
地域子育て支援センター【山之手】

ぱくぱくもぐもぐ離乳食
（５～８か月）

講
座講座

★３日月
　午前９時30分～11時

★12日水
   午前９時30分～11時

★20日木
   午前９時30分～11時
★25日火
   午前10時～11時

２回
開催

２回
開催

各センターの一覧はこちら▶

認知症とは 脳の病気など、いろいろな原因で脳の細胞の働きが悪くなったために認知機能が
低下し、普段の生活に支障をきたしている状態です。症状は人によって様々です。

認知症の気付き～疑いがある場合
もの忘れが目立ち、重要な約束を忘れるなど普段と違
う様子があれば、かかりつけ医や地域包括支援センタ
ーなどに早めに相談しましょう。

① 困ったことが
　 あればまず相談を

適度な運動やバランスの取れた食事を心がけましょう。社会活動や余暇活動を通
じて居場所をつくり、その中で仲間と積極的に交流しましょう。また、認知症の
人、介護家族、地域住民など、誰でも参加できる「認知症カフェ」もあります。

② 健康管理に気を付け、居場所や仲間を増やしましょう

HP1003145

認知症カフェの
詳細はこちら▲

HP1018352

今後の生活の見通し（介護や医療など）など、認知症の状態にあわせた相談や
支援について知ることができる「とよた認知症あんしんガイド」を、地域包括
支援センターなどで配布しています。 HP1017461ガイドのデータはこちら▶

施 設 と き 内容（対象）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

★５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

★  ５日水午前10時～11時
★  12日水午前10時～/午前10時45分～
★  13日木午後１時30分～２時30分
★  24日月午前９時30分～/午前11時～
★  25日火午前10時～11時

親子むし歯予防教室（１歳～１歳11か月）
人形劇を楽しもう
０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
10月生まれのたんじょう会（２歳以上/1歳）
親子でリトミック（２歳以上）

★26日水
   午前９時30分～11時

英語で歌おうハロウィン
楽しく子育て♪教室
親子で遊ぼう
ミニうんどう会
10月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
離乳食・幼児食教室（５～８か月）

★  １日土午前10時30分～/午前11時10分～   
★  ７日金午前10時30分～11時30分
★  12日水午前10時30分～/午前11時10分～
★  21日金午前10時15分～/午前11時10分～
★  27日木午前10時30分/午後１時30分～
★  31日月午前10時30分～正午

★３日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは９月５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）

10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。

★  ４日火午前10時～11時
★  ７日金午前10時～11時
★  11日火午前10時～/11時（２回開催）
★  18日火午前９時～/午前10時45分～/
　　　　  　午後１時～（３回開催）

親子むし歯予防教室（６～11か月）
子どもの事故と心肺蘇生法
10月生まれのたんじょう会（１歳/2歳以上）
ゆうゆうフェスタ
ゆうゆうフェスタ

こども園ってどんなところ？
人形劇を楽しもう

★  ７日金午前10時15分～11時
★  26日水午前10時15分～11時

人形劇がはじまるよ
親子歯みがき教室（１歳以上）

★  12日水午前10時15分～11時15分
★  20日木午前10時15分～11時15分

管理栄養士とママで語り合う幼児食（４か月～１歳２か月）
親子で楽しむベビーダンス（12か月～１歳６か月）

★  ３日月午前10時～11時
★  26日水午前10時～11時

★27日木
   午前９時30分～11時

親子で遊ぼう（ビニール袋風船を使って）★  ６日木午前10時～10時45分
こども園ってどんなところ？
楽しく子育て♪教室

★17日月
   午前９時30分～11時

ベビーヨガリズミック（６か月～１歳６か月）
てくてく散歩（１歳８か月以上）

オカリナとふれあい遊び（１歳６か月以上）★  19日水午前10時～11時 ★24日月
   午前９時30分～11時

★  14日金午前10時～11時30分
★  18日火午前10時～11時

さんぽに行こう（２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

親子リズム遊び（１歳６か月以上）★  12日水午前10時～11時

楽しい読み聞かせ
読み聞かせを楽しもう（１歳以上）
親子のふれあい遊び（１歳以上）

★  13日木午前10時～11時
★  21日金午前10時～11時

★19日水
   午前10時～11時親子ふれあい遊び★  ５日水午前10時～11時

　この講座では、講師から離乳食の
ポイントを学びます。食事の量やタ
イミングだけでなく、食物アレルギ
ーなど親が不安に感じる内容につい
ても正しい知識を得られます。質疑
応答の時間もあり、この日はベビー
フードなどが話題となりました。

