
　日本では、高齢者のおよそ10㌫がうつ病であると考えられています※。退職や近親者との別れ
などの喪失感により孤独を感じる人もいれば、健康や経済の不安を感じる人もいます。
　メンタルヘルスとは、「こころの健康」という意味です。
　この機会にご自身の「こころの健康」について考えてみましょう。

８項目に回答するチェック表です。ご自身のこころの状態を是非チェック
してみてください。例えば次のような項目があります
□心配ごとや気がかりなことがあると感じましたか。
□そわそわ、落ち着かなく感じましたか。　

こころの健康状態を確認

・就寝・起床時間、食事時間など生活リズムを整え、体を動かしましょう
・家族や友人、地域の人々と交流し、悩みごとは一人で
　抱え込まないようにしましょう
・眠れない、不安が続くなど、不調を感じる時は相談機関に相談しましょう

こころの不調を防ぐには

HP1030659

いのち支える
こころのストレス度チェックはこちら▲

相談窓口一覧は
　　　　こちら▶

※長寿科学振興財団 健康長寿ネットより　ホームページはこちら▶

保健支援課（☎34・6855、FAX34・6051、✉hokenshien@city.toyota.aichi.jp）問合せコラム

「メンタルヘルス」について考えてみませんか？ ～10月10日は世界メンタルヘルスデーです～

「バラの育て方とバラ園見学」

とき／11月４日（金）午前９時30分～11時30分
ところ／西山公園　定員／先着12人　参加費／100円
申込み・問合せ／10月５日（水）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）

学　び

音読でイキイキ生活！催　し

催　し やさしい太極拳
とき／11月７日（月）午前10時～11時、午前11時15分～午
後０時15分　ところ／豊寿園　対象／市内在住の60歳以上
定員／各先着15人　参加費／100円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前10時から直接豊寿園
（☎27・2200（電話申込不可）、FAX28・7343）

クリスマスの曲を演奏しよう！

とき／練習：10月12日、26日、11月９日、30日、12月14
日の水曜日午前10時～11時　発表会：12月17日（土）午前
10時～11時
ところ／市民文化会館
対象／60歳以上で全日程参加できる人　定員／抽選15人
申込み・問合せ／10月９日（日）までに電話で市民文化会館
（☎33・7111、FAX35・4801）

催　し
～トーンチャイム体験～

とき／11月16日（水）午前10時30分～11時30分
ところ／中央図書館　対象／60歳以上　定員／抽選18人
申込み・問合せ／10月26日（水）までに中央図書館ホーム
ページ、電話か直接中央図書館（☎32・0717、FAX32・
4343）　※当選者のみ11月２日（水）までに電話で連絡

はじめの一歩講座

福祉・家事援助支援のための勉強会学　び

とき／10月22日、29日、11月５日、19日の土曜日午前10
時～午後４時　※別途実習が１日有り
ところ／ふれあいの家ほか　対象／市内在住の60歳以上　
定員／先着20人
申込み・問合せ／10月５日（水）午前９時から電話でシル
バー人材センター（☎31・1007、FAX34・3238、✉toyota@
sjc.ne.jp）

キラキラ健康塾「みんなの体力つくり」催　し

とき／11月11日～25日の毎週金曜日午前10時～11時30分
ところ／朝日丘交流館　対象／65歳以上　
定員／先着15人　参加費／400円（器具レンタル300円）
申込み・問合せ／10月７日（金）午前10時から電話か直接
朝日丘交流館（☎34・1561、FAX34・1569、✉ph-asahigaoka
@city.toyota.aichi.jp）
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地域子育て支援センター【足助】

講
座講座 ミュージックケア

★10日木
   午前10時～11時
★８日火
   午前10時～11時

２回
開催

区　分 １次申込み

新規
申込児

在園児

入園
決定

来年２月中旬頃
市から通知

面接は10月下旬～11月下旬に各園指定日で受ける。11月21日（月）までに
必要書類を提出（提出がない場合は申込み取下げとする）

【Ｂ 第１希望園での申請】
10月11日（火）～17日（月）に直接第１希望園（申込書に第５希望園まで記入可）

【Ａ 電子申請】
10月３日（月）～６日（木）に市ホームページ（第５希望園まで申請可）

面接・書類提出

申請
AかＢどちらかの

方法で申請

10月中旬に園から配付される在園状況確認書を園に提出。来年４月から転園希望の場合は、新規申込児と同様の手続が必要
注意

(１)【Ａ 電子申請】と【Ｂ 第１希望園での申請】の重複申込み不可
(２)１次申込み後に希望園を変更する場合は、取下げをし、２次申込みでの申込みが必要
(３)定員を超えて申込みがあった場合、希望園に入園できない場合有り
(４)入園希望児の学齢（※来年４月１日時点の満年齢）によっては、次の入園要件（原則同居の父母に必要）有り

