発達相談員が子育てのアドバイスをお届けします

９月の行事予定

きっと役立つ 子育てヒント

乳幼児と保護者、
妊産婦

5日（月）
・7日（水） 10：00～10：30
11：00～11：30
12日・26日（月） 11：00～11：20
22日（木）
・28日（水） 10：30～11：00
容

身長・体重測定・相談など
※２歳未満のお子さんのみバスタオル持参

申込期限
個別対応
事前予約

10月 5日（水）13：00～14：00

７～８カ月児と保護者 歯科保健・離乳食の話など

10月3日
（月）

離乳食教室

10月 5日（水）10：00～11：00

４～５カ月児の保護者 離乳食の話など

10月3日
（月）

パパママクラス

9月29日（木）9：30～10：30

妊婦さんと夫

9月 1日（木）午前

２歳児、
２歳６カ月児、
歯科健診・フッ化物塗布
３歳児、
３歳６カ月児、
持ち物：母子健康手帳、歯ブラシ
４歳児

助産師による妊娠・出産の話、
お風呂の入れ方体験など

こども発達相談 言葉が遅いなどお子さんのことが心配な保護者を対象とした相談窓口です
問
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10：30～11：30
13：30～14：30
15：00～17：00
10：30～11：30
13：30～14：30

７か月児教室

フッ化物塗布

保健センター（☎ 2010）
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ときっこ 子育 て

16日
（金）
17日
（土）

内

ま た、 マ ス ク が で き る 年 齢 の

○敬老の日のプレゼント作り

象

お子さんになると、マスクがす

9月26日（月）午前・午後
9月30日（金）午前

対

Ｑ．１歳６カ月の子ですが、よ

時

だれが多く出ます。いつまで出

乳幼児健康相談

日

ぐによだれでべたべたになって

事

教室・相談

るでしょうか？このままにして

3日
（土）

◎おはなしランド
◎ハッピークラブ

しまいます。これは、まだ上手

保健センター

☎ 5628

○しゃぼん玉あそびと水消火器体験

・全ての行事は、定員制で申し込みが必要です。
・申し込みは、８月19日
（金）
から各館・センターで受け付けます。
◎手形コラージュ
・日曜日、祝日は休館です。

に鼻呼吸ができないため、口呼

泉児童館

14：00～15：00
10：30～11：30
14：00～16：00
6日・20日
（火） 11：00～11：20

吸することで口が開いてしまい

毎週月曜日

◎すきすきえほん

3日
（土）
17日
（土）

唾液を飲み込むことが少なくな

◎絵本のよみきかせ

○ナゾ解き
○敬老の日のプレゼント作り

☎ 4760

るからです。外出するときは、

10日（土）

10：00～11：00
15：00～17：00
10：00～11：00
13：30～14：30
11：00～11：15

肥田児童センター

毎週月～金曜日（祝日除く）
9：00～15：00
個別カウンセリング
毎週木曜日
10：00～15：00
※第３木曜日は午前中
※カウンセリングは要予約
■教育相談室（☎ 8555）

新しいマスクの予備を忘れない

9日（金）

13：30～14：30
10：30～11：30
13：30～14：30
7日・21日
（水） 11：00～11：30

ようにしてあげてください。

○まごころギフト作り

☎ 1281

◎お話のひろば

3日
（土）
17日
（土）

よだれの多い子のよだれが急

駄知児童センター

○ゲームあそび
○敬老の日のプレゼント作り

に止まったり、よだれの少ない

◎すくすく手形

10：30～11：30
10：30～11：30
13：30～14：30
9日・16日（金） 10：30～10：50
20日（火） 11：00～11：30
22日（木） 10：00～10：30
27日（火） 10：00～10：30
11：00～11：30

教育相談

子のよだれが急に出るように

◎絵本のひろば
◎たまごクラブ

3日（土）
17日（土）

☎ 6661
（内線200）

なったりしたときは、身体の変

○敬老の日のプレゼント作り

西部児童センター

子どものよだれ
調がありますので、気を付けて

○しゃぼん玉あそびと防災入門

☎ 8815

◎親子向け

要予約

毎週月～金曜日（祝日除く）
9：00～16：00
ウエルフェア土岐
■幼児療育センター
（☎ 6661 内線210）

みてあげてください。

土岐津児童館

○子ども向け

幼児療育相談

心配はないでしょうか。

リズムに合わせてバランスボール
29日
（木）10：30～11：30
０歳～未就園児の親

Ａ．（関係学識者に聞きました）

親子でシアターリトミック
６日
（火）10：30～11：30
１歳～未就園児の親子

え ん げ

親子でエアロを楽しもう！
12日（月）10：30～11：30
７カ月～未就園児の親子

人 は 生 理 的 嚥 下 を 行 い、 唾 液

１日
（木）10：30～11：30

を意識せずに飲み込んでいます。

22日
（木）10：30～11：30

毎週月～金曜日（祝日除く）
8：30～17：15
市役所１階・子育て支援課
■子育て支援課（内線184）

唾液が多い人は、よく口の中が

８日（木）10：30～11：30

児童館・児童センター

行

☎ 4760

洗えているので良いのですが、

肥田

唾液の量によっては、飲み込む

座

☎ 1281

回数が少ないと、よだれとして

講

駄知

あふれてしまいます。子どもが

０歳児サロン

☎ 6661（内線200）

無意識のうちに飲み込む能力に

西部

は上手下手があって、次第に発

事

達して上手になるのを待たなけ

行

ればなりませんが、必ず上手に

家庭児童相談・
母子自立支援相談

子育て支援センター

なります。

新型コロナウイルスの影響で中止になることがあります。

9月27日
（火）
（先着順）
8月30日
（火）

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）
■給付金の対象となる方
①令和４年４月分児童手当または特別児童扶養手当
受給者で、令和４年度住民税均等割が非課税の方
（支給済み）
②令和４年３月31日時点で18歳未満の子（障害児
については20歳未満）の養育者で、令和４年度
住民税均等割が非課税の方
③②と同様の養育者で、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて令和４年１月以降の家計が急変
し、収入見込み額が住民税非課税相当額以下とな
る方
※令和４年４月以降令和５年２月末までに生まれる
新生児も支給対象です。
※申請書は、子育て支援課窓口または市ホームペー
ジからダウンロードできます。詳細は問い合わせく
ださい。
申請期限 令和５年２月末
支 給 額 児童１人当たり一律５万円
※既にひとり親世帯分を受給した方は対象外です。
問

愛称
今秋イオンモール土岐内にオープン予定の土岐市多
機能型子育て支援拠点施設の愛称が「ときめっく」に
決定しました。
▷考案者 高尾 宜之 さん（大阪府枚方市）
▷愛称に込められた思い・意味
この施設に来ると、
ママやパパはホッとする「とき」
が持てることに「ときめく」。
子どもたちは、友達に会ったり一緒に遊べる楽しい
「とき」への期待でワクワクと「ときめく」。
そんな「ときめく」思いを土岐市の「とき」にもか
けて、
「めく」は「めっく」と促音化してリズムをつ
けました。“ とき
（土岐）
で 楽しいとき（時）に ときめっ
く ”。土岐市多機能型子育て支援拠点施設「ときめっ
く」です。
▷募集期間 ４月11日
（月）
～５月20日
（金）
▷応募作品数 539件（応募者数347人）

子育て支援課（内線181）
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