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　新型コロナウイルス感染症の影響で、広報とよた（今号や過去の号）に掲載した内容が中止や変更
になる場合があります。実施状況については、各問合せ先にご確認いただくか、市ホームページを
ご覧ください。 市ホームページ
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障がい福祉課
（☎34・6751 FAX33・2940
✉shougai_hu@city.toyota.aichi.jp）
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●障がい者計画推進懇話会構成団体
対次の全てに該当する団体　①市内
に主な活動拠点がある　②障がいが
ある（難病患者などを含む）かその保
護者などが構成員の中心をなしてい
る　③活動開始から１年以上の実績
がある（法人格の有無は問わない）　
活動内容第５次豊田市障がい者ライ
フサポートプランに掲げる施策の推
進、次期障がい者計画の策定に関す
ること　定選考８団体　申５月７日

（金）までに障がい福祉課で配布か市
ホームページからダウンロードした
応募用紙を郵送、ファックス、Ｅメ
ールか直接障がい福祉課（〒471・85 
01、西町３－60）　※公募要項を必
ず確認してください　

HP番号／1029870

法務課
（☎34・6608 FAX33・2221
✉houmu@city.toyota.aichi.jp）

●包括外部監査の監査テーマに関す
る意見
　今年度の包括外部監査について、
外部監査を行ったらよいと思うテー
マや外部監査に対する意見を募集し
ます。テーマは「財務に関する事務
の執行」と「経営に係る事業の管理」

に関するものに限ります。
包括外部監査とは地方自治法に基づ
き公認会計士、弁護士など外部の人
が行う監査　過去の内容平成30年度
／子育て応援事業に関する財務事務
の執行について　令和元年度／出資
団体について・豊田市債権管理条例
に基づく債権の免除及び放棄等につ
いて　令和２年度／委託について～
再委託、下請負を伴うものを中心と
して～　他提出された意見は包括外
部監査人に譲渡。反映結果は結果報
告書に記述　申５月６日（木）までに
〒住所、氏名、意見を郵送、ファッ
クス、Ｅメールか直接法務課（〒471・
8501、西町３－60）

商業観光課 
（☎34・6642 FAX35・4317 
✉oiden@oidenmaturi.com）

●豊田おいでんまつり　マイタウン
おいでんボランティア

対16歳以上　内受付、運営補助、給
水な

ど　他日程・定員などは各会場で
異なるため、詳細は豊田おいでんま
つりホームページで確認　申４月12
日（月）から商業観光課で配布か豊田
おいでんまつりホームページからダ

ウンロードした応募用紙をファック
ス、Ｅメールか直接同課　※豊田お
いでんまつりホームページからも申
込み可

とよたファミリー・サポート・センター 
（☎37・7135）

●とよたファミリー・サポート・セ
ンター協力・両方会員
対市内在住で子どもの送迎や自宅で
の預かりができる人　他５月21日 

（金）午前10時15分～午後３時30分に
とよた子育て総合支援センターで会
員登録手続きと講習会。新規入会者
は写真（縦４㌢×横３㌢）２枚、印鑑、
身分証明書、筆記用具を持参　申５
月20日（木）までに電話か直接同セン
ター

とよた子育て総合支援センター
（☎37・7071 FAX37・7072
✉kosodateshien-aiai@city.toyota.aichi.jp）

●子育て自主サークルのメンバー
対①令和２年４月２日～９月生まれ
の子と親／たまごサークル　②令和
元年10月～令和２年４月１日生まれ
の子と親／ひよこサークル　時①６
月２日以降の水曜日　②６月４日以
降の金曜日　※いずれも毎月２回、
午前10時30分～11時20分　所とよた
子育て総合支援センター　内サーク
ルを立ち上げ仲間と楽しく子育てを
する　定各先着20組　申４月19日 

 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 
◆発熱などの症状がある人
　　かかりつけ医など地域で身近な医療機関に電話で相談してください。かかりつけ医が 

ない人、相談する医療機関に迷う人は、「受診・相談センター」に電話してください。
　　　　　　　　　　　　　（祝日を除く月～金曜日）午前９時～午後５時　☎34・6586
　　　　　　　　　　　　　（夜間、土・日曜日、祝日で緊急の場合）　☎31・1212
◆「感染したかもしれず不安」など一般的な相談
　　　　　　　　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）午前９時～午後５時　☎34・6052
※聴覚障がいのある人はファックス、Ｅメールで相談してください 
（FAX34・6929、✉hokansen@city.toyota.aichi.jp）

◆ワクチン接種に関する相談
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土・日曜日、祝日も受付）　☎34・6975、FAX34・6929
※国から示されたワクチン供給スケジュールにより、広報とよた３月号でお知らせしたスケジュールが変更となりま

す。接種開始日や会場、予約方法などの詳細は、対象者へ送付する文書でお知らせするほか、市ホームページでも
情報提供します

受診・相談センター

電話相談窓口

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

新型 
コロナウイルス 
感染症に関する 
最新情報

市ホームページ

ワクチン接種に
関する最新情報

市ホームページ
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（月）午前10時から電話か直接同セン
ター

西山公園
（☎31・2108 FAX33・8718
✉nishiyama-kouen@city.toyota.aichi.jp）

●西山クラインガルテン利用者
　西山公園内に「小さな庭」を意味す
るクラインガルテンを設置し、貸し
出しています。
対市内在住の２人以上のグループ　
利用期間６月１日（火）～来年５月31
日（火）　募集区画抽選９区画（１グ
ループに１区画、約４平方㍍）　他
後日、説明会を開催。植栽管理講座
を年２回程度開催（土づくり、種ま
きなど園芸の基礎講座）　申４月６
日（火）～５月８日（土）までに花と緑
のまち豊田ホームページからダウン
ロードした申請書を郵送、ファック
ス、Ｅメールか直接西山公園（〒471・
0062、西山町５－１）

高橋記念美術文化振興財団
（☎34・6610 FAX36・5103）

●若手作家支援助成金
助成対象市内の主な公共施設などで、

企画性に富み芸術・社会的に価値の
高い美術展覧会を開催する次のいず
れかに該当する人（政治・宗教団体、
営利目的事業を除く）①市内に在住・
在勤・在学・出身のおおむね40歳未
満の個人　②出展者の過半数がおお
むね40歳未満で市内を拠点に活動す
る団体　助成内容展覧会の経費（会
場借用料、設営費、宣伝費、作品の
原材料な

ど）の２分の１（上限20万円）　
申５月21日（金）までに高橋記念美術
文化振興財団（美術館内）で配布の用
紙を直接同財団

農政企画課
（☎34・6640 FAX33・8149
✉nousei@city.toyota.aichi.jp）

●「足助市民農園」利用者
所野林町カウロゲ39番１ほ

か　募集区
画数先着10区画（１区画80平方㍍～
260平方㍍）　年間利用料2,000円～１

万円（４月～来年２月）　申４月５日
（月）午前９時から電話で同課

総合野外センター
（☎58・1388 FAX58・1349
✉toyota-yagai-center@hm.aitai.ne.jp）

●総合野外センター７月～10月分利
用抽選会
対子ども会、ジュニアクラブなどの
青少年団体　時宿泊団体／４月25日

（日）午前９時から受付、午前10時抽
選　日帰り団体／午後１時から受付、
午後２時抽選　所総合野外センター　
持ち物上履き　他抽選会以降の申込
みは４月27日（火）午前９時から利用
日の１か月前までに電話で同センタ
ー