離乳食を始めたばかりで
す。学んだことを生かし、
子どもと楽しい食事の時
間を過ごしたいです。

まの　　りか
真野 利佳さん 純寧ちゃん

あやね

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

運動会でかけっこしよう（雨天：12日（水））
親子で楽しくわらべうた遊び

★  ４日火午前10時～11時
★  11日火午前10時～11時
★  19日水午前10時～11時
★  25日火午前10時～11時30分

★  18日火午前10時30分～11時

★  ７日金午前９時～10時
★  18日火午前10時～11時

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

認知症かも？と思ったら！ ～９月は世界アルツハイマー月間です～

シニアのための運転技術講習会
とき／10月27日（木）午後１時～４時
ところ／豊田自動車学校（前山町）
対象／市内在住・在勤で自動車運転免許を持つ65歳以上
定員／抽選25人
申込み・問合せ／９月16日（金）までに電話、ファックス
かＥメールで交通安全防犯課（☎34・6633、FAX32・37
94、✉signal@city.toyota.aichi.jp）

学　び敬老金を贈呈しますお知らせ

催　し 折り紙講座（オリジナル作品「花」）
とき／９月28日（水）午後１時～３時
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着12人　参加費／200円

いずれもところは豊寿園。申込みは９月６日（火）午前
10時から直接豊寿園（電話申込不可）。問合せは豊寿園

（☎27・2200、FAX28・7343）

はじめてのスマホ体験 学　び

とき／10月５日（水）、６日（木）、21日（金）午前10時～正午
対象／市内在住の60歳以上で、全日程受講できる人
定員／先着20人

入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方
ラ イ ン キューアール

対象者 生まれ年 敬老金
80歳 昭和17年 5,000円90歳 昭和７年

100歳 大正11年 ２万円

贈呈方法※

口座振込

※対象予定者には振込金融機関届を発送しています
贈呈予定日／９月15日（木）頃
問合せ／高齢福祉課（☎34・6984、FAX34・6793、✉
korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）

音楽DE介護予防

とき／①９月11日、10月９日の日曜日午前10時45分～11
時45分　②９月30日、10月28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／①②先着30人
参加費／①②1,000円
申込み・問合せ／９月５日（月）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）

催　し
①健康リズム体操　②歌声ひろば
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真野 利佳さん 純寧ちゃん

あやね

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

運動会でかけっこしよう（雨天：12日（水））
親子で楽しくわらべうた遊び

★  ４日火午前10時～11時
★  11日火午前10時～11時
★  19日水午前10時～11時
★  25日火午前10時～11時30分

★  18日火午前10時30分～11時

★  ７日金午前９時～10時
★  18日火午前10時～11時

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

認知症かも？と思ったら！ ～９月は世界アルツハイマー月間です～

シニアのための運転技術講習会
とき／10月27日（木）午後１時～４時
ところ／豊田自動車学校（前山町）
対象／市内在住・在勤で自動車運転免許を持つ65歳以上
定員／抽選25人
申込み・問合せ／９月16日（金）までに電話、ファックス
かＥメールで交通安全防犯課（☎34・6633、FAX32・37
94、✉signal@city.toyota.aichi.jp）

学　び敬老金を贈呈しますお知らせ

催　し 折り紙講座（オリジナル作品「花」）
とき／９月28日（水）午後１時～３時
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着12人　参加費／200円

いずれもところは豊寿園。申込みは９月６日（火）午前
10時から直接豊寿園（電話申込不可）。問合せは豊寿園

（☎27・2200、FAX28・7343）

はじめてのスマホ体験 学　び

とき／10月５日（水）、６日（木）、21日（金）午前10時～正午
対象／市内在住の60歳以上で、全日程受講できる人
定員／先着20人

入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方
ラ イ ン キューアール

対象者 生まれ年 敬老金
80歳 昭和17年 5,000円90歳 昭和７年

100歳 大正11年 ２万円

贈呈方法※

口座振込

※対象予定者には振込金融機関届を発送しています
贈呈予定日／９月15日（木）頃
問合せ／高齢福祉課（☎34・6984、FAX34・6793、✉
korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）

