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障害者（児）社会見学会

時10月16日㈰

行き先　南信州方面

対 市内在住・在学・在勤（通所

を含む）の障害のある方と家

族、介護者など

定175人（先着）

内 秋の景色やりんご・梨狩りを

楽しむ

3,500円（昼食代など含む）

申 ９月18日㈰午前10時～午後

３時に、費用、障害者手帳な

どを持参の上、勤労福祉会館

第４研修室へ　※障害者団体

役員への事前連絡も可。申込

後の返金は行いません

他 バスで出掛けます。１人で参

加するのが不安な方はボラン

ティアによる付き添いも可能

です。集合場所など詳しくは、

稲沢市障害者福祉団体連合会

（ 0567-46-6010）へ問い合

わせてください

子育て講座　パパもいっ
しょに親子クッキング

1010157

時 10月15日㈯、午前10時30分

～正午

場 長野子育て支援センタークッ

キングルーム

対 市内在住で、参加する月に１

歳６カ月～３歳７カ月の子ど

もと父親

定６組（先着）

内 簡単なクッキング

持エプロン

申 ９月16日㈮から、長野子育て

支援センター（ 32-9415）へ

地産地消おしゃれな
料理教室パート12

時 ①９月28日㈬②９月29日㈭、

午前10時～午後１時

場大里西市民センター料理室

定各12人（先着）

メ ニュー　キンパ、生きくらげ

と卵のスープ、具だくさんの

そうめん揚げ、いちじくの杏

仁豆腐など

講栄養士　服部由未子

持 エプロン、三角巾、布巾

700円

申 ９月６日㈫午前９時から、申

込書に記入し費用を持参の

上、稲沢市観光協会（ 22-

1414）へ（用紙は申込先、商

工観光課、支所、市民センター

にあります。申し込みは１人

につき２人分まで）

家庭教育学級 1010157 

日 程・内容　下表（希望日のみの受講も可）

時午前10時～ 11時30分

場 名古屋文理大学文化フォーラム（市民会館）小ホール

対市内在住の小・中学生の保護者

定70人（先着）

申 ９月５日㈪～ 21日㈬に、電話（ 32-1440）またはＥメール(katei@city.

inazawa.aichi.jp)で生涯学習課へ

日時 テーマ 講師

10月14日㈮
子どもの心に向き合う子育て

～絵で心が見える～

元祖父江町教育委員会

教育長　橋本弘之

10月21日㈮
子どもたちとSNS ～保護者や地域の大人
はどのように見守るべきか～

岡崎女子大学講師

花田経子

11月４日㈮
不登校やいじめが起こるのはなぜだろう？

～今家族ができることをやってみよう～

名古屋市教育センター

教育相談研究室

臨床心理士　西川絹恵

足立学園総合研究所　各種講座

●脳トレ昼食会

時 10月11日㈫、11月８日㈫、12月13日㈫、午前10時～ 11時30分

定各15人（先着）

内 ゲームやクイズで脳を活性化

各1,000円（当日納入。食事付）

●心で読む朗読

時 10月25日㈫、11月15日㈫、12月20日㈫、令和５年１月17日㈫、午前10

時40分～午後０時10分

定各15人（先着）

内 朗読の基本を学びながら日本文学に触れる

各800円（当日納入）

●心と身体にもやさしいヨガ

時 10月20日㈭、11月17日㈭、12月15日㈭、令和５年１月19日㈭、午前

10時～ 11時30分

対女性の方

定各15人（先着）

各800円（当日納入）

●  アダチファッションアカデミー

時 10月～１月（月１～３回）

定各５～ 10人（先着）

内 物づくり、教養、趣味の講座

1,600円～ 4,800円（当日納入）

場 愛知文教女子短期大学（稲葉二丁目）

申 ９月20日㈫午前９時から、電話（ 84-2001）またはホームページ

の申込フォームで足立学園総合研究所へ

他詳しくは、問い合わせるか、ホームページで確認してください

愛知文教女子短期大学 講座

● めざせ！ ちびっこシェフ

時 10月15日㈯、午前10時～午後

０時30分

場 愛知文教女子短期大学Ⅱ号館

調理実習室（稲葉二丁目）

対 小学２～６年生

定12人（抽選）

内秋野菜を使った料理

700円（当日納入）

申 ９月20日㈫～ 10月３日㈪に、

ホームページの申込フォーム

で足立学園総合研究所へ

持 エプロン、上履き、手拭きタ

オル、三角巾

問 愛知文教女子短期大学

　 32-5169（受付時間：午前

９時～午後４時）

ファミリーサポートセンター子育て支援者養成講座

時 10月７日㈮・12日㈬・14日㈮・20日㈭・24日㈪

場 愛西市文化会館第２会議室　（愛西市稲葉町）

対 子育て支援活動に関心のある方、子育て中の方

定30人（先着）

内 地域で子育てを支え合うファミサポ養成講座。愛着形成や急変時の

対応方法などを学ぶ

申 電話（ 0567-28-5574）でファミリーサポートセンターへ

他 無料託児（先着５人程度、要予約）があります。日程・内容など詳

しくは、 1010157 で確認してください

平和らくらくプラザ教室

時10月～ 12月（全４～８回）

場平和らくらくプラザ

対 18歳以上の方（子ども・幼

児対象の教室もあります）

定各５人～ 20人（先着）

内 アクアビクス、らくらくヨガ、

子ども英会話教室など

各2,500円～ 5,700円

他 無料体験会を実施します（初

めて参加する方に限る）

問平和らくらくプラザ

　 0567-46-5600

※ 日程など詳しくは、問い合わ

せるか、 1001703 で確認

してください

ミニ育児講座

1010157

●１歳児

時 ①10月５日㈬

　②10月19日㈬

　③10月26日㈬

　午前10時30分～ 11時30分

場 ① 高御堂カトレア児童センター

　② 大里オリーブ児童センター

　③ 大里東チューリップ児童セ

ンター

対１歳児の子どもと保護者

●０歳児

時 ①９月30日㈮

　②10月７日㈮

　③10月14日㈮

　④10月21日㈮

　⑤10月28日㈮

　午前10時30分～ 11時

場 ①平和さくら児童館

　② 大里オリーブ児童センター

　　明治スズラン児童センター

　③ 下津クローバー児童センター

　　千代田ヒナギク児童センター

　④ 小正すみれ児童センター

　　高御堂カトレア児童センター

　⑤ 西町さざんか児童センター

対０歳児の子どもと保護者

内 保育士による子育てについ

ての話や遊びの紹介など

問中央子育て支援センター

　 34-4158

みんなで楽しもう
ハロウィンリトミック

1010157 

時 10月13日㈭、午前10時30分～

11時30分

場平和町体育館武道室

対 市内在住で、平成31年４月

２日までに生まれた子どもと

保護者

定25組（先着）

内 ハロウィンの雰囲気の中、親

子で音楽に合わせて体を動か

して楽しむ

講 リトミック研究センター指導員

高橋文子

申 ９月13日㈫から、中央子育て

支援センター（ 34-4158）へ

教室・講座
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