
　山菜狩りなどで誤って有毒な野草を採取し、食べたことによる食中毒が発生しています。
また、家庭菜園や畑などで、食べると有毒な観賞植物が野菜などに混ざり、間違えて食べた
ことによる食中毒事例も発生しています。

　例年、有毒植物による食中毒で死者が発生していて、昨年も全国で１人が
亡くなっています。
　また、昨年までの過去５年間で、有毒植物（キノコとジャガイモを除く）を
原因とする全国の食中毒患者222人のうち、約半数が60歳以上となっています。

♦死者の発生も！

食用と確実に判断できない植物は、絶対に
♦発生を防ぐには！

採らない！食べない！売らない！人にあげない！

・山菜狩りをするときは、１本１本よく確認して採り、調理前にもう一度
　確認しましょう
・家庭菜園などで、野菜と観賞植物を一緒に栽培しないように、また植え
　た覚えのない植物は食べないようにしましょう

＜食用と間違えやすい有毒植物の例＞

※写真は厚生労働省ホームページ資料から抜粋

厚生労働省ホームページ

■万が一、野草を食べて体調が悪く
なったら、すぐに医師の診察を！

■秋には、毒キノコにも注意してく
ださい！

■代表的な有毒植物や毒キノコの特
徴については、こちらの「自然毒
のリスクプロファイル」をご覧く
ださい。

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

★６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

★  ６日水午前10時～/午前11時～
★  13日水午前10時～11時
★  14日木午後１時30分～２時30分
★  22日金午前10時～11時
★  25日月午前９時30分～/午前11時～

親子ふれあい遊び
キラキラ♪リズムを楽しもう！（２歳以上）
０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）
７月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）

★27日水
   午前９時30分～11時

あいあいフェスタ2022（１歳／２歳以上）
音楽にふれよう
ベビーヨガリズミック（10～17か月）
７月生まれのたんじょう会（１歳）
７月生まれのたんじょう会（２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳７か月以上）

★  ２日土午前10時30分～正午    
★  13日水午前11時～11時30分
★  20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
★  28日木午後１時30分～２時30分
★  29日金午前10時30分～11時30分

★４日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは６月６日（月）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）

★  ５日火午前９時15分～11時45分
★  15日金午前10時15分～11時15分

もっと楽しく離乳食（５～８か月）★  ８日金午前10時～11時30分

７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。

★  12日火午前10時～10時30分
★  12日火午前11時～11時30分
★  14日木午前10時～11時

７月生まれのたんじょう会（１歳）
７月生まれのたんじょう会（２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳７か月以上）

２回
開催

★  １日金午前10時15分～11時
★  14日木午前10時～11時30分

七夕飾りを作ろう
川遊び（香嵐渓）　※雨天時は20日水へ変更

この講座では、子どもの発達に応じ
た適切な離乳食の食べさせ方を学べ
るほか、疑問や悩みを共有、解決で
きます。大事なこつとして、好き嫌
いがあっても味が分かっていると前
向きに捉え、笑顔で離乳食を食べさ
せることなどが紹介されました。

地域子育て支援センター【伊保】

初めての離乳食（５～８か月）

離乳食を始めたばかり
ですが、食材や量など
正しい知識を得られた
ので有意義でした。
ながしま なつき
長島 菜月さん 織ちゃん

おり

講
座

★11日月
   午前９時30分～11時

はじめての歯みがき（６～12か月）★  20日水午前10時～11時30分
★  ８日金午前10時～11時
★  26日火午前10時～11時30分

ママと一緒にフラダンス（４～９か月）
ぱくぱくもぐもぐ離乳食（５～８か月）

楽しく子育て♪（１歳以上）★  21日木午前10時～11時
★  ５日火午前10時～11時
★  19日火午前10時～11時

楽しく子育て♪
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

七夕飾りを作ろう（２歳以上）★  ５日火午前10時～11時

親子食育教室（１歳～１歳６か月）★  ８日金午前10時～11時30分 ★11日月
   午前９時30分～11時

★  ５日火・６日水午前９時15分～11時15分
★  26日火午前10時～11時30分

七夕飾りを作ろう
初めての離乳食（５～８か月）

★20日水
   午前９時30分～11時

★  12日火午前10時～11時
★  19日火午前10時～11時

親子食育講座（１歳以上）
ベビーフラダンス（４～９か月）

不思議なマジック★  12日火午前10時～11時
★14日木
   午前10時～11時
★12日火
   午前10時～11時

★  13日水午前10時～10時45分
     20日水午前10時～11時

親子歯みがき教室
ペットボトルで遊ぼう

七夕飾りを作ろう
親子リトミック（１歳以上）

保健衛生課（☎34・6181、FAX31・6630、✉hoeisei@city.toyota.aichi.jp）問合せ

有毒植物に要注意！
コ ラ ム

催　し

クワズイモスイセン

間違えやすい植物
ニラ、ノビルなど

イヌサフラン

ギョウジャニンニクなど
間違えやすい植物

サトイモ
間違えやすい植物

（左）根茎　（右）葉

音楽DE介護予防 ①健康リズム体操　②歌声ひろば

とき／①６月12日、７月10日の日曜日午前10時45分～
11時45分　②６月24日、７月８日の金曜日午前10時45
分～正午
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／６月５日（日）午前９時からとよたミュー
ジックケアの会ホームページ、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）
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柳川瀬子どもつどいの広場
にこにこ
☎25・0008 FAX21・2800
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七夕飾りを作ろう
親子リトミック（１歳以上）

