
年齢を重ねると若い頃のようには眠れなくなってきます。眠れないことで生活のリズムが崩
れて様々な問題が起こってきます。健康づくりの一つである「睡眠」を見直し、生活のリズム
を整えて、体のコンディションを維持しましょう。

▶就寝・起床時間、食事時間など、生活リズムを規則正しく整えましょう。また、午前中は
日光を浴びるようにしましょう

▶眠気がないのに「やることがないから寝床に入る」ことはやめましょう。寝付きが悪くなり、
中途覚醒（途中で目が覚めること）が多くなります

▶就寝環境を整えましょう。特に、室温や照明の明るさが気にならないように環境を整えま
しょう

①早寝早起きになる
　体内時計が加齢により変化し、早寝早起きになります。
②眠りが浅く、熟睡感が少ない
　眠りが浅いため、トイレなど途中で目が覚める回数が多くなります。
③寝床に入ってもなかなか入眠できない
　高齢者になるほど、寝床に入ってから眠りにつくまでの時間が長くなります。

●高齢者の睡眠の特徴

「トヨタの森の生き物や自然にふれよう！」

いずれも対象は市内在住の人。申込み・問合せは申込み
開始日午前10時から電話でとよたシニアアカデミー

（☎36・6363、FAX34・0015、✉t-saj@hm.aitai.ne.jp）

「音読でイキイキ生活！」
とき／６月23日（木）午前10時30分～11時30分
ところ／とよた市民活動センター
定員／先着12人
申込み開始日／５月９日（月）

●睡眠を見直すポイント

▶日中に運動をしましょう。しっかりと体を動かすことで、適度に体が疲労し、熟睡できる
ようになります

★６日月
   午前９時30分～11時

離乳食の進め方（３～８か月）
ベビーヨガ（３か月～１歳３か月）

★  ２日木午前10時～11時
★  15日水午前10時～11時

親子でエアロビ（２歳以上）
親子ふれあい遊び（１歳以上）

★  16日木午前10時～11時 親子でフラダンスを踊ろう（２歳以上）

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
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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

★１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

★  ９日木午後１時30分～２時30分
★  15日水午前10時～11時
★  24日金午前10時～11時
★  27日月午前９時30分～/午前11時～
★  29日水午前10時～/午前11時～

１歳集まれ！遊ぼう話そう（１歳～１歳11か月）
親子で遊ぼう（２歳以上）
はじめての離乳食（４～８か月）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）
七夕飾りを作ろう

★22日水
   午前９時30分～11時

おはなしのとびら
親子ふれあい遊び（１歳以上）
パパと遊ぼうパパッパパ
６月生まれのたんじょう会（１歳）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上）

     ９日木午前11時～11時30分
★  10日金午前10時30分～11時30分
★  19日日午前10時30分～11時30分
★  23日木午前10時30分～11時30分
★  23日木午後１時30分～２時30分

★６日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは５月６日（金）から電話か直接各子育て支援施設。(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）

★  １日水午前10時15分～11時45分
★  22日水午前10時15分～11時15分

★23日木
   午前９時30分～11時

ベビー＆ママビクス（４～９か月）★  ９日木午前10時～10時45分

七夕飾りを作ろう　  29日水午前10時～11時

６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。

★  ３日金午前10時～11時
★  ７日火午前10時～11時
★  14日火午前10時～10時30分
★  14日火午前11時～11時30分

離乳食幼児食教室（９～12か月）
ママと一緒にフラダンス（４～11か月）
６月生まれのたんじょう会（１歳）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上）

２回
開催

★  ７日火午前10時15分～11時15分
★  21日火午前10時15分～11時

管理栄養士と語る会（１歳以上）
テーブルシアター

★15日水午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

この講座では、講師がテーブル上で
紙芝居や人形劇を見せてくれます。
凝ったつくりの大小様々なキャラク
ターが出てくるたびに、子どもたち
は目をきらきらさせていました。そ
して掛け声とともに進んでいく話に
夢中になっていました。

