
保健センター　　　　　　　　　　 ☎48－3751
夏休み親子食育クッキング教室
暑い日が続きますが、食べることを楽しんでいま
すか。市健康づくり食ボランティア会員が食育クッ
キング教室を開催します。親子で楽しく作りましょ
う。
■時　8月24日㈫　9時30分～11時
■所　へきなん福祉センターあいくる
■内　簡単でおいしい非常食にチャレンジしよう！
（ツナじゃが、バナナ蒸しケーキなど）
■対　小学生と保護者
■定　8組（先着順／保護者1人につき児童1人）
■￥　600円／組
■申　8月5日㈭より保健センター

ららくるにしばた　　　　　　　　 ☎43－3434
ベビママのつどい
手遊びなどのふれあいあそびやママ同士の情報交
換を行います。
■時　8月18日㈬　10時～11時30分
■対　1歳誕生月までの子と母親
※兄や姉を連れての参加はできません。
■定　6組（先着順）
■申　8月4日㈬9時30分よりららくるにしばた
※4日㈬は電話受付のみです。

お箏コンサート
ピアノとのコラボを聞いたり、お箏の体験をして
みませんか。
■時　8月22日㈰　13時30分～15時
■講　神谷文江氏　■対　小学生　■定　6人（先着順）
■申　8月5日㈭9時30分よりららくるにしばた
※5日㈭は電話受付のみです。

子育て講座
歯科衛生士による講話「はみがきじょうずにでき
るかな」を行います。
■時　8月27日㈮　10時30分～11時
■対　市内在住の未就園児と保護者
■定　6組（先着順）
■申　8月6日㈮9時30分よりららくるにしばた
※6日㈮は電話受付のみです。

油ヶ淵水辺公園　　　　　　　　　 ☎41－1515
油ヶ淵の夏
おもちゃ入り氷柱、水鉄砲射的、ゴム金魚すくい、
缶バッチづくりなどイベント盛りだくさんです。
■時　8月21日㈯　15時～18時（小雨決行）
■所　油ヶ淵水辺公園水生花園　■申　不要

こけ玉をつくろう！
直径4～5cmの苔玉を3個作ります。受皿付きで

す。
■時　8月28日㈯　10時～11時、11時20分～12時
20分（荒天中止）
■所　油ヶ淵水辺公園桃の園休憩所
■講　大金健浩氏
■対　3歳以上（小学3年生以下は保護者同伴）
■定　各10人（先着順）
■￥　1,000円
■申　8月5日㈭～22日㈰の9時～17時に電話で油ヶ
淵水辺公園

夏休み親子イベント
油ヶ淵の魚を見てみよう！
油ヶ淵で角建網漁によって捕まえた魚を水槽に入
れて観察します。親子で参加してください。
■時　8月22日㈰　10時～12時（少雨決行・荒天中
止）
■所　油ヶ淵水辺公園自然ふれあい生態園エリアなど
■定　50人（先着順）
■申　8月2日㈪9時から電話で油ヶ淵水辺公園

棚尾児童センター　　　　　　　　 ☎48－2278
ぴよぴよタイム

ママと一緒に音楽あそび♪
音楽療法の先生といろんな楽器に触れてみよう。
■時　8月27日㈮　10時30分～11時30分
■所　棚尾児童センター
■対　市内在住の6か月から1歳になる月の子と母親
■定　6組（先着順）
■申　8月5日㈭10時より電話又は直接棚尾児童セン
ター

子育 て ナビ
Kosodate Navi

全共通 ■所　ららくるにしばた

こと

かくだてあみりょう

8月1日㈰より棚尾児童センターの電話番号が

☎48－2278　に変わります。
予約や問い合わせはこちらにお願いします。

電話番号が変わります

102021.8.1

第2へきなんこども園　　　　　　　☎42－8222
地域子育て支援事業
手しごとクラブ
 ～手軽に描ける俳画で季節を描こう～
筆を使い、俳画を体験しませんか。

■時　9月7日㈫　10時～11時
■所　第2へきなんこども園　■講　イネ・セイミ氏
■定　6人　■￥　500円（当日集金）
■申　8月3日㈫9時より電話で第2へきなんこども園
※託児希望は、申し込み時に知らせてください。

東部児童センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎93－1195
ちびっこたいむの誕生会
8月誕生児のお祝いや、絵本又は紙芝居の読み聞かせと体操を行います。

8月誕生児は、受付時に知らせてください。
■時　8月3日㈫　11時10分～11時20分　■所　東部児童センター　■対　未就園児と保護者　■申　不要

へきなんこども園　　　　　　　　 ☎41－7394
地域子育て支援事業
親子でenjoy
～絵本の読み聞かせやわらべうたを

親子で楽しみませんか～
■時　9月16日㈭　10時～11時
■所　へきなんこども園　■対　未就園児と保護者
■定　6組（先着順）　■￥　300円／組
■申　8月17日㈫9時より電話でへきなんこども園