保健衛生課（☎34・6181、FAX31・6630、✉hoeisei@city.toyota.aichi.jp）問合せ

有毒植物に要注意！
コ ラ ム

催　し

クワズイモスイセン

間違えやすい植物
ニラ、ノビルなど

イヌサフラン

ギョウジャニンニクなど
間違えやすい植物

サトイモ
間違えやすい植物

（左）根茎　（右）葉

音楽DE介護予防 ①健康リズム体操　②歌声ひろば

とき／①６月12日、７月10日の日曜日午前10時45分～
11時45分　②６月24日、７月８日の金曜日午前10時45
分～正午
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／６月５日（日）午前９時からとよたミュー
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✉aki-yama@pk9.so-net.ne.jp）
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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

と よ た 子 育 て 便 り

子どもの好き嫌いどうする？

　無理に食べさせようとすると、子どもはその食べ物がより嫌いになったり、食事を
すること自体が嫌いになったりすることがあります。乳幼児期は「食べることは楽し
い」という気持ちを育てることが大切です。好き嫌いの原因は一つではなく、また成
長によっても変わってきます。年齢に応じてできることから試してみましょう。「いつ
か食べられるようになったらいいね」という長い目で見る気持ちが大切です。

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

嫌いな食べ物を無理に食べさせるのは禁物！

●本能的なもの

なぜ苦手と感じるの？

　苦味は毒の味、酸味は腐った味だと
本能的に感じ、食べにくいです。

●個々の感性によるもの
　食感（ぐにゃぐにゃ、どろっと）や
見た目を苦手に感じ、食べにくいです。

調理を工夫する

好き嫌いを克服するには

・小さく刻む。子どもの好きな形にする
・炒める、煮る、揚げるなど調理法を変える

食べ物に興味を持てるように工夫する
・子どもと一緒に買い物へ行ったり調理を
　したりする
・子どもと一緒に家庭菜園や収穫体験をする

環境を工夫する
・間食の量と時間に気を付けたり、体を

使って遊んだりするなどして、食事の
時間に空腹になるようにする

・時には戸外で気分を変えて食事をする
・保護者がおいしそうに食べている姿を

見せる

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
とき／６月25日（土）①午前９時30分～11時40分　②午
後１時30分～３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、赤ち
ゃん抱っこ体験な

ど

定員／各先着30組
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／６月６日（月）午前９時から市ホームページ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1023701）

２ndマタニティ教室
とき／７月19日（火）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と家族
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／６月14日（火）午前９時から市ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1009078）

ふれあい子育て教室
とき／６月27日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年６月～８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／６月６日（月）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）

季節の手足型アート作り（①七夕　②ひまわり　③おばけ　④お月見）と
ダルクローズリトミック遊び
とき／①６月29日　②７月20日　
③８月３日　④９月７日　※いず
れも水曜日午前10時30分～11時10分
ところ／とよた市民活動センター
対象／首座り～未就園児と保護者

（③は未就学児も可）
定員／各先着15組
参加費／1,000円
申込み・問合せ／６月６日（月）午前９時からなないろ
えがおホームページかＥメールでなないろえがお（山
内☎080・3668・0062、✉nanairoegao@gmail.com）

親子むし歯予防教室
①親子ピカピカ教室　②はじめての歯みがき

とき／①７月８日　②22日　※いずれも金曜日午前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／市内在住の①１歳以上の未就園児と保護者　②
６～11か月の子と保護者
定員／各先着15組
申込み／６月８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）

赤ちゃんのための絵本講座
とき／①７月６日（水）　②７日（木）　③８日（金）
※いずれも午前10時30分～11時20分
ところ／中央図書館
対象／①②０歳児と保護者　③１歳児と保護者
定員／①②抽選８組　③抽選６組
申込み・問合せ／６月22日（水）までに申込み共通事項

（13㌻参照）と赤ちゃんの生年月日、希望コースを中央
図書館ホームページかハガキで中央図書館（〒471・00
25、西町１－200、☎32・0717、FAX32・4343）　※当選
者のみ６月29日（水）までに連絡

ベビーマッサージで赤ちゃんの
きずなを深め交流しよう！！
とき／６月17日（金）、７月19日（火）、８月31日（水）午
前10時30分～正午
ところ／豊田健康生活センター（日之出町）
対象／２か月～１歳の子と保護者
定員／各先着９組
参加費／700円
申込み・問合せ／６月５日（日）午前10時から親子コミ
ュケの会ホームページかＥメールで親子コミュケの会

