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カレンダー 

マーク （1 歳未満児対象 ★の日は助産師同席） 

…赤ちゃん広場（10:00～11:30） 

…おでかけ広場（10:00～12:00） 

（職員がおもちゃや絵本を持って出かけます。 

身近なところで開く遊びの広場） 

…おはなし広場（11:00～） 
（図書館司書さんに絵本を読んでもらいます） 

赤ちゃん広場 
［八日市］ 

≪八日市つどいの広場午前休館≫ 

赤ちゃん広場★ 

≪蒲生つどいの広場午前休館≫ 
［蒲 生］ 

赤ちゃん広場 
［五個荘］ 

≪五個荘つどいの広場午前休館≫ 

赤ちゃん広場 
［湖 東］ 

≪湖東つどいの広場午前休館≫ 

赤ちゃん広場★ 
［愛東・永源寺］ 

≪愛・永つどいの広場午前休館≫ 

赤ちゃん広場★ 
［能登川コミュニティセンター］ 

≪能登川つどいの広場終日開館≫ 

東近江市子育て支援センター 
八日市子育て支援センター 

TEL：０７４８-２２-８２０１ 

I P：  

≪保健子育て複合施設ハピネス2階≫ 

能登川子育て支援センター 

≪能登川にじいろ幼児園内≫ 

I P：０５０-５８０２-９３６２ 

蒲生子育て支援センター 
≪蒲生支所 3 階≫ 

TEL：０７４８-５５-４８８９ 

I P：  

五個荘子育て支援センター 

≪五個荘あさひ幼児園内≫ 

I P：０５０-５８０１-１１５０ 

湖東子育て支援センター 

≪湖東ひばり幼児園内≫ 

I P：０５０-５８０２-９３６０ 

愛東・永源寺子育て支援センター 

≪愛東あいあい幼稚園内≫ 

I P：０５０-５８０２-８８１６ 

つどいの広場を利用される方、事業に参加される方は、親子ともに来館前に自宅で検温していただき、 
微熱、発熱がある場合や、体調のすぐれない場合（せき、鼻水、倦怠感など）は利用をご遠慮願います。 
保護者の方は、マスク着用でご利用をお願いします。 

おでかけ広場 
［能登川コミュニティセンター］ 

≪能登川つどいの広場終日開館≫ 

おはなし広場 
［五個荘］ 

おはなし広場 
［八日市］ 

おはなし広場 
［湖 東］ 

［能登川］ 

おはなし広場 
［蒲 生］ 

＜スポーツの日＞ 

 

休 館 

…親子みらいちゃんルーム 

（うんどうあそびで、思いきり体を動かして 

親子で楽しみましょう） 

親子みらいちゃんルーム 

［能登川］ 
≪能登川つどいの広場午前休館≫ 

≪五個荘つどいの広場午前休館≫ 

親子みらいちゃんルーム 

［五個荘］ 

≪蒲生つどいの広場午前休館≫ 

親子みらいちゃんルーム 

［蒲 生］ 

親子みらいちゃんルーム 
［八日市］ 

≪八日市つどいの広場午前休館≫ 

≪湖東つどいの広場午前休館≫ 

親子みらいちゃんルーム 

［湖 東］ 

≪愛・永つどいの広場午前休館≫ 

親子みらいちゃんルーム 

［愛東・永源寺］ 

おひさま広場 

…おひさま広場 （多胎児を妊娠または育てている親子の交流の場） 《裏面参照》 

おはなし広場 
［愛東・永源寺］ 

親子でゆったり遊びながら、子育て仲間が作れる場所です。おもちゃや絵本を 

用意しています。市内各センターで開催しています。ぜひ、ご来館ください。 

〇開 館 日・・月～金曜日（土、日、祝日は休館） 

〇開館時間・・９：００～１６：００ 

午後休館 

全センター 

※午前休館の場合は、13:00 より開館いたします。 

《裏面参照》 



 

