
 

 

 

 

  
 

 

 

第４０回稲武まつり                   
 

８月１５日（月）に稲武まつりが感

染対策を実施の上で開催されました。 

過去３年間はコロナ禍や台風による

大雨で打上花火のみの実施でした。今

回、打上花火は風の影響で少し見えに

くい状況でしたが、会場の稲武中学校

には久しぶりにまつりの熱気が戻って

いました。 

また、翌１６日（火）にはマス釣り

大会も開催されました。関係者の皆さ

ん、お疲れ様でした！ 

 
 

ラリーイベント関連               

１１月１０日（木）から１１月１３日（日）にかけ

て、豊田市、設楽町、恵那市等を舞台に、「世界ラリ

ー選手権（WRC）」が開催されます。１１日（金）に

は、リエゾン区間（競技区間から競技区間までの移動

区間）として、稲武の街中をラリーカーが走行し、世

界レベルのラリーカー・選手を間近で観ることができ

ます。 

また、WRC に先立ち、１０月１日（土）、２日

（日）には、日本国内の地方ラリー選手権・中部近畿

ブロック等の位置づけで「シロキヤラリー」も開催さ

れます。 
 
稲武地区では、これらの世界的、全国的な大会の盛り上がりを稲武の活性化につなげるべく、NPO 稲武まち

づくり協議会が中心となり、７月１６日（土）、１７日（日）には、道の駅でラリーカーや白バイ・パトカー

等の展示やトークショーなどのイベントを開催しました。１７日（日）に稲武の街中で行われたラリーカーに

よる交通安全 PR 動画の撮影には、多くの住民の皆さんにも協力

をいただきました。 

また、９月４日（日）には、「エンジョイドライビング in 豊

田（稲武）オートテスト」も開催され、ラリーの機運がいよいよ

高まってきました。 

シロキヤラリー、WRC が開催される１０月２日（日）、１１

月１１日（金）にも、ラリーにちなんだイベントが開催される予

定です。みんなで楽しみましょう！ 
 

  

おでかけ予約バス 予約はこちら 

☎ ８２－３６９０ 

◆運行日時： 
月・水・金（午前８時～午後５時） 
 

◆予約受付時間： 
午前８時～午後５時 

豊栄 
交通 

いなぶ支所だより 
vol.003      
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稲武地区の人口と世帯数（令和４年８月１日現在） 
◆人口：2,070 人（前年同月比：▲65 人） 

◆世帯数：949 世帯（前年同月比：▲20 世帯） 

空き家情報バンク制度（令和４年 8 月１5 日現在） 

◆入居者募集中の HP 掲載物件数：5 件 

◆令和４年度入居実績：2 組（5 名） 

 

なお、ラリー競技・イベント開催に伴い交通規制等が行われる予定
です。周辺住民の方々にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力
のほどよろしくお願いします。 
 

８月１日より、利用する 

１時間前 まで予約でき

るようになりました！ 



稲武の動きを見てみよう            
 
＜稲武地区養蚕・製糸文化伝承事業実行委員会＞   

 ８月２７日（土）、令和４年度 第１回「稲武ＫＡＩＫＯ学」が開

催され、地域の方をはじめ多くの方にご参加いただきました。講座で

は、代替タンパク質としてのシルクフードについて「蚕」の可能性を

学びました。 

また、映画「２０世紀少年」の堤監督と稲武

の蚕のストーリー性についても掘り下げ、蚕の可

能性を踏まえた稲武での商品開発に繋がるディス

カッションがされ、参加者の方々から好評を得ま

した。 

＜稲武地域まちづくり推進協議会＞  

６月協議会では、いなぶ観光協会と稲武地区区長会

による取組発表等を行いました。７月協議会では、稲

武商工会による取組発表等を行いました。 

 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） 

 ＜稲武たすけあいプロジェクト＞ 

 稲武地区区長会、NPO 稲武まちづくり協議

会、株式会社三河の山里コミュニティパワー

は、本プロジェクトに関する役割を明確にし、

協力してプロジェクトを推進していくことを目

的として、令和４年７月１日、「稲武たすけあ

いプロジェクトの推進に関する協力協定」を締

結しました。 

 