（中西☎070・5258・9727、✉oyacomyu@gmail.com）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／７月20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／６月15日（水）午前11時から電話か直
接地域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun
@homex-co.com）

キッズスペース　
夏休みだよ！みんなで一緒に工場（渡刈クリーンセンター）見学
とき／７月29日（金）午前10時～正午
ところ／エコット
対象／未就園児とその兄弟姉妹（保護者同伴）
定員／先着15組
申込み・問合せ／６月５日（日）午前10時から電話でエ
コット（☎26・8058、FAX26・8068、✉eco-t@eco-toyo
ta.com）

えほんよみきかせ会
とき／６月24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／６月10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）

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）
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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

と よ た 子 育 て 便 り

子どもの好き嫌いどうする？

　無理に食べさせようとすると、子どもはその食べ物がより嫌いになったり、食事を
すること自体が嫌いになったりすることがあります。乳幼児期は「食べることは楽し
い」という気持ちを育てることが大切です。好き嫌いの原因は一つではなく、また成
長によっても変わってきます。年齢に応じてできることから試してみましょう。「いつ
か食べられるようになったらいいね」という長い目で見る気持ちが大切です。

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

嫌いな食べ物を無理に食べさせるのは禁物！

●本能的なもの

なぜ苦手と感じるの？

　苦味は毒の味、酸味は腐った味だと
本能的に感じ、食べにくいです。

●個々の感性によるもの
　食感（ぐにゃぐにゃ、どろっと）や
見た目を苦手に感じ、食べにくいです。

調理を工夫する

好き嫌いを克服するには

・小さく刻む。子どもの好きな形にする
・炒める、煮る、揚げるなど調理法を変える

食べ物に興味を持てるように工夫する
・子どもと一緒に買い物へ行ったり調理を
　したりする
・子どもと一緒に家庭菜園や収穫体験をする

環境を工夫する
・間食の量と時間に気を付けたり、体を

使って遊んだりするなどして、食事の
時間に空腹になるようにする

・時には戸外で気分を変えて食事をする
・保護者がおいしそうに食べている姿を

見せる

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
とき／６月25日（土）①午前９時30分～11時40分　②午
後１時30分～３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、赤ち
ゃん抱っこ体験な

ど

定員／各先着30組
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／６月６日（月）午前９時から市ホームページ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1023701）

２ndマタニティ教室
とき／７月19日（火）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と家族
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／６月14日（火）午前９時から市ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1009078）

ふれあい子育て教室
とき／６月27日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年６月～８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／６月６日（月）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）

季節の手足型アート作り（①七夕　②ひまわり　③おばけ　④お月見）と
ダルクローズリトミック遊び
とき／①６月29日　②７月20日　
③８月３日　④９月７日　※いず
れも水曜日午前10時30分～11時10分
ところ／とよた市民活動センター
対象／首座り～未就園児と保護者

（③は未就学児も可）
定員／各先着15組
参加費／1,000円
申込み・問合せ／６月６日（月）午前９時からなないろ
えがおホームページかＥメールでなないろえがお（山
内☎080・3668・0062、✉nanairoegao@gmail.com）

親子むし歯予防教室
①親子ピカピカ教室　②はじめての歯みがき

とき／①７月８日　②22日　※いずれも金曜日午前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／市内在住の①１歳以上の未就園児と保護者　②
６～11か月の子と保護者
定員／各先着15組
申込み／６月８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）

赤ちゃんのための絵本講座
とき／①７月６日（水）　②７日（木）　③８日（金）
※いずれも午前10時30分～11時20分
ところ／中央図書館
対象／①②０歳児と保護者　③１歳児と保護者
定員／①②抽選８組　③抽選６組
申込み・問合せ／６月22日（水）までに申込み共通事項

（13㌻参照）と赤ちゃんの生年月日、希望コースを中央
図書館ホームページかハガキで中央図書館（〒471・00
25、西町１－200、☎32・0717、FAX32・4343）　※当選
者のみ６月29日（水）までに連絡

ベビーマッサージで赤ちゃんの
きずなを深め交流しよう！！
とき／６月17日（金）、７月19日（火）、８月31日（水）午
前10時30分～正午
ところ／豊田健康生活センター（日之出町）
対象／２か月～１歳の子と保護者
定員／各先着９組
参加費／700円
申込み・問合せ／６月５日（日）午前10時から親子コミ
ュケの会ホームページかＥメールで親子コミュケの会

（中西☎070・5258・9727、✉oyacomyu@gmail.com）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／７月20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／６月15日（水）午前11時から電話か直
接地域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun
@homex-co.com）

キッズスペース　
夏休みだよ！みんなで一緒に工場（渡刈クリーンセンター）見学
とき／７月29日（金）午前10時～正午
ところ／エコット
対象／未就園児とその兄弟姉妹（保護者同伴）
定員／先着15組
申込み・問合せ／６月５日（日）午前10時から電話でエ
コット（☎26・8058、FAX26・8068、✉eco-t@eco-toyo
ta.com）

えほんよみきかせ会
とき／６月24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／６月10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）

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）
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