母子健康手帳交付
対

象 市内在住の妊婦
母子健康手帳は、お母さんとお子さん

子育てに関する情報を

の健康を守り、お子さんの発育を記録し

お届けします。

ていくために作られたものです。交付に

※講座などのお知ら

ついての詳細は、
「豊田市

ば」をご覧ください

か市ホームページをご確認

母子健康手帳交付」で検索

せは「暮らしのひろ

こども相談
と

き

ところ
対

象

定

員

内

容

申込み・問合せ

ください。

問合せ 子ども家庭課（☎34・6636）

５月25日（月）午前９時30分～11時30分（要予約。

１組45分程度）

育 児 健 康 相 談 、 妊 産 婦 ・ 乳 幼 児訪問

保健センター（市役所東庁舎３階）
市内在住で４歳未満の子と保護者

臨床心理士による子どもの発達相談
先着２組

４月７日（火）午前９時30分から電話で子ども
家庭課
（☎34・6636）

と

き 祝日を除く月～金曜日

対

象 市内在住か市内に里帰り中の妊婦・産婦・乳幼児

内

容 乳・発育・発達・育児に関する相談（面接は保

内

午前８時30分～午後５時15分

容 保健師や助産師の家庭訪問または面接による授

申込み・問合せ 健師のみ）

乳幼児健康診査

申込み・問合せ 地域保健課（☎34・6627）、旭・足助・稲武・小

乳幼児健康診査は、３、４か月児・１歳６か月児・３

歳児を対象に、発達・発育の診察や身体測定な

HPはコチラから

どを行う大切な健診です。健診についての詳細
は、受診対象月前月の中下旬に届く「健康診査

のご案内」か市ホームページをご確認ください。

問合せ 子ども家庭課（☎34・6636）

原・下山地区の人／東部地区担当（足助支所内

☎62・0603）、上郷・末野原・高岡・前林・竜神・
若園地区の人／南部地区担当（高岡コミュニテ
ィセンター内☎85・7710）、
井郷・石野・猿投・

猿投台・藤岡・藤岡南・保見地区の人／北部地
区担当（猿投コミュニティセンター内☎41・30

81）

卒乳について知ろう！
「卒乳」とは・・・

問合せ 子ども家庭課（☎34・6636）

自然に母乳への関心が薄れて、飲まなくなる状態

※乳児が欲しがるにもかかわらず、母乳を与えないことは「断乳」と言います

卒乳にプログラムはありません！
２～３歳になっても母乳を欲しがるのは母に甘えたい欲求の一つ
と考えられます。突然やめるのではなく徐々に回数を減らし、代わ
りに母とのふれあいの時間（愛情表現）を持つように心がけましょう。
母乳に代わる愛情表現には、抱っこ、本を読む、歌を歌う、遊ぶな
どのスキンシップがあります。

44

HPはコチラから

令和２年４月号

★の催しは予約が必要です｡ 各子育て支援で４月６日（月）から電話か窓口で受け付けます。申込みは本人のみ。

施

設

と

とよた子育て総合支援センター

あいあい

★
★
★
kosodateshien-aiai@
city.toyota.aichi.jp
★
火曜日を除く午前10時～午後６時 ★

☎37・7071

FAX37・7072

志賀子どもつどいの広場

ゆうゆう

☎80・1522

FAX80・1533

日曜日を除く午前９時～午後５時

柳川瀬子どもつどいの広場

にこにこ

☎25・0008

FAX21・2800

日曜日を除く午前９時～正午･
午後１時～５時

足助
飯野
伊保
地域子育て支援センター

越戸
堤
渡刈
宮口
山之手
若園
稲武
大草
大沼
杉本

☎62・1145
FAX62・1728
☎75・1236
FAX75・1237
☎43・1291
FAX48・4632
☎45・3106
FAX45・4080
☎52・0207
FAX47・2011
☎74・1056
FAX28・9476
☎32・7118
FAX32・2977
☎26・0775
FAX27・6963
☎52・3102
FAX52・4140
☎82・2025
FAX83・1012
☎65・2045
FAX65・2750
☎90・3021
FAX90・3072
☎68・2701
FAX68・2852

