母子健康手帳交付
子育てに関する情報を

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

お届けします。

の健康を守り、お子さんの発育を記録し
ていくために作られたものです。交付に

※講座などのお知らせ

ついての詳細は、
「豊田市

は「暮らしのひろば」を

母子

健康手帳交付」で検索か市ホー

ご覧ください

ムページをご確認ください。

ホームページ

問合せ 子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、

✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

育 児 健 康 相 談 、 妊 産 婦 ・ 乳 幼 児訪問
と
対
内
内

き 祝日を除く月～金曜日

午前８時30分～午後５時15分

象 市内在住か市内に里帰り中の妊婦・産婦・乳幼児
容 保健師や助産師の家庭訪問または面接による授

容 乳・発育・発達・育児に関する相談（面接は保
申込み・問合せ 健師のみ）
申込み・問合せ 地域保健課（☎34・6627、FAX34・6186、✉chiik

乳幼児健康診査
乳幼児健康診査は、３、４か月児・１歳６か月児・３

申

せ ihoken@city.toyota.aichi.jp）、旭・足助・稲武・小原・

歳児を対象に、発達・発育の診察や身体測定などを行う

下山地区の人／東部地区担当（足助支所内☎62・

対象月前月の中下旬に届く
「健康診査のご案内」

地区の人／南部地区担当（高岡コミュニティセ

大切な健診です。健診についての詳細は、受診
か市ホームページをご確認ください。

ホームページ

問合せ 子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、

✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

0603）
、
上郷・末野原・高岡・前林・竜神・若園

ンター内☎85・7710）、
井郷・石野・猿投・猿投

台・保見・藤岡・藤岡南地区の人／北部地区担
当
（猿投コミュニティセンター内☎41・3081）

子どもの歯を守ろう！～仕上げみがきのポイント～
乳歯
（子どもの歯）は永久歯（大人の歯）よりもむし歯になると速く進行してしまうため、注意が必要です。
お子さんの歯を守るためには、大人による仕上げみがきが大切です。お子さんがひとりで上手にみがけるよ
うになるには長い年月がかかるので、幼児期から親子で正しい知識と習慣を身に付けていきましょう。
仕上げみがき用歯ブラシの選び方
ネック

ハンドル

・毛のかたさはやわらかめ（材質はナイロン）
・小さいヘッド
・ネックは長め（奥歯に届きやすい）
・ハンドルは長め（持ち手が長い）
※歯ブラシは１か月で交換しましょう

仕上げみがきの姿勢（基本）
◎足の間に子どもを寝かせ、頭を固定する
【メリット】
・口の中を観察しやすい
・頭を固定しやすいため、歯ブラシでのどを
突くなどの危険が少ない
・両手が自由に使えるため、唇や頬を指でよ
けながら歯みがきができる
※同じ姿勢で長時間は禁物！優しく声をか
けながら、短時間で済ませましょう

問 合 せ 保健部総務課
（☎34・6723、FAX31・6320、✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）
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令和３年12月号

１月 の 子 育 て 支 援 施 設
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３密にならないよう人数制限をしています。ご了承ください。

施

設

と

とよた子育て総合支援センター

あいあい

★
☎37・7071 FAX37・7072
★
✉kosodateshien-aiai@
★
city.toyota.aichi.jp
火曜日を除く午前10時～午後６時 ★
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
13日木午前11時30分～正午
14日金午前10時30分～11時20分
16日日午前10時30分～11時20分
27日木午前10時30分～11時20分
27日木午後１時30分～２時20分

内容
（対象）
年齢指定のない催しは全て未就園児が対象
おはなしのとびら
リトミック遊び（１歳６か月以上）
パパと遊ぼうパパッパパ
１月生まれのたんじょう会（１歳）
１月生まれのたんじょう会（２歳以上）

身体計測

★17日月
午前10時～正午

★ 19日水午前10時30分～11時30分
★ 24日月午前10時～11時

１月生まれのたんじょう会
★５日水
赤ちゃんと一緒にフラダンス（３～11か月） 午前９時30分～11時

★
★
★
★
★

１歳集まれ！遊ぼう話そう（１歳～１歳11か月）
ベビーリトミック（６～11か月）
★26日水
親子フィットネス（２歳以上）
午前９時30分～11時
１月生まれのたんじょう会（１歳／２歳以上）
リズムで遊ぼう

13日木午後１時30分～２時30分
17日月午前10時～11時
18日火午前10時～11時
24日月午前10時～/午前11時～ ２回
28日金午前10時～/午前11時～ 開催

