
施 設 と き 内容（対象）年齢指定のない催しは全て未就園児が対象 身体計測
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～正午・
午後１時～５時

稲 武 ☎82・2025
FAX83・1012

大 草 ☎65・2045
FAX65・2750

大 沼 ☎90・3021
FAX90・3072

杉 本 ☎68・2701
FAX68・2852

足 助 ☎62・1145
FAX62・1728

伊 保 ☎43・1291
FAX48・4632

越 戸 ☎45・3106
FAX45・4080

堤 ☎52・0207
FAX47・2011

渡 刈 ☎74・1056
FAX28・9476

宮 口 ☎32・7118
FAX32・2977

山之手 ☎26・0775
FAX27・6963

若 園 ☎52・3102
FAX52・4140

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

飯 野 ☎75・1236
FAX75・1237

●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

★11日水
   午前９時30分～11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

★  11日水午前10時～11時
★  12日木午後１時30分～２時30分
★  17日火午前10時～11時
★  18日水午前10時～/午前11時～
★  23日月午前９時30分～/午前11時～

ベビー＆ママビクス（６～11か月）
１歳集まれ！遊ぼう話そう（１歳～１歳11か月）
しゃぼん玉とばそう
小麦粉粘土を作って遊ぼう（２歳以上）
５月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）

★25日水
   午前９時30分～11時

腹話術を見よう（１歳６か月以上）
おはなしのとびら
ベビーフラダンス（３～11か月）
５月生まれのたんじょう会（１歳）
５月生まれのたんじょう会（２歳以上）
はじめよう離乳食（５～８か月）

★  11日水午前10時30分～11時30分
     12日木午前11時～11時30分
★  20日金午前10時30分～11時30分
★  26日木午前10時30分～11時30分
★  26日木午後１時30分～２時30分
★  30日月午前10時30分～正午

★２日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 各子育て支援施設で４月５日（火）（あいあいは６日（水））から電話か窓口で受け付けます。(申込みは本人のみ)
保健師、管理栄養士の
相談も行っています
　　　（要予約）

★  18日水午前10時15分～11時15分
★  25日水午前10時15分～11時15分

★18日水
   午前９時30分～11時

★23日月
   午前９時30分～11時

★  17日火午前10時～11時 テーブルシアター

★12日木午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

テーブルシアター★  19日木午前10時～10時45分

★９日月
   午前９時30分～11時

親子ふれあい遊び
テーブルシアター

親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）★  30日月午前10時～11時

リズムに合わせて遊ぼう（１歳～１歳11か月）★  10日火午前10時～11時

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）★  18日水午前10時～11時

５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。

★  16日月午前10時～11時
★  17日火午前10時～10時30分
★  17日火午前11時～11時30分
★  20日金午前10時～11時
★  31日火午前10時～/午後１時30分～（２回開催）

親子ビクス（４～11か月）
５月生まれのたんじょう会（１歳）
５月生まれのたんじょう会（２歳以上）
親子虫歯予防教室（１歳以上）
さつま芋を育てよう（２歳以上）

２回
開催

★  12日木午前10時～11時30分
★  25日水午前10時15分～11時

てくてく散歩（香嵐渓）※雨天時は17日火に変更
リズミック

知育リトミック（２歳以上）★  16日月午前10時～11時

★  18日水午前10時～11時
★  27日金午前10時～11時30分

親子ふれあい遊び（１歳８か月以上）
楽しく離乳食（９～12か月）

★  17日火午前10時～11時
★  27日金午前10時～11時

わらべ歌遊び（８か月以上）
親子でピカピカ虫歯予防教室（６～11か月）

★  10日火午前10時30分～11時
★  24日火午前10時30分～11時30分

楽しい読み聞かせ
親子食育講座（１歳以上）

★  24日火午前10時～11時30分 離乳食幼児食教室

★  26日木午前10時～11時 ピカピカ虫歯予防教室（６か月以上）
★10日火午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

この講座では、家にある物を使った
遊びを紹介します。今回はバスタオ
ルを使った遊園地ごっこ。タオルに
くるまった子どもを親がゆらゆらし
たりぐるぐるしたりすると子どもは
大はしゃぎ。親子で楽しく遊べる、
とても明るい雰囲気の講座です。