(１)申込みの詳細・こども園等一覧は市ホームページ「豊田市こども園等のご案内」などを参照　
(２)申込書は午前９時～午後４時（土・日曜日、祝日を除く）に園で受取可。それ以外の時間は、園に事前確認が必要
(３)乳幼児の発達などで入園に心配のある場合は、園か保育課へ事前相談可
(４)２次申込みは広報とよた12月号に掲載予定（申込期間は来年１月６日（金）～17日（火）の予定）。
     来年５月以降の途中入園の申込みは広報とよた令和５年３月号に掲載予定

ア 就労（月60時間以上の労働が必要。来年５月10日以前に就労開始しており、前１週間（平日５日間）の慣らし保育を
含め４月中の入園を希望する人が対象）

イ 出産（予定月とその前後２か月を含めた５か月間、多胎児出産の場合は予定月と予定月前２か月と予定月後４か月
を含めた７か月間）

ウ 病気・障がい　　エ 同居親族の看護・介護　　オ 就学　　カ 通園・通学の付き添い　　キ り災　など

ただし、家族従業者と求職活動者は、１次申込みは不可

そのほか
※要件証明書（就労証明書等）は令和５年度様式を使用すること（昨年度から様式が変更されている）

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　●育児に関する相談は随時、来所・電話・出張で応じていま
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

★２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

親子でフラダンス（２歳以上）
わらべうたで音遊び（１歳/２歳以上）
０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
離乳食・幼児食教室（９～12か月）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上/1歳）

★30日水
   午前９時30分～11時

人形劇を見よう
人形劇を見よう
おはなしのとびら
自然と遊ぼう（２歳以上）
11月生まれのたんじょう会（１歳）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上）

★７日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは10月５日（水）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）

11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。

11月生まれのたんじょう会（１歳）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上）
テーブルシアター（１歳６か月以上）
プチ消防音楽隊コンサート
親子ビクス（４～11か月）

親子遊び

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

離乳食・幼児食教室（９～12か月）

親子でGOGOリトミック（２歳以上） ★14日月
   午前９時30分～11時

親子むし歯予防教室（６か月以上）
親子リトミック（１歳６か月以上）
リズム・手遊びで遊ぼう（１歳～１歳11か月）

クリスマスの準備をしよう（２歳以上）
さんぽに出かけよう（２歳以上）
乳児食・幼児食教室（５～８か月）
楽しく子育て♪教室
人形劇を見よう

★16日水
  午前９時30分～11時

　この講座では、音楽に合わせ、子
どもたちが体全体で拍子をとったり
楽器を鳴らしたりしながら親とのふ
れあいを楽しみます。親の楽しげな
様子を見た子は、今度は周りのお友
だちと関わるようになります。これ
は音でつながる素敵な体験です。

子どもは楽器を鳴らして
満足げでした。親同士で
も交流できたので、楽し
めたし刺激になりました。
はらかわ ももか
原川 桃果さん 柚樹くん

ゆずき

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）。

人形劇を見よう

★  ２日水午前10時15分～11時

★  １日火午前10時15分～11時15分

★  ４日金午前10時～11時
★  ９日水午前10時～/午前10時45分～
★  10日木午後１時30分～２時30分
★  21日月午前10時～11時
★  28日月午前９時30分～/午前11時～

★  ９日水午前10時30分～11時  
★  ９日水午前11時15分～11時45分
 　 10日木午前11時～11時30分
★  16日水午前10時30分～11時30分
★  24日木午前10時30分～11時30分
★  24日木午後１時30分～２時30分
★  15日火午前10時～10時30分
★  15日火午前11時～11時30分
★  16日水午前10時～11時
★  19日土午前10時～11時
★  24日木午前10時～11時

★  ７日月午前10時～11時30分

★  １日火午前10時～11時

★  ２日水午前10時30分～11時30分

★  ２日水午前10時～11時
★  ９日水午前10時～11時

★  14日月午前10時～11時30分

★  ７日月午前10時～11時

★  25日金午前10時～11時
★  １日火午前10時～11時
★  25日金午前10時～11時30分
★  １日火午前10時～11時
★  ２日水午前10時～11時