地域子育て支援センター【越戸】

テーブルシアター

講座によく参加します。
人見知りすることなく
周りのお友達と接する
子どもは楽しそうです。
しばた
柴田 あゆみさん 芽依ちゃん

めい

講
座

★  ９日木午前10時～11時
★  20日月午前10時～11時

親子でエアロビ（１歳６か月以上）
親子虫歯予防教室（６か月以上）

★13日月
   午前９時30分～11時

★８日水
   午前９時30分～11時
★27日月
   午前９時30分～11時はじめての離乳食（５～８か月）★  14日火午前10時～11時

★  ２日木午前10時～11時
★  21日火午前10時～11時

わらべ歌であそぼう（８か月以上）
親子で歯みがきピカピカ教室（６～12か月）

★  27日月午前10時～11時 お母さんと一緒にリトミックで遊ぼう（２歳以上）★16日木
   午前９時30分～11時
★28日火午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

離乳食教室（５か月以上）★  ９日木午前10時～11時
★  ７日火午前10時～11時
★  28日火午前10時～11時

親子虫歯予防教室
七夕飾りを作ろう

保健部総務課（☎34・6723、FAX31・6320、✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）問合せ

質の良い睡眠をするには？
コ ラ ム

「高齢者交通安全防犯推進員」の訪問
とき／５月中旬～来年３月下旬
対象／75歳以上の人が住む世帯
内容／高齢者交通安全防犯推進員が黄色の上着と名札を
着用して２人１組で計画的に訪問。交通安全や防犯に関
する啓発を行う。訪問は次の20小学校区内。挙母、古瀬
間、矢並、若園、幸海、岩倉、九久平、滝脇、豊松、元
城、若林東、四郷、市木、土橋、井上、花山、大沼、巴
ケ丘、小渡、敷島
問合せ／交通安全防犯課（☎34・6633、FAX32・3794、
✉signal@city.toyota.aichi.jp）

お知らせ

8020（ハチマルニイマル）達成者表彰のご案内
対象／昭和18年３月31日以前生まれで20本以上自分の歯

（かぶせ、詰め物可）がある人　※表彰された経験のある
人は除く
その他／歯科医師の証明が必要（健診無料）
申込み／５月31日（火）までに直接豊田加茂歯科医師会員
の歯科医院
問合せ／豊田加茂歯科医師会（☎35・8020、FAX34・3394）

お知らせ

はじめの一歩講座

とき／５月25日（水）午前10時～正午
ところ／トヨタの森
定員／先着12人
参加費／100円
申込み開始日／５月５日（木）

催　し
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年齢を重ねると若い頃のようには眠れなくなってきます。眠れないことで生活のリズムが崩
れて様々な問題が起こってきます。健康づくりの一つである「睡眠」を見直し、生活のリズム
を整えて、体のコンディションを維持しましょう。

▶就寝・起床時間、食事時間など、生活リズムを規則正しく整えましょう。また、午前中は
日光を浴びるようにしましょう

▶眠気がないのに「やることがないから寝床に入る」ことはやめましょう。寝付きが悪くなり、
中途覚醒（途中で目が覚めること）が多くなります

▶就寝環境を整えましょう。特に、室温や照明の明るさが気にならないように環境を整えま
しょう

①早寝早起きになる
　体内時計が加齢により変化し、早寝早起きになります。
②眠りが浅く、熟睡感が少ない
　眠りが浅いため、トイレなど途中で目が覚める回数が多くなります。
③寝床に入ってもなかなか入眠できない
　高齢者になるほど、寝床に入ってから眠りにつくまでの時間が長くなります。