Kosodate Navi 費用表記がないイベントは無料

■対　全日程出席できる県内在住の母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦
■￥　無料（教材費のみ実費）　■申　8月27日㈮までにこども課育成支援係

■時　9月11日㈯　9時～12時　■所　刈谷消防署　
■対　碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市在住・在勤・在学の人
■定　20人（先着順）　■￥　無料
■申　8月15日㈰9時から電話で刈谷消防署救急係（☎23-1299）

日程　介護研修は9時30分から16時30分、それ以外は10時から15時40分です。
就業支援講習会を、以下の日程で行います。

母子家庭等就業支援講習会受講者募集 ■問　こども課育成支援係　☎95－9886

女性限定の小児・乳児に対する救命講習会を開催します。女性だけの方が受講しやす
い人、受講したいけれど子どもがいて受講を遠慮している人は、この機会に是非参加し
てください。臨時保育施設を開設するので、子どもを預けて受講できます。

■問　衣浦東部広域連合消防局　☎63－0119

・小児・乳児・新生児の心肺そせい法
・のどに物が詰まった場合の処置
・普通救命講習Ⅲ

内容 託児は、6か月以上未就学児ま
でが対象です。希望者は申し込み
時に知らせてください。
先着順に受け付けますが、利用
人数などに制限があるため受け付
け後、後日連絡します。

無料託児

託児付き
ウィメンズ
救命講習会

ニチイ名古屋校

未来ケアカレッジ名古屋駅前校
ニチイ名古屋校

ニチイ名古屋校

ヒューマンアカデミー（名古屋市）
ヒューマンアカデミー（名古屋市）

とき
岡崎市中小企業・勤労者支援センター 

ところ

10月23日～4年2月5日の土曜日
10月23日～4年2月5日の土曜日

10月23日～令和4年2月12日の土曜日

10月3日～4年2月20日の日曜日
9月29日～11月17日の水曜日

10月3日～4年2月20日の日曜日
10月2日～4年1月29日の土曜日

9月29日～4年1月26日の水曜日

三幸福祉カレッジ豊橋校

日商簿記3級講習

項目

〇

無料託児

〇

調剤薬局事務講習

〇

パソコン講習中級
パソコン講習中級

登録販売者研修

介護職員
初任者研修
（通信）

特別養護老人ホームひまわり（碧南市）10月10日～4年2月27日の日曜日
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暑い日が続きますが、食べることを楽しんでいま

すか。市健康づくり食ボランティア会員が食育クッ
キング教室を開催します。親子で楽しく作りましょ
う。
■時　8月24日㈫　9時30分～11時
■所　へきなん福祉センターあいくる
■内　簡単でおいしい非常食にチャレンジしよう！
（ツナじゃが、バナナ蒸しケーキなど）
■対　小学生と保護者
■定　8組（先着順／保護者1人につき児童1人）
■￥　600円／組
■申　8月5日㈭より保健センター

ららくるにしばた　　　　　　　　 ☎43－3434
ベビママのつどい
手遊びなどのふれあいあそびやママ同士の情報交

換を行います。
■時　8月18日㈬　10時～11時30分
■対　1歳誕生月までの子と母親
※兄や姉を連れての参加はできません。
■定　6組（先着順）
■申　8月4日㈬9時30分よりららくるにしばた
※4日㈬は電話受付のみです。

お箏コンサート
ピアノとのコラボを聞いたり、お箏の体験をして

みませんか。
■時　8月22日㈰　13時30分～15時
■講　神谷文江氏　■対　小学生　■定　6人（先着順）
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■申　8月6日㈮9時30分よりららくるにしばた
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おもちゃ入り氷柱、水鉄砲射的、ゴム金魚すくい、

缶バッチづくりなどイベント盛りだくさんです。
■時　8月21日㈯　15時～18時（小雨決行）
■所　油ヶ淵水辺公園水生花園　■申　不要

こけ玉をつくろう！
直径4～5cmの苔玉を3個作ります。受皿付きで

す。
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■時　8月22日㈰　10時～12時（少雨決行・荒天中
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ちびっこたいむの誕生会
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女性限定の小児・乳児に対する救命講習会を開催します。女性だけの方が受講しやす
い人、受講したいけれど子どもがいて受講を遠慮している人は、この機会に是非参加し
てください。臨時保育施設を開設するので、子どもを預けて受講できます。

■問　衣浦東部広域連合消防局　☎63－0119

・小児・乳児・新生児の心肺そせい法
・のどに物が詰まった場合の処置
・普通救命講習Ⅲ
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時に知らせてください。
先着順に受け付けますが、利用
人数などに制限があるため受け付
け後、後日連絡します。
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