
 

 

 

道の駅どんぐりの里いなぶ リニューアルオープン！！
７月２日（土）に道の駅どんぐりの里いなぶが無事にリニューアルオープンしました。当日は多くのお

客さまにお越しいただき、再スタートをすることができました。
記念式典では、関係者からの挨拶の後、イベント広場の愛称である「グリッピーのぼうし」の発表と表

彰、グリッピーポストの披露を行いました。その後のイベントでは、パーソナリティー・書道家として活
躍する矢野きよ実さんのトークショーの他、ＮＰＯ稲武まちづくり協議会も参加したラリーに関するトー
クショーや、稲武廻り太鼓、小田木人形座、長野風月さん、小川珊鶴さんの公演を行いました。
また、３日（日）は藤本拓さんによるランニング教室、藤本小春さんによるバドミントン教室や、稲武

地区コミュニティ会議文化部会の皆さんにも出演していただき、イベントを盛り上げていただきました。

わくわく事業活動紹介

あけび沢パンプトラック実行委員会（以下、実行委員会）は、子ども達の自転車利用を促進することに
より、遊びの機会を増やし、また交通手段としての選択肢を増やすことを目的として、令和３年度より
「子どもの自転車活用創出事業」に取り組んでいます。令和４年４月には、武節町アケビ沢にパンプトラ
ックコース（マウンテンバイク専用の起伏コース）をオープンさせました。
コースは常時どなたでも利用することができ、また、月に一度開催される「管理人の居る日」には、実

行委員会のメンバ―がコースに常駐し、自転車の乗り方の相談にのるなど、安全に楽しく自転車に乗られ
るよう促しています。６月１２日（日）に開催された「管理人の居る日」では、子どもから保護者の方ま
で一緒になって自転車を楽しむ姿がみられました。
「管理人の居る日」は、自転車やヘルメットの貸し出しも

行われ、どなたでも気軽に参加することができます。稲武の
新たなスポットで、子ども達と一緒に自転車を楽しんでみて
はいかがでしょうか？
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稲武地区の人口と世帯数（令和４年６月１日現在）
◆人口： 人（前年同月比：▲ 人）
◆世帯数： 世帯（前年同月比：▲ 世帯）
空き家情報バンク制度（令和４年６月１ 日現在）
◆入居者募集中の 掲載物件数：６件
◆令和４年度入居実績： 組（ 名）

令和４年度わくわく事業 

団 体：あけび沢パンプトラック実行委員会 
代 表：土本隆雄（夏焼町） 
補助金額：110,000 円（重機使用料、燃料費等） 

次回「管理人が居る日」 

令和４年 7 月 30 日（土）午前 10 時～午後 3 時 
 
※ 8 月以降の開催日は、実行委員会事務局（土本自転
舎）HP をご確認ください。 

【耳より話】 

記念式典の際に、来賓の皆さんや
主催者側がつけた胸章は、稲武の
まゆ玉から作成しました！ 

８月７日（日）まで、盛りだくさん
のイベントを開催します。皆さん
ぜひ遊びにお越しください！

 

※イベント詳細は 4 ページ目をご覧ください 
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稲武の動きを見てみよう

＜稲武地域会議＞
６月１６日（木）、第４回地域会議が開催され、地域課題解決

事業の検討などが行われました。地域課題解決事業とは、地域の
課題に対して解決策を市の事業に反映させ、市と地域の共働で解
決を図る仕組みです。稲武地区では、令和４年度、右表の３つの
事業が実施されています。

また、交通安全意識の向上と、令和４年１１月に開催される世界ラリー選手権（ ）への機運を醸成
することを目的として、新たな事業の検討も行われています。この事業の一環として、令和４年９月に
は、稲武地区で「エンジョイ・ドライビング 豊田オートテスト」のイベントを開催する予定です。イ
ベントを通じて、交通安全の意識を高め、世界ラリーを稲武から盛り上げていきましょう！！

「オートテスト」とは？

＜稲武地域まちづくり推進協議会＞
稲武地域まちづくり推進協議会では、将来にわたって稲武地域の活性化を実現するため、月１回、会合

を開き協議しています。
４月協議会では、協議内容の地域へのＰＲ等について協議をしました。
５月協議会では、愛知県立大学学生によるプレゼンテーションを踏まえて協議を

しました。
議事録は豊田市ホームページに掲載していますので、ご関心がある方はご覧くだ

さい。（右記ＱＲコードからお入りください）

＜稲武地区養蚕・製糸文化伝承事業実行委員会＞
稲武地区養蚕・製糸文化伝承実行委員会は、稲武地

区の伝統である養蚕文化の普及や振興、また、後継者
の育成や新たな人材の発掘等の事業を行うことによ
り、養蚕・製糸文化を将来にわたって伝承し、さらに
は、新たな産業の芽を育て地域の活性化へつなげてい
くことを目的として活動しています。
８月２７日（土）には、稲武の養蚕の歴史を伝えな

がら、新たな蚕業の未来を模索するための勉強会「稲
武 学」を開催します。地域の自然環境、地球の
持続可能性に関心を寄せる映画監督の堤幸彦さんをお
迎えし、食としての蚕の可能性、昆虫食と ｓな
ど、幅広い視点で蚕についてディスカッションを行い
ます。ぜひ、ご参加ください。

令和４年度 地域課題解決事業
城山整備事業

生活道路における支障木伐採事業

稲武移住定住促進事業

参加には事前申し込みが必要となります。申込方法等、
詳細については、別途配布されるチラシをご覧いただく
か、稲武支所（ ）までお問合せください。

オートテストは、英国発祥のＪＡＦ公認モータースポーツ
で、タイムやスピードではなく「運転の正確さ」を競う競技
です。競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブ等
の装備も不要なため、普通自動車の運転免許をお持ちの方で
あれば、自分の車でお気軽に参加いただけます。 提供：JAF 



