安土コミュニティセンター
電話 4646-2346

（安土コミュニティセンター）電話 4646-2346
親子ひろば・バンビでは、のびのびとした親子のふ
れあい・子育て仲間との出会いの場として、また地域
の人たちともふれあいながら、心ゆったりとした時間
を過ごせる居場所づくりを目指しています。どうぞお
気軽に遊びに来てくださいね。
月 日（曜日）

２月６日（水）
３月６日（水）

子育て中のママさんが、親子でフラッと気軽に立ち
寄って、かわいい赤ちゃんや子ども達と元気いっぱい
遊びたいサポーターさんが子どもと遊んでくれてい
る間に、ママはゆっくりコーヒーが飲めるそんな場所
です。時間内出入り自由、参加費１００円
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時間：10:00～12:00（主催：安土学区まちづくり協議会）
月 日〔曜日〕

内 容

2 月２７日（水）

♪楽しい時間、おともだち、手作りのぬく
もり、日本の四季折々の“何かいいもの”
をおみやげに♪

３月２９日（金）

音楽会（お弁当持ち込み、お兄ちゃ
ん・お姉ちゃんの参加も歓迎です）

内 容

節分あそびをしよう
お楽しみ会

開催時間 10:00～11:30（受付 9:45～）

電話 4646-2066

（近江八幡市社会福祉協議会安土支所）
電話 090－
090－1590－
1590－4799（開館
4799（開館日
（開館日）
電話 080－
080－6119－
6119－1689
あいあいの家で実施しているつどいの広場は、就学前の
お子さんと子育て中の方々が開館中いつでも気軽に自由に
利用できる場です。
毎週火･水･金曜日 9:30～14:30 の間、開催して
います。
（祝日は休み）
※電話での申込受付はしていません。
直接来所し、申込んでください。

（老蘇コミュニティセンター）

電話 4646-8120
老蘇学区の子育てひろば「ハピコミ」が６月からス
タートしました。“地域の親子さんが楽しく交流のも
てる場所づくり”を目指しています！ぜひ遊びに来て
くださいね。
時間 10:00～11:30
月 日（曜日）

園庭開放は、園児及び地域の未就園児の親子の方
に遊びの場と機会を提供するものです。
幼稚園の子どもたちとのふれ合いや保護者同士の
交流の場になればと思っていますので気軽に遊びに
きてくださいね。園庭開放は天候や感染症の流行な
どにより、中止することもありますが、ご了承くだ
さい。

３月２８日（木）

月 日（曜日）時間

内 容

２月 １日（金）10:00～

節分の集いとお話会

２月１３日（水）10:30～

ティータイム＆お誕生会
（２月生まれ）

内 容
月 日（曜日）

２月１５日（金）

※ティータイムは要予約（先着
・要材料費
※ティータイムは要予約（先着 20 組）

おいそであそぼっ！
子育てひろば「ハピコミ」
おいそであそぼっ！
子育てひろば「ハピコミ」

内 容

２月２２日（金）10:30～

3 月１２日（火）
獅子舞を観よう
10:00～
3 月 １８日 （月）
一緒にあそぼう会
9:30～
（来年度入園予定の方）

３月 １日（金）10:00～
３月１５日（金）10:30～
３月２０日（水）10:30～

救急救命講習会（要予約）
ひなまつりの集いとお話
会
遊びの広場（手形・足形を
とろう）
ティータイム＆お誕生会
（３月生まれ）

電話 4646-2644
就園前の親子に遊びの場を提供します。
こども園の子どもたちや先生と一緒に遊んだり、
親子で遊んだりして、交流の場になればと思ってい
ます。どうぞ、遊びに来てくださいね。
月 日（曜日）

（安土保育園幼児棟
安土保育園幼児棟）
幼児棟）電話 46－
46－2319
（安土保育園乳児棟
乳児棟）
（安土保育園
乳児棟
）電話 36－
36－1741
保育園の子ども達と獅子舞を観賞しながら、一緒
に過ごしませんか？日本文化にふれるこのよい機
会にたくさんのご参加をお待ちしています。

