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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 12月の予定
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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。

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：20日（火）10：00～11：30

ぴょんぴょんひろば
▶日　時：13日（火）10：00～11：30

キッズランド「クリスマスのつどい」
▶日　時：6日（火）10：00～11：30
▶その他：要申込　先着30組

あかちゃんルーム
▶日　時：5、12、19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
� � 5日　H23．7月生まれ
� 12日　H23．8月生まれ
� 19日　H23．9月生まれ

子育て講座「親子でヨガ」
▶日　時：9日（金）10：00～11：30
▶対　象：市内在住の1歳までの未就園児と

その保護者
▶その他：要申込　先着15組　運動しや

すい服装

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：14日（水）10：00～11：30

ぴょんぴょんひろば
▶日　時：2日（金）10：00～11：30

キッズランド「クリスマスグッズ作り」
▶日　時：6日（火）10：00～11：30
▶持ち物：はさみ、のり

おひさまポケット「クリスマススペシャル」
▶日　時：21日（水）10：45～11：30
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
▶場　所：フイランソ土山
▶その他：要申込・参加費10０円

リフレッシュ講座
『焼き杉カレンダー作り（土山産）』
▶日　時：8日（木）10：00～11：25
▶対　象：0歳からの未就園児とその保護者
▶場　所：1階会議室（土山開発センター内）
▶定　員：20組　託児有り・要申込（申込多

数の場合は抽選）
▶参加費：200円

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
（クリスマス会）
▶日　時：9日（金）10：00～11：30
▶場　所：創健館フィットネスルーム
▶その他：要申込

ぴょんぴょんひろば（クリスマス会）
▶日　時：13日（火）10：00～12：00
▶場　所：生涯学習館研修室2
▶その他：要申込

キッズランド（クリスマスグッズ作り）
▶日　時：6日（火）10：00～11：30
▶持ち物：はさみ　のり

あかちゃんルーム
▶日　時：2、16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

出前ひろば
▶日　時：20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：にんくる児童館
▶その他：直接お越しください

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（火）・12日（月）10：00～11：30
▶対　象：12日　6か月までの赤ちゃん

（ベビーマッサージ（要予約））
� � 6日　�7か月から1歳までの赤

ちゃん

ぴょんぴょんひろば
▶日　時：15（木）、20日（火）10：00～11：30
▶対　象：20日　�1歳～1歳8か月頃の未就園児
� 15日　��1歳9か月～2歳半頃の未

就園児

キッズランド（クリスマスグッズづくり）
▶日　時：9日（金）10：00～11：30
▶持ち物：はさみ、のり、手ふきタオル

ほっこりルーム
▶日�　時：5日（月）・14（水）・27日（火）
� 9：30～11：30
� 6、13、20日（火）・7、14、21日（水）・

2、9、16日（金）13：00～15：00

▶対　象：未就園児とその保護者
▶その他：要予約

オープンルーム
▶日　時：�19、26日（月）・1日（木）9：30～11：

30
� 12、19、26日（月）・8、15、22日（木）
� 13：00～15：00
▶対　象：未就園児とその保護者
※�1日11：00～11:15はおはなし会もあり

出前ひろば“ほっとタイム”
▶日　時：5日（月）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
▶場　所：かえで会館

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：1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：6、20日（火）10：00～11：30
▶対　象：� 6日��H22.4月～9月生まれ
� 20日��H21.4月～H22.3月生まれ
▶場　所：� 6日��信楽子育て支援センター
� 20日��信楽開発センター・大集会室

キッズランド（クリスマスグッズづくり）
▶日　時：2日（金）10：00～11：30
▶対　象：2歳半以上の未就園児とその保護者

じいじ＆ばあばと遊ぼうひろば
（祝い箸袋づくり）
▶日　時：14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：15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

親子でしめ縄リースをつくろう
▶日　時：16日（金）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とその保護者
▶定　員：8組
▶その他：要申込　12月9日（金）締切　
� 申込多数の場合は抽選

