
　この催しは、１歳になる子を対象
に毎月開催しています。歌遊びや手
遊びをしながら楽しく誕生日をお祝
いします。最後には布でできた大き
なケーキが出てきて、子どもたちは
興味津々。みんなでいちごを飾り、
豪華なケーキを完成させました。

前日が子どもの誕生日で、
この会に参加しました。
子どものにこにこ嬉しそ
うな表情が印象的でした。
はっとり　みか
服部 実佳さん 心花ちゃん
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とよた子育て総合支援センター【あいあい】

講
座講座 10月生まれのたんじょう会（１歳）

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（１月10日（火）
以降は正午～午後１時も開館）

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

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

★４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

０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
親子フィットネス（２歳以上）
１月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）
リズムで遊ぼう

★25日水
   午前９時30分～11時

ベビー＆ママビクス（４～９か月）
おはなしのとびら
パパと遊ぼうパパッパパ
１月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）

★16日月
　午前10時～11時30分

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは12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）

１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。

１月生まれのたんじょう会（１歳）
１月生まれのたんじょう会（２歳以上）
ママと一緒にフラダンス（４～11か月）

作って遊ぼう（節分）

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

楽しく子育て♪教室
人形劇を観よう
親子むし歯予防教室（１歳以上）

親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

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）。

★  27日金午前10時15分～11時

★  12日木午後１時30分～２時30分
★  17日火午前10時～11時
★  23日月午前９時30分～/午前11時～
★  27日金午前10時～11時
★  30日月午前10時～/午前11時～

★  11日水午前10時30分～11時30分 
　  12日木午前11時～11時20分
★  15日日午前10時30分～/午前11時15分～
★  26日木午前10時30分～/午後１時30分～
★  30日月午前10時30分～11時30分

★  18日水午前10時～10時30分
★  18日水午前11時～11時30分
★  30日月午前10時～11時

★  11日水午前10時～11時

★  24日火午前10時～11時

★  12日木午前10時～11時
★  27日金午前10時～11時

２回
開催

★  20日金午前10時～11時
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２回
開催

★  11日水午前10時15分～11時45分
★  19日木午前10時15分～11時15分

離乳食・幼児食教室（９～12か月）
心肺蘇生・ＡＥＤ操作について学ぶ

楽しく子育て♪教室★  16日月午前10時～11時 ★23日月
   午前９時30分～11時

離乳食・幼児食教室（５～８か月）★  20日金午前10時～11時30分 ★16日月
   午前９時30分～11時

★  11日水午前10時～11時30分
★  27日金午前10時～11時

離乳食・幼児食教室（９～12か月）
親子むし歯予防教室（１歳以上）

★18日水
   午前９時30分～11時

手遊びをしよう★  24日火午前10時30分～11時

鬼のお面を作ろう（１歳以上）★  26日木午前10時～11時 ★12日木
   午前10時～11時

鬼を作ろう★  24日火午前10時～11時 ★10日火
   午前10時～11時

スタンプ遊びをしよう★  18日水午前10時～11時

申込み

学　び

介護予防事業「ずっと元気！プロジェクト」催　し 学　び

とき／12月10日（土）、11日（日）午前10時～午後２時
ところ／福祉センター　対象／市内在住の65歳以上の人と家族
その他／10日に終活セミナー、11日に健康セミナー有り
※いずれも午前10時30分～11時30分。定員は各先着42人。
申込みは12月５日（月）午前９時から申込みフォームか電
話でNextRiseソーシャルインパクト推進機構
問合せ／NextRiseソーシャルインパクト
推進機構（☎050・3188・2003）

学　び

いずれもところは豊寿園。申込みは12月５日（月）午前
10時から直接豊寿園。問合せは豊寿園（☎27・2200

（電話申込み不可）、FAX28・7343）

はじめてのスマホ体験 

とき／来年１月23日（月）、27日（金）、31日（火）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14人

入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方
ラ イ ン キューアール

文章作法の基礎～わかりやすく伝える～
とき／12月23日（金）午前10時～11時30分
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着16人
参加費／500円

