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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。

乳幼児親子対象の催し 6月の予定

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：21日（火）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：14日（火）10：00～11：30
キッズランド（新聞紙）
▶日　時：7日（火）10：00～11：30
▶持ち物：新聞紙　
あかちゃんルーム
▶日　時：6、13、20日（月）13：30～15：00
▶対　象：生後２、３か月頃からの未就園児

とその保護者
  6日　H23.1月生まれ
 13日　H23.2月生まれ
 20日　H23.3月生まれ
▶持ち物：バスタオル
出前ひろば
▶日　時：3、10日（金）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
　 3日　柏木公民館（柏木地域市民センター）
　10日　岩上公民館（岩上地域市民センター）
エコ講座
▶日　時：17日（金）10：00～11：30
▶対　象：2歳以上の未就園児とその保護者
▶持ち物：はさみ
▶その他：要申込　定員20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：15日（水）10：00～11：30
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：3日（金）10：00～11：30
キッズランド（新聞であそぼう）
▶日　時：7日（火）10：00～11：30
おひさまポケット
▶日　時：22日（水）11：00～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
▶場　所：フィランソ土山
にこにこランド（保育園であそぼう）
▶日　時：29日（水）10：00～11：30
▶対　象：1歳半からの未就園児とその保護者
▶場　所：大野保育園
リフレッシュ講座

（ウォーキング・エアロでシェイプアップ!）
▶日　時：10日（金）10：00～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
▶その他：要申込、 参加費100円
　　　　　参加定員15組、 託児定員10組
▶場　所：土山開発センター内（大集会室）
ママ・パパじゅく

「もうすぐ、ママ・パパになる方へ」
▶日　時：18日（土）10：00～11：00
▶対　象：妊産婦とそのご家族
▶その他：要申込

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（わらべうた講座）
▶日　時：3日（金）10：00～11：30
▶場　所：生涯学習館学習室１
▶その他：要申込
ぴょんぴょんひろば
　（園訪問／油日にこにこ園）
▶日　時：21日（火）10：00～11：30
▶場　所：油日にこにこ園
▶その他：直接お越しください
　（園訪問／大原にこにこ園）
▶日　時：28日（火）10：00～11：30
▶場　所：大原にこにこ園
▶その他：直接お越しください
キッズランド(新聞あそび）
▶日　時：7日（火）10：00～11：30
▶その他：新聞1日分をお持ちください
出前ひろば
▶日　時：14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：老人福祉センター佐山荘
▶その他：直接お越しください
リトルひろば
▶日　時：28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：10、17、24日（金）10：00～11：30
▶対　象：0～1歳までの未就園児とその保護者
▶持ち物：バスタオル
パパッとあつまれ！（パン作り）
▶日　時：4日（土）9：45～12：00
▶対　象：未就園児とそのお父さん
▶場　所：創健館薬膳調理室
▶その他：要申込、 定員10人

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：6日（月）、22日（水）10：00～11：30
▶対　象： 6日　6か月までの赤ちゃん
 22日　7か月～1歳の赤ちゃん
ぴょんぴょんひろば
▶日　時：14（火）、27日（月）10：00～11：30
▶対　象：27日　1～1歳8か月頃の未就園児
 14日　 1歳9か月～2歳半頃の未

就園児
キッズランド（新聞紙で遊ぼう）
▶日　時：13日（月）10：00～11：30
▶持ち物：新聞紙（1日分）
ほっこりルーム
▶日 　時：8日（水）、10日（金）9：30～11：30 

7、14、21日（火）・1、8、15、22、29日（水）・
3、17、24日（金）13：00～15：00

▶その他：要予約

オープンルーム
▶日　時： 20日（月）・2、16、30日（木）  

9：30～11：30
 6、13，20，27日（月）・9、16、23

日（木）13：00～15：00
▶その他：16日（木）11：00～11：15はお

はなし会もあります
出前ひろば（ほっとタイム）
▶日　時：10日（金）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：柑子公民館
リフレッシュ講座

（ラベンダースティックを作ろう）
▶日　時：28日（火）10：00～11：30
▶場　所：甲南青少年研修センター
▶その他：託児有、要申込

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：2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：7、21、28日（火）10：00～11：30
▶対　象： 7日　H20.10月～H21.3月生まれ
 21日　H21.4月～9月生まれ
 28日　H21.10月～H22.3月生まれ
キッズランド（新聞紙であそぼう）
▶日　時：3日（金）10：00～11：30
じいじ＆ばあばと遊ぼうひろば

「みんなでうたおう！」
▶日　時：8日（水）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその祖父母の方
いないいないばぁのおへや
▶日　時：16日（木）10：30～11：30
▶対　象：0～1歳6ヶ月の未就園児とその