地域文化広場
（☎53・0671 FAX53・5086）

●みんなのギャラリー出展者
対市内在住の個人か団体　時５月１
日（土）～30日（日）　所地域文化広場　
内絵画や陶芸などの作品を１か月間
展示　￥搬入・搬出や展示にかかる
費用などは自己負担　申４月７日

（水）午前10時から電話か直接同広場

ゴールデンウイーク期間中のし尿・浄化槽汚泥の収集
　定期の収集予定日が休業期間にあたる地区は、予定日の前後で収集します。
■問合せ　し尿くみ取りについて／清掃業務課（☎71・3003 FAX71・3000 ✉seisougyoumu@city.toyota.aichi.jp）
　　　　　浄化槽清掃について／下水道施設課（☎34・6964 FAX32・3171 ✉gesuishisetsu@city.toyota.aichi.jp）

○：営業　×：休業　△：午後休業
4月28日 29日 30日 ５月１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日
（水） （木）（金） （土） （日）（月）（火）（水）（木）（金）

トヨタ衛生保繕（☎32・4666） ○ × ○ ○ × × × × ○ ○
豊環（☎28・2020） ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○
猿投衛生社（☎45・0676） ○ × ○ ○ × × × × ○ ○
東邦清掃（☎0566・92・1605） ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○
ヤハギエコノス（☎76・6330） ○ × ○ × × × × × ○ ○
浄化槽管理センター（☎87・1025）　※浄化槽のみ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○
光商事【下山地区】（☎0564・21・5265）　 
※浄化槽のみ ○ × × × × × × × ○ ○

東海環境衛生社【稲武地区】（☎0536・62・1464） ○ × ○ × × × × × ○ ○
直営（☎71・3003）　※し尿のみ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○
豊田環境事業協同組合（☎32・7088）　
※直営区域の仮設トイレ受付 ○ × ○ ○ × △ △ △ ○ ○

募
集
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コンサートホール・能楽堂
（☎35・8200 FAX37・0011）

●コンサートホール・能楽堂友の会
会員
会費2,000円（３年間）　特典チケット
先行予約（１公演４枚まで）、チケッ
ト代金１割引（主催事業１公演につ
き２枚まで。一部対象外有り）、催し
案内の送付な

ど　申会費を添えて直接
コンサートホール・能楽堂か、コン
サートホール・能楽堂ホームページ
に必要事項を入力後指定する口座へ
会費を振り込み

文化振興財団
（☎31・8804 FAX35・4801
✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.jp）

●とよたこども創造劇場参加者
対市内在住・在学の小学４～中学３
年生（過去３回以上参加した人は不
可）　内11月14日（日）公演の劇団あ
おきりみかん主宰鹿目由紀氏の脚本・
演出による演劇の稽古（市内施設で
５月～11月）　定選考40人程度　※
５月８日（土）に視聴覚ライブラリー
でオーディションを開催　￥１万円　
申４月18日（日）までに各交流館で配
布か文化振興財団ホームページから
ダウンロードした用紙を郵送か直接
文化振興財団（〒471・0035、小坂町
12－100）
●とよた演劇ファクトリー第３期生
対15歳以上（中学生不可、18歳以下
は保護者の同意必要）　活動日５月

～10月は、原則毎週水か金か土曜日。
11月～２月は原則毎週土・日曜日　
所市内公共施設　内プログラムディ
レクター鹿目由紀氏などから、演劇
を通じた舞台芸術の基礎を学ぶ①役
者コース（表現・音響・照明・舞台・
制作な

ど）　②演出コース（演出・脚 
本な

ど）　定①選考20人　②選考若干
名（面接有り）　￥①２万円　②４万 
円　他４月21日（水）午後７時から
zoomで説明会　申５月３日（月）ま
でに各交流館で配布か文化振興財団
ホームページからダウンロードした
用紙を郵送か直接同財団
●とよたデカスプロジェクト
対18歳以上の個人か代表者が18歳以
上の団体　内豊田市の魅力を発信す
るアートプロジェクトの企画案　申
５月29日（土）までにとよたデカスプ
ロジェクトホームページからダウン
ロードした応募用紙を郵送、Ｅメー
ルか直接同財団

　いずれも申込みは申込み開始日午
前８時30分から直接同課。
●空家解体促進費補助金
対老朽化した空家を解体し更地にす
る人　補助内容解体工事に要する費
用の２分の１（上限20万円）　定先着
10人　他事前に市職員による現地確

認が必要。補助金交付決定前の契約、
着工は対象外。来年２月28日（月）ま
でに完了実績報告を提出　申込み開
始日４月12日（月）
●山村地域等定住応援補助金
対山村地域等の地域活動参加を前提
に定住するための住宅を取得する人　
補助内容住宅・住宅用地の取得費の
各10分の１（いずれも上限50万円）　 
対象地域旭・足助・稲武・小原・下
山・そのほか一部の地区　募集予定
件数40件　申込み開始日４月１日 

（木）　※住宅の工事請負契約日か売
買契約日の前日までに事前申請が必
要。住宅などの取得後に交付申請

下水道施設課
（☎34・6964 FAX32・3171
✉gesuishisetsu@city.toyota.aichi.jp）

●合併処理浄化槽の設置費補助制度
対合併処理浄化槽への転換などを行
う個人　補助内容浄化槽設置費13万
2,000円～72万9,000円、単独処理浄化
槽・汲取り便槽の撤去費上限９万円、
配管費上限30万円　※補助額は申請
内容により異なります

HP番号／1030323

生涯スポーツ推進課 
（☎34・6632 FAX32・9779
✉sports@city.toyota.aichi.jp）

●国際・全国大会に出場する市民に
活動奨励報奨金を交付
対令和３年度中に開催されるスポー
ツや文化などの国際・全国大会に出
場する市民　出場大会／交付金額国
際大会／個人２万円、団体20万円　 
全国大会／個人６千円、団体６万円　
※いずれも団体は10人以上　他審査
有り。予選結果などに基づかない出
場、営業や専業、企業による活動、
小・中学校体育（文化的）大会選手派
遣事業費補助金に該当の場合は対象

夜間・休日の市役所への電話が自動音声に切り替わります
●問合せ　人事課（☎34・6609 FAX34・6815 ✉jinji@city.toyota.aichi.jp）

■開始日　４月５日（月）
■対象　市役所本庁舎所属の直通電話（一部所属を除く）
■自動音声となる時間帯
　月～金曜日　午後５時15分～翌午前８時30分
　土・日曜日、祝日、12月29日～１月３日　終日
　※災害発生時など必要に応じて自動音声を解除 

　することがあります
■そのほか
　市では「AIを活用した総合案内サービス（AI 

チャットボット）」を導入しています。市役所 
での手続き方法や制度などに関するお問合せに 
対話形式で自動回答します

AIチャットボット
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外　申来年３月18日（金）までに生涯
スポーツ推進課で配布か市ホームペ
ージからダウンロードした申請書を
郵送、ファックス、Ｅメールか直接
生涯スポーツ推進課（〒471・8501、 
西町３－60）

４月分の納税
納期限４月30日（金）　固定資産税・
都市計画税１期　他口座振替の人は
振替日（納期限）の直前の営業日まで
に預金残高を確認してください。納
期限後は通帳記帳し、振替結果を確
認してください　※納税通知書は４
月中旬発送予定。４月１日（木）より
FamiPayによる支払いが可能になり
ます　問債権管理課（☎34・6619、 
FAX31・4489、✉saiken-kanri@city.toyo
ta.aichi.jp）