音楽DE介護予防

とき／①９月11日、10月９日の日曜日午前10時45分～11
時45分　②９月30日、10月28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／①②先着30人
参加費／①②1,000円
申込み・問合せ／９月５日（月）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）

催　し
①健康リズム体操　②歌声ひろば
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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 感染症予防課（☎34・6180、FAX34・6929、✉ hokansen@city.toyota.aichi.jp）問合せ

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～
持ち物／妊娠中の子の母子健康手帳、筆記用具
申込み／９月６日（火）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）　　　　　　（HP1009078）

ふれあい子育て教室
とき／９月26日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年９月～11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／９月５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）

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／10月19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／９月21日（水）午前11時から電話で
地域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun
@homex-co.com）

とき／10月19日（水）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
内容／講話、相談
定員／先着15組
申込み／９月14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）

親子むし歯予防教室
はじめての歯みがき　

おはなしひろば
とき／９月27日（火）午前10時15分～10時45分
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／６か月～６歳の子と保護者
内容／絵本、大型絵本の読み聞かせ、エプロンシアタ
ー、手遊び
定員／先着30組
申込み・問合せ／当日直接高橋コミュニティセンター

（☎80・4729、FAX80・0068、✉takacomu@homex-co.com）

かしこい親子に大人気！
おやこ育脳あそび

とき／９月29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平成31年４月～令
和２年３月生まれの子と親
②令和２年４月～令和３年３月生まれの子と親　③
令和３年４月～令和４年５月生まれの子と親　※過
去に参加のない親子
定員／各先着６組
申込み・問合せ／９月５日（月）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）

とき／９月22日（木）午前９時40分～10時40分
ところ／保健センター
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

２ndマタニティ教室

とき／10月１日（土）午前10時～11時　※雨天中止
ところ／自然観察の森
対象／未就学児と親
定員／先着５組　　参加費／100円
申込み・問合せ／９月21日（水）午前９時から電話で
自然観察の森（☎88・1310、FAX88・1311、✉toyota
@wbsj.org）

親子向け自然体験講座
はじめてのもりさんぽ　秋編

２歳児の絵本講座

ベビー＆ママヨガ教室

とき／10月14日～12月16
日の毎週金曜日午前９時
30分～10時20分　※10月
21日、11月４日は休み
ところ／猿投棒の手ふれ
あい広場
対象／１か月半～12か月頃の子と母親（兄弟姉妹の同
伴不可）
定員／先着15組
参加費／6,400円
申込み・問合せ／９月９日（金）午前９時から電話か直
接猿投棒の手ふれあい広場（☎45・7288、FAX45・72
90、✉bonote@homex-co.com）

とき／10月５日（水）午前
10時30分～11時20分
ところ／中央図書館
対象／２歳児と保護者
定員／抽選10組
申込み・問合せ／９月21
日（水）までに申込み共通事項（14㌻下参照）と子の生
年月日を中央図書館ホームページかハガキで中央図
書館（〒471・0025、西町１－200、☎32・0717、FAX
32・4343）※当選者のみ９月28日（水）までに連絡

えいと

　それぞれの予防接種には、法で定められた接種期間（接種対象年齢）があり、
この期間中であれば接種が受けられます。予防接種のタイミングは、感染症
にかかりやすい年齢などをもとに決められていますので、市から接種券が届
いたら、早めに接種を受けましょう。接種券を紛失した場合などは、再発行
しますので問い合わせてください。

予防接種のタイミングは？

さぎやま

子どもの予防接種、早めに受けましょう！

　予防接種は、お子さんを病気から守るだけでなく、他のお子さんに病気をうつさない
ようにして病気の流行を防ぐことにも役立ちます。新型コロナウイルス感染症の感染の
懸念から受診を控える傾向がありますが、お子さんの予防接種を受けることは決して

「不要不急」ではありません。お子さんの健やかな成長のために、接種期間内に、ためら
わず早めに予防接種を受けましょう。

　お母さんからお子さんに与えられた免疫は、時間がたつにつれて自然に失われて
いきます。病気を予防するためには、お子さん自身で免疫をつくらなければなりま
せん。免疫をつくるために、予防接種は必要です。

予防接種、必要？

HP1003346
詳細はこちら▲
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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
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