
○にじの子相談
特別な支援を必要とする子ども（園児、小・中学

生）と保護者を対象に教育相談を受け付けます。

＜相談できること＞

子どもの発達、家庭でのしつけや教育、幼稚園・保

育園・学校での指導、就学や進路など

学校生活や友だち関係などで悩んでいる子どもと

保護者を対象に、悩みごとについて一緒に考えな

がら解決策を見つけます。

学習、健康の悩み、不登校、いじめ、問題行動など

○教育相談

＜相談できること＞

と き

ところ

問合せ

月～土曜日［にじの子相談］9:00～17:00

［教育相談］9:00～18:30

※祝日、年末年始を除く

神野ふ頭町3-22

（ライフポートとよはし内）

［にじの子相談］☎33・1366

［教育相談］☎33・2115

教育会館

教育会館

電話だと、不思議と話せることも

あるかもしれません。

お気軽にお電話ください。

子どもの発達に心配を抱える保護者や、子育てに不

安のある保護者の相談を、保育士・保健師・言語聴覚

士・臨床心理士などが受け付けます。

こども発達センター
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　トマトケチャップ作りや裁判所見学・体験、津軽三味

線体験など、各地区市民館が趣向を凝らしたさまざま

なセミナーを開催しています。お住まいの地域の地区

市民館でなくても参加できますので、ぜひホームペー

ジやフェイスブックをチェックしてみてくださいね！

生涯学習課
（☎51・2848）

7 広報とよはし 令和5年1月



離乳食作りを見学し、離乳食の進め

方を学びます。
とき：2/10㈮、2/24㈮、3/9㈭、3/24㈮

10:15～11:30　ところ：保健所・保健セ

ンター　対象：5・6か月児の保護者
定員：各12組（申込順）　持ち物：母子

健康手帳　申込み：随時、ホームペー

ジで必要事項を入力　問合せ：コープ

あいち豊橋センター（☎43・5020）、こ

ども保健課（☎39・9160） 　　45212

モグモグ教室

子ども医療費受給者証は
小学校入学前に手続きが必要です

1月中旬に、対象となる子どもの保護

者へ更新申請書を送付します。2月

10日㈮までに手続きをしてください。

1月31日㈫を過ぎても届かない方は、

お問い合わせください。
問合せ：子育て支援課（☎51・2335）

　　83079H P

新1年生への就学通知を送付します

令和5年度に市立小・中学校へ入学

予定の子どもの保護者に就学通知を

送付します。必要事項を記入し、新小

学1年生は指定の小学校へ、新中学1

年生は現在通学している小学校へ提

出してください。1月中旬までに届か

ない場合は、お問

い合わせください。
問合せ：学校教育

課（☎51・2817）  

　　99587H P

とき：2/4㈯11:00～12:00　ところ：こど

も未来館「ここにこ」　演目：ブレーメ

ンのおんがくたいほか　対象：小学校

低学年以下と保護者　定員：25組（抽

選）　申込み：1/15㈰までに、こども未

来館ホームページで必要事項を入力

ここにこ劇場 人形劇団むすび座

問合せ：保健給食課（☎51・2835）

学校給食で提供しているメニューか

ら、ぜひ冬に作ってみてほしいレシピ

を紹介します。野菜の芯を使用し、

からだの芯までポカポカと温まること

から、この名前が付けられました。

学校給食レシピ紹介
シンシン豆乳スープ

歯みがきの仕方や、離乳食の食べさ

せ方などを学びます。
とき：2/9㈭、2/22㈬、3/8㈬、3/23㈭

9:30～11:30　ところ：保健所・保健

センター　対象：9～11か月児の保護

者　定員：各10組（申込順）　持ち物：

母子健康手帳　申込み：随時、こども

保健課（☎39・9160）　   　45213

カミカミ教室

H P

H P

材料（4人分）
豚肉細切れ ・・・・・・・・・・・・ 100ｇ
うずら卵（ゆで） ・・・・・・・・・・・ 8個
ニンジン ・・・・・・・・・・・・ 中1/3本
キャベツ・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚
ハクサイ・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚
ブロッコリー・・・・・・・・・・・小4房
塩（ブロッコリー下ゆで用）・・一つまみ
     削り節・・・・・・・・・・・・・・12ｇ
A   昆布・・・・・・・・・・・・・・・・・2ｇ
     水・・・・・・・・・・・・・・・・400cc

B　豆乳・・・・・・・・・・・・・・・60cc
     白みそ・・・・・・大さじ1と1/3

作り方

①Aでだし汁を作る。ニンジンは短冊切り、
キャベツ・ハクサイは芯ごとざく切りにす
る。ブロッコリーは塩ゆでし、冷ましておく。

③うずら卵とBを入れて、ひと煮立
ちさせる。

　豊橋の特産物であるキャベツは、
ビタミンCや胃腸の調子を整えるビ
タミンUが豊富です。芯まで栄養が
たっぷり入っているので、じっくり煮
込んで芯ごと食べましょう！