●高齢者の睡眠の特徴

「トヨタの森の生き物や自然にふれよう！」

いずれも対象は市内在住の人。申込み・問合せは申込み
開始日午前10時から電話でとよたシニアアカデミー

（☎36・6363、FAX34・0015、✉t-saj@hm.aitai.ne.jp）

「音読でイキイキ生活！」
とき／６月23日（木）午前10時30分～11時30分
ところ／とよた市民活動センター
定員／先着12人
申込み開始日／５月９日（月）

●睡眠を見直すポイント

▶日中に運動をしましょう。しっかりと体を動かすことで、適度に体が疲労し、熟睡できる
ようになります

★６日月
   午前９時30分～11時

離乳食の進め方（３～８か月）
ベビーヨガ（３か月～１歳３か月）

★  ２日木午前10時～11時
★  15日水午前10時～11時

親子でエアロビ（２歳以上）
親子ふれあい遊び（１歳以上）

★  16日木午前10時～11時 親子でフラダンスを踊ろう（２歳以上）

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
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セ
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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

★１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

★  ９日木午後１時30分～２時30分
★  15日水午前10時～11時
★  24日金午前10時～11時
★  27日月午前９時30分～/午前11時～
★  29日水午前10時～/午前11時～

１歳集まれ！遊ぼう話そう（１歳～１歳11か月）
親子で遊ぼう（２歳以上）
はじめての離乳食（４～８か月）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）
七夕飾りを作ろう

★22日水
   午前９時30分～11時

おはなしのとびら
親子ふれあい遊び（１歳以上）
パパと遊ぼうパパッパパ
６月生まれのたんじょう会（１歳）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上）

     ９日木午前11時～11時30分
★  10日金午前10時30分～11時30分
★  19日日午前10時30分～11時30分
★  23日木午前10時30分～11時30分
★  23日木午後１時30分～２時30分

★６日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは５月６日（金）から電話か直接各子育て支援施設。(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）

★  １日水午前10時15分～11時45分
★  22日水午前10時15分～11時15分

★23日木
   午前９時30分～11時

ベビー＆ママビクス（４～９か月）★  ９日木午前10時～10時45分

七夕飾りを作ろう　  29日水午前10時～11時

６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。

★  ３日金午前10時～11時
★  ７日火午前10時～11時
★  14日火午前10時～10時30分
★  14日火午前11時～11時30分

離乳食幼児食教室（９～12か月）
ママと一緒にフラダンス（４～11か月）
６月生まれのたんじょう会（１歳）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上）

２回
開催

★  ７日火午前10時15分～11時15分
★  21日火午前10時15分～11時

管理栄養士と語る会（１歳以上）
テーブルシアター

★15日水午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

この講座では、講師がテーブル上で
紙芝居や人形劇を見せてくれます。
凝ったつくりの大小様々なキャラク
ターが出てくるたびに、子どもたち
は目をきらきらさせていました。そ
して掛け声とともに進んでいく話に
夢中になっていました。

地域子育て支援センター【越戸】

テーブルシアター

講座によく参加します。
人見知りすることなく
周りのお友達と接する
子どもは楽しそうです。
しばた
柴田 あゆみさん 芽依ちゃん

めい

講
座

★  ９日木午前10時～11時
★  20日月午前10時～11時

親子でエアロビ（１歳６か月以上）
親子虫歯予防教室（６か月以上）

★13日月
   午前９時30分～11時

★８日水
   午前９時30分～11時
★27日月
   午前９時30分～11時はじめての離乳食（５～８か月）★  14日火午前10時～11時

★  ２日木午前10時～11時
★  21日火午前10時～11時

わらべ歌であそぼう（８か月以上）
親子で歯みがきピカピカ教室（６～12か月）

★  27日月午前10時～11時 お母さんと一緒にリトミックで遊ぼう（２歳以上）★16日木
   午前９時30分～11時
★28日火午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

離乳食教室（５か月以上）★  ９日木午前10時～11時
★  ７日火午前10時～11時
★  28日火午前10時～11時

親子虫歯予防教室
七夕飾りを作ろう

保健部総務課（☎34・6723、FAX31・6320、✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）問合せ