地域子育て支援センター【飯野】

親子ふれあい遊び

様々な遊びを教えても
らえるので、子どもが
好む遊び方を発見する
ことができます。
かわさき
川崎 茜さん 杏奈ちゃん

 あかね あんな

講
座

▶チェック
リストはこちら

高齢福祉課（☎34・6984、FAX34・6793、✉korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）問合せ

「認知症」を知ろう！
コ ラ ム

音楽DE介護予防
①歌声ひろば、②健康リズム体操

とき／①４月８日、５月20日の金曜日午前10時45分～正午
②４月24日、５月８日の日曜日午前10時45分～11時45分
ところ／とよた市民活動センター
対象／おおむね60歳以上
定員／各先着25人
参加費／各1,000円
申込み・問合せ／４月５日（火）午前９時から電話かEメ
ールでとよたミュージックケアの会（秋山☎090・4250・
1905、✉aki-yama@pk9.so-net.ne.jp）　※とよたミュージッ
クケアの会ホームページからも申込み可

催　し

認知症サポーターの証「認知症サポーターカード」
認知症サポーター養成講座受講者には、４月からオレンジ
リングにかわり、「認知症サポーターカード」を配布します。

などで、発症のリスクを少なくしたり、進行を遅らせたりする効果が期待できると言われています。
生活習慣病の予防 運動習慣の改善 社会参加
認知症を予防するためには？

早期発見や早期対応のメリットは？
早期発見や早期対応は、その後の人生を左右する非常に重要なことです。

治療により症状の改善が
　　　期待できる

現在の状態を
　維持できる　

見通しを立て生活の備えなど
　　　 準備ができる

認知症サポーターになりませんか？
認知症サポーターとは、「認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や
その家族を温かく見守る応援者」のことです。養成講座を受けてみませんか。

認知症に関するご相談
お住まいの中学校区の地域包括支援センターへお気軽にご相談ください。

携帯しやすい！
認知症の人への
対応の心得付き

「認知症チェックリスト」13個中３個以上あてはまった人は相談を！
“もの忘れ”の中に認知症が隠れていることがあります。
ご自身と大切な人のために、是非チェックしてみてください。

肩・腰・膝スッキリ講座
とき／４月20日（水）午後１時30分～２時30分
ところ／豊寿園
対象／市内在住の60歳以上
定員／先着30人
参加費／500円
申込み・問合せ／４月８日（金）午前10時から豊寿園窓口

（☎27・2200、FAX28・7343、✉houjuen@toyota-shakyo.jp）

催　し

春期60歳からの体力再生教室
とき／４月27日～７月６日の毎週水曜日①午前９時30分
～11時　②午後１時30分～３時
ところ／スカイホール豊田ほか

対象／市内在住・在勤の60歳以上
内容／ストレッチ、ウオーキング、筋力トレーニングほか

定員／各先着80人
参加費／4,000円
申込み／４月５日（火）午前９時からスカイホール豊田窓口
問合せ／スポーツ協会（スカイホール豊田☎31・0451、
FAX35・4773、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

催　し

講座の詳細は
　　こちら▶

各センターの
一覧はこちら▶
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施 設 と き 内容（対象）年齢指定のない催しは全て未就園児が対象 身体計測
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
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ゆうゆう
☎80・1522 FAX80・1533
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●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

★11日水
   午前９時30分～11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

★  11日水午前10時～11時
★  12日木午後１時30分～２時30分
★  17日火午前10時～11時
★  18日水午前10時～/午前11時～
★  23日月午前９時30分～/午前11時～

ベビー＆ママビクス（６～11か月）
１歳集まれ！遊ぼう話そう（１歳～１歳11か月）
しゃぼん玉とばそう
小麦粉粘土を作って遊ぼう（２歳以上）
５月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）

★25日水
   午前９時30分～11時

腹話術を見よう（１歳６か月以上）
おはなしのとびら
ベビーフラダンス（３～11か月）
５月生まれのたんじょう会（１歳）
５月生まれのたんじょう会（２歳以上）
はじめよう離乳食（５～８か月）

★  11日水午前10時30分～11時30分
     12日木午前11時～11時30分
★  20日金午前10時30分～11時30分
★  26日木午前10時30分～11時30分
★  26日木午後１時30分～２時30分
★  30日月午前10時30分～正午