福祉センタープログラム体験会

ネクストライズ

音楽DE介護予防

とき／①12月11日（日）午前10時45分～11時45分　②来年１月15日
（日）午前10時45分～11時45分　③20日（金）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／①②③先着30人　参加費／①②③1,000円
申込み・問合せ／12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）

①②健康リズム体操　③歌声ひろば

学　び いきいき脳トレ体操
とき／来年１月13日（金）午前10時～11時
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着14人
参加費／300円

介護保険課（☎34・6634、FAX34・6034、✉ kaigohoken@city.toyota.aichi.jp）問合せコ ラ ム

　介護の主な仕事は、次のような介護
サービスを利用者に提供することです。

介護のお仕事を始めてみませんか？
それぞれのサービスにおいて、身体介護や
レクリエーション、周辺業務（掃除、見守
り、送迎、調理、配膳な

ど）、資格を生かした
専門的な仕事などが行われています。

それぞれのサービスにおいて、身体介護や
レクリエーション、周辺業務（掃除、見守
り、送迎、調理、配膳な

ど）、資格を生かした
専門的な仕事などが行われています。

介護の現場には、シニアの皆さん
だからこそ活躍できる場があります

　利用者と年齢が近く、共通の趣味や話題で利用者に寄
り添えることがシニアの大きな強みです。そのため、利
用者から頼られる存在にもなります。また、利用者やそ
のご家族からの多くの「ありがとう」の気持ちを感じられ、
やりがいにつながります。そして、仕事の継続は自身の
健康維持にもなります。

興味がある人は、是非こちらにご参加ください。
「介護の仕事セミナー in とよた」（詳細は19㌻）
とき／来年１月22日（日）午後２時～２時45分　ところ／福祉センター

未経験、無資格の人も歓迎です！

レクリエーション 送迎

・通所サービス：利用者が自宅から施設へ通う
・訪問サービス：利用者の自宅へ介護をする
　　　　　　　　人に訪問してもらう
・入所サービス：利用者が施設で生活する
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①②健康リズム体操　③歌声ひろば

学　び いきいき脳トレ体操
とき／来年１月13日（金）午前10時～11時
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着14人
参加費／300円

介護保険課（☎34・6634、FAX34・6034、✉ kaigohoken@city.toyota.aichi.jp）問合せコ ラ ム

　介護の主な仕事は、次のような介護
サービスを利用者に提供することです。

介護のお仕事を始めてみませんか？
それぞれのサービスにおいて、身体介護や
レクリエーション、周辺業務（掃除、見守
り、送迎、調理、配膳な

ど）、資格を生かした
専門的な仕事などが行われています。

それぞれのサービスにおいて、身体介護や
レクリエーション、周辺業務（掃除、見守
り、送迎、調理、配膳な

ど）、資格を生かした
専門的な仕事などが行われています。

介護の現場には、シニアの皆さん
だからこそ活躍できる場があります

　利用者と年齢が近く、共通の趣味や話題で利用者に寄
り添えることがシニアの大きな強みです。そのため、利
用者から頼られる存在にもなります。また、利用者やそ
のご家族からの多くの「ありがとう」の気持ちを感じられ、
やりがいにつながります。そして、仕事の継続は自身の
健康維持にもなります。

興味がある人は、是非こちらにご参加ください。
「介護の仕事セミナー in とよた」（詳細は19㌻）
とき／来年１月22日（日）午後２時～２時45分　ところ／福祉センター

未経験、無資格の人も歓迎です！

レクリエーション 送迎

・通所サービス：利用者が自宅から施設へ通う
・訪問サービス：利用者の自宅へ介護をする
　　　　　　　　人に訪問してもらう
・入所サービス：利用者が施設で生活する
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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

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／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／12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）　　　　 （HP1023701）

ふれあい子育て教室
とき／12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12月～令和４年２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／12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）

おはなしひろば
とき／12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か月以上の未就学児と保護者
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）

とき／12月28日（水）午前９時30分～11時40分
ところ／保健センター　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／先着30組