質の良い睡眠をするには？
コ ラ ム

「高齢者交通安全防犯推進員」の訪問
とき／５月中旬～来年３月下旬
対象／75歳以上の人が住む世帯
内容／高齢者交通安全防犯推進員が黄色の上着と名札を
着用して２人１組で計画的に訪問。交通安全や防犯に関
する啓発を行う。訪問は次の20小学校区内。挙母、古瀬
間、矢並、若園、幸海、岩倉、九久平、滝脇、豊松、元
城、若林東、四郷、市木、土橋、井上、花山、大沼、巴
ケ丘、小渡、敷島
問合せ／交通安全防犯課（☎34・6633、FAX32・3794、
✉signal@city.toyota.aichi.jp）

お知らせ

8020（ハチマルニイマル）達成者表彰のご案内
対象／昭和18年３月31日以前生まれで20本以上自分の歯

（かぶせ、詰め物可）がある人　※表彰された経験のある
人は除く
その他／歯科医師の証明が必要（健診無料）
申込み／５月31日（火）までに直接豊田加茂歯科医師会員
の歯科医院
問合せ／豊田加茂歯科医師会（☎35・8020、FAX34・3394）

お知らせ

はじめの一歩講座

とき／５月25日（水）午前10時～正午
ところ／トヨタの森
定員／先着12人
参加費／100円
申込み開始日／５月５日（木）

催　し
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定員／先着15組
持ち物／筆記用具、母子健康手帳（多胎分）、ふたご手帖
申込み・問合せ／５月６日（金）午前９時から電話、フ
ァックスかＥメールで子ども家庭課（☎34・6636、
FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1030011）

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

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児をもつ保護者の皆さんへ

ふれあい子育て教室

多胎パパママ教室

えほんよみきかせ会

赤ちゃんと楽しむ絵本講座

親子むし歯予防教室（はじめての歯みがき）

石野ちびっこひろば（七夕会） 「エンジェルKids」リトミック

ちびっこワンダーランド！はじめてのどろリンピック

と よ た 子 育 て 便 り

子育てひろばにお越しください！
　子育てひろばは、親子の遊びや交流の場と子育てに関する相談機会を提供
するために、公立のこども園及び私立の保育園などで実施している事業です。
　安全な園庭で遊べるほか、親同士の交流や、園の雰囲気を体験できる場に
もなります。是非ご利用ください。

とき／５月28日（土）午前９時30分～11時30分
ところ／保健センター
対象／市内在住の多胎妊婦と家族
内容／助産師による講話、多胎児親の会の紹介、疑似
妊婦体験（希望者のみ）など

とき／５月30日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年５月～７月生まれの子と親
定員／先着20組
持ち物／フェイスタオル
申込み／５月６日（金）午前９時から市ホームページ
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1037601）

とき／５月27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／５月13日（金）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14日　②21日　※いずれも土曜日午前10
時～11時
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／①０歳児と保護者　②１歳児と保護者
内容／絵本選びのポイントや読み方、楽しみ方など

定員／各先着15組
その他／定員に空きがあれば妊婦も可
申込み・問合せ／①５月５日（木）、②７日（土）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）

とき／６月24日（金）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／市内在住で６～11か月の子と保護者
定員／先着15組
申込み／５月11日（水）午前９時から市ホームページ
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023466）

とき／６月23日（木）午前10時～正午
ところ／石野交流館
対象／未就園児と保護者
内容／人形劇・親子ふれあい遊び
定員／先着20組
申込み・問合せ／５月12日（木）午前９時30分から電話
か直接石野交流館（☎42・1711、FAX42・1861、✉ph-
ishino@city.toyota.aichi.jp）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／６月15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／５月18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／５月19日、６月２日、16日の木曜日午前10時30
分～11時10分　
ところ／とよた市民活動センター
対象／全日参加可能な１歳以上の未就園児と親
内容／楽器を演奏し体で音楽を感じる
定員／先着15組
参加費／3,000円
申込み・問合せ／５月５日（木）午前９時からエンジェ
ルKidsホームページかＥメールでエンジェルKids（竹
口☎090・9206・3914、✉rito_piano@yahoo.co.jp）