わくわく事業活動紹介             
 

「花街道いなぶ」は、稲武を花で飾ることにより、稲

武に住む方や観光で稲武に訪れる方たちの目を楽しま

せ、心を豊かにすることを目的として、平成２９年より

活動を続けています。 

５月に行われた春の植え替え作業では、「北の玄関

（稲武町）」や「花フラワー（大野瀬町）」はじめ２２

団体の皆さんが協力し、稲武地内の各所に花を植え、文

字通り「稲武の街を花で華やかに」飾りました。 

多くの方が作業に参加し交流をすることで、地域住民

同士のコミュニケーションも図られ、住み良い地域づく

りの一助にもなっています。１０月には、秋の植え替え作業を実施予定です。皆さんも明るく華やかな地域づ

くりに参加してみませんか？ 

 

 「小田木人形座」は、１４０年前に途絶えた小田木の

伝統芸能「小田木人形浄瑠璃」を復活させ、地域の活性

化へと繋げることを目指し活動を続けています。平成２

５年に活動を開始し、今年、９月２４日（土）には、満

を持して「小田木人形座 旗揚げ公演」と銘打って、単独

公演を開催します。 

 公演に向けた稽古を見学した地域会議委員の海野浩さ

んは「細かな所作一つ一つまで熱心に練習をされてい

た。これまで大変な努力をされてきたことが伺える。」

と、小田木人形座の方々が真剣に取り組んでみえる姿に

感銘をうけるとともに、旗揚げ公演に期待を膨らませて

いました。 
 

※ 公演詳細については、４ページ「イベント情報＆お知らせ」をご覧ください。 

団  体：花街道いなぶ 

代  表：西尾清二郎（稲武町） 

補助金額：720,000 円（消耗品費） 

団  体：小田木人形座 

代  表：山田良稲（小田木町） 

補助金額：476,000 円（備品購入費等） 

小田木だけでなく、稲武の文化と
して盛り上げていけるよう、みん
なで応援しましょう！ 

 
地域会議委員 海野浩さん 

過去の KAIKO 学の 
様子はコチラ 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
豊田市社会福祉協議会稲武支所 住所：441-2521 豊田市桑原町中村 5 番地 

電話：８２－２０６８ FAX：８２－３６０４ MAIL：inabu@toyota-shakyo.jp 

令和４年 

９月号 
 

 

社会福祉協議会稲武支所では、中学生を対象に「自らの地域」について、関心や理解を深

め、地域について「もっと知り、大切にしたい」という誇りや愛着を生むことを目的に「地

域もりあげプロジェクト」を７月２２日（金）から８月３１日（水）に開催しました。 

 今年度は、こども園・福祉施設等ご協力の下、 

6 つのプログラムメニューを用意し、中学生に 

募集をしたところ、生徒２１名が参加し、活動 

しました。 

このプロジェクトを通じて、地域の「ふくし」 

について知るきっかけとなればうれしいです。 

 中学生の皆さん、お疲れさまでした。 

 令和 4 年 4 月、稲武地区高齢者クラブ連合会 

より地域の高齢者福祉に活用してほしいと、 

ご寄付をいただきました。 

 活用方法について、自治区で開催されている 

地域ふれあいサロンの代表者による情報交換会 

などでご意見をいただき、交流、健康グッズを 

購入し、活用（貸出）させていただきます。 

 地域ふれあいサロン等で楽しく交流できる 

グッズです。早速、活用をしました。 

 ご寄付、ありがとうございました。 

  

 福祉施設で飲み物の準備をする様子 

 購入した交流グッズを楽しむ 

サロン参加者の様子 

 今年も、夏休み期間中に子どもの居場所作り 

事業「いなぶゲンキッズ」を開催しました。 

この夏も、地区内の小学生が元気いっぱい、 

施設内で過ごすことが出来ました。 

また、バルーンショーなどのイベントも開催 

し、大盛況でした。 

 今後も、長期休暇期間中に開催します。 

  
 バルーンショーを楽しむ 

子どもの様子 

 



