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問合せ

「元気アップ教室」 WE L O VE
「 コロナ克服の今こそ
仲間を集めて実施し
ませ
と よた
応援寄附金」にご
協ん
力か
く？
ださい

企画課
☎34・6602

ホームページ

「コロナ克服の今こそ WE LOVE とよた 応援寄附金」を創設しました。
市内外の皆さんから「ふるさと納税」を活用して募った寄附金は、９月以降に発行予定の「WE LOVE とよ
た応援商品券」の発行などの原資に役立てます。これにより、経済的な影響を受けている飲食業を始めとする
事業者などを応援します。皆さんの「力になりたい！」
「まちを盛り上げたい！」といった支援の気持ちをつない
で、一緒にこの苦しいときを乗り越えていきましょう。
寄附方法
次のいずれかの方法で寄附を受け付けています。
（１）ふるさとチョイスホームページに必要事項を入力
ふるさとチョイス
ホームページ

（２）市ホームページからダウンロードした申込書を郵送、ファック
ス、Eメールか直接企画課（〒471・8501、西町３－60、FAX34・
2192、kikaku@city.toyota.aichi.jp）
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問合せ

市 制 70周年記念誌などに 掲 載 す る
みんなの「WE LO VE ○○ 」を 募 集

市政発信課
☎34・6604

ホームページ

豊田市は令和３年３月に市制70周年を迎えます。これを記念し、豊田市の過去から現
在までの歩みや未来に向けた取組をまとめた記念誌などを制作します。
制作にあたり、市民の皆さんから、「WE LOVE 〇〇（大好きな豊田市の○○）」を募集
します。皆さんの「WE LOVE 〇〇」を10年後、20年後、100年後を生きる市民に伝えて
いきましょう。
募集について
対象／市内在住・在勤・在学の人
内容／記念誌、市ホームページ特設ページに掲載する「WE LOVE

掲載イメージ
WE LOVE
グランパス

〇〇」、
「WE LOVE 〇〇」にまつわるメッセージなどを募集
※顔写真の添付必須。顔写真は原則１メガバイト以上で１人で写っ

毎試合熱い戦いを見せ

たもの
※「WE LOVE 〇〇」の○○には、市内の景色や歴史、伝統、文化、
スポーツ、イベント、食、人物などを記載

てくれるグランパスが
豊田 太郎さん

WE LOVE
豊田スタジアム

そのほか／記念誌には選考70人を掲載予定。掲載された人には記念
誌をプレゼント
申込み／８月28日（金）までに市ホームページから申込み

大好きなアーティスト

※郵送などでの申込みを希望する場合は、市政発信課までお問い合
わせください
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令和２年７月号

大好き！

のコンサートでよく来
豊田 花子さん

ています！

問合せ

「元気アップ教室」
南部
休日救急内科診療所の開 院 と
仲間を集めて実施しませ
？開 所
こど
も発達センター「 おひさん
まか
」の
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地域包括ケア企画課 ☎34・6787
障がい福祉課 ☎34・6751

和会町に南部休日救急内科診療所、こども発達センター「おひさま」などが
一体となった複合施設が完成しました。

ところ
住所／和会町長田８ー１
若林東町竹陽
川

猿渡

南消防署

和会町上屋敷
南部休日救急
内科診療所
こども発達センター
「おひさま」

こども発達センター「おひさま」

南部休日救急内科診療所
かかりつけ医が休診の日曜日、祝日、年末年始の日
中に受診することができる診療所です。
基本情報
診療日／日曜日、祝日、12月30日～翌年１月３日
診療時間／午前９時～午後５時

※受付は午前９時

～11時30分、午後１時～４時30分
診療科／内科、小児科
初回診療日／７月５日（日）

元城町にあったあおぞらおひさまが移転した施設で、

発達支援と子育て支援を行う外来療育に加え、新たに
相談支援を始めます。
基本情報
開所日／祝日を除く月～土曜日（相談支援は月～金曜日）
開所時間／午前８時30分～午後５時15分
初回開所日／７月１日（水）
問合せ／☎63・5523（外来療育用）
☎41・3500（相談支援用）

問合せ／☎85・0099

FAX63・5933

FAX85・0096
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239

７ 月 １日（水）からレジ袋が有 料 化
プラスチックごみの削減にご協力ください！

問合せ

ごみ減量推進課
☎71・3001

７月１日（水）から全国でプラスチック製買い物袋、いわゆるレジ袋の有料化が始まります。
プラスチックは、私たちの生活に広く浸透し、利便性と恩恵をもたらしてきた一方で、マイクロプラスチッ
クなどによる海洋汚染など、多くの課題があります。レジ袋の有料化を良い機会として、普段のライフスタイ
ルを見直し、プラスチックごみの削減に取り組みましょう。
プラスチックごみを減らすための実践例
□マイバック・マイボトル・マイ箸など、繰り返し使用できるものを選択する
□レジ袋や使い捨てスプーン・フォークなどが本当に必要か考える
□詰め替え製品を利用する

