主に未就学児のパパママ向けの

イベントや、
子育て支援などに
関する情報を紹介します。

最近、
外出して
いないママなど、
気軽にどうぞ！

定員

各10人
（申込順）

赤ちゃんと小学生のふれあい交流会
命の大切さを伝えよう

小学5年生の体験学習と、母親同士の交流を行
います。

9/11㈪、
9/12㈫、
9/15㈮9:30～11:00
磯辺校区市民館
対象
市内在住の4～11か月児と保護者
申込先 こども保健課
（☎39・9160）
44150

とき

ところ

今ドキmamaのセルフケア教室

カミカミ教室

来年４月入園の園児を募集します

産後エクササイズ、交流会、育児相談を
行います。
とき：8/29㈫13:30～15:00 ところ：保健
所・保健センター 対象：6～11か月児と
（申込順） 申込先：こど
母親 定員：30組
45216
も保健課
（☎39・9160）

離乳食と歯磨きの話、試食、育児相談な
どを行います。
とき：9/14㈭、
10/19㈭10:00～11:30 と
ころ：保健所・保健センター 対象：9・10
か月前後の乳児をもつ母親 定員：各20
組
（申込順） 料金： 各200円 その他：託
児あり
（1人300円必要） 申込先：こども
45213
保健課
（☎39・9160）

市内の各保育園・認定こども園・幼稚園
では、9月1日㈮から願書・入所申込書を
配布し、10月2日㈪から受付けます。保
育内容などは各園にご確認ください。
各
園の一覧はホームページに掲載してい
ます。保育園・認定こども園の入園手続
きなど詳細は、本紙9月号でお知らせす
る予定です。
問合せ：保育課
（☎51・2322） 22829

育児講演会  乳幼児を抱える
家庭への災害の備え

救急講座 幼児安全法
乳幼児の事故予防と手当ての仕方、心
肺蘇生法などを学びます。
とき：9/11㈪11:00～12:00 ところ：こど
も未来館「ここにこ」 講師：日本赤十字
社幼児安全法指導員 定員：15組（申込
順） 申込み：8/1㈫～8/15㈫に返信先
明記の往復はがきで講座名、参加者全
員の氏名・年齢、代表者の氏名・電話番
号を、
こども未来館
（〒440-0897松葉町
三丁目1☎21・5528）※ホームページか
らも申込み可

妊婦の生活と栄養の話、簡単ミニランチ
の試食、
交流を行います。
とき：8/23㈬9:30～12:00 ところ：保
健所・保健センター 対象：35歳以上
の妊婦 定員：20人（申込順） 料金：
200円 申込先：こども保健課（☎39・
  6381
9160）

幼児ふれあい教室

妊婦同士で話が
弾みます！

災害時の対応方法や普段の備えについ
て学びます。
とき：9/7㈭10:30～12:00 ところ：こども
未来館
「ここにこ」 講師：保健師 定員：
50人（申込順） その他：妊婦も参加可
申込み：8/1㈫から、
こども未来館
（松葉町
三丁目☎21・5528）

プレママカフェ

申込み：8/20㈰までにホームページで必要事項を入力

こども未来政策課
（☎51・2325）

ポッキー先生と親子で遊ぼう♪

（全3回）
と き 9/6～9/20の水曜日
ところ 高豊地区市民館

23513

問合せ：

ママも癒されるオイルを使った
ベビーマッサージ＆ベビージム

（全5回）
と き 9/7～10/5の木曜日
ところ 明照保育園

心と体を育てる運動あそび・
工作あそび

親子リトミック 発達リズム

五感で楽しむ食育1

助産師が伝える赤ちゃん育て

（全5回）
と き 9/6～10/4の水曜日
ところ 東陵地区市民館
とき
ところ

9/7～10/5の木曜日（全5回）
東部地区市民館飯村分館

とき
ところ

とき
ところ

9/21～10/19の木曜日（全5回）
東陽地区市民館

9/26～10/24の火曜日（全5回）
南稜地区市民館
30

高齢者向けの健康教室や、
介護・医療などに関する情報を
掲載します。

運動で元気はつらつ教室

日程：下表
（各全10回）
。
13:30～15:30

対象：65歳以上で
運動機能の低下が気になる方
（初回優先） 申込み：9/15㈮
24157
までに長寿介護課
（☎51・2339）

とき

9/29～12/15の金曜日
10/2～12/11の月曜日
10/3～12/12の火曜日
10/4～12/6の水曜日
10/5～12/14の木曜日
10/6～12/15の金曜日

受けてみりん！65歳からの
ドキドキ☆体力健診

認知症予防 脳の健康教室
とき：10月〜来年２月。
①火曜日②水

体力測定をして、健康づくりのた
めの運動の話を聞きます。

曜日③木曜日④金曜日※時間は
午前中（牟呂地域福祉センターは
午後）
の30分程度 ところ：①つつじ
が丘地域福祉センター②八町地域
福祉センター③あいトピア・牟呂地
域福祉センター④大清水地域福祉
センター 対象：70歳以上の方 定
員：各30人程度
（申込順） 料金：各
月額1,500円 申込み：8/31㈭まで
に豊橋市社会福祉協議会（☎52・
1111）

とき：①9/6㈬②9/8㈮③9/11㈪

13:00～15:30 ところ：①保健所・
保健センター②つつじが丘地域
福祉センター③市役所講堂 対
象：65歳以上で運動習慣のない
（申込順） 申込み：
方 定員：各30人
8/31㈭までに長寿介護課（☎51・
2339）
51066

ところ

吉田方地区市民館
幸校区市民館
つつじが丘地域福祉センター
東陵地区市民館
高豊地区市民館
羽根井地区市民館

若返り教室
健康づくりや介護予防について実
践しながら学びます。
時間：13:30～15:00 申込み： 各前日
までに各地域包括支援センター。
①は真寿苑
（☎39・3989）
、
②⑦は
豊橋市東部
（☎64・6666）
、
③は作
楽荘（☎48・7888）、④はコープ豊
橋中央
（☎53・1519）
、
⑤は福祉村
（☎45・5130）、⑥はベルヴューハ
イツ（☎33・8110）、⑧は彩幸（☎
23・6014） 問合せ：各申込先、長
寿介護課
（☎51・2338）

体操で若返り教室
とき

5498

ところ

①9/5㈫ 牟呂地区市民館

足腰の弱まりを感じていませんか？

加齢による運動器の機能低下は誰にで

も 起こり、要介護の原因の一つとなってい

ます。
しかし、
適切な運動を継続すること

で機能低下のスピードをゆる やかにする

どで身体の状態を知り、
自分に合った効果

ことができ ま す。運動教室や体力測定な

的な運動を始めましょう。
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運動器の機能低下のサイン

◇ 階段を昇る時、
手すりを使う
◇ 続けて約 分歩けない
◇ 青信号のうちに横断歩道を渡り切れない
15

②9/6㈬ 東部地区市民館

③9/11㈪ 保健所・保健センター

脳の若返り教室
とき

5496

ところ

④9/5㈫ 市民文化会館
⑤9/13㈬ 天伯校区市民館
⑥9/20㈬ 吉田方地区市民館

お口から若返り教室
とき

⑦9/7㈭

ところ

東部地区市民館
飯村分館

⑧9/14㈭ 高豊地区市民館

5499