パパママ教室～１stマタニティ～

親子教室
とき／来年１月11日～３月８日の毎週水曜日午前10
時15分～11時
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
定員／先着20組　参加費／4,500円（初回徴収）
申込み／１月４日（水）午前10時からスポーツ協会ホ
ームページ
問合せ／スカイホール豊田（☎31・0451、FAX35・47
73、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

とき／12月23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／12月９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）

えほんよみきかせ会

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／来年１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／12月21日（水）午前11時から電話で地
域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun@ho
mex-co.com）

と よ た 子 育 て 便 り 保健部総務課（☎34・6723、FAX31・6320、✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）問合せ

「お口ポカン」になっていませんか？

家でもできる「お口ポカン」対策！
普段から口周りの筋肉をたくさん動かすことが効果的です。
★口を閉じ、よくかんで食べる習慣をつくる→普段から食事を観察し、優しく声をかけましょう
★日頃から口を使った「遊び」を取り入れる→シャボン玉、吹き戻し、にらめっこ遊び、風船など

　気が付くと、お子さんの口がポカンと
開いたままになっていませんか？
　気が付くと、お子さんの口がポカンと
開いたままになっていませんか？

「舌や口周りの筋肉の弱さ」が大きな原因かもしれません。
「お口ポカン」の場合、様々な リスク が考えられます。

＞＞お口のことで気になる場合は、３歳頃を目安に、小児歯科に相談してみてください

口が開いたままだと…
・口の中が乾燥し唾液が減る
　　→むし歯や歯周病になりやすい
・ウイルスや細菌が喉に付着する
　　→風邪を引きやすい
・口の周りの筋力が弱くなる
　　→発音やかむ力、
　　　　　　歯並びに影響が出やすい

近年、子どもの口の発達がとても
重要であるということが、様々な研究や
調査結果で明らかになっています。

その原因は…その原因は…

２次申込み

・入園希望登録書（第５希望園まで記入可）　
・要件証明書（就労証明書等）　※該当者のみ（注意（５）参照）
・育児休業復帰者の希望確認書　※申込時点での育児休業取得者のみ　
※様式は申請場所で事前に配布か市ホームページからダウンロード　書類不備の場合は受付不可

【Ｂ 郵送申請】来年１月６日（金）～17日（火、必着）に保育課　
（〒471・8501、住所記入不要、「当初入園２次申込み」と朱書き必要）
※保育課の受付後、１週間程度で入園希望登録書の控えなどを保育課から発送

【Ａ 窓口申請】来年１月６日（金）～17日（火）午前８時30分～午後５時15分に保育課　※土・日曜日、祝日は休み
（旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡地区の園は、園のある地区の支所でも申請可）　

提出書類

申請
AかＢどちらかの

方法で申請

(１)【Ａ 窓口申請】と【Ｂ 郵送申請】の重複申込み不可
(２)２次申込みを受け付けない園や学齢有り
(３)受付時に空きがない場合も申請可（(２)の園や学齢は除く）
(４)入園日は、原則入園式以降
(５)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)受入可能数を超えたことにより入園できない場合は、保育の必要度が高い順に待機
(３)入園決定通知は来年２月中旬頃に保育課から発送
(４)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（水）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

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）

令和５年度　こども園等当初入園２次申込みの受付をします
２次申込みの方法　【A 窓口申請】 【Ｂ 郵送申請】 　来年１月６日（金）～17日（火）　※先着順ではありません

HP1016131

HP1016133

入園希望児と保護者が市内に居住することが必要
（転入手続きは、入園希望日の平日５日前までに必要。ただし、入園式からの入園希望の場合は来年３月24日（金）までに必要）
問合せ／保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

注意
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教室

とき／①来年１月13日　②20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／①②先着15組
申込み／12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）

赤ちゃんのための絵本講座
とき／①来年１月18日（水）　②19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／１月４日（水）までに申込み共通事項

（12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１月11日（水）までにハガキで連絡
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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／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／12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）　　　　 （HP1023701）

ふれあい子育て教室
とき／12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12月～令和４年２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／12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）

おはなしひろば
とき／12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か月以上の未就学児と保護者
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）

