
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

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。
※キッズランド水あそびの時はビーチサンダル、水あそび用おむつ、
　水着など必要な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 8月の予定

※�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、下記のとおりです。お気軽におこしください。

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（自由遊び）　
▶日　時：23日（火）10：00～11：30

ぴょんぴょんひろば（水遊び）
▶日　時：9日（火）10：00～11：30

キッズランド（水遊び）
▶日　時：2日（火）10：00～11：30

あかちゃんルーム
▶日　時：1、8、22日（月）13：30～15：00
▶対　象：生後2、3ヶ月頃からの子どもと

その保護者
� � 1日　H23．3月生まれ
� � 8日　H23．4月生まれ
� 22日　H23．5月生まれ

エコ講座「ペットボトルでグリーン栽培」
▶日　時：5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：あればペットボトル（2リットル）・
▶その他：要申込　定員１５組　先着順

子育て講座「キッズマッサージ」
▶日　時：８月３０日（火）１０：００～１１：３０
▶対　象：ハイハイ期から満２歳までの未就

園児とその保護者（今までに市主
催のベビーマッサージ講座に参加
されていない方）

▶持ち物：バスタオル
▶その他：要申込　定員１５組　先着順

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：25日（木）10：00～11：30

ぴょんぴょんひろば（水あそびを楽しもう）
▶日　時：5日（金）10：00～11：30
▶場　所：大野保育園

キッズランド（水あそびを楽しもう）
▶日　時：11日（木）10：00～11：30
▶場　所：土山にこにこ園

おひさまポケット
▶日　時：17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

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（ふれあいあそび）
▶日　時：5日（金）10：00～11：30
▶場　所：創健館フィットネスルーム
▶持ち物：バスタオル

ぴょんぴょんひろば（水あそび）
▶日　時：9日（火）10：00～11：30

キッズランド（水あそび）
▶日　時：2日（火）10：00～11：30

あかちゃんルーム
▶日　時：12、19、26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！（水あそび）
▶日　時：6日（土）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とそのお父さん
▶その他：要申込　定員10組

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：2日（火）・22日（月）10：00～11：30
▶対　象：� 2日　6ケ月までの赤ちゃん
� 22日　�7ヶ月から1歳までの赤

ちゃん

ぴょんぴょんひろば
▶日　時：8日（月）・19日（金）10：00～11：30
▶対　象：19日　�1歳～1歳8ケ月頃の未就

園児
� � 8日　�1歳9ケ月～2歳半頃の未

就園児（水あそび）

キッズランド（水遊び）
▶日　時：4日（木）10：00～11：30

ほっこりルーム
▶日�　時：15日（月）・16日（火）・10、24、

31日（水）・18日（木）・12日（金）
9：30～11：30

� 15日（月）・2、9、16、23、30日
（火）・10、17、24日（水）・18日
（木）・12、19日（金）

� 13：00～15：00
▶その他：要予約

オープンルーム
▶日　時：�1、29日（月）・30日（火）
� 9：30～11：30
� 1、8、22、29日（月）・3日（水）・

11、25日（木）・5、26日（金）
� 13：00～15：00
� ※�29日11：00～11：15はおは

なし会もあります

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：4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（水あそび）
▶日　時：2、16、23日（火）10：00～11：30
▶対　象：� 2日　H20.10月～H21.3月生まれ
� 16日　H21.4月～9月生まれ
� 23日　H21.10月～H22.3月生まれ

キッズランド（水あそび）
▶日　時：5日（金）10：00～11：30
▶対　象：2歳半以上の未就園児とその保

護者

サークルはじめましての会
▶日　時：9日（火）10：00～11：30
▶対　象：H22年7月～9月生まれの未就

園児とその保護者

じいじ＆ばあばと遊ぼうひろば
（ちぎり絵を楽しもう！）
▶日　時：10日（水）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその祖父母