内 容

月 日（曜日）

場所

内 容

こども園で遊ぼう
（来年度入園予定の方）

2 月１４日（木）
10:00～11:00

安土保育園
幼児棟遊戯室

獅子舞を観に
来てね♡

電話 080080-61196119-1689（代表）
1689（代表）
ひよっこクラブは、0 歳児～就学前の子どもを対象に、
一時預かりをしています。
活動場所はあいあいの家
あいあいの家です。
あいあいの家
詳しくは、電話で、お問い合わせください。
平日 8:30～
8:30～17:00 まで（土･日、祝日は除く）

３月２５日（月）
10:00～

※利用料金が必用です。
別途年間登録料（保険料なども含む）も必要です

安土子育て支援センター

安土中学校区域地図

安土町総合支所内２階
電話 ４６－６４００

安土子育て支援センターは、０歳から就園前の子どもと保護者が遊びを通していろいろ
な人と出会い、子育て親子の仲間づくりをするところです。また、子育ての悩み等の相談
に応じています。気軽にご利用ください。
（土・日・祝日は休み）
あそびのひろば
開催曜日：月・木曜日 9:00～11:30・13:３0～16：00
内
容：いろいろなおもちゃで遊べます。
体重計測・子育て相談もできます。
対
象：就園前の子どもとその保護者
孫育て中の方もどうぞいらしてください。
着替え・はな紙・お茶等は各自ご持参ください。
※暴風警報発令時は、閉館となり、事業が休みになります。

「安土町総合支所」
の敷地内です。あか
こんバスをご利用の
場合は、
「安土町総合
支所」で降りて、す
ぐです。

常楽寺

下豊浦

あいあいの家
安土幼稚園

〒
○

ひよっこクラブ

安土城考古博物館

安土保育園幼児棟
事業と時間

月 日（曜日）
２月２５日（月）

絵本のひろば
10:00～11:３0
３月１８日（月）

ねんねサロン
9:30～11:30

２月６日（水）

３月６日（水）

安土コミュニティセンター
ＴＥＬ ４６－２３４６

加賀団地口

内容・対象者
お子さんと一緒に、絵本やわらべうた
あそびを楽しみましょう。
「安土おはなし
童話クラブ」さんのご協力で開催します。
お子さんの発育や栄養について、助産
師さんや栄養士さんに相談できます。
対象児は０～１歳まです。受付は１０
時までに済ませてください。

安土中学校

安土子育て支援センター
〒
○

子育ち講座
予約のみ
10:00～11:３0

２月１９日（火）

３月１２日（火）
おでかけひろば
10:00～11:３0
現地集合・現地解散
３月１９日（火）

「乳幼児の発達とおもちゃ」
（おもちゃの
選び方や与え方について）の話
（講師：
「おもちゃ館ぴっぴ」の永井先生）

安土保育園乳児棟

安土子育て支援センターでは、左記
老蘇コミュニティセンター（１階ホール） 事業の他に月１回程度、子育て相談日
を設けています。
で遊びましょう。
また、電話相談は、月曜日～金曜日
安土コミュニティセンター（和室）で遊 9:00～16:00（随時）まで、受付け
びましょう。
ています。
電話：0748
電話：0748－
0748－46－
46－6400
＊子育てについて、一人で悩まないで
ちょっと聞いてほしいことなど、お
気軽にご相談ください。
＊近江八幡市内のどちらからでもご
利用していただけます。お待ちして
います。

亀川
老蘇こども園
ＴＥＬ ４６－２６４４

老蘇コミュニティセンター
ＴＥＬ ４６－８１２０

「いっしょにあそぼ！」は、3
「いっしょにあそぼ！」は、3 か月に１回の発
行です。安土中学校区の子育て支援施設の紹介
を行っています。
（次回は、４月下旬予定です。
４月下旬予定です。）
子どもといっしょに楽しみたいとき・・・
子どもといっしょに何かしたいとき・・・
子育てについて悩んだとき・・・
いつでも気軽においでください。

☆詳しいことについては、各支援団体へ電
話でお問い合わせください。
☆内容や日程が変更になる場合もあります。
☆内容や日程が変更になる場合もあります。
ご了承ください。

