメント
教室

4/12・4/26
隔週全2回 19:30～21:30 20名 5,300円

水
英会話教室 4/13～6/15

全9回（5/4は休み） 19:00～21:00 10名 2,400円

 筆で金封書き、暑中見舞、
Ｔシャツを創ろう教室

5/11～7/20
隔週全6回 19:00～21:00 10名 1,600円

木 エアロビクス教室 4/14～6/16
全9回（5/5は休み） 19:00～20:00 50名 2,700円

金
料理教室

4/15～6/24
全9回

（4/29、5/6は休み）
19:00～21:00 20名 7,000円

パワーヨガ教室
4/15～6/24

全9回
（4/29、5/6は休み）

20:00～21:00 23名 1,200円

●対象／平成23年4月1日現在で15歳以上35歳以下の方（中学・高校生は除く）
●申込期間／3月22日（火)～4月5日（火）の9時～21時（土日は除く）
●申込場所／サントピア水口　勤労青少年ホーム窓口（電話、代理での申込不可）
※詳しくはお問い合わせください。
※エアロビクス教室受講費は1年間のスポーツ保険代込み。
問・申／勤労青少年ホーム　 63-2952／Fax63-6788
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