とき／12月28日（水）午前９時30分～11時40分
ところ／保健センター　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／先着30組

パパママ教室～１stマタニティ～

親子教室
とき／来年１月11日～３月８日の毎週水曜日午前10
時15分～11時
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
定員／先着20組　参加費／4,500円（初回徴収）
申込み／１月４日（水）午前10時からスポーツ協会ホ
ームページ
問合せ／スカイホール豊田（☎31・0451、FAX35・47
73、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

とき／12月23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／12月９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）

えほんよみきかせ会

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／来年１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／12月21日（水）午前11時から電話で地
域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun@ho
mex-co.com）

と よ た 子 育 て 便 り 保健部総務課（☎34・6723、FAX31・6320、✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）問合せ

「お口ポカン」になっていませんか？

家でもできる「お口ポカン」対策！
普段から口周りの筋肉をたくさん動かすことが効果的です。
★口を閉じ、よくかんで食べる習慣をつくる→普段から食事を観察し、優しく声をかけましょう
★日頃から口を使った「遊び」を取り入れる→シャボン玉、吹き戻し、にらめっこ遊び、風船など

　気が付くと、お子さんの口がポカンと
開いたままになっていませんか？
　気が付くと、お子さんの口がポカンと
開いたままになっていませんか？

「舌や口周りの筋肉の弱さ」が大きな原因かもしれません。
「お口ポカン」の場合、様々な リスク が考えられます。

＞＞お口のことで気になる場合は、３歳頃を目安に、小児歯科に相談してみてください

口が開いたままだと…
・口の中が乾燥し唾液が減る
　　→むし歯や歯周病になりやすい
・ウイルスや細菌が喉に付着する
　　→風邪を引きやすい
・口の周りの筋力が弱くなる
　　→発音やかむ力、
　　　　　　歯並びに影響が出やすい

近年、子どもの口の発達がとても
重要であるということが、様々な研究や
調査結果で明らかになっています。

その原因は…その原因は…

２次申込み

・入園希望登録書（第５希望園まで記入可）　
・要件証明書（就労証明書等）　※該当者のみ（注意（５）参照）
・育児休業復帰者の希望確認書　※申込時点での育児休業取得者のみ　
※様式は申請場所で事前に配布か市ホームページからダウンロード　書類不備の場合は受付不可

【Ｂ 郵送申請】来年１月６日（金）～17日（火、必着）に保育課　
（〒471・8501、住所記入不要、「当初入園２次申込み」と朱書き必要）
※保育課の受付後、１週間程度で入園希望登録書の控えなどを保育課から発送

【Ａ 窓口申請】来年１月６日（金）～17日（火）午前８時30分～午後５時15分に保育課　※土・日曜日、祝日は休み
（旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡地区の園は、園のある地区の支所でも申請可）　

提出書類

申請
AかＢどちらかの

方法で申請

(１)【Ａ 窓口申請】と【Ｂ 郵送申請】の重複申込み不可
(２)２次申込みを受け付けない園や学齢有り
(３)受付時に空きがない場合も申請可（(２)の園や学齢は除く）
(４)入園日は、原則入園式以降
(５)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)受入可能数を超えたことにより入園できない場合は、保育の必要度が高い順に待機
(３)入園決定通知は来年２月中旬頃に保育課から発送
(４)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（水）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

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）

令和５年度　こども園等当初入園２次申込みの受付をします
２次申込みの方法　【A 窓口申請】 【Ｂ 郵送申請】 　来年１月６日（金）～17日（火）　※先着順ではありません

HP1016131

HP1016133

入園希望児と保護者が市内に居住することが必要
（転入手続きは、入園希望日の平日５日前までに必要。ただし、入園式からの入園希望の場合は来年３月24日（金）までに必要）
問合せ／保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

注意
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教室

とき／①来年１月13日　②20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／①②先着15組
申込み／12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）

赤ちゃんのための絵本講座
とき／①来年１月18日（水）　②19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／１月４日（水）までに申込み共通事項

（12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１月11日（水）までにハガキで連絡
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