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子育て支援センターだより子育て支援センターだより

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。

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。

親子対象の催し 3月の予定

　  募　集

市営住宅入居者募集
●募集期間／2月15日（火）～24日

（木）
※募集の内容や申込書等について
は、2月15日から住宅建築課および各
支所で配布します。また、市ホーム
ページでもご覧いただけます。
問・申／住宅建築課　公営住宅係

65-0609／Fax63-4601

放送大学4月入学生募集中
●出願締切／2月28日（月）必着
※放送大学はテレビやラジオの放送
を通して学ぶ正規の大学です。出願資
料は無料でお送りします。
問・申／放送大学　滋賀学習センター

077-545-0362
Fax077-545-2096

サントピア水口勤労青少年
ホーム早春の短期教室
受講生募集
◎そば打ち体験教室＆窯元散策
（窯元散策は希望者のみ）［定員35名］
●日時／3月12日（土）10時～16時
●場所／信楽「ふれ愛パーク」そば打
ち体験道場
●受講費／1,000円
◎ズンバ教室 ［定員30名］
●日時／3月9日～30日（毎週水曜・
全4回）19時～20時
●受講費／1,000円
●各教室申込期間／2月16日（水）～3
月2日（水）の9時～21時（土、日は除く）
●対象／平成22年4月1日現在で15歳以
上35歳以下の方（中高校生は除く）
申し込みに必要なもの等、詳しくは下記まで。
問・申／勤労青少年ホーム

63-2952／Fax63-6788

催　し

にんくる土曜塾リサイクル工作
「ペットボトル空気砲をつくろう」
●日時／3月12日（土）10時～11時30分
●場所／にんくる児童館（相模教育集会所）
●定員／10名
●申込締切／3月7日（月）
問・申／相模教育集会所

88-5692／Fax88-5696

信楽盆栽クラブ愛好会 盆梅展
●会期／3月14日（月）まで
●時間／9時30分～16時30分
●場所／市役所信楽支所　東別館
●協賛／信楽高原鐵道
問／信楽盆栽クラブ事務局　辻

82-0735
信楽支所

82-1121／Fax82-3415

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(自由遊び）
▶日　時：８、22日（火）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：２、16日（水）10：00～11：30
 ２ 日　自由遊び
 16日　スタンプ遊び
わくわくひろば（おはなし会）
▶日　時：15日（火）10：00～11：30　
あかちゃんルーム
▶日　時：７、14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
 ７ 日　H22.10月生まれ
 14日　H22.11・12月生まれ
オープンルーム（自由遊び）
▶日　時：９、23日（水）・17日（木）９：30～11：30
 ８、22日（火）・3日（木）13：00～15：00
▶対　象：未就園児とその保護者
子育て講座(親子で楽しもう「わらべうた」)
▶日　時：3日（木）10：00～11：30
▶対　象：0～1歳未満の未就園児とその

保護者
▶その他：要申込15組

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：９日（水）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：18日（金）10：00～11：30
アレルギっ子のつどい

（江崎ひろこさんをお迎えして）
▶日　時：4日（金）10：00～11：30
▶対　象：市内在住のアレルギーをもつ未

就園児とその保護者
▶その他：要申込（電話・来所で受付）
にこにこランド
▶日　時：7日（月）10：00～11：30
▶対　象：1歳半以上の未就園児とその保護者
▶場　所：土山にこにこ園
第2回子育て講座

「教えて！食品表示のあれこれ」
▶日　時：11日（金）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：会議室（土山開発センター内）
 託児は土山子育て支援センター
▶その他：要申込　定員15組　託児有
こんにちは！あかちゃん！「ママ・パパじゅく」

『産前、産後のおかあさんケアと育児にむけて』
▶日　時：5日（土）10：00～11：30
▶対　象：市内在住の妊婦さん（ご夫婦や

おばあちゃんの参加も大歓迎）

▶その他：講師　助産師さん
 要申込（電話・来所で受付）
＊妊婦さんのお友だちをご紹介ください。
おひさまポケット（年度末スペシャル）
▶日　時：16日（水）10：45～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：フィランソ土山

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（ふれあい遊び）
▶日　時：11、25日（金）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば（いちご狩り）
▶日　時：15日（火）10：00～11：30
▶その他：要申込
ぴょんぴょんひろば（図書館に行こう！）
▶日　時：22日（火）10：00～11：30
▶場　所：甲賀子育て支援センター
 甲賀図書情報館
おでかけリトルひろば(散歩：春を探そう)
▶日　時：8日（火）10：00～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
▶場　所：拝坂　草の根ハウス
▶持ち物：ベビーカー・お茶・おやつ少々
リトルひろば
▶日　時：29日（火）10：00～11：30
▶対　象：2歳からの未就園児とその保護者
おとうさんとあそぼう！（いちご狩り）
▶日　時：19日（土）10：00～11：30
▶対　象：1歳半からの未就園児とその保護者
▶その他：要申込、甲賀子育て支援センター