★ 28日金午前10時15分～11時

作って遊ぼう（節分）

★ 13日木午前10時15分～11時45分
★ 20日木午前10時15分～11時15分

離乳食の進め方（３～８か月）
心肺蘇生・ＡＥＤ操作について学ぶ

★ 11日火午前10時～11時
★ 28日金午前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）
もっと楽しく離乳食（０～８か月）

★ 21日金午前10時～11時30分

離乳食教室（離乳開始～８か月）

★ 28日金午前10時～11時

人形劇を見よう

★ 26日水午前10時～11時

親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

★ 12日水午前10時～11時30分

ぱくぱくもぐもぐ離乳食（９～12か月）

★ 21日金午前10時～11時

親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

★ 11日火午前10時～11時
★ 25日火午前10時～11時

楽しい読み聞かせ
手遊びをしよう

★ 26日水午前10時～11時

鬼の面を作ろう（１歳以上）

★ 26日水午前10時～11時

鬼を作ろう

★ 26日水午前10時～11時

鬼遊びをしよう

子育て交流ひろば

から電話か窓口で受け付けます。(申込みは本人のみ)
★の催しは予約が必要です｡ 各子育て支援施設で12月６日（月）

保健師、
管理栄養士
の相談も
行っています
（要予約）

★24日月
午前９時30分～11時

★17日月
午前９時30分～11時

★19日水
午前９時30分～11時

★12日水午前10時～11時
（相談は保健師のみ）
★11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
報が午前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いる場合、講座中止

とよた子育て総合支援センター【あいあい】

英語で歌おう
ハロウィン

この講座では、

体を動かしたり
歌ったりする中
で英語に触れ、

楽しさを感じられるようにします。今回は０
歳から３歳の子どもが参加。子どもにとって
は親の声で英語を聞くことが大切なポイント
で、耳を傾け、発声を真似していました。

利用ママVOICE
子どもは英語を習っ
ていて、家で歌うく
らい英語に親しんで
います。ここでも好
きな英語に触れ楽し
んでいる様子が見ら
れて満足しました。

ごとう

後藤

あき

亜紀さん
まりん

真凜ちゃん
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健 康

ひろば

新型コロナウイルス感染症が気になって受診を控えている皆さんへ

●問合せ 保健部総務課
（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）

新型コロナウイルス感染症への感染懸念から健（検）診の受診控えが続いています。自
覚症状が現れにくい病気は少なくありません。例えば、２人に１人がかかると言われて
いる「がん」も、早期がんでは無症状であることがほとんどです。定期的に健診やがん検
診を受けることが、生活習慣病の予防やがんの早期発見・早期治療につながります。
まずは自分の体をきちんと知ることが健康維持の第一歩です。
定期的に健診やがん検診を受けましょう。
市健（検）診受診期間：来年１月31日（月）まで
＜注意点＞
・受診前には、体温を測定するなど体調に問題がないことを
確認してください
・マスクの着用、受診前後の手洗いなど感染対策をしっかり
しましょう

相談機関
相談名

内容

とき／ところ

問合せ

保健師による
健康相談

生活習慣病予防など
に関する相談

電話相談は随時地域保健課
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
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

栄養士・歯科衛生士
による相談

電話相談は随時保健部総務課
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
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

精神科医師によるここ
ろの相談／３人程度

来年１月11日、25日の火曜日午後１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歳以上が対象のこ
ころの悩み相談／２
人程度

来年１月５日（水）午後２時30分～４時30
分

保健支援課（要予約）
☎34・6855 FAX34・6051

電話相談は随時。来所は予約が必要

保健支援課 ☎34・6855 FAX34・6051
地域生活支援センター エポレ ☎25・0052
地域生活支援センター 豊田ころもサポート
☎32・8112

毎週水曜日午前10時～午後４時
※年末年始、祝日を除く

専用電話 ☎070・2214・3397

こころの悩み
相談
精神保健福祉士・保健師
による

こころの悩み
相談

精神障がい者家族会による
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心とからだに関するお困りごと、気軽にご相談ください。

こころの病気などに
関する相談

こころの悩み
相談

家族会によるこころ
の悩み相談

予防接種に
関する相談

市が実施する予防接
種に関する電話相談

令和３年12月号

※保健支援課は土・日曜日、祝日、年末年始を除く
※エポレは月～土曜日、豊田ころもサポートは月～
金曜日の午前９時～午後４時（祝日、年末年始、施
設が定める休みを除く）

土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前
９時～正午、午後１時～５時に専用電話
（☎34・6584）

感染症予防課 ☎34・6180 FAX34・6929

※接種歴の確認や予防接種券については
感染症予防課へ