￥

そのレジ袋
本当に必要ですか？

□過剰な包装は断る
●プラスチック製買い物袋の有料化に関する相談窓口（ナビダイヤル）
消費者向け（環境省） ☎0570・080180

事業者向け（経済産業省） ☎0570・000930
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みんなで調査しよう！
エコ活動 はじめの一歩
市民参加生き物調査の参 加 者 募 集 ！

環境政策課
☎34・6650

ホームページ

誰でも参加できる生き物探しを実施します。市民参加生き物調査ブックを入手して、
家の周りや自分が住んでいる地域にどんな生き物がいるのか調べてみませんか。
生き物調査の目的
・身近な所に様々な生き物がすんでいることに気づき、地域に愛着をもつ
・自然の生き物とともに暮らしていることに気づき、自然を守るきっかけにする
・自然と楽しく触れ合い、親しむ
調査期間
７月１日（水）～９月30日（水） ※調査日数は１日でも可
調査の手順
①各支所・交流館、環境学習施設、市役所などで市民参加生き物調査ブックを入手する
②市民参加生き物調査ブックに載っている調査対象の生き物を市内各地に見つけに行く
③市民参加生き物調査ブックの調査シートに見つけた生き物をチェックする
④調査シートを10月７日（水）までに郵便ポストに投函する
調査の特典
①調査結果を報告した人の中から抽選で３人に日本野鳥の会オリジナル長靴、抽選で10人
にレンジャー特製標本プレゼント
②エコファミリーカードを持っている人で調査結果を報告した人には、とよたＳＤＧｓポ
イントを50ポイントプレゼント（１世帯250ポイントまで）

日本野鳥の会オリジナル長靴

そのほか

鞍ケ池公園やとよたエコフルタウンでも生き物探しを実施。鞍ケ池公園はプレイパーク、エコフルタウンは
受付で冊子を配布。参加者には素敵なプレゼントを進呈（数に限り有り）
生き物に詳しいレンジャーと一緒に
様々な生き物を探してみませんか？

関連イベント
自然観察の森（☎88・1310）

トヨタの森（☎58・2736）

●森のレンジャーと生き物調べ

●トヨタの森の生き物調査！

と

と

き／８月１日（土）午前９時30分～11時30分
※雨天中止

き／８月18日（火）午前９時30分～11時50分
※雨天決行

ところ／自然観察の森

ところ／トヨタの森

定

定

員／先着15人

員／先着20人

参加費／小学生以上100円

参加費／３歳以上100円

申込み／７月22日（水）午前９時から電話で自然観

申込み／７月６日（月）午前９時から催し名と参加者

察の森

全員の氏名、ふりがな、年齢、電話番号を
Ｅメールでトヨタの森（event@toyotano
mori.jp）
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エ コ 活動 はじめの一歩
「新しい生活様式」
のアイデアを紹介します

市政発信課
☎34・6604

Withコロナ（コロナと共に生きていく社会）においては、市民の皆さんが暮らしのあらゆる場面で「新しい生
活様式」を実践し、一人一人が感染拡大防止の徹底を図ることが大切です。
市公式Instagramでは、「新しい生活様式」を実践する上でのアイデアや工夫を紹介しています。今回はその
アイデアの一部をご紹介しますので、是非参考にしてみてはいかがでしょうか。
アイデア① お気に入りの柄で夏用マスク を作成
ポイント
暑い日が続くので、薄手の生地を使い、熱がこもりにくく、蒸れにくい夏
用マスクにしました。柄にもこだわり、ワンポイントを入れることで、楽し
みながらマスクをつけられるようになりました。
アイデア② マスクをデコレーションして楽しく会話
ポイント
マスクをつけると顔の半分以上が隠れてしまい、無表情に見られてしまい
ます。そこで、マスクに色紙などで作った口や鼻をつけ、笑顔を表現するこ
とで相手に優しい表情が伝わり、楽しく会話ができるようになります。これ
を着けて打合せをすれば、いいアイデアが浮かびそうです。
アイデア③ 暑い夏は傘で暑さと感染対策を
ポイント
傘をさすことで、他人との距離（身体的距離）が自然に確保できる上、直射
日光を遮ることができます。日傘を使うと、熱中症対策だけでなく、日焼け
予防にも効果的です。

市公式Instagramでは、皆さんが楽しく参加できる企画を随時用意し
ています。是非ご覧ください。
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「広報とよた」の紙面が
エ コ 活動 はじめの一歩
全国広報コンクールで入選！

市公式Instagram▶

市政発信課
☎34・6604

自治体の優れた広報作品を表彰する全国広報コンクール（日本広報協
会主催）の広報写真（組み写真）部門において、全国で４位となりました。
該当作品はラグビーワールドカップ期間中の市内の盛り上がりを伝えた
令和元年12月号の紙面です。審査員からは「ラグビー熱が伝わる」と評価
されました。
「広報とよた」は今後も市民の皆さんに愛される広報紙を目指していき
ます。
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