HP番号／1040565

行政改革推進課
（☎34・6652 FAX34・6815
✉gyoukaku@city.toyota.aichi.jp）

●一部の公共施設で予約システムに
よる利用申込みが始まります
　４月１日（木）からインターネット
を利用して、交流館やコミュニティ
センターなどの公共施設の空き状況
の確認や利用予約を開始します。
システム名公共施設予約システム　
できること空き状況の確認（どなた

でも）、利用予約（利用者登録が必要）　
他対象施設・利用できる機能は市ホ
ームページで確認してください。ス
ポーツ施設の利用予約は「豊田市ス
ポーツ施設利用システム　TOSS」
をご利用ください

HP番号／1038337

計画の策定・パブリックコメ
ント結果公表

　次の計画を策定しました。意見の
要旨と市の考え方、新しい計画は担
当課、市政情報コーナー、各支所・
出張所、各交流館、市ホームページ
で閲覧可。
●第５次豊田市障がい者ライフサポ
ートプラン
意見募集期間令和２年11月９日～12
月８日　意見数157通、216件　他計
画期間は令和３～８年度　問障がい 
福祉課（☎34・6751、FAX33・2940、
✉shougai_hu@city.toyota.aichi.jp）
●第８期豊田市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画
意見募集期間１月15日～31日　意見 
数145通、195件　他計画期間は令和 
３～５年度　問介護保険課（☎34・
6634、FAX34・6034、✉kaigohoken@ci 
ty.toyota.aichi.jp）
●豊田市山村地域の振興及び都市と
の共生に関する基本計画－おいでん・
さんそんプラン－
意見募集期間１月４日～２月４日　

意見数181通、205件　他計画期間は
令和３～７年度　問企画課（☎34・
6602、FAX34・2192、✉kikaku@city.toy 
ota.aichi.jp）
●豊田市公共施設等総合管理計画

（改定版）
意見募集期間２月１日～28日　意見
数145通、132件　他計画期間は平成
29年度～令和８年度　問企画課
●第２期豊田市まち・ひと・しごと
創生総合戦略
意見募集期間11月18日～12月18日　
意見数134通、154件　他計画期間は
令和３年度～７年度　問企画課

猿投支所
（☎45・1214 FAX45・4824
✉sanage-shisho@city.toyota.aichi.jp）

●石野ウェルカムツアー

時５月22日（土）午前９時30分～午後
２時　所東広瀬町ほ

か　対石野地区へ
の転入を検討している人　内石野地
区の名所をめぐりながら住まい探し
の参考にする　定先着20人　申４月
26日（月）午前９時から電話、ファッ
クス、Ｅメールか直接同支所

４月から市の組織の一部を改編します

第８次総合計画に掲げる将来都市像「つながる　つくる　暮らし楽しむまち・とよた」の実現に向けて、子どもから
高齢者まで、誰もが健康でいきいきと活躍する「生涯活躍社会」を形成するとともに「安全・安心で持続可能なまちづ
くり」、「元気で明るいまちづくり」を推進するために組織改編を行います。

■組織改編の概要（課の新設や名称変更など、改編に係る部分のみ掲載）

部局名 新課名 主な業務内容【　】内は変更前の担当課 ところ 電話番号 ファックス
番号 Ｅメール

産業部
農政企画課 農業基本施策の企画、農地の保全、地産

地食、市民農園、卸売市場【農政課】 西庁舎７階 34・6640 33・8149 nousei@city.toyota.aichi.jp

農業振興課 農畜産業・水産業の振興、農作物被害の
防止、農作物栽培技術研修【農政課】 西庁舎７階 34・6785 33・8149 nougyou@city.toyota.aichi.jp

都市 
整備部

建築計画 
調整課

建築物に係る事業の調整・長寿命化の推
進【公共建築課】 西庁舎４階 34・6786 33・2080 kenchikukeikaku@city.toyota.aic

hi.jp
建築整備課 建築物の営繕【公共建築課】 西庁舎４階 34・6648 33・2080 kenchikuseibi@city.toyota.aichi.jp

●問合せ　行政改革推進課（☎34・6652 FAX34・6815 ✉gyoukaku@city.toyota.aichi.jp）

募
集

生
活
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就労支援室
（☎31・1330 FAX31・1391
✉shurosien@city.toyota.aichi.jp）

●セカンドライフ・キャリア相談
時５月８日（土）、12日（水）、16日

（日）午前10時15分～午後１時、26日
（水）午後１時15分～４時　※１回45
分　所就労支援室　対市内在住・在
勤か市内で就職活動を希望する45歳
以上の人　内生きがいづくりから就
労まで、新たなライフプラン構築の
ための情報提供や専門機関とのマッ
チング　定各日先着３人　他オンラ
イン相談も可　申４月５日（月）午前
10時から電話、ファックス、Ｅメー
ルか直接同室

あいち空き家修活相談センター トヨタリジェ
（☎47・8611 ✉info@aas-toyota.com）

●老後に資金と住宅で困らないため
のセミナー＆相談会
時４月24日（土）①午前10時～10時30
分　②午前10時30分～午後１時　所
KiTARA　内①定年後の資金不足と
マイホームの有効活用について専門
の講師が解説　②相談会（１組30分
程度）　定先着12組　他オンライン
でも可　申４月８日（木）午前10時か
ら電話かＥメールで同センター

環境保全課
（☎34・6628 FAX34・6684
✉k_hozen@city.toyota.aichi.jp）

●光化学スモッグ情報やPM2.5注意
喚起情報を配信しています
　光化学スモッグは、春から夏にか
けて発生しやすく、目がチカチカし
たり息苦しくなったりすることがあ
ります。子どもや気管支疾患のある
人が屋外で活動していると影響が出
やすいと言われています。緊急メー

ルとよたで「大気環境緊急情報」を選
択すると発令情報を入手することが
できます。

どんぐりの里いなぶ
（☎82・3135 FAX82・3138
✉info@dongurinosato.com）

●どんぐりの里いなぶ再整備工事
　４月12日（月）から直売所「どんぐ
り横丁」は工事のため、仮設店舗で
営業します。道の駅の駐車場、トイ
レは利用できます。

井上公園水泳場
（☎44・1291 FAX44・2025）

●井上公園水泳場プール臨時休業
時４月５日（月）～12日（月）　理由水
の入換・点検作業のため　他トレー
ニングルーム、スタジオは利用可

シルバー人材センター
（☎31・1007 FAX34・3238）

●包丁とぎ

時４月20日（火）午前10時～正午　所
ふれあいの家　￥１本500円から　
他引渡しは当日午後以降。セラミッ
ク包丁不可、ハサミ・鎌類も受付可

不用品紹介窓口
（☎33・2447 FAX33・0998
✉shouhi-c@city.toyota.aichi.jp）

●生かそう家庭内の不用品
さしあげます（無料）カウンターテー
ブル、彫刻刀、チャイルドシート、
団地用こいのぼり、本棚、腰マッサ
ージ機、脚トレーニングマシン　ゆ
ずります（有料）女性用半てん、碁盤
セット、姿見、折りたたみベッド、
電動耕運機、フォークダンス用衣装、
ガーデンバリカン　ゆずってくださ