離乳食・幼児食教室（後期）（９～12か月） ★28日月
   午前９時30分～11時

講
座
の
様
子

利
用
マ
マ
V
O
I
C
E

令和５年度　こども園等の園児を募集します
１次申込みの方法　【A 電子申請】 10月３日（月）～６日（木）　【Ｂ 第１希望園での申請】 10月11日（火）～17日（月）

HP1016131

HP1016132

入園希望児と保護者が市内に居住することが必要（入園希望日の平日５日前までに転入手続が必要。
入園式から入園の場合は来年３月24日（金）までに転入手続が必要）

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

と よ た 子 育 て 便 り 子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、✉ kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）問合せ

お子さんの成長に合わせた子育て情報がLINEで受け取れます

HP1050987

　　　「子育てについて誰に相談したらいいだろう」「どこか子どもが安全に遊べる
　　場所はないかな」「子どもの健診や予防接種の時期はいつ頃だったかな？」など、
　子育てに関する悩みや困りごとはありませんか。
　　豊田市LINE公式アカウントを「友だち追加」し、お子さんの生年月日を登録するだけで、
子育てに役立つ情報を、成長に合わせて受け取ることができます。是非ご利用ください。

豊田市LINE公式アカウントを
「友だち追加」

配信イメージ

出生日 20日目

１か月健診のお知らせ

30日目

子育て相談窓口の案内

60日目

子育て支援センターの紹介

90日目

育児に関するアドバイス

概要や受信設定方法などは
市ホームページ参照
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地域子育て支援センター【足助】

講
座講座 ミュージックケア

★10日木
   午前10時～11時
★８日火
   午前10時～11時

２回
開催

区　分 １次申込み

新規
申込児

在園児

入園
決定

来年２月中旬頃
市から通知

面接は10月下旬～11月下旬に各園指定日で受ける。11月21日（月）までに
必要書類を提出（提出がない場合は申込み取下げとする）

【Ｂ 第１希望園での申請】
10月11日（火）～17日（月）に直接第１希望園（申込書に第５希望園まで記入可）

【Ａ 電子申請】
10月３日（月）～６日（木）に市ホームページ（第５希望園まで申請可）

面接・書類提出

申請
AかＢどちらかの

方法で申請

10月中旬に園から配付される在園状況確認書を園に提出。来年４月から転園希望の場合は、新規申込児と同様の手続が必要
注意

(１)【Ａ 電子申請】と【Ｂ 第１希望園での申請】の重複申込み不可
(２)１次申込み後に希望園を変更する場合は、取下げをし、２次申込みでの申込みが必要
(３)定員を超えて申込みがあった場合、希望園に入園できない場合有り
(４)入園希望児の学齢（※来年４月１日時点の満年齢）によっては、次の入園要件（原則同居の父母に必要）有り

(１)申込みの詳細・こども園等一覧は市ホームページ「豊田市こども園等のご案内」などを参照　
(２)申込書は午前９時～午後４時（土・日曜日、祝日を除く）に園で受取可。それ以外の時間は、園に事前確認が必要
(３)乳幼児の発達などで入園に心配のある場合は、園か保育課へ事前相談可
(４)２次申込みは広報とよた12月号に掲載予定（申込期間は来年１月６日（金）～17日（火）の予定）。
     来年５月以降の途中入園の申込みは広報とよた令和５年３月号に掲載予定

ア 就労（月60時間以上の労働が必要。来年５月10日以前に就労開始しており、前１週間（平日５日間）の慣らし保育を
含め４月中の入園を希望する人が対象）

イ 出産（予定月とその前後２か月を含めた５か月間、多胎児出産の場合は予定月と予定月前２か月と予定月後４か月
を含めた７か月間）

ウ 病気・障がい　　エ 同居親族の看護・介護　　オ 就学　　カ 通園・通学の付き添い　　キ り災　など

ただし、家族従業者と求職活動者は、１次申込みは不可

そのほか
※要件証明書（就労証明書等）は令和５年度様式を使用すること（昨年度から様式が変更されている）

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　●育児に関する相談は随時、来所・電話・出張で応じていま
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

★２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

親子でフラダンス（２歳以上）
わらべうたで音遊び（１歳/２歳以上）
０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
離乳食・幼児食教室（９～12か月）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上/1歳）