火災等の際に被災者へお渡しする

日地用品セット

稲武福祉センターでは、「道の駅どんぐりの里いなぶ」リニューアルオープンにあわせて、
各団体様のご協力により障がい者や高齢者が生きがいを持って活躍する取り組みをスタート
しました。お越しの際は、ぜひ、お立ち寄りください。

ワークショップの開催 ＊参加費 100 円
【内 容】障がい者や高齢者の方と来客者が一緒に

ラベンダー小物作りを体験
【活動場所】道の駅 イベント広場（グリッピーのぼうし）
【活動日時】毎月第 1・３火曜日（祝日除く）

13：00～14：00

いなぶご当地缶バッチの販売 ＊１回 500 円（ガチャガチャ）
【内 容】商工会、観光協会、社協でコラボした缶バッチ製品を

障がい者や高齢者の方たちが軽作業などを中心に活動
【販売場所】道の駅 どんぐり横丁（エレベーター付近）

ポジティブ 21 いなぶの生産製品の販売、社会参加活動の紹介
【内 容】障がい者の方が活動の中で製作した生産製品の販売や

地域の清掃活動を中心に取り組んでいる社会参加活動
などを紹介

【販売場所】道の駅 どんぐり横丁（正面入口付近）

 

豊田市社会福祉協議会稲武支所 住所： 豊田市桑原町中村 番地

電話：８２－２０６８ ：８２－３６０４ ：

（ワークショップイメージ）

早期発見・早期対応により、進行を遅らせることができる場合があります。
少しでも気になったら、いなぶ包括支援センター（電話 82-2530）へご連絡ください。

加齢によるもの忘れ 認知症による物忘れ

体験したこと 一部を忘れる
例：朝食の献立

全てを忘れている
例：朝食を食べたこと

物忘れのへの自覚 ある 乏しい
探し物に対して 自分で努力して見つけようとする 誰かが盗ったなどと他人を疑うことがある

日常生活への支障 ない ある
時間の見当 つく つきにくい

参照：とよた認知症あんしんガイド 豊田市役所高齢福祉課

（缶バッチ販売イメージ）

（製品販売イメージ）

令和４年

月号



イベント情報
道の駅どんぐりの里いなぶ オープニング月間イベント

足助消防署ふれあい広場

足助消防署 稲武出張所からのお知らせ
暑い日が続きます。熱中症に気をつけて夏を乗り越えましょう。
＜熱中症予防のポイント＞

足助警察署からのお知らせ ～警察官・警察職員募集～
警察官や警察職員は『県民の安全と安心を守る』ために仕事をしています。部署によって役割は異なりま

すが、日々、私たちは強い正義感をもって働いています。人々の当たり前の日常が続くために・・・！
警察官・警察職員の業務は非常に幅広く、あなたの能力を発揮できる場所が必ず見つかります。あなたも

「安全な社会を守り続ける」仕事をしてみませんか。あなたの正義感が誰かを守る！
６月２８日（火）から受験案内を配布しています。お気軽にお問合せください。
問合せ

※月～金［祝日は除く］ ～

掲載してほしい地域情報など、ご意見、ご要望等ございましたら、稲武支所までお寄せください 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

編集・発行／豊田市役所稲武支所
〒 愛知県豊田市稲武町竹ノ下 ／ ／ ／

いなぶ支所だよりは豊田市 （トップページ→市政情報→地域振興部→稲武支所）からもご覧になれます
豊田市

暑さを避けましょう 室内環境を整えましょう
少しでも体調が悪くなったら、涼しい場所へ移動
して休憩するようにしましょう。

エアコンや扇風機を活用し、室内を涼しく保ちま
しょう。

こまめに水分補給 日頃から体調管理
のどが渇いていなくても、こまめな水分・塩分補
給を心がけましょう。

睡眠、食事をしっかり摂るなど、規則正しい生活
を意識し、体調管理に努めましょう。

足助消防署 稲武出張所 
電話（８２－３０９９） 

昼頃～ 
◆青年部による物販 
18：00～20：30 
◆マイタウンおいでん 

10：00～15：00 
◆モルック体験 
◆鮎ＰＲ販売 
◆青年部による物販 

10：00～15：00 
◆ラリーカーやパトカーの展示 
◆ＷＲＣのＰＲ、ラリーに関するトークショー 
◆交通安全啓発、子ども向け免許証作成 

10：00～15：00 
◆稲武から始まる SDGs ワークショップ 

10：00～15：00 
◆地元農家による生産者マルシェ 

10 時、11 時、13 時、14 時 
◆トウモロコシの収穫体験会 

日時：８月 27 日（土） 9：30～12：30  
場所：豊田市消防本部 足助消防署 （豊田市桑田和町中貝戸６番地） 
内容：（体験）レスキュー体験、はしご車試乗 

（見学）防災ヘリ訓練、消防音楽隊の見学 
その他イベント 
盛りだくさん！ 

・警察官（第２回大学卒業・第２回高等学校卒業程度）
受付期間 ８月８日（月）～８月２９日（月）
試験日 ９月１８日（日）

・警察職員（第２回高等学校卒業程度）
受付期間 ８月１５日（月）～８月３１日（水）
試験日 ９月２５日（日）

愛知県足助警察署
警務課住民サービス係
０５６５‐６２‐０１１０

採用センター直通電話
０５２‐９６１‐１４７９