い車椅子、中学校女子制服・体操服
（崇化館・高橋・保見中学校）、朝日
小学校体操服、電動自転車、洗濯機、
ベビー用ソフトチェア、海釣り用品、
卓上織機　他３月５日現在の登録品
の一部

文化財課
（☎32・6561 FAX34・0095
✉bunkazai@city.toyota.aichi.jp）

●市郷土資料館臨時休館
時４月13日（火）～16日（金）　※常設
展示室は23日（金）まで　内展示替え
作業のため

中部電力パワーグリッド豊田営業所 
（ 0120・988・554）

　３月～５月は、カラスの巣作りの
ピークです。金属製のハンガーで電
柱や鉄塔の上に巣を作ると漏電やシ
ョートによる停電の原因となります。
お願い①金属製ハンガーや針金を放
置しないでください　②電柱や鉄塔
の上にカラスの巣を発見したら中部
電力パワーグリッドに連絡してくだ
さい

県後期高齢者医療広域連合 
（☎052・955・1205）

●県後期高齢者医療制度・協定保養
所利用助成
　次の協定保養所に宿泊する場合、
１人１泊につき1,000円を助成。４月
１日（木）～来年３月31日（木）の１年
間で全保養所合わせて４泊まで助成。
協定保養所おんたけ休暇村（王滝村
☎0264・48・2111）、サンヒルズ三河
湾（蒲郡市☎0533・68・4696）、すい
とぴあ江南（江南市☎0587・53・55 
55）、百年草（☎62・0100）、温泉ホー
ム松ケ島（桑名市☎0594・42・3330）、
あいち健康の森プラザホテル（東浦
町☎0562・82・0211）　利用方法申
込み時に各保養所へ「県後期高齢者
医療の被保険者」であることを伝え、
宿泊当日後期高齢者医療の保険証と
利用カード（初回利用時交付）を提示
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５月の相談 相談無料・秘密厳守
■市民相談課（☎34・6626 FAX31・8252 ✉s_soudan@city.toyota.aichi.jp） 
　いずれもところは市民相談課。法律相談（弁護士）の申込みは４月20日（火）、そのほかは４月５日（月）。いずれも午前８時30分から電
話か直接同課で予約受付。各相談年度内２回まで相談可（重複しての予約は不可）。

相談名（相談員） とき 予約
法律（弁護士） 祝日を除く毎週火・木・金曜日、19日（水）午後１時30分～４時30分、12日（水）午前10時～午後１時。１回30分

要

家庭悩みごと（元家庭裁判所調停委員
又は元簡易裁判所調停委員） 祝日を除く毎週月曜日午後１時～４時、毎週水・金曜日午前９時～正午。１回60分

税務（税理士） 税務全般 13日、27日の木曜日午後１時30分～４時30分。１回45分
相続税・贈与税 19日（水）午前９時～正午。１回45分

登記 名義変更（司法書士） ６日、13日、27日の木曜日午前９時30分～正午。１回30分
境界・分筆（土地家屋調査士） 20日（木）午前９時30分～正午。１回30分

不動産（宅地建物取引士） 11日（火）午後１時30分～４時30分。１回30分
労働・年金（社会保険労務士） ７日、21日の金曜日午後１時30分～３時30分。１回60分
行政への手続（行政書士）　※相続・遺言な

ど 26日（水）午後１時30分～３時30分。１回30分　
外国人関連手続（入国管理局長届出済行政書士） 10日（月）午後１時30分～３時。１回45分　
くらしの人権（人権擁護委員） 11日、25日の火曜日午前10時～正午

－
国などの行政困りごと（行政相談委員） 11日、25日の火曜日午前10時～正午、19日（水）午後１時30分～３時30分　※19日（水）は足助・旭・小原支所でも開催

外国語による相談
市民相談課通訳職員 〈ポルトガル語、スペイン語、英語〉祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５時15分

遠隔通訳サービス
〈ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国語〉祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５時15分
※ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、ヒンディー語、ロシア語、フランス 
　語、インドネシア語各言語への対応時間は問い合わせください

■名古屋法務局豊田支局（☎32・0006 FAX35・3837）
相談名 ところ とき 予約

人権（人権擁護委員） 名古屋法務局豊田支局 祝日を除く月～金曜日午前10時～正午、午後１時～４時 －
■就労支援室（☎31・1330 FAX31・1391 ✉shurosien@city.toyota.aichi.jp） 
　対象は市内在住・在勤・在学・在活動中の人。申込みは４月５日（月）午前10時から

相談名 ところ とき 予約
キャリアカウンセリング 就労支援室 ７日（金）、15日（土）、22日（土）、28日（金）午後２時～５時。１回50分。各日先着３人　※電話での相談も可 優先

■女性しごとテラス（☎41・7555 FAX31・1391 ✉shigoto@city.toyota.aichi.jp） 
　対象は市内在住・在勤・在学・在活動中か市内で就労を希望する女性。就労に関する悩み相談、職業紹介、条件や適性など相談者に
合わせたカウンセリング。子ども同伴可。申込みは４月５日（月）午前10時から

相談名 ところ とき 予約
カウンセリング 女性しごとテラス 火曜日を除く毎日。１回45分。各日先着10人　※電話での相談、WEB面談も可 優先

■子ども家庭課（☎34・6636 FAX32・2098 ✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp） 
　相談員は不妊症看護認定看護師。対象は市内在住の人。申込みは４月14日（水）午前９時から

相談名 ところ とき 予約
不妊症・不育症相談 子ども家庭課相談室 ６日(木)午前10時～正午。１組45分程度。先着２組　※市ホームページから申込み 要

■社会福祉協議会（☎31・9671 FAX33・2346 ✉s-shien@toyota-shakyo.jp） 
　いずれもところは福祉センター。申込みは４月20日（火）午前８時30分から

相談名 専用電話 とき 予約
法律（弁護士） ☎31・9671 祝日を除く第１・３土曜日午後１時～４時。１回30分。各日先着５人。年度内１回まで 要
結婚相談（相談員） ☎34・2515 毎週火・土曜日午前11時～午後６時30分　※当日来所か専用電話 －
親族後見人
相談会

司法書士 ☎63・5566 12日（水）午後１時30分～３時40分。１回60分。先着２人 要弁護士 26日（水）午後１時30分～３時40分。１回60分。先着２人
■キラッ☆とよた（☎31・7780 FAX31・3270 ✉clover@city.toyota.aichi.jp）　家庭や職場での問題・ＤＶなど様々な悩みを相談できます

相談名 専用電話 とき 予約
クローバーコール

（女性対象） ☎33・9680 祝日を除く毎週火・木・金・土曜日午前10時～午後４時、毎週水曜日午前10時～午
後１時、午後４時～７時　※女性相談員が対応 要

メンズコール☆とよた（男性対象） ☎37・0034 第２・４金曜日午後６時～８時　※男性相談員が対応
■青少年相談センター（☎33・9955 FAX32・7911 ✉palctoyota@city.toyota.aichi.jp）　19歳までの子ども・青少年自身とその保護者が相談できます

相談名 専用電話 とき
はあとラインとよた ☎31・7867 祝日を除く月～土曜日午前９時～午後５時

■とよた子どもの権利相談室（こことよ）（☎33・9317 FAX33・9314 ✉kodomo-soudan@city.toyota.aichi.jp） 
　18歳未満の子どものことならどなたでも相談できます