★30日水
   午前９時30分～11時

人形劇を見よう
人形劇を見よう
おはなしのとびら
自然と遊ぼう（２歳以上）
11月生まれのたんじょう会（１歳）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上）

★７日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは10月５日（水）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）

11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。

11月生まれのたんじょう会（１歳）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上）
テーブルシアター（１歳６か月以上）
プチ消防音楽隊コンサート
親子ビクス（４～11か月）

親子遊び

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

離乳食・幼児食教室（９～12か月）

親子でGOGOリトミック（２歳以上） ★14日月
   午前９時30分～11時

親子むし歯予防教室（６か月以上）
親子リトミック（１歳６か月以上）
リズム・手遊びで遊ぼう（１歳～１歳11か月）

クリスマスの準備をしよう（２歳以上）
さんぽに出かけよう（２歳以上）
乳児食・幼児食教室（５～８か月）
楽しく子育て♪教室
人形劇を見よう

★16日水
  午前９時30分～11時

　この講座では、音楽に合わせ、子
どもたちが体全体で拍子をとったり
楽器を鳴らしたりしながら親とのふ
れあいを楽しみます。親の楽しげな
様子を見た子は、今度は周りのお友
だちと関わるようになります。これ
は音でつながる素敵な体験です。

子どもは楽器を鳴らして
満足げでした。親同士で
も交流できたので、楽し
めたし刺激になりました。
はらかわ ももか
原川 桃果さん 柚樹くん

ゆずき

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）。

人形劇を見よう

★  ２日水午前10時15分～11時

★  １日火午前10時15分～11時15分

★  ４日金午前10時～11時
★  ９日水午前10時～/午前10時45分～
★  10日木午後１時30分～２時30分
★  21日月午前10時～11時
★  28日月午前９時30分～/午前11時～

★  ９日水午前10時30分～11時  
★  ９日水午前11時15分～11時45分
 　 10日木午前11時～11時30分
★  16日水午前10時30分～11時30分
★  24日木午前10時30分～11時30分
★  24日木午後１時30分～２時30分
★  15日火午前10時～10時30分
★  15日火午前11時～11時30分
★  16日水午前10時～11時
★  19日土午前10時～11時
★  24日木午前10時～11時

★  ７日月午前10時～11時30分

★  １日火午前10時～11時

★  ２日水午前10時30分～11時30分

★  ２日水午前10時～11時
★  ９日水午前10時～11時

★  14日月午前10時～11時30分

★  ７日月午前10時～11時

★  25日金午前10時～11時
★  １日火午前10時～11時
★  25日金午前10時～11時30分
★  １日火午前10時～11時
★  ２日水午前10時～11時

離乳食・幼児食教室（後期）（９～12か月） ★28日月
   午前９時30分～11時

講
座
の
様
子

利
用
マ
マ
V
O
I
C
E

令和５年度　こども園等の園児を募集します
１次申込みの方法　【A 電子申請】 10月３日（月）～６日（木）　【Ｂ 第１希望園での申請】 10月11日（火）～17日（月）

HP1016131

HP1016132

入園希望児と保護者が市内に居住することが必要（入園希望日の平日５日前までに転入手続が必要。
入園式から入園の場合は来年３月24日（金）までに転入手続が必要）

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

と よ た 子 育 て 便 り 子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、✉ kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）問合せ

お子さんの成長に合わせた子育て情報がLINEで受け取れます

HP1050987

　　　「子育てについて誰に相談したらいいだろう」「どこか子どもが安全に遊べる
　　場所はないかな」「子どもの健診や予防接種の時期はいつ頃だったかな？」など、
　子育てに関する悩みや困りごとはありませんか。
　　豊田市LINE公式アカウントを「友だち追加」し、お子さんの生年月日を登録するだけで、
子育てに役立つ情報を、成長に合わせて受け取ることができます。是非ご利用ください。

豊田市LINE公式アカウントを
「友だち追加」

配信イメージ

出生日 20日目

１か月健診のお知らせ

30日目

子育て相談窓口の案内

60日目

子育て支援センターの紹介

90日目

育児に関するアドバイス

概要や受信設定方法などは
市ホームページ参照
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とき／10月28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
問合せ／10月14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）

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

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
とき／11月５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／10月11日（火）午前９時から市ホームページ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1023701）