集合
ひよこサロン
▶日　時：4、18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：8、15日（火）10：00～11：30
▶対　象：8日：6か月までの赤ちゃん
 15日：7か月～1歳の赤ちゃん
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：14、28日（月）10：00～11：30
おはなし会
▶日　時：17日（木）10：00～11：30
▶対　象：2歳半頃からの未就園児とその

保護者
ほっこりルーム
▶日　時：29日（火）・30日（水）・3、24日
（木）・4日（金）9：30～11：30・13：00～
15：00

　7、14、28日（月）・1、8、15、22日（火）・
2、9、16、23日（水）・10、17日（木）・11、
18、25日（金）13：00～15：00

ひだまりパパ
パパとクッキング「おやきを作ろう」
▶日　時：12日（土）10：00～12：00
▶対　象：未就園児とそのお父さんもしく

はご家族
▶場　所：甲南青少年研修センター
▶その他：要申込　詳細はお問い合わせく

ださい
“おはなしこんにちは”さんが来るよ
▶日　時：9日（水）10：15～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：甲南青少年研修センター

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：3、17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：9日（水）・15日（火）・18日（金）

10：00～11：30
▶対　象： ９日　H19.10月～H20.3月生まれ
 15日　H20.4月～9月生まれ
 18日　H19.4月～9月生まれ
じいじ＆ばあばと遊ぼうひろば

「おたのしみ会」
▶日　時：4日（金）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその祖父母
パパッとあつまれ！「おたのしみ会」
▶日　時：5日（土）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とそのお父さん
リフレッシュ講座

「ママのためのハンドマッサージ」
▶日　時：10日（木）9：45～12：10の間の

1人約20分間
▶対　象：未就園児の保護者
▶その他：参加費100円　託児あり
 要申込：3月3日(木）締切
 定員６名　申込多数の場合抽選

3月

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

★ベビーマッサージ講座
●日時／8日(火)10:30～11:30
●場所／水口中央公民館
●対象／7か月未満児とその保護者
●定員／要申込・先着15名
●持ち物／バスタオル1枚

★親子食育講座
「親子でおいしいみそづくり」

●日時／11日(金)13:00～15:00
●場所／かえで会館
●対象／3歳以上児とその保護者のペア
●定員／要申込・先着12組　託児なし
●参加費／1,500円（みそ3kgを持
ち帰ります）
●持ち物／エプロン、三角巾（親子とも）
容器（3kgまるごと入り、アルカリ・酸に
強く密閉できるもの）

★乳幼児おはなし広場
　（同じ内容で２回開催）
●日時／22日（火）10：30～10：50、
11：00～11：20
●場所／水口図書館　※申込不要

★もうすぐ親子講座
『知ってる？  赤ちゃんのこと②』

●日時／23日（水）10：15～11：30
●場所／甲南公民館
●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・15名程度

公民館事業
★スマイルキッズ

『わたしへのご褒美〜お肌のお手入れ方法〜』
問・申／ 82-8075／Fax82-2463
●日時／11日（金）10：00～12：00
●場所／信楽中央公民館　和室
●定員／親子15組程度
●申込締切／3／9（水）

★ホッとスペース
『折り紙であそぼう』

問／かふか生涯学習館
　 88-4100／Fax88-5055
●日時／３日（木）10：00～12：00
●場所／佐山荘（甲賀北保育園横）

児童館事業
★にんくる子育て広場
　『手作りレストラン遊び

〜折り紙でごちそうをつくろう〜』　
問・申／ 88-5692／Fax88-5696
●日時／11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
『楽しいしおり作り』

問・申／ 86-4363
●日時／17日（木）10：30～11：30
●場所／かえで会館（甲南）
●定員／要申込・先着15組
●材料費／50円●お住まいの地域でお互いに顔見知りになり、情報交換、仲間づくりをしていた

だくために、各支所エリアの方を対象としている事業があります。各支援セン
ターにお問い合わせください。
※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。

2 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

３月のキッズランド３月のキッズランド

ひなまつり（工作）
　▶日　時：１日（火）10：00～11：30
　▶場　所：各子育て支援センター
　　　　　（土山は土山支所２階）
　▶持ち物：はさみ、のり　など
  ※内容や持ち物など詳細に
  　ついてはお問い合わせく
  　ださい。
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