いないいないばぁのおへや
▶日　時：18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

地区巡回子育てひろば
（黄瀬・宮町地区）
▶日　時：19日（金）10：00～11：30
▶対　象：黄瀬・宮町地区在住の未就園児

とその保護者
▶場　所：宮町公民館

パパッとあつまれ！（水あそび）
▶日　時：20日（土）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とそのお父さん

子育て講座「ベビーマッサージ」
▶日　時：25日（木）10：00～11：00
▶対　象：0～1歳までのあかちゃんとその

保護者
▶持ち物：バスタオル、着替え、オイルが必

要な方は各自持参ください。
▶定　員：10組　申込多数の場合は抽選
▶申込締切：8月19日（金）
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　  募　集

2011年度日本語教室
〈後期〉開講・受講者募集
●期間／金曜教室…8月26日～12月
16日　土曜教室…8月27日～12月
17日（9月23・24日　11月4・5日は
休校日）　各コース全15回
●時間／19時30分～21時30分
●場所／甲賀市勤労青少年ホーム
（サントピア水口）
●内容／日本語を母語としない外国
籍の方のための日本語教室
●受講料／6，000円（テキスト・訳本
は必要な人のみ別途要）
※クラス分けインタビューを8月7日
（日）甲賀市勤労青少年ホーム2F講習
室で行います。
受講希望の方は13時～16時の間に
お越しください。
問・申／甲賀市国際交流協会
・Fax0748-63-8728

人権教育連続セミナー
■第6回
●日時／8月3日（水）19時30分～
21時
●場所／信楽開発センター
●内容／《講演》
『土地差別・不動産差別について考える』
−滋賀県内の現状から−
講師　丸

まる
本
もと
　千

せん
悟
ご
さん

（滋賀県人権センター次長）
※参加無料。手話通訳あり
問／人権推進課
65-0693／Fax63-4582

健康運動教室（前期）
参加者募集
《水口会場》
●日時／8月5日、9月2日、10月7日
各金曜日13時30分～15時
●場所／水口体育館

《甲南会場》
●日時／8月3日、9月7日、10月5日
各水曜日18時30分～20時
●場所／甲南B&G海洋センター2F
アリーナ
●内容／知って得する健康のお話、
ボールを使ってのエクササイズ、リズ
ムに合わせた体操やウォーキング
●対象／64歳以下の市民の方ならど
なたでも
●定員／各日先着25名
●申込締切／7月29日（金）ただし定
員に満たない場合は随時受付けます。
●参加費／無料
問・申／文化スポーツ振興課　スポー
ツ振興係
86-8023／Fax86-8380

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

★乳幼児おはなし広場
　（同じ内容で２回開催）
●日時／23日(火)�10:30～10:50、

11:00～11:20
●場所／水口図書館

★親子ふれあい音楽広場
『リズムで英語＆ミニコンサート』
●日時／27日（土）10：30～11：30
●場所／あいこうか市民ホール　展
示室
●対象／未就園児とその保護者
※動きやすい服装でお越しください。

児童館事業

★かえで子育て広場
『楽しいハンカチ遊び』

問・申／ 86-4363
●日時／18日（木）10：30～11：30
●場所／かえで会館　学習室
●持ち物／ハンカチ（タオルではない）
●定員／先着15組（要申込）

★にんくる子育て広場
『スライム遊び』

問・申／にんくる児童館（相模教育集
会所）
88-5692／Fax88-5696

●日時／19日（金）10：00～11：30
●場所／甲賀町にんくる児童館
●対象／幼児親子
●持ち物／着替え、帽子、タオル
●定員／10組（先着順）

★たけのこ子育て広場『のびっ子』
『水遊び』

問・申／ 82-2361／Fax82-3616
●日時／22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
●持ち物／着替え・タオル
※濡れてもいい服装でお越しください。

公民館事業
★スマイルキッズ
問・申／ 82-8075／Fax82-2463
『ものづくり　紙パックで作ろう！』
●日時／26日（金）10：00～12：00
●場所／信楽中央公民館
●定員／親子20組程度
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