相談名 専用電話 とき
こことよ 0120・797・931 毎週水・木・土・日曜日午後１時～６時、毎週金曜日午後１時～８時
■若者サポートステーション（☎33・1533 FAX32・6298 ✉tyss@nponiji.org）　15～39歳までの自立に困難な若者とその家族が相談できます

相談名 専用電話 とき
自立に悩む若者の相談 ☎33・1533 毎週火～日曜日午前９時～午後５時

生
活
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●おはなしひろば
時４月27日（火）午前10時15分～11時　
所高橋コミュニティセンター　対６
か月～６歳児と保護者　内絵本の読
み聞かせ、紙芝居、エプロンシアタ
ー、手遊び　定先着30組　申当日直
接会場

子ども家庭課
（☎34・6636 FAX32・2098
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

　いずれもところは保健センター。
申込みは申込み開始日午前９時から
市ホームページに必要事項を入力。

HP番号／1037601

●ふれあい子育て教室
時４月26日（月）①午前９時15分～10
時　②午前10時～10時45分　対令和
２年４月～６月生まれの子と親　内
１歳児に必要な親子のふれあいや子
育てについての話と遊び　定①先着
10組　②先着15組　申込み開始日４
月５日（月）

HP番号／1023701

●パパママ教室～１stマタニティ～
時４月30日（金）①午前９時30分～10

時20分　②午前10時45分～11時35分　
③午後１時15分～２時５分　④午後
２時30分～３時20分　対市内在住の
妊婦と配偶者　内管理栄養士、薬剤
師、保健師による講話「妊娠中の栄
養と食事、薬について」　定先着120
人　持ち物母子健康手帳交付時に配
布した冊子「パパとママへ」、筆記用
具、母子健康手帳　申込み開始日４
月７日（水）

HP番号／1009078

●２ndマタニティ教室
時５月７日（金）午前９時40分～10時
40分　対市内在住の２人目以降出産
予定の妊婦と家族　※受講人数に制
限有り　内保育士による講話な

ど　定
先着25組　持ち物妊娠中の子の母子
健康手帳、筆記用具　申込み開始日
４月12日（月）

エンジェルkids
（竹口☎090・9206・3914
✉rito_piano@yahoo.co.jp）

●「英語リトミック」「リトミック」体
験会
時①英語リトミック／４月15日（木）
午前10時20分～11時10分　②リトミ
ック／20日（火）午前10時～10時50分　
所①とよた市民活動センター　②高
岡農村環境改善センター　対１歳以
上の未就園児と親　定各先着15組　 
￥800円　申４月５日（月）午前９時

からＥメールでエンジェルkids　※
エンジェルkidsホームページからも
申込み可

野外保育とよた森のたまご 
（遊

ゆさ

佐☎080・5122・1052
✉morinotamago2010@yahoo.co.jp）

●野外保育とよた森のたまご入園説
明会
時５月27日（木）午前10時～正午　所
自然観察の森　対来年度入園を検討
している子と家族　内松平地区の森・
里山で活動している野外保育「森の
ようちえん」の入園説明会　定先着
10組　申４月５日（月）午前10時から
Ｅメールで野外保育とよた森のたま
ご　※野外保育とよた森のたまごホ
ームページからも申込み可

自然観察の森
（☎88・1310 FAX88・1311
✉toyota@wbsj.org）

　いずれもところは自然観察の森。
対象は未就学児と親。定員は先着15
人。参加費は100円。雨天中止。申込
みは申込み開始日午前９時から電話
で同森。
●親子で野遊びしよう　春編
時４月29日（木）午前10時～正午　内
野遊びしながら親子でゆっくりと森
を歩く　申込み開始日４月18日（日）
●はじめてのもりさんぽ　春編
時５月５日（水）午前10時～11時　内
じっくりゆっくり遊びながら森を散
歩する　申込み開始日４月25日（日）

トヨタの森
（☎58・2736 FAX58・2855
✉event@toyotanomori.jp）

●ちびっこワンダーランド！はじめ
ての森さんぽ
時５月18日（火）午後１時～２時30分　
所トヨタの森　対未就学児を含む家
族（小学生不可）　内自然に触れて初
めてのことにチャレンジする　定抽
選15人　申４月28日（水）までに催し
名と参加者全員の氏名・ふりがな・

市道東広瀬２号線　開通のお知らせ
●問合せ　土木課（☎34・6646 FAX34・6301 ✉doboku@city.toyota.aichi.jp）

●石野運動広場

●東広瀬こども園

●
東広瀬小学校

至 小渡町

至 足助

至 名古屋

至 平戸橋

至 八草至 八草

●広瀬駐在所

広梅橋

両枝橋

開通区間

●西広瀬小学校

153

矢作川
（主）豊

田明智
線

（一）島崎豊田線

猿投グリーンロード

西広瀬町

力石インター東

市道東広瀬２号線（東広瀬町城下～高根下区間）が完成し、３月29日から
通行が可能になりました。
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健 康・福 祉

身障協会
（☎31・2941 FAX33・0114
✉toyotasisinsyokyokai@hm.aitai.ne.jp）
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年齢・電話番号をＥメールでトヨタ
の森

アニマル体操クラブ 
（長谷川☎080・5290・1113）

●親子体操教室
時４月６日（火）から毎週火曜日、水
曜日、金曜日、土曜日午前10時～10
時50分　所スポーツハウスアニマル

（八幡町）　対１歳半～未就園児と親　
内基礎体力・運動感覚づくり、サー
キットトレーニング　定各先着10組　
￥2,400円／月（４回）　他サーキット
トレーニングは隔月　申４月５日

（月）午前９時から電話で同クラブ

地域文化広場
（☎53・0671 FAX53・5086）

●ベビースキンシップ＆ママヨガ教
室
時５月19日（水）午前９時50分～11時　
所地域文化広場　対２か月半～１歳
児と母親　内赤ちゃんとママのスキ
ンシップできずなを深める　定先着
20組　￥800円　申４月21日（水）午
前10時から電話で同広場

●意思疎通支援者養成講座（点字講
座）
時５月12日～11月24日の隔週水曜日
午前10時～正午　所福祉センター　
内点字についての講義、実習　定先
着12人　他テキスト代実費1,540円　 
申４月６日（火）午前９時から電話、
ファックス、Ｅメールか直接同協会

子ども家庭課
（☎34・6636 FAX32・2098
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

●児童扶養手当の制度改正
　制度改正により、ひとり親家庭で

障がい基礎年金などを受給している
場合の児童扶養手当の計算方法がか
わります。３月１日時点で受給要件
に該当している人は６月30日（水）ま
でに申請をすれば３月分から受給で
きる可能性があります（所得制限有
り）。すでに児童扶養手当を受給して
いる人は申請不要です。

社会福祉協議会
（☎31・1294 FAX33・2346
✉vc@toyota-shakyo.jp）

　いずれも定員は選考30人程度。受
講料は3,000円。申込みは申込み期限
までに各交流館で配布か社会福祉協
議会ホームページからダウンロード
した申込書を郵送、ファックスかＥ
メールで社会福祉協議会（〒471・08 
77、錦町１－１－１）。
●とよた市民福祉大学（第６期）福祉
入門コース
時６月19日午後１時～３時30分、26
日午後１時～４時30分、７月10日、
24日、８月７日、21日、９月11日、
25日、10月９日、23日、11月６日、 
20日午後１時～４時　※いずれも土