★２日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 各子育て支援施設で４月５日（火）（あいあいは６日（水））から電話か窓口で受け付けます。(申込みは本人のみ)
保健師、管理栄養士の
相談も行っています
　　　（要予約）

★  18日水午前10時15分～11時15分
★  25日水午前10時15分～11時15分

★18日水
   午前９時30分～11時

★23日月
   午前９時30分～11時

★  17日火午前10時～11時 テーブルシアター

★12日木午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

テーブルシアター★  19日木午前10時～10時45分

★９日月
   午前９時30分～11時

親子ふれあい遊び
テーブルシアター

親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）★  30日月午前10時～11時

リズムに合わせて遊ぼう（１歳～１歳11か月）★  10日火午前10時～11時

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）★  18日水午前10時～11時

５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。

★  16日月午前10時～11時
★  17日火午前10時～10時30分
★  17日火午前11時～11時30分
★  20日金午前10時～11時
★  31日火午前10時～/午後１時30分～（２回開催）

親子ビクス（４～11か月）
５月生まれのたんじょう会（１歳）
５月生まれのたんじょう会（２歳以上）
親子虫歯予防教室（１歳以上）
さつま芋を育てよう（２歳以上）

２回
開催

★  12日木午前10時～11時30分
★  25日水午前10時15分～11時

てくてく散歩（香嵐渓）※雨天時は17日火に変更
リズミック

知育リトミック（２歳以上）★  16日月午前10時～11時

★  18日水午前10時～11時
★  27日金午前10時～11時30分

親子ふれあい遊び（１歳８か月以上）
楽しく離乳食（９～12か月）

★  17日火午前10時～11時
★  27日金午前10時～11時

わらべ歌遊び（８か月以上）
親子でピカピカ虫歯予防教室（６～11か月）

★  10日火午前10時30分～11時
★  24日火午前10時30分～11時30分

楽しい読み聞かせ
親子食育講座（１歳以上）

★  24日火午前10時～11時30分 離乳食幼児食教室

★  26日木午前10時～11時 ピカピカ虫歯予防教室（６か月以上）
★10日火午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

この講座では、家にある物を使った
遊びを紹介します。今回はバスタオ
ルを使った遊園地ごっこ。タオルに
くるまった子どもを親がゆらゆらし
たりぐるぐるしたりすると子どもは
大はしゃぎ。親子で楽しく遊べる、
とても明るい雰囲気の講座です。

地域子育て支援センター【飯野】

親子ふれあい遊び

様々な遊びを教えても
らえるので、子どもが
好む遊び方を発見する
ことができます。
かわさき
川崎 茜さん 杏奈ちゃん
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▶チェック
リストはこちら

高齢福祉課（☎34・6984、FAX34・6793、✉korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）問合せ

「認知症」を知ろう！
コ ラ ム

音楽DE介護予防
①歌声ひろば、②健康リズム体操

とき／①４月８日、５月20日の金曜日午前10時45分～正午
②４月24日、５月８日の日曜日午前10時45分～11時45分
ところ／とよた市民活動センター
対象／おおむね60歳以上
定員／各先着25人
参加費／各1,000円
申込み・問合せ／４月５日（火）午前９時から電話かEメ
ールでとよたミュージックケアの会（秋山☎090・4250・
1905、✉aki-yama@pk9.so-net.ne.jp）　※とよたミュージッ
クケアの会ホームページからも申込み可

催　し

認知症サポーターの証「認知症サポーターカード」
認知症サポーター養成講座受講者には、４月からオレンジ
リングにかわり、「認知症サポーターカード」を配布します。

などで、発症のリスクを少なくしたり、進行を遅らせたりする効果が期待できると言われています。
生活習慣病の予防 運動習慣の改善 社会参加
認知症を予防するためには？

早期発見や早期対応のメリットは？
早期発見や早期対応は、その後の人生を左右する非常に重要なことです。

治療により症状の改善が
　　　期待できる

現在の状態を
　維持できる　

見通しを立て生活の備えなど
　　　 準備ができる

認知症サポーターになりませんか？
認知症サポーターとは、「認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や
その家族を温かく見守る応援者」のことです。養成講座を受けてみませんか。

