
①こども未来館 ここにこ スタジオA（2F)　　　時間：14:00～14:30　※予約不要

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

⑮ ⑳ ⑰ ⑮ ⑲ ⑯ ㉘ ⑱ ⑯ ㉗ ⑰ ⑯
第４土 第４土

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

㉕ 23 ㉗ 25 ㉒ 26 ㉔ 28 ⑲ 23 ㉗ 5

第3火 第1火

時間：13時半開始　申込先：41-5344(１週間前より電話受付）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

14 ⑫ 9 ⑭ 4 ⑧ 13 ⑩ 8 ⑫ 9 ⑧
第1金

④下条子育て支援センターKoko　     時間：10時開始　申込先：88-5366 (前月25日より電話受付）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

⑱ 16 ⑳ 18 ㉙ 19 ⑰ 21 ⑲ 16 ⑳ 19

第5火

⑤希望が丘子育て支援センター　　　時間：10時開始　申込先：65-5667(１週間前より電話受付）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

11 ⑨ 13 ⑪ 8 ⑫ 10 ⑭ 12 ⑨ 13 ⑫

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

⑳ 18 ⑮ 20 ⑰ 21 ⑲ 16 ㉑ 18 ⑮ 21

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

13 ⑪ 15 ⑬ 3 ⑭ 12 ⑨ 14 ⑪ 8 ⑭
第3木 第１木

⑦ミラまち子育て支援センター       時間：13時半開始　申込先：75-4085(当月1日より電話受付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※日程は変更になる場合があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここにこHP〔子育てプラザ→チャイルドサポートプラン説明会〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  ※4か月児健康診査時に案内を配布しています。

　＊ご利用時間に応じて駐車券サービスをしています。こども未来館と周辺のまちなかパーキングが対象です。

　　駐車券（駐車票）を忘れずにお持ちください。詳しくは、ここにこＨＰ〔交通アクセス〕をご確認ください。

②吉田方子育て支援センター 　　　　時間:10時開始　申込先：33-1135(前月25日より電話受付）

⑥こじか子育て支援センターばんび時間：10時開始　申込先：25-0527(前月25日より電話受付）

   【 問合せ先】
　こども未来館　ここにこ　子育てプラザ

（0532）21-5528

　

◆対象：５か月から１歳未満のお子さんと保護者の方　(豊橋市在住）

◆会場（各会場１５分前より受付）　※こども未来館以外は原則予約制です。当日受付も可能です。

 
地域子育て支援センターなどへ遊びに行くきっかけづくりにどうぞ‼
所要時間は30分程です。

○のついた日は保健師が相談に応じます。

           できるだけ早い時期に、お好きな会場へお出かけください。

開催日
(主に第2火曜日)

開催日
(第3木曜日)

開催日
(主に第2木曜日)

開催日
(主に第3土曜日)

開催日
(主に第４火曜日)

開催日
(主に第2金曜日)

開催日
(主に第3火曜日)

③東山子どもセンター　　　　　

木のおもちゃを

プレゼント！
あつまれ！5か月からの赤ちゃん!!

（チャイルドサポートプラン説明会のご案内）

～豊橋市の子育て情報と親子ふれあい遊びを紹介します～



 

地域子育て支援センターとは 

子育て中の家庭を総合的に支援するため、親子交流の場の提供や 

親子教室、育児相談などを実施しています。 

吉田方子育て支援センター 

（吉田方小学校区） 

住所：吉川町１２５－２ 

℡：３３－１１３５ 

○すこやか会（℡予約） 

午前１０時～１１時３０分 

第１水曜日：０歳児 

第２水曜日：１・２歳児 

○すこやかルームの開放（℡予約） 

年齢別に実施 月～金 

午前１０時～午前１１時３０分 

午後 1 時３０分～午後３時 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

東山子どもセンター 

（飯村小学校区） 

住所：大岩町字境目５－１ 

℡：４１－５３４４ 

TEL 予約制 

○子育て支援室・園庭の開放 

午前１０時～午後３時 

○さくらんぼ(年齢別親子あそびの広場) 

○赤ちゃんサロン 

 ２か月～１０か月頃までの赤ちゃん 

 毎週火曜日 

午後１時 30 分～午後３時 

下条子育て支援センターＫoko 

（下条小学校区） 

住所：下条東町字古城 154 番地 

℡：８８－５３６６ 

○子育て支援室（koko ルーム）開放 

 午前１０時～午後３時  

○わくわく（要予約） 第 2 水曜日 

 季節の行事（クリスマス会）等  

○ほっとたいむ（要予約） 第３水曜日 

 おはなしの会と親子ヨガ  

〇すくすく（要予約） 第 4 水曜日 

 子育ての専門家による講話等 

 

 

希望が丘子育て支援センター 

（二川南小学校区） 

住所：大岩町字大穴１－３０３ 

℡：６５－５６６７ 

○子育て支援教室開放 

午前９時３０分～午後 3 時 

○子育て講座 月 1 回開催 

○おしゃべりサロン 

○子育て相談室 

来所相談 第１･３月曜日  

午前１０時～正午 

  

  

こじか子育て支援センターばんび 

（植田小学校区） 

住所：植田町字一本木１１６－１５１ 

℡：２５－０５２７ 

○子育て支援室の開放(予約不要) 

 午前９時３０分～正午 

 午後１時～午後３時３０分 

〇子育て相談 

○はじめまして ばんび 

 初めてばんびを利用される親子・妊婦

の方に限り電話予約ができます 

 

ミラまち子育て支援センター 

（高師小学校区） 

住所：曙町字松並 101 番 180 

℡：７５－４０８５ 

○子育て支援室の開放 

 午前９時３０分～１２時 

 午後１時～午後３時３０分 

○子育て相談 

 電話相談 月曜日～金曜日 

 午前９時３０分～午後３時３０分 

 支援センター内でも応じます 

 
 

遊びに 

来てね！ 

 

 

 

 

 

 

 

変更になる場合

もありますので

各施設にお問い

合せください 



ミラまち子育て支援センター

吉田方子育て支援センター

豊橋市の地域子育て支援センターへ遊びに来てね！
地域子育て支援センターはこどものあそび場・親子交流の場です。
親子講座や育児相談なども実施しています。
子育て中の不安を解消し、楽しく子育てしましょう‼
（各センターの詳細は、ホームページ（ＱＲ）を見てくださいね。）

東山子どもセンター

下条子育て支援センター Koko 希望が丘子育て支援センター

こじか子育て支援センターばんび

入口はこっちから

センター

センター

センター
は2F

インターフォン
を押してね！ 【問合せ先】

こども未来館ここにこ
子育てプラザ ☎21-5528
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