曜日　所福祉センター　対全日程に
参加可能で受講修了後に地域福祉活
動ができる市内在住の高校生以上　
内地域福祉・障がい者福祉・児童福
祉・高齢者福祉の分野を学ぶ　申込
み期限４月22日（木）
●とよた市民福祉大学（第６期）家庭
介護コース

時６月19日（土）午後１時～３時30分、 
７月１日（木）午前９時30分～午後４
時、８日（木）、29日（木）、８月４日

（水）、９月２日（木）午前10時～午後
４時、７月15日（木）午前10時～午後
３時　※８月５日（木）～９月１日

（水）のうち指定する日に現場実習
（２時間程度）　所福祉センターほ

か　
対全日程に参加可能で受講終了後に
介護分野で活動したい市内在住の高
校生以上　内高齢者・障がい者など
の介護について学ぶ　申込み期限５
月６日（木）

鞍ケ池公園の思い出フォトを 
インスタグラムで募集します

●問合せ　公園緑地つかう課 
　　　　　（☎34・6621 FAX34・4500 ✉kouen-tsukau@city.toyota.aichi.jp）

　鞍ケ池公園のリニューアルオープンに伴い、インスタグラムで写真を募集
します。皆さんの鞍ケ池公園での思い出が子世代、孫世代へとつながるよう
ミライへ向けて記録します。
■受付期間
　４月１日（木）～15日（木）
■募集内容
　過去・現在の鞍ケ池公園を楽しむ様子や風 

景を撮影した写真（過去の写真は、お持ち 
のアルバムから接写）

■投稿方法
　①市公式アカウント（@toyotacity_official） 

　をフォロー
　②コメント欄に写真を撮影した年代とハッ 

　シュタグ「 # 鞍ケ池公園リニューアルオ 
　ープン思い出フォト」を記載して投稿（写真は１投稿につき１枚） 
　※写真を投稿した人の中から抽選で５人に鞍ケ池公園オリジナルグッ 
　ズを進呈（当選者には４月末頃にダイレクトメッセージでお知らせ）

■そのほか
　投稿された写真はホームページやＳＮＳで公開したり、掲示したりする場

合があります

1980年代
#鞍ケ池公園リニューアルオー
プン思い出フォト

子
育
て

健
康
・
福
祉
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地域医療センター 
（☎34・3002）

　いずれもところは地域医療センタ
ー。検診は令和３年度中に１人１回
のみ。申込みは４月12日（月）午前８
時30分から電話で同センター。
●レディース検診
時５月６日、20日の木曜日　対令和
３年４月２日～令和４年４月１日に
19歳～39歳の誕生日を迎える女性　 
内問診、血圧、身体計測、血液、尿、
骨密度検査　定各先着40人　￥１人
1,500円
●骨粗しょう症検診
時５月11日、25日の火曜日　対令和
３年４月２日～令和４年４月１日に
40・45・50・55・60・65・70歳の誕
生日を迎える女性　内問診、骨密度
検査　定各先着20人　費用500円　 
他総合がん検診には骨粗しょう症検
診が含まれます

高齢福祉課
（☎34・6984 FAX34・6793
✉korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）

●高齢者タクシー料金助成券対象者
を拡大します
対市内在住で介護認定のある65歳以
上で、次のいずれかに該当する在宅
の人①単身世帯　②同居、同一敷地

内、隣地に居住する家族が次に掲げ
る人のみの世帯㋐介護の認定を受け
ている　㋑障がい者タクシー料金助
成の対象である　㋒普通自動車運転
免許を所有しない　③昼間に家族が
就労などの理由で①か②に該当する
人　助成金額１万6,000円　※障がい
福祉課タクシー料金助成券と併用の
場合は助成金額との差額を助成　申
４月１日（木）から　※申請方法は高
齢福祉課へ問い合わせてください
●若年性認知症本人・家族会スマイル
時５月26日（水）午後２時～４時　所
市役所　対認知症発症が65歳未満の
人と家族　内同じ経験を持つ人同士
の交流、専門職による相談会な

ど　申
５月25日（火）までに電話かＥメール
で同課

こころからだキレイ 
（梅村☎090・1234・0508
✉kyorochanchu@gmail.com）

●花粉症が気になる方へのセルフ整
膚
時４月21日（水）午前10時30分～11時
20分、午前11時30分～午後０時20分　
所とよた市民活動センター　対子を
持つ親　内お母さんが子どもにする
優しいセルフ整膚　定各先着11人　 
申４月５日（月）午前10時から電話か
Ｅメールでこころからだキレイ

高橋コミュニティセンター
（☎80・4729 FAX80・0068
✉takacomu@homex-co.com）

　いずれもところは高橋コミュニテ
ィセンター。対象は成人。定員は先
着20人。申込みは４月６日（火）午前
９時から電話か直接同センター。
●ズンバⓇ火曜教室
時４月13日～27日の毎週火曜日午後
２時～２時50分　内ダンスフィット
ネスエクササイズ　￥1,950円
●リンパストレッチ教室
時４月13日～５月25日の毎週火曜日
午後１時～１時50分　※５月４日は
休み　内ゆっくりした動きでリンパ
節を刺激し、柔軟性アップ、血流改
善、猫背解消、姿勢改善のストレッ
チ　￥3,900円

基幹包括支援センター
（☎63・5279 FAX63・5281）

●認知症介護家族会
時５月12日（水）午後１時30分～４時　
所市役所　対認知症の人を介護して
いる家族（施設入所中や過去に介護
していた家族も可）　内勉強会「認
知症関係の制度・サービス」（市職員
による講話）、交流会な

ど　申５月11日
（火）までに電話かファックスで同セ
ンター

じっくり傾聴チーム 
（服部☎080・5107・9135）

●ココロのマッサージ「話せば楽に
なる処」傾聴カフェ
時４月22日（木）午前10時～正午　所
福祉センター　内傾聴ボランティア
が悩みなどを傾聴　￥100円

とよたミュージックケアの会
（秋山☎090・4250・1905
✉aki-yama@pk9.so-net.ne.jp）

●音楽で健康づくり！リズムおんス
マイル
時５月30日、６月13日、27日、７月
11日の日曜日10時45分～正午　所と

豊田平戸橋土地区画整理事業の宅地を分譲します
●問合せ　平戸橋土地区画整理組合事務所（☎42・4334）

■ところ　平戸橋町地内　
■分譲区画数　１区画　
■分譲方法　一般公開入札
■入札　４月17日（土）午前11時から平戸橋土地区画整理組合事務所（受付

は午前10時～10時50分）　※入札受付時に入札参加保証金10万円の納付
が必要

■契約予定日　４月23日（金）　
■売買代金の納入期限　契約日から60日以内
■そのほか　応札がなかった場合は、最低入札価格で４月19日（月）午前10

時から５月14日（金）午後４時まで先着順で販売
■申込み　４月５日（月）～16日（金）午前10時～午後４時に直接同事務所 
（土・日曜日は除く）　※電話、ファックス、郵送での申込みは不可

分譲宅地 
番号

街区番号 
（ブロック）

画地番号
（ロット）

地　積 最低入札単価(円) 最低入札
価格(円)㎡ 坪(約) ㎡当たり(約) 坪当たり(約)