認知症に関するご相談
お住まいの中学校区の地域包括支援センターへお気軽にご相談ください。

携帯しやすい！
認知症の人への
対応の心得付き

「認知症チェックリスト」13個中３個以上あてはまった人は相談を！
“もの忘れ”の中に認知症が隠れていることがあります。
ご自身と大切な人のために、是非チェックしてみてください。

肩・腰・膝スッキリ講座
とき／４月20日（水）午後１時30分～２時30分
ところ／豊寿園
対象／市内在住の60歳以上
定員／先着30人
参加費／500円
申込み・問合せ／４月８日（金）午前10時から豊寿園窓口

（☎27・2200、FAX28・7343、✉houjuen@toyota-shakyo.jp）

催　し

春期60歳からの体力再生教室
とき／４月27日～７月６日の毎週水曜日①午前９時30分
～11時　②午後１時30分～３時
ところ／スカイホール豊田ほか

対象／市内在住・在勤の60歳以上
内容／ストレッチ、ウオーキング、筋力トレーニングほか

定員／各先着80人
参加費／4,000円
申込み／４月５日（火）午前９時からスカイホール豊田窓口
問合せ／スポーツ協会（スカイホール豊田☎31・0451、
FAX35・4773、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

催　し

講座の詳細は
　　こちら▶

各センターの
一覧はこちら▶
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子育てに関する最新情報は
市ホームページをご確認ください

妊娠中の皆さんへ

未就学児をもつ保護者の皆さんへ

ふれあい子育て教室

パパママ教室～１stマタニティ～

えほんよみきかせ会

赤ちゃんのための絵本講座

親子むし歯予防教室

ハグヨガ®教室 親子教室

ちびっこワンダーランド！はじめての森さんぽ
　　　 ～オタマジャクシにタッチ～

と よ た 子 育 て 便 り

見直しましょう メディア漬けの子育て
　乳幼児期は、心とからだの発達が著しい時期です。
　画面をなぞるだけの仮想体験を重ねると、大事な五感（視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚）を育むことに影
響を与える可能性があると言われています。
　おもちゃや絵本は、持った時に感じる形や重さ、時にはなめたり叩いたりなど様々な感触を味わえます。
触って音が出てびっくりしたり、楽しくなったり、周囲の人が一緒に笑ったり、褒めてもらったりなど、
人との関わりも生まれます。
　赤ちゃんと触れ合えるお気に入りのおもちゃや絵本を見つけてみましょう。また、散歩をしたり、公園
などでからだを使って遊んだりすることも大切です。

とき／５月６日（金）午前９時30分～11時40分
対象／市内在住の妊婦と配偶者
内容／管理栄養士、薬剤師、保健師による講話「妊娠
中の栄養と食事、薬について」、赤ちゃん抱っこ体験など

定員／先着60人
持ち物／母子健康手帳交付時に配布した冊子「パパと
ママへ」、筆記用具、母子健康手帳
申込み／４月11日（月）午前９時から市ホームページに
必要事項を入力　　　　　　　　　　　 （HP1023701）

２ndマタニティ教室
とき／５月９日（月）午前９時40分～10時50分
対象／市内在住の２人目以降出産予定の妊婦
内容／保育士による講話など

定員／先着25組
持ち物／妊娠中の子の母子健康手帳、筆記用具
申込み／４月12日（火）午前９時から市ホームページに
必要事項を入力　　　　　　　　　　　 （HP1009078）

いずれもところは保健センター。問合せは子ども家庭課
（☎34・6636、FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

とき／４月25日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年４月～６月生まれの子と親
内容／１歳児に必要な親子のふれあいや子育ての話と遊び
定員／先着20組
持ち物／フェイスタオル
申込み／４月５日（火）午前９時から市ホームページに
必要事項を入力
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1037601）

とき／４月15日（金）午前10時～10時30分
ところ／高岡コミュニティセンター
対象／乳幼児と保護者
申込み・問合せ／４月５日（火）午前９時から電話か直
接高岡コミュニティセンター（☎53・7771、FAX53・
7782、✉info@takaoka-cc.com）