②だし汁に豚肉・ニンジンを入れて
ひと煮立ちせた後、キャベツ・ハク
サイを入れて煮る。

④ブロッコリーと③を器に盛りつけ
てできあがり。

｛
｛

親子でほかほか肉まんづくりに挑戦

とき：2/4㈯10:00～12:00　ところ：

羽根井地区市民館　定員：8組（抽

選）　料金：1組800円

焼き芋づくりとアウトドア体験

とき：2/26㈰10:00～14:00　ところ：

少年自然の家　定員：9組（抽選）
料金：1組1,000円

［共通事項］

対象：年少～年長児と保護者　申込

み：1/15㈰までにホームページで必

要事項を入力　問合せ：子育て支援

課（☎51・2233） 　　　71615

パパママ子育て講座

H P

赤ちゃんを災害から守るための

おはなしと乳幼児に必要な栄養

災害に備え、液体ミルクの使い方な

どを学びます。
とき：2/3㈮10:45～11:45　ところ：交

通児童館　対象：3歳児以下と保護

者　講師：江崎グリコ㈱栄養士　定

員：15組（申込順）　その他：プレゼン

ト（ミルクなどの試供品）あり　申込

み：1/4㈬から直接、交通児童館つど

いの広場（火・水・金

曜日9:30～12:30）
問合せ：交通児童館

（☎61・5818）

つどいの広場 2月ミニ講座

アイデア料理
コンテスト

受賞作

R3

東田小6年(当時)伊藤舞さん考案東田小6年(当時)伊藤舞さん考案

コ 　ラ　 ム
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四季の行事教室 ひなまつりのつどい

みんなあつまれ 寒いけどおそとであそぼう

とき：1/23㈪、1/24㈫10:00～11:00（雨天中止）　ところ：芝

生広場　対象：3歳児以下と保護者

親子で楽しむわらべうた

とき：2/6㈪10:30～11:30　対象：妊娠中の方、3歳児以下

と保護者　講師：林吉子さん（おはなしろうそくの会）　定

員：12組（抽選）　申込期限：1/15㈰

歯の親子健康講座

とき：2/13㈪10:30～11:30　対象：3歳児以下と保護者

講師：大塚由佳子さん（歯科衛生士）　定員：20組（抽選）

申込期限：1/15㈰

申込み：各申込期限までに、こども未来

館ホームページで必要事項を入力　問

合せ：こども未来館（☎21・5528）

楽器寄付ふるさと納税は、ふるさと

納税の仕組みを活用し、中学校の音

楽活動を応援する取り組みです。寄

付者は査定額に応じた税金の控除

が受けられます。寄付された楽器は

中学校の部活動や音楽の授業など

で活躍しています。ここでは、寄付し

ていただいた楽器を使用している中

学生からのメッセージを紹介します。

問合せ：教育政策課（☎51・2805）

楽器寄付ふるさと納税でいただいた楽器を大切に使っています！

道の駅の仕事見学と、レモンポトフの調理体験ができます。

とき：1/29㈰9:00～11:00　ところ：道の駅とよはし　対象：小学

生と保護者　講師：中神明子さん（野菜ソムリエ）　定員：6組（1

組4人まで。抽選）　申込み：1/15㈰までに、こども未来館ホー

ムページで必要事項を入力　問合せ：こども未来館（☎21・

5525）

道の駅とよはし見学と地元野菜で調理体験

産後の体をヨガでリセットしよう

とき：2/21～3/14の火曜日（全4回）10:00～11:30　ところ：

北部地区市民館　対象：3か月～1歳未満児と保護者　定

員：20組（抽選）　申込み：1/15㈰までにホームページで必

要事項を入力　問合せ：子育て支援課（☎51・2233） 　 　

99560

ひな人形の工作や、ひなまつりにちなんだ話が聞けます。

とき：2/25㈯13:00～15:00　ところ：青少年センター　対

象：市内在住の小学生と家族　定員：10組（抽選）　料金：1人

100円　申込み：1/25㈬～2/8㈬に青少年

センター（☎46・8925）※青少年センター

ホームページからも申し込み可

幼児ふれあい教室

H P

こども未来館

子育てプラザ

豊橋キャベツまるごとレモンポトフ

※申込方法など詳細は楽器寄付ふるさと納税ホームページをご覧ください

高豊中学校

高師台中学校

私たちは寄付していただいた楽器で、楽しく充

実した練習ができています。これからも練習の

中で定期的に手入れをし、大切に楽器を使って

いきます。 高豊中学校 吹奏楽部一同

寄付してくださったユーフォ二アムは、とても手

入れがしやすく、吹きやすいです。これからも大

切に使っていきたいと思います。本当にありがと

うございました。 高師台中学校 吹奏楽部一同

コ 　ラ　 ム

楽器寄付ふるさと納税の流れ楽器寄付ふるさと納税の流れ

→ → →

①楽 器 寄 付
ふるさと納
税 ホ ー ム
ページで寄
付先を選び、
専門家によ
る査定を申
し込む

②インターネッ
トでの一次査
定に納得した
場 合 は、楽 器
を 発 送（自 宅
に届く専用キッ
トを使い無料
で発送）

③最終審査
での査定額

（寄付額）に
納得した場
合は、寄付
実行を承認

④楽器が中
学校に届き、
生徒からの
お礼の手紙
と寄付関係
書類が豊橋
市から届く
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