とき／６月28日（火）午前10時～11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）
内容／森の田んぼの泥で親子一緒に楽しく遊ぶ
定員／抽選15人
申込み・問合せ／６月15日（水）までに申込み共通事項

（９㌻参照）と年齢をEメールでトヨタの森（☎58・27
36、FAX58・2855、✉event@toyotanomori.jp）

保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）問合せ

ところ

内　容

対　象 小学校入学前で、こども園、保育園、幼稚園などへ
通っていない子どもとその親

公立のこども園（保育園、幼稚園）
私立の保育園、幼稚園
幼保連携型認定こども園

園庭開放、園長による子育て相談な
ど

※園によって実施日や時間が異なりますので、事前にご確認の上、お越しください 詳細はこちら

かしこい子どもに大人気！おやこ育脳あそび
とき／５月19日（木）①午前10時30分～11時25分　②午
前11時30分～午後０時25分　 ③午後０時30分～１時25
分
ところ／とよた市民活動センター
対象／①令和２年４月～令和３年３月生まれの子と親
②平成31年４月～令和２年３月生まれの子と親　③令
和３年４月～令和４年１月生まれの子と親　※過去に
参加のない親子
内容／語彙を増やしコミュニケーション力を高めるカ
ードや脳を活性化するあそびと座談会
定員／各先着６組
申込み・問合せ／５月５日（木）午前10時からＥメール
でこどもはれるFsC右脳みらい∞（鷺山☎090・5933・
4285、✉kodomohareru@gmail.com）

もこもこべびぃ
とき／５月25日～６月15日の毎週水曜日午前10時～正午
ところ／若林交流館
対象／令和３年11月～令和４年２月生まれの子と保護
者（第１子優先）
内容／事故予防や離乳食などの講話、情報交換、交流会
定員／先着20組
申込み・問合せ／５月11日（水）午前10時から電話で若
林交流館（☎52・3858、FAX52・4063、✉ph-wakabayashi
@city.toyota.aichi.jp）

お山の観察会 in 森のたまご
とき／６月26日（日）午前10時～正午
ところ／松平地区の里山
対象／未就学児と保護者
内容／とよた森林学校の北岡先生と夏の山を歩き、い
きものの不思議を見つける
定員／先着６組
参加費／１組1,500円（別途保険料１人50円）
申込み・問合せ／５月５日（木）午前10時からＥメール
で野外保育とよた森のたまご（遊佐☎080・5122・10
52、✉morinotamago2010@yahoo.co.jp）

一部、実施していない園
があります
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定員／先着15組
持ち物／筆記用具、母子健康手帳（多胎分）、ふたご手帖
申込み・問合せ／５月６日（金）午前９時から電話、フ
ァックスかＥメールで子ども家庭課（☎34・6636、
FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1030011）

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

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児をもつ保護者の皆さんへ

ふれあい子育て教室

多胎パパママ教室

えほんよみきかせ会

赤ちゃんと楽しむ絵本講座

親子むし歯予防教室（はじめての歯みがき）

石野ちびっこひろば（七夕会） 「エンジェルKids」リトミック

ちびっこワンダーランド！はじめてのどろリンピック

と よ た 子 育 て 便 り

子育てひろばにお越しください！
　子育てひろばは、親子の遊びや交流の場と子育てに関する相談機会を提供
するために、公立のこども園及び私立の保育園などで実施している事業です。
　安全な園庭で遊べるほか、親同士の交流や、園の雰囲気を体験できる場に
もなります。是非ご利用ください。

とき／５月28日（土）午前９時30分～11時30分
ところ／保健センター
対象／市内在住の多胎妊婦と家族
内容／助産師による講話、多胎児親の会の紹介、疑似
妊婦体験（希望者のみ）など

とき／５月30日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年５月～７月生まれの子と親
定員／先着20組
持ち物／フェイスタオル
申込み／５月６日（金）午前９時から市ホームページ
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1037601）