とき／①５月11日（水）　②12日（木）　※いずれも午前
10時30分～11時20分
ところ／中央図書館
対象／①０歳児と保護者　②１歳児と保護者
内容／絵本の読み方・選び方
定員／①抽選８組　②抽選６組
申込み・問合せ／４月27日（水）までに申込み共通事項

（16㌻参照）と赤ちゃんの生年月日、希望コースをハガ
キで中央図書館（〒471・0025、西町１－200、☎32・
0717、FAX32・4343）　※中央図書館ホームページから
も申込み可。当選者のみ５月４日（水）までに連絡

とき／①５月９日（月）　②23日（月）　※いずれも午前
10時30分～11時15分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／①市内在住で１歳以上の未就園児と保護者　②
市内在住で６～11か月の子と保護者
内容／①親子ピカピカ教室　②はじめての歯みがき
定員／各先着15組
申込み／４月13日（水）午前９時から市ホームページに
必要事項を入力
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023466）

とき／４月27日、５月11日、25日の水曜日午前10時～
11時
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／３か月～２歳未満の子と親
定員／先着15組
参加費／2,100円
持ち物／抱っこひも
申込み・問合せ／４月６日（水）午前９時から電話か直
接高橋コミュニティセンター（☎80・4729、FAX80・
0068、✉takacomu@homex-co.com）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／５月18日（水）午前９時50分～11時
ところ／地域文化広場
対象／２か月半～１歳の子と母親
定員／先着20組
参加費／800円
申込み・問合せ／４月20日（水）午前11時から電話で地
域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun@hom
ex-co.com）

とき／４月13日～６月29日の毎週水曜日午前10時15分
～11時　※５月４日、25日は休み
ところ／スカイホール豊田
対象／４歳までの未就園児と保護者
内容／簡単な運動
定員／先着20人
参加費／5,000円
申込み／４月６日（水）午前10時15分からスポーツ協会
ホームページに必要事項を入力
問合せ／スポーツ協会（スカイホール豊田☎31・0451、
FAX35・4773、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

とき／５月17日（火）午後１時～２時30分
ところ／トヨタの森
対象／未就学児を含む家族（小学生不可）
定員／抽選15人
申込み・問合せ／４月27日（水）までに申込み共通事項

（16㌻参照）と年齢をEメールでトヨタの森（☎58・
2736、FAX58・2855、✉event@toyotanomori.jp）

子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）問合せ

★メディアとの関わり方を見直しましょう★

※ここでのメディアとは、テレビ、DVD、電子ゲーム、スマートフォン、
　タブレット端末などの電子映像メディア機器を指します

＜参考＞日本小児科医会「見直しましょう　メディア漬けの子育て　５つの提言」

①２歳までは、テレビ・DVDの視聴を控えましょう
②授乳中や食事中のテレビ・DVDの視聴はやめましょう
③すべてのメディアへ接触する総時間を制限することが重要です。１日２時間までを目安と考えましょう
④子ども部屋にはテレビ、DVDプレーヤー、パソコンを置かないようにしましょう
⑤保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールをつくりましょう
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ちびっこワンダーランド！はじめての森さんぽ
　　　 ～オタマジャクシにタッチ～

と よ た 子 育 て 便 り

見直しましょう メディア漬けの子育て
　乳幼児期は、心とからだの発達が著しい時期です。
　画面をなぞるだけの仮想体験を重ねると、大事な五感（視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚）を育むことに影
響を与える可能性があると言われています。
　おもちゃや絵本は、持った時に感じる形や重さ、時にはなめたり叩いたりなど様々な感触を味わえます。
触って音が出てびっくりしたり、楽しくなったり、周囲の人が一緒に笑ったり、褒めてもらったりなど、
人との関わりも生まれます。
　赤ちゃんと触れ合えるお気に入りのおもちゃや絵本を見つけてみましょう。また、散歩をしたり、公園
などでからだを使って遊んだりすることも大切です。

とき／５月６日（金）午前９時30分～11時40分
対象／市内在住の妊婦と配偶者
内容／管理栄養士、薬剤師、保健師による講話「妊娠
中の栄養と食事、薬について」、赤ちゃん抱っこ体験など

定員／先着60人
持ち物／母子健康手帳交付時に配布した冊子「パパと
ママへ」、筆記用具、母子健康手帳
申込み／４月11日（月）午前９時から市ホームページに
必要事項を入力　　　　　　　　　　　 （HP1023701）