1 ３ １ 504.15 152.50 ７万8,944 26万983 3,980万

HP番号／1005217
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文 化・芸 術

文化財課
（☎32・6561 FAX34・0095
✉bunkazai@city.toyota.aichi.jp）
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よた市民活動センター　対おおむね
60歳以上の人　内歌やリズムで運動・
脳トレを行い、健康維持を目指す　
定先着20人　￥各日1,000円　申４月
５日（月）午前９時から電話かＥメー
ルで同会

「つぶやきを形に」有言実行本舗 
（鳥居☎090・8459・1865）

●哲学カフェ・語らい
時４月21日（水）午前10時～正午　所
福祉センター　内日常の悩みなどを
話し合う　￥100円

●端午の節句～資料館と喜楽亭の五
月人形～
時４月20日（火）～５月９日（日）午前
９時～午後５時　※喜楽亭は４月21
日（水）から　所市郷土資料館、喜楽
亭　内市郷土資料館所蔵の五月人形
や節句飾りなどの展示　他同時開催
の「大正期の暮らし展」は５月16日 

（日）まで
●県指定記念「猿投神社所蔵木造千
手観音立像特別公開」
時４月24日（土）～５月９日（日）午前
９時～午後５時　所市郷土資料館

民芸館
（☎45・4039 FAX46・2588
✉mingeikan@city.toyota.aichi.jp）

　いずれもところは民芸館。申込み
は抽選の場合４月15日（木）までに申
込み事項と中学生以下は学年を往復
ハガキ（１枚で２人まで）で民芸館 

（〒470・0331、平戸橋町波岩86－100）。 
※民芸館ホームページからも申込み
可
●初めてのやきものづくり「懐かし
の蚊取線香器ミニ蚊

かやりぶた

遣豚」

時４月25日（日）午後１時～３時　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
内粘土１キロ㌘でブタの蚊遣器作り。
作品は後日釉

くすり

掛け・焼成してお渡し　

定抽選12人　￥1,500円（中学生以下
1,000円）
●絞り染めのこいのぼり作り
時４月25日（日）午後１時～３時　内
20センチ㍍程度のこいのぼり２匹に
簡単な絞り染めを施す　定抽選12人　
￥1,400円（中学生以下1,200円）　他小
学生以下は保護者同伴

●ギャラリートーク
時４月24日（土）午後２時～３時　内
企画展「植物文様の民芸」についての
展示解説　定先着15人（当日直接会
場）　

産業文化センター 
（☎33・1531 FAX33・1535）

●喜楽亭端午茶会
時５月２日（日）午前10時～午後３時　
所喜楽亭　席主渡辺宗公（南坊流豊
田寿会）　定先着100人（事前予約か
当日直接会場）　呈茶料350円　他端
午の節句展同時開催　申４月９日

（金）午前10時から電話で同センター

市営住宅入居者を募集します（定期募集）
●問合せ　市営住宅管理事務所（☎36・0655）

■住宅種別　公営住宅
■募集の概要

対象
次の全てに該当する人
①市内在住・在勤　②現に住宅に困っている　③市町村税の滞納がない　④収入基準に該当する　⑤
暴力団員でない　※家族形成期支援世帯向は①の要件を除く

家賃 入居者の所得や住宅の規模などに応じ毎年算定

収入基準（年収）
一般世帯／約399万円未満、子育て・高齢者・障がい者世帯／約483万円未満
※収入は３人家族の場合の参考例で世帯全員の合計収入。子育て世帯は未就学児がいる世帯。高齢者
世帯は60歳以上の方のみで構成されている世帯（18歳未満の同居者は可）

対象住宅（予定）流田住宅、朝日ケ丘住宅、中根住宅、水源町住宅、牛車住宅、東山住宅、中河原住宅、市木町住宅、
仲道住宅、美和住宅、樹木住宅

入居日 ８月１日（日）

そのほか 住戸ごとに世帯人数などのその他入居要件有り。福祉枠は一般の申込み資格のほかに母子世帯、高齢
者世帯、障がい者などに該当していることが必要。

■申込み　５月10日（月）～21日（金）午前９時～午後５時に市営住宅管理事務所で入居を希望する住戸を１戸選び申込み。
５月26日（水）の公開抽選で仮当選者１人及び補欠２人を決定。申込書と募集住戸一覧表は４月14日（水）から市営住
宅管理事務所で配布

■追加募集　定期募集で申込みのなかった住戸は後日先着順で受付。詳細は、定期募集案内書に掲載
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　新型コロナウイルス感染症の影響で、広報とよた（今号や過去の号）に掲載した内容が中止や変更
になる場合があります。実施状況については、各問合せ先にご確認いただくか、市ホームページを
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発見館
（☎33・0301 FAX33・0319 
✉hakken@city.toyota.aichi.jp）

　いずれもところは発見館。
●企画展「まゆまつり2021　蚕業取
締所から発見館へ－建物と百年－」
時４月20日（火）～７月４日（日）午前
９時～午後５時　内養蚕が盛んだっ
た100年前に造られた発見館建物の
変遷の紹介、カイコの観察
●ものづくり体験「まゆ花のストラ
ップ」
時４月20日（火）～７月４日（日）午前
９時～午後４時30分　内まゆを使っ
たまゆ花のストラップ作り　定先着 
50個　￥１個100円　他まゆを使っ
たおもちゃ「まゆコロ」（先着50個・
１個50円）作りも同時開催
●ものづくり講座「まゆこいのぼり」
時４月24日（土）、25日（日）午後１時
～３時30分　内まゆを使ったこいの
ぼりの置物作り　定各日先着12人
（小学生は１人に付き保護者１人同
伴）　￥600円　申４月６日（火）午前
10時から電話か直接同館
●講座「カイコを飼ってみよう！」
時５月22日（土）午前10時～11時　内
カイコとカイコの飼い方についての
講座。桑の葉が手に入る参加者で希
望する人にカイコを配付　定先着12
人　申４月20日（火）午前10時から電
話か直接同館

●ギャラリートーク「発見館の建物
100年」
時５月８日（土）午前10時～10時40分　
内学芸員による発見館の建物100年
の歴史と展示の見どころの紹介　定
先着20人（当日直接会場）

高岡コミュニティセンター
（☎53・7771 FAX53 ･ 7782
✉info@takaoka-cc.com）

●高岡茶席（抹茶）
時４月25日（日）午前10時～午後１時　
所六鹿会館　内抹茶作法の体験　定
先着15人　￥400円　申４月10日 

（土）午前９時から電話か直接同セン
ター

足助交流館
（☎62・1251 FAX62・1252
✉ph-asuke@city.toyota.aichi.jp）

●足助探訪～足助の山城をゆく～

時５月23日、６月６日の日曜日午前 
９時～正午　所足助城、黍生城ほ

か　
対小学生以上（１時間以上の登山が

可能で自家用車で参加可能な人。小
学生は保護者同伴）　定先着15人　
￥300円（高校生100円、中学生以下
無料）　申４月23日（金）午前９時30
分から電話か直接同館

地域文化広場
（☎53・0671 FAX53・5086）

　いずれもところは地域文化広場。
申込みは先着の場合申込み開始日午
前10時から参加費を添えて直接同広
場。
●けやき茶房
時５月８日（土）、９日（日）、29日

（土）、30日（日）午前10時～午後３時　
内庭園を眺めながら抹茶と和菓子を
いただく　呈茶料300円　申当日午
前10時から受付で参加券を販売
●陶芸教室
時５月８日（土）、９日（日）、22日