イベント情報 & お知らせ           
 

農村アートプロジェクト 2022「小田木人形座旗揚げ公演」 
日 時：令和４年９月 24 日（土） 

    午後２時～３時（開場：午後１時 30 分） 

場 所：小田木町八幡神社（雨天時：稲武交流館） 

入場料：1,000 円（中学生以下無料） 

※ 稲武交流館、豊田市民文化会館にて販売中 
 

 
 

文化財関係図書  

値下げ販売のお知らせ 
 

旧稲武町発行文化財関係図書を令和４

年 10 月 31 日まで稲武支所市民生活担

当で販売しています。 

 発行して 10 年以上経過した文化財関

係図書を９月１日から値下げします。 
 

この機会に是非ご利用ください！ 
 
【問合せ先】  

稲武支所市民生活担当：82-2511 
生涯活躍部 文化財課：32-6561 

COME ON！INABU シロキヤラリー in豊根・豊田【INABU】  
シロキヤラリー（地方ラリー選手権・中部近畿ブロック他）に付随して 

イベントを開催します！ 
 

日 時：令和４年 10 月２日（日） 

場 所：道の駅どんぐりの里いなぶイベント広場、 

どんぐり工房前駐車場、稲武の街中各所 

内 容：リエゾン区間での応援等（未定） 

※ 詳細は、後日配布されるチラシをご確認ください。   

 

 

 

 

 

足助消防署 稲武出張所からのお知らせ               
 

災害への備えは十分できていますか？ ※内閣官房内閣広報室ページより抜粋 
 
 
①家具が倒れないよう

に固定しましょう 

 

 

 

 

 
 

 
②１週間分の食料や飲

料を備蓄しましょう 

 

 
③非常用持ち出しバッ

グを準備しましょう 

 

 
④ご家族や近隣の方と

安否確認方法を決めま

しょう 

 

 
⑤避難場所や避難経路

を確認しましょう 

 

 

足助警察署からのお知らせ 「毎年９月１１日は 警察相談の日」     
 
１１０番は緊急通報のための専用電話です。緊急の対応を必要としない相談等が１１０番に寄せられると、

事件・事故等緊急通報に対する警察の対応に支障が生じるおそれがあります。各種相談等警察による緊急の対

応を必要としないものについては、「＃９１１０」へ電話していただくか、最寄りの警察署「住民コーナ

ー」、警察本部に設置の各種相談窓口も併せて紹介していますのでご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 
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 

〒441-2513 愛知県豊田市稲武町竹ノ下 1-1／TEL 0565-82-2511／FAX 0565-82-3272／E-mail: inabu-shisho@city.toyota.aichi.jp 
 

いなぶ支所だよりは豊田市 HP（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 HP> https://www.city.toyota.aichi.jp 

どんぐりの湯 長期休館のお知らせ 
外壁改修やボイラー更新等の工事を行うため、どんぐりの湯は長期休館しています。 

休館期間中は、地区内の日帰り温泉設備のある宿泊施設をぜひご利用ください。 

（どんぐり横丁、どんぐり工房は営業しています。） 

  休館期間  令和４年８月２９日（月）から令和５年１月上旬まで（予定） 

どんな相談ができるの？ 

例えば「昨日知らない男の人に声をかけられた」「身に覚えのな

い料金請求のメールが届いた」「嫌がらせのメールが届いて不安

だ」など緊急の事件や事故以外の相談に応じています。 

 

警察の相談ダイアル 

＃９１１０ 
～ 緊急電話は１１０番 相談ごとは＃９１１０ ～ 

足助消防署 稲武出張所 

電話（８２－３０９９） 

 旧稲武町 

発行 

11 月 11 日（金） 

には、WRC にち
なんだイベント
も開催予定。 

お楽しみに！ 