２ndマタニティ教室
とき／５月９日（月）午前９時40分～10時50分
対象／市内在住の２人目以降出産予定の妊婦
内容／保育士による講話など

定員／先着25組
持ち物／妊娠中の子の母子健康手帳、筆記用具
申込み／４月12日（火）午前９時から市ホームページに
必要事項を入力　　　　　　　　　　　 （HP1009078）

いずれもところは保健センター。問合せは子ども家庭課
（☎34・6636、FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

とき／４月25日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年４月～６月生まれの子と親
内容／１歳児に必要な親子のふれあいや子育ての話と遊び
定員／先着20組
持ち物／フェイスタオル
申込み／４月５日（火）午前９時から市ホームページに
必要事項を入力
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1037601）

とき／４月15日（金）午前10時～10時30分
ところ／高岡コミュニティセンター
対象／乳幼児と保護者
申込み・問合せ／４月５日（火）午前９時から電話か直
接高岡コミュニティセンター（☎53・7771、FAX53・
7782、✉info@takaoka-cc.com）

とき／①５月11日（水）　②12日（木）　※いずれも午前
10時30分～11時20分
ところ／中央図書館
対象／①０歳児と保護者　②１歳児と保護者
内容／絵本の読み方・選び方
定員／①抽選８組　②抽選６組
申込み・問合せ／４月27日（水）までに申込み共通事項

（16㌻参照）と赤ちゃんの生年月日、希望コースをハガ
キで中央図書館（〒471・0025、西町１－200、☎32・
0717、FAX32・4343）　※中央図書館ホームページから
も申込み可。当選者のみ５月４日（水）までに連絡

とき／①５月９日（月）　②23日（月）　※いずれも午前
10時30分～11時15分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／①市内在住で１歳以上の未就園児と保護者　②
市内在住で６～11か月の子と保護者
内容／①親子ピカピカ教室　②はじめての歯みがき
定員／各先着15組
申込み／４月13日（水）午前９時から市ホームページに
必要事項を入力
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023466）

とき／４月27日、５月11日、25日の水曜日午前10時～
11時
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／３か月～２歳未満の子と親
定員／先着15組
参加費／2,100円
持ち物／抱っこひも
申込み・問合せ／４月６日（水）午前９時から電話か直
接高橋コミュニティセンター（☎80・4729、FAX80・
0068、✉takacomu@homex-co.com）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／５月18日（水）午前９時50分～11時
ところ／地域文化広場
対象／２か月半～１歳の子と母親
定員／先着20組
参加費／800円
申込み・問合せ／４月20日（水）午前11時から電話で地
域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun@hom
ex-co.com）

とき／４月13日～６月29日の毎週水曜日午前10時15分
～11時　※５月４日、25日は休み
ところ／スカイホール豊田
対象／４歳までの未就園児と保護者
内容／簡単な運動
定員／先着20人
参加費／5,000円
申込み／４月６日（水）午前10時15分からスポーツ協会
ホームページに必要事項を入力
問合せ／スポーツ協会（スカイホール豊田☎31・0451、
FAX35・4773、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

とき／５月17日（火）午後１時～２時30分
ところ／トヨタの森
対象／未就学児を含む家族（小学生不可）
定員／抽選15人
申込み・問合せ／４月27日（水）までに申込み共通事項

（16㌻参照）と年齢をEメールでトヨタの森（☎58・
2736、FAX58・2855、✉event@toyotanomori.jp）

子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）問合せ

★メディアとの関わり方を見直しましょう★

※ここでのメディアとは、テレビ、DVD、電子ゲーム、スマートフォン、
　タブレット端末などの電子映像メディア機器を指します

＜参考＞日本小児科医会「見直しましょう　メディア漬けの子育て　５つの提言」

①２歳までは、テレビ・DVDの視聴を控えましょう
②授乳中や食事中のテレビ・DVDの視聴はやめましょう
③すべてのメディアへ接触する総時間を制限することが重要です。１日２時間までを目安と考えましょう
④子ども部屋にはテレビ、DVDプレーヤー、パソコンを置かないようにしましょう
⑤保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールをつくりましょう
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