き

内容
（対象）
年齢指定のない催しは全て未就園児が対象

14日木午前11時～11時30分
17日日午前10時30分～11時15分
20日水午前10時30分～11時30分
27日水午前10時30分～11時30分
28日木午前10時30分～11時30分
30日土午前10時30分～11時30分

おはなしのとびら
わくわくのじいじとばあばと遊ぼう
ベビービクス（４～９か月）
５月のたんじょう会（１歳）
５月のたんじょう会（２歳以上）
ミュージックケア（１歳６か月以上）

身体計測

保健師、
管理栄養士
の相談も
行っています
（要予約）

★11日月
午前10時～11時30分

★ 18日月午前10時～11時
★ 19日火午前10時～11時
★ 20日水午前10時～11時
25日月午前10時30分～11時
26日火・27日水午前10時30分～11時

親子ビクス（11か月～１歳６か月）
さつま芋を育てよう（２歳２か月以上）
★13日水
5月生まれのたんじょう会
ベビーゆうゆう（スキンシップ遊び）
（３～12か月） 午前９時30分～11時
26日／紙芝居ひろば 27日／絵本ひろば

★ 13日水午前10時～11時
★ 14日木午後２時～３時
★ 15日金午前10時～11時
19日火午前10時～11時
★ 20日水午前10時～11時
★ 14日木午前10時～11時30分
★ 22日金午前10時15分～11時

ベビー＆ママビクス（６～11か月）
２歳集まれ！遊ぼう話そう（２歳～２歳11か月） ★27日水
親子むし歯予防教室（１歳～１歳11か月）
午前９時30分～11時
しゃぼん玉とばそう（雨天時は内容を変更）
小麦粉粘土を作ってあそぼう（２歳以上）
てくてく散歩（香嵐渓） ※雨天時は19日火に変更
リズミック

★ 13日水午前10時15分～11時15分
★ 27日水午前10時15分～11時15分
★ 11日月午前10時～11時

親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）
ベビーヨガ（３か月～１歳３か月）
英語リトミック（１歳６か月以上）

★ 12日火午前10時～11時
親子ふれあい体操（２歳以上）
19日火・20日水午前10時～10時45分 しゃぼん玉で遊ぼう
★ 19日火午前10時～11時

テーブルシアター

★ 21日木午前10時～11時
★ 29日金午前10時～11時30分

親子でリトミック遊び（１歳８か月以上）
楽しく離乳食（９～12か月）
体力づくり「元気に遊ぼう」
（１歳６か月以上）
楽しく進める離乳食（９～12か月）

★
★
★
★
★
★

13日水午前10時～11時
28日木午前10時～11時
18日月午前10時～11時30分
25日月午前10時～11時
12日火午前10時～11時
20日水午前10時～11時
12日火午前10時30分～正午
26日火午前10時～11時

子育て交流ひろば

５月の子育て支援施設

★25日月
午前９時30分～11時

★11日月
午前９時30分～11時

20日水午前10時～11時
27日水午前10時～11時

ぱくぱくもぐもぐ離乳食（離乳開始～８か月） ★20日水
午前９時30分～11時
テーブルシアター
わらべ歌遊び（８か月以上）
小麦粉粘土を作って遊ぼう（２歳以上）
親子食育講座
楽しい読み聞かせ
小麦粉粘土を作ろう（１歳以上）
13日水午前10時～11時
絵本の読み聞かせ（１歳以上）
（相談は保健師のみ）

19日火午前10時～11時30分

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

20日水午前10時～11時30分
27日水午前10時15分～11時15分

管理栄養士とママで語り合う幼児食
人形劇

12日火午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

●地域子育て支援センター／施設を利用できるのは未就園児のみ。平日：午前９時～正午、午後１時～５時、土曜日：午前９時～正午（山之手は
土曜日休館） ※稲武・大草・大沼・杉本支援センターでは、子育てひろばと同時開館しています ●育児に関する相談／随時、来所・電話・出張
で相談に応じています（あいあいはＥメール、ファックスも可）。子育てに悩んだときはいつでもご利用ください ●暴風警報・暴風雪警報・特別警
報／午前６時の時点で該当地域に発令されている場合はあいあいを除き閉館。あいあいは講座開始の１時間前に発令されてる場合、講座中止