保護者
パパッとあつまれ！

「ペットボトルでシャワーをつくろう」
▶日　時：18日（土）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とそのお父さん
地区巡回子育てひろば

（小原・多羅尾地区）
▶日　時：24日（金）10：00～11：30
▶対　象：小原・多羅尾地区在住の未就園児

とその保護者
▶場　所：小川出公民館

6月
　  募　集

2011人権教育連続セミナー
■第2回　フィールドワーク
歴史から学ぼう「近江と渡来人」

●日時／平成23年6月4日（土）12時30分
～16時30分（12時45分に甲南庁舎を出発）
●場所／渡来人歴史館（大津市）

（福祉バスで移動）
●内容／渡来人歴史館を見学し、講
師による講話を聞きます
●定員／先着40名
●対象／市内在住・在学・在勤の方
●申込方法／電話またはFAXで氏名・連
絡先を人権推進課へお知らせください
※入館料200円が必要です（当日窓
口でお支払いください）
※手話通訳の必要な方は参加申込時
にお申し出ください

問・申／人権推進課　人権教育推進係
65-0693／Fax63-4582

地域の大学
『淡

おう
海
み
生涯カレッジ湖南校』

受講生募集
テーマ「健康でイキイキ癒し生活～健
康で生き抜くための“技”を知ろう～」

（プログラム中、実験・実習講座のうち
３回は甲南高等学校で開催）
●対象／18歳以上の通学可能な人
●講座日時／6月18日～11月19日
土曜日の午前
●定員／30名（定員を超えたときは、
抽選により決定）
●受講料／5,000円
●申込方法／6月3日（金）までに、は
がき・電話・FAX・メールに必要事項

（①氏名、②年齢、③郵便番号、④住

所、⑤電話番号、⑥湖南校受講希望）
をご記入のうえ、下記まで
問・申／淡海生涯カレッジ湖南校実
行委員会（湖南市生涯学習課内）
77-6250／Fax77-6253

Eメールsyougaku@city.konan.shiga.jp

多言語・多文化サロン
●日時／６月15日（水）18時～
●場所／自主活動センターきずな　
１階ホール
●内容／インターネット放送での多
言語情報の制作・発信、多文化交流
●対象／多文化共生社会づくり、国際
交流に関心のある方ならどなたでも
お気軽にご参加ください。
●参加料／100円（飲み物代）
問／甲賀市国際交流協会事務局
／Fax0748-63-8728
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家庭教育支援事業
こども未来課
問・申／ 86-8171／Fax86-8380

★親子ふれあい運動広場
▲ランランコース（1歳半〜2歳児）
●日時／17日（金）10：00～11：30
▲スキップコース（3歳以上児）
●日時／22日（水）10：00～11：30

〈以下、両コース共通〉
●場所／岩上体育館
●定員／要申込・先着各25組
●参加費／200円
●持ち物／体育館シューズ（親子と
も）、タオル、お茶

★親子食育講座
『親子でおいしい梅干し作り』

●日時／15日（水）13：00～15：00
●場所／かえで会館
●対象／3歳以上児とその保護者
●定員／要申込・先着12組
●参加費／1,200円程度（1組につき）
●持ち物／エプロン、三角巾（親子とも）

古タオル、容器（梅１kgが入り、ビン・ホー
ロー等のもの）

★乳幼児おはなし広場
　（同じ内容で２回開催）
●日時／28日(火) 10:30～10:50、

11:00～11:20
●場所／水口図書館

児童館事業
★にんくる子育て広場

『布のおもちゃづくり』
問・申／ 88-5692／Fax88-5696
●日時／10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／10組
●申込締切／3日（金）
●材料費／200円

★かえで子育て広場
『わらべうた講座』

問・申／ 86-4363
●日時／17日（金）10：30～11：20

●場所／かえで会館（甲南）
●定員／要申込・先着15組

★たけのこ子育て広場（のびっ子）
『七夕飾りづくり』

問・申／ 82-2361／Fax82-3616
●日時／20日（月）10：00～12：00
●場所／たけのこ児童館（西教育集
会所）
●定員／要申込・15組

公民館事業
★スマイルキッズ
問・申／ 82-8075／Fax82-2463
▲『浴衣の着付けにチャレンジ!!』
●日時／10日（金）10：00～12：00
●場所／信楽中央公民館
●定員／親子15組程度
▲『親子クッキング』
●日時／24日（金）10：00～12：00
●場所／信楽中央公民館
●定員／親子15組程度
※申込締切は事業開催日の前日

※ 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。

※ 子育てひろばの対象は、下記のとおりで
す。お気軽におこしください。
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