 子育て支援センター・事業のお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催する支援センター 月 日 場 所 定 員 申込み開始日 

八日市子育て支援センター 10 月 14 日（金） 中野むくのき幼児園 ２５組 

９月１２日（月） 

蒲生子育て支援センター 10 月 20 日（木） 蒲生コミュニティセンター ２０組 

能登川子育て支援センター 10 月 21 日（金） 能登川にじいろ幼児園 ２０組 

五個荘子育て支援センター 10 月 28 日（金） 五個荘あさひ幼児園 ２０組 

湖東子育て支援センター 10 月 19 日（水） 湖東ひばり幼児園 ２５組 

愛東・永源寺子育て支援センター 10 月 31 日（月） 愛東あいあい幼稚園 １８組 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1 回 2 回 3 回 4 回 場所 申込み期間 

A コース 11 月 ２日(水) 11 月 ９日(水) 11 月 16 日(水) 11 月 24 日(木) 保健子育て複合施設 

ハピネス 2 階 

10 月  3 日(月) 

から 

10 月 28 日(金) Ｂコース 11 月 ４日(金) 11 月 10 日(木) 11 月 18 日(金) 11 月 25 日(金) 

＊つどいの広場・その他の事業は、午前７時に東近江市に特別警報、 

又は暴風警報が発令されている場合は閉館・中止とします。その他、 

悪天候・新型コロナウィルスの発生状況等により閉館・中止させてい 

ただく場合もありますのでご了承ください。不明な点につきましては、 

午前８時３０分以降に東近江市子育て支援センターまでお問い合わせ 

いただくか、ブログにてご確認ください。 

『東近江市子育て支援センターブログ』 
https://eomikosodate.shiga-saku.net/  
パソコン・携帯電話でアクセスしてね。 

親子みらいちゃん 

ルーム 

かけっこしたり、体操したり親子でふれあい、思いきり体を動かして楽しみ

ましょう。大人も子どももリフレッシュ！！ 

●開催時間：１０：００～１１：３０（受付９：３０～） 

●持 ち 物：水分補給のためのお茶や水・汗拭きタオル 

着替え（汚れたときのため）など 

●申 込 み：開催する支援センター、参加は１回のみ 

 

うんどうあそび 

『東近江市ＬＩＮＥ公式アカウント』 
ＬＩＮＥメニューの「友だち追加」で 

ＱＲコードを読込むと、東近江市ＬＩＮＥ 

公式アカウントを友だちに追加できます。 

 

 

はじめまして！ 

赤ちゃん 
 

のびのび親子の教室 

★開催する支援センターのつどいの広場は午前休館になります。開館は１３:００からです。 

 はじめて赤ちゃんを育てているお母さんが対象の教室です。お母さん同士や、保育士・

保健師・助産師と一緒にこの時期の赤ちゃんとのかかわり方を学び合います。 

●対  象：第 1 子（2～5 か月の赤ちゃん）と母親  

＊令和４年６月～令和４年９月生まれ 

●開催時間：１０：００～１１：３０（受付９：３０～） 

●定  員：１６組（先着順、5 組に満たない場合は実施しないこともあります） 

●申 込 み：東近江市子育て支援センター 

 ＴＥＬ 0748-22-8201 ＩＰ 050-5801-1135 

おひさま 

広場 

 

ふたごちゃん、みつごちゃん、あつまれ～！ 
多胎児を妊娠又は育てておられるお母さん同士で子育てを楽しむコツやアイデアを 

話し合ったり、情報交換したりしませんか？ 

●日  時：１０月２１日（金）１０：００～１１：１５（時間内は出入り自由） 

●対  象：多胎児親子と多胎児妊婦 

●場  所：保健子育て複合施設ハピネス２階 

●持 ち 物：水分補給のためのお茶や水、着替え（汚れたときのため）など 

●申 込 み：不要 

新型コロナ感染症拡大 

予防のため時間が変更 

になっています。 