とよた子育て総合支援センター【あいあい】

動画は
コチラから

せ いさくゾー ン

毎月変わる４種類の工作とシール遊びが楽

しめます。開館日の午前10時30分～午後５時

に予約なしで参加
（受付は午後４時30分まで）
できます。ぜひお越しください。

利用ママVOICE

かとう

かおり

あいあいに来た時に 加藤 香織さん
さほ
は、よく利用してい
佐保ちゃん
ています。作れるも
のが毎月変わり、家
では作れないような
ものができるので、
娘もすごく楽しそう
に参加しています。
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健 康

ひろば

早めの糖尿病予防～知らずに損をしないために～

●問合せ
地域保健課（☎34・6627）

ヘモグロビンエーワンシー

あなたのＨｂＡ１ｃ数値は？
HbA1cとは、過去１～２か月の血糖の平均値を表します。数値が高いほど糖尿病のリスクも高くなります。

5.6㌫～6.4㌫

5.5㌫以下

6.5㌫以上

糖尿病
予備軍

正常♪

糖尿病
領域

合併症は「しめじ」と「えのき」で覚えて気を付けよう！
生活習慣を見直そう！
糖尿病が進むと、合併症など
日常生活に支障が出る可能性が
あります。そのため、早期発見
が大切です。自分の状態を確認
し、運動や食事などの生活習慣
を見直しましょう！

しんけいしょうがい

神経障害

細い血管

（手足のしびれ・痛み）
め

眼（網膜症：重症化
すると失明に）
じんしょう

腎症

（重症化すると透析に）

相談機関

え

し

の

め

き

じ

え

そ

壊疽

（足の切断）
のうこうそく

脳梗塞
きょけつせい

しんしっかん

虚血性心疾患

（狭心症、心筋梗塞）

心とからだに関するお困りごと、気軽にご相談ください。

相談名

内容

保健師による
健康相談

電話相談は随時地域保健課
生活習慣病予防等
※土・日曜日、祝日、年末年始を除
に関する相談
く。来所は予約が必要

地域保健課
☎34・6627 FAX34・6186

栄養相談、
歯科相談

電話相談は随時保健部総務課
栄養士・歯科衛生
※土・日曜日、祝日、年末年始を除
士による相談
く。来所は予約が必要

保健部総務課
☎34・6723 FAX31・6320

精神保健福祉
相談

専門医による心の ４月28日、５月12日の火曜日午後１
相談／３人程度
時30分～３時

保健支援課（要予約）
☎34・6855 FAX34・6051

心理職員による

18歳以上が対象の
５月13日（水）午後２時30分～４時30
心の悩み相談／２
分
人程度

保健支援課（要予約）
☎34・6855 FAX34・6051

精神保健福祉士・保健
師による

電話相談は随時各問合せ先
心の病気などに関 来所相談は４月16日（木）午前９時～
午後４時／エポレ ※保健支援課は
する相談
予約が必要

エポレ ☎25・0052
保健支援課 ☎34・6855 FAX34・6051

こころの悩み
相談

家族会による心の 毎週水曜日午前10時～午後４時
相談
※年末年始、祝日は除く

専用電話 ☎070・2214・3397

予防接種に
関する相談

市が実施する予防 土・日曜日、祝日を除く午前９時～
接種に関する電話 正午、午後１時～５時に専用電話
相談
（☎34・6584）

感染症予防課 ☎34・6180
※接種歴の確認や予防接種券について
は感染症予防課へ

こころの悩み
相談

こころの悩み
相談

精神障がい者家族会による
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太い血管

令和２年４月号

とき／ところ

問合せ