２ndマタニティ教室
とき／11月12日（土）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／10月12日（水）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／10月31日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年10月～12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／10月５日（水）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ハロウィン　②はたらくくるま　③クリスマス）と
ダルクローズリトミック遊び

とき／①10月12日　②11月９日　③12月14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
定員／各先着15組
参加費／各1,000円
申込み・問合せ／10月５日（水）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／①11月11日（金）　②21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／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／①②先着15組
申込み／10月12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）

おはなしひろば
とき／10月25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（当日直接会場）
問合せ／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／10月27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６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
ードを使った脳を活性化する遊びと座談会
定員／各先着６組
申込み・問合せ／10月５日（水）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）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／11月16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／10月19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）

エコ・キッズスペース　～秋の森へ遊びに行こう！～
とき／11月１日（火）午前10時～正午
ところ／トヨタの森
対象／未就園児と保護者
定員／先着15組
参加費／100円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前10時から電話でエ
コット（☎26・8058、FAX26・8068、✉eco-t@eco-toyo
ta.com）

縁ＪОＹ市民活動フェスタ2022　親子向け遊び

とき／10月23日（日）①午前10時30分～11時10分　②午前
11時30分～午後０時10分　③午後１時30分～２時10分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／未就学児と親
内容／①リズム遊び、工作、音楽劇　②器具や遊具を
使った体操遊び　③親子で楽しむ音楽会
定員／先着20組（当日直接会場）
問合せ／とよた市民活動センター（☎36・1730、FAX34・
0015、✉tec@city.toyota.aichi.jp）

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）

えいと さぎやま

とき／10月20日、11月17日、12月１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／全日程に参加できる１歳以上の未就園児と親
内容／カホンやカウベルなどの楽器の演奏
定員／先着15組
参加費／3,000円
申込み・問合せ／10月５日（水）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）

赤ちゃんのための絵本講座
とき／①11月９日（水）　②10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
定員／①抽選10組　②抽選８組
申込み・問合せ／10月26日（水）までに申込み共通事項

（14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11月２日（水）までにハガキで連絡

えほんよみきかせ会

リトミック　珍しい楽器でリズムをとろう！
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とき／10月28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
問合せ／10月14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）

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

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
とき／11月５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／10月11日（火）午前９時から市ホームページ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1023701）

２ndマタニティ教室
とき／11月12日（土）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／10月12日（水）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／10月31日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年10月～12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／10月５日（水）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ハロウィン　②はたらくくるま　③クリスマス）と
ダルクローズリトミック遊び

とき／①10月12日　②11月９日　③12月14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
定員／各先着15組
参加費／各1,000円
申込み・問合せ／10月５日（水）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／①11月11日（金）　②21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／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／①②先着15組
申込み／10月12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）

おはなしひろば
とき／10月25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（当日直接会場）
問合せ／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／10月27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６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
ードを使った脳を活性化する遊びと座談会
定員／各先着６組
申込み・問合せ／10月５日（水）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）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／11月16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／10月19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）

エコ・キッズスペース　～秋の森へ遊びに行こう！～
とき／11月１日（火）午前10時～正午
ところ／トヨタの森
対象／未就園児と保護者
定員／先着15組
参加費／100円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前10時から電話でエ
コット（☎26・8058、FAX26・8068、✉eco-t@eco-toyo
ta.com）

縁ＪОＹ市民活動フェスタ2022　親子向け遊び

とき／10月23日（日）①午前10時30分～11時10分　②午前
11時30分～午後０時10分　③午後１時30分～２時10分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／未就学児と親
内容／①リズム遊び、工作、音楽劇　②器具や遊具を
使った体操遊び　③親子で楽しむ音楽会
定員／先着20組（当日直接会場）
問合せ／とよた市民活動センター（☎36・1730、FAX34・
0015、✉tec@city.toyota.aichi.jp）

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）

えいと さぎやま

とき／10月20日、11月17日、12月１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／全日程に参加できる１歳以上の未就園児と親
内容／カホンやカウベルなどの楽器の演奏
定員／先着15組
参加費／3,000円
申込み・問合せ／10月５日（水）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）

赤ちゃんのための絵本講座
とき／①11月９日（水）　②10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
定員／①抽選10組　②抽選８組
申込み・問合せ／10月26日（水）までに申込み共通事項

（14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11月２日（水）までにハガキで連絡

えほんよみきかせ会

リトミック　珍しい楽器でリズムをとろう！
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