とき／５月27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／５月13日（金）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14日　②21日　※いずれも土曜日午前10
時～11時
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／①０歳児と保護者　②１歳児と保護者
内容／絵本選びのポイントや読み方、楽しみ方など

定員／各先着15組
その他／定員に空きがあれば妊婦も可
申込み・問合せ／①５月５日（木）、②７日（土）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）

とき／６月24日（金）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／市内在住で６～11か月の子と保護者
定員／先着15組
申込み／５月11日（水）午前９時から市ホームページ
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023466）

とき／６月23日（木）午前10時～正午
ところ／石野交流館
対象／未就園児と保護者
内容／人形劇・親子ふれあい遊び
定員／先着20組
申込み・問合せ／５月12日（木）午前９時30分から電話
か直接石野交流館（☎42・1711、FAX42・1861、✉ph-
ishino@city.toyota.aichi.jp）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／６月15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／５月18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／５月19日、６月２日、16日の木曜日午前10時30
分～11時10分　
ところ／とよた市民活動センター
対象／全日参加可能な１歳以上の未就園児と親
内容／楽器を演奏し体で音楽を感じる
定員／先着15組
参加費／3,000円
申込み・問合せ／５月５日（木）午前９時からエンジェ
ルKidsホームページかＥメールでエンジェルKids（竹
口☎090・9206・3914、✉rito_piano@yahoo.co.jp）

とき／６月28日（火）午前10時～11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）
内容／森の田んぼの泥で親子一緒に楽しく遊ぶ
定員／抽選15人
申込み・問合せ／６月15日（水）までに申込み共通事項

（９㌻参照）と年齢をEメールでトヨタの森（☎58・27
36、FAX58・2855、✉event@toyotanomori.jp）

保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）問合せ

ところ

内　容

対　象 小学校入学前で、こども園、保育園、幼稚園などへ
通っていない子どもとその親

公立のこども園（保育園、幼稚園）
私立の保育園、幼稚園
幼保連携型認定こども園

園庭開放、園長による子育て相談な
ど

※園によって実施日や時間が異なりますので、事前にご確認の上、お越しください 詳細はこちら

かしこい子どもに大人気！おやこ育脳あそび
とき／５月19日（木）①午前10時30分～11時25分　②午
前11時30分～午後０時25分　 ③午後０時30分～１時25
分
ところ／とよた市民活動センター
対象／①令和２年４月～令和３年３月生まれの子と親
②平成31年４月～令和２年３月生まれの子と親　③令
和３年４月～令和４年１月生まれの子と親　※過去に
参加のない親子
内容／語彙を増やしコミュニケーション力を高めるカ
ードや脳を活性化するあそびと座談会
定員／各先着６組
申込み・問合せ／５月５日（木）午前10時からＥメール
でこどもはれるFsC右脳みらい∞（鷺山☎090・5933・
4285、✉kodomohareru@gmail.com）

もこもこべびぃ
とき／５月25日～６月15日の毎週水曜日午前10時～正午
ところ／若林交流館
対象／令和３年11月～令和４年２月生まれの子と保護
者（第１子優先）
内容／事故予防や離乳食などの講話、情報交換、交流会
定員／先着20組
申込み・問合せ／５月11日（水）午前10時から電話で若
林交流館（☎52・3858、FAX52・4063、✉ph-wakabayashi
@city.toyota.aichi.jp）

お山の観察会 in 森のたまご
とき／６月26日（日）午前10時～正午
ところ／松平地区の里山
対象／未就学児と保護者
内容／とよた森林学校の北岡先生と夏の山を歩き、い
きものの不思議を見つける
定員／先着６組
参加費／１組1,500円（別途保険料１人50円）
申込み・問合せ／５月５日（木）午前10時からＥメール
で野外保育とよた森のたまご（遊佐☎080・5122・10
52、✉morinotamago2010@yahoo.co.jp）

一部、実施していない園
があります

25広 報 と よ た 令和４年５月号