パパッとあつまれ！（しめ縄作り）
▶日　時：24日（土）10：00～11：30
▶対　象：未就園児とそのお父さん
▶持ち物：お茶、手ふきなど

お知らせ

第4回「あいこうか歴史塾」
●日時／12月18日（日）13時30分～
15時30分
●場所／水口図書館2階研修室
●演題／「中世甲賀の仏たち」
●講師／岩

いわ
田
た
�茂
しげ
樹
き
氏（奈良国立博物

館学芸部次長）
●参加費／300円
●定員／80名※事前申込不要
問／歴史文化財課市史編さん室
86-8075／Fax86-8216

人権教育連続セミナー
■第12回
●日時／12月6日（火）19時30分～21時
●場所／信楽開発センター
●内容／《講演》
　『心の病をくぐりぬけて』
●講師／森

もり
�実
み
恵
え
さん（作家・ピア大阪

相談員）
※入場無料。手話通訳あり。
問／人権推進課
65-0693／Fax63-4582

要介護認定・要支援認定
更新手続きのご案内
　現在、要介護・要支援認定を受けて
おられる方で介護保険被保険者証に
書かれている有効期間が平成23年
11月30日までの方には、更新申請書
を10月初旬に送付させていただきま
した。今後も継続して介護保険サービ
スの利用をご希望の方で、更新申請
手続きがお済みでない方は、平成23
年11月30日（水）までのなるべく早
い時期に最寄りの地域市民センター
（旧支所庁舎）または市民窓口セン
ター、水口社会福祉センター内の長
寿福祉課で手続きを行ってください。
問／長寿福祉課　介護保険係
65-0697／Fax63-4085

甲賀市青少年
健全育成市民大会
　子どもや若者の育成支援のため、
11月に「子ども・若者育成支援強調月
間」が全国的に展開されます。
　甲賀市青少年育成市民会議でも、
青少年育成活動のより一層の推進を
図ることを目的に市民大会を開催しま
す。
●日時／11月26日（土）13時～16時15分
●場所／碧水ホール（入場無料）
●内容／◦城山中学校吹奏楽部演奏
◦中学生広場意見発表
◦�活動事例発表（かふか21子ども未来会議）
◦記念講演（落語）「子の心親知らず」
　　桂

かつら
　福

ふく
車
しゃ
�氏

問／甲賀市青少年育成市民会議事務局
（社会教育課青少年育成係）
86-8022／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／20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
　『音あそび
　　〜ジングルベルを奏でよう〜』
●日時／14日（水）10：30～11：30
（開場15分前）
●場所／甲賀図書情報館多目的ホー
ル
●対象／1歳児～の未就園児とその
家族

児童館事業

★にんくる子育て広場
『クリスマスブーツをつくろう』
〜すてきな飾りをつけましょう〜
問・申／ 88-5692／Fax88-5696
●日時／16日（金）10：00～11：30
●場所／にんくる児童館（相模教育集
会所）
●定員／15組
※申し込み締め切りは12月13日（火）

★かえで子育て広場
『お楽しみ会』

〜パネルシアターやゲーム遊び〜
問・申／ 86-4363
●日時／15日（木）10：30～11：30
●場所／かえで会館
●定員／要申込・15組
●参加費／100円（プレゼント代）

★たけのこ子育て広場『のびっ子』
問・申／ 82-2361／Fax82-3616
『パネルシアター・ふれあいあそび』
●日時／19日（月）10：00～12：00
●場所／たけのこ児童館（西教育集
会所）
●定員／20組（先着順）

公民館事業
★スマイルキッズ
『クリスマスリースづくり』
問・申／信楽中央公民館
82-8075／Fax82-2463

●日時／2日（金）10：00～12：00
●場所／信楽中央公民館
●定員／親子20組程度（要相談）
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