（土）午前９時30分～正午　内成形か
ら焼き、絵付けまでを行う。親子で
の参加も可　定先着20人　￥3,000円　
申込み開始日４月10日（土）
●フラワーアレンジメント教室
時①５月６日、20日の木曜日　②５
月９日（日）　※いずれも午前10時～
11時　内①ヨーロピアンスタイル／
季節の花を楽しむ　②パリスタイル
／バラの花でフランス流に　定各先
着25人　￥①１回2,500円　②１回5,0 
00円　申込み開始日４月15日（木）

土砂災害に備える補助制度
●問合せ　建築相談課（☎34・6649 FAX34・6948 ✉kensodan@city.toyota.aichi.jp）

項目 対象 制度の概要

住宅・建築物
土砂災害対策
改修補助事業

土砂災害特別警戒区
域内の住宅及び居室
を有する建築物

●補助条件　土砂災害に対して構造耐力上の安全性を有する改修を行うこと（法令
に違反していない住宅・建築物であること）

●補助内容　改修工事に要する費用の23㌫（上限77万2,000円）
●事前相談期間　４月５日（月）～10月８日（金）　※要予約
●申請受付期間　４月12日（月）～10月29日（金）
●募集予定戸数　先着１棟　※補助金交付決定前の着工は対象外。来年２月末日ま

でに完了し、実績報告書を提出

がけ地近接等
危険住宅移転
補助事業

災害時に被害が予想
される住宅から移転
するための費用と危
険住宅の除却工事

●補助条件　危険住宅を除却し、安全な市内の土地へ移転すること。移転を予定し
ている前年度に事前相談を行ったものに限る（法令に違反していない住宅であるこ
と）

●補助内容　危険住宅の除却費は上限97万5,000円。移転先の土地購入・敷地造成・
住宅取得に融資を受ける場合の利子の補助は上限731万8,000円

●事前相談　令和４年度に移転を予定しているものは８月31日（火）まで

HP番号／1021663・1005257
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地震に備える補助制度 ●問合せ　建築相談課（☎34・6649 FAX34・6948 ✉kensodan@city.toyota.aichi.jp）

項目 対象 制度の概要

木造住宅無
料耐震診断

昭和56年５月31日以前
に着工された木造住宅
（プレハブ・２×４な
どの特殊工法を除く）

●診断条件　現に居住していることほ
か

●受付期間　随時　予定棟数200棟
●診断時期　年４回診断員を派遣予定。詳しくは問い合わせください
※申込みは建築相談課で配布か市ホームページからダウンロードした申込書を直接同
　課に提出

木造住宅耐
震改修費等
補助事業※

【一般改修】
市の無料耐震診断など
を受けた昭和56年５月
31日以前に着工された
木造住宅の耐震改修工
事

●補助条件　診断による評点が1.0未満のものを、1.0以上（ただし診断評点が0.7以上1.0
未満の場合は、評点に0.3を加算した数値以上）にすること。補助申請の前に建築士
と一緒に事前相談が必要
●補助内容　耐震補強工事に要する費用、設計に要する費用、耐震補強に附帯する工
事に要する費用を規定額の算定に従い加算して100万円まで補助
●事前相談期間　４月５日（月）～10月８日（金）　※要予約
●申請受付期間　４月12日（月）～10月29日（金）
●募集予定戸数　先着20戸
※補助金交付決定前の着工は対象外

【段階的改修】
市の無料耐震診断など
を受けた昭和56年５月
31日以前に着工された
木造住宅の段階的耐震
改修工事（一段目）

●補助条件　診断による評点が0.4以下のものを、一段目の改修工事で0.7以上にするか
１階を1.0以上にすること。また二段目の改修工事により1.0以上の計画を策定すること。
補助申請の前に建築士と一緒に事前相談が必要
●補助内容　耐震補強工事に要する費用（附帯工事費含む）、設計に要する費用を規定
額の算定に従い合計60万円まで補助
●事前相談期間　４月５日（月）～10月８日（金）　※要予約
●申請受付期間　４月12日（月）～10月29日（金）
●募集予定戸数　先着３戸
※補助金交付決定前の着工は対象外。二段目耐震改修工事を行う時に、上限30万円の
補助制度を利用可

木造住宅解
体工事費補
助事業※

市の無料耐震診断など
を受けた床面積30平方
㍍以上の木造住宅の解
体工事

●補助条件　診断による評点が0.7未満であること（住宅１棟すべて解体する場合に
限る）。昭和56年５月以前に着工され、現に居住用として使用していること　な

ど

●補助内容　解体工事に要する費用（上限20万円）
●申請受付期間　４月５日（月）～12月28日（火）
●募集予定棟数　先着60棟
※補助金交付決定前の着工は対象外

耐震シェル
ター等整備
事業※

耐震シェルター・ 
防災ベッド整備工事

●補助条件　診断による評点が0.4以下であり、高齢者か障がい者が居住する住宅で
あること（豊田市長の認めるものに限る）
●補助内容　耐震シェルター・防災ベッド整備工事に要する費用（上限30万円）
●申請受付期間　４月５日（月）～12月28日（火）
●募集予定棟数　耐震シェルター先着３戸、防災ベッド先着１戸
※補助金交付決定前の着工は対象外

ブロック塀
等撤去奨励
補助事業※

避難路沿道などに面し
たブロック塀などを撤
去する工事

●補助条件　避難路沿道などに接面する高さ１㍍以上のブロック塀などを全て撤去す
ること
●補助内容　ブロック塀などの撤去に要する費用と、延長１㍍あたり１万5,000円を乗
じて得た額のいずれか少ない額の３分の２（一部、上限額有り）
●申請受付期間　４月５日（月）～12月28日（火）
※補助金交付決定前の着工は対象外

非木造建築
物耐震改修
費等補助事
業※

昭和56年５月31日以前
に着工された非木造住
宅、耐震改修促進法に
基づく特定建築物

耐震
診断費
補助

●補助内容　耐震診断に要する費用の３分の２（戸建住宅は上限９万円、戸
建住宅以外は上限220万2,000円）
●事前相談期間　４月12日（月）～８月６日（金）
●申請受付期間　４月19日（月）～８月31日（火）
●募集予定棟数　戸建住宅１戸、戸建住宅以外２棟

耐震改修
設計費
補助

●補助対象　耐震診断の結果、安全な構造でないと判定された建物を耐震性
のある建物に改修するための設計
●補助内容　耐震改修設計に要する費用の３分の２（上限額有り）
●申請受付期間　事前相談後、10月29日（金）まで
●募集予定棟数　戸建住宅１戸、戸建住宅以外２棟

耐震改修 
工事費
補助

●補助対象　耐震診断の結果、安全な構造でないと判定された建物を耐震性
のある建物に改修するための工事。前年度に事前相談を行ったものに限る
●補助内容　耐震改修工事に要する費用の23㌫の３分の２（上限額有り）
●事前相談　令和４年度に耐震改修工事を予定しているものは８月31日（火）
まで

※来年２月末までに完了実績報告書を提出できること
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市民俳句会
（☎21・1622）

●市民俳句会
時４月25日（日）午後１時～４時　所
視聴覚ライブラリー　内当季雑詠二
句持参、互選、講評、席題　￥500円

コンサートホール・能楽堂
（☎35・8200 FAX37・0011）

　いずれも入場料が必要な場合申込
みは４月23日（金）午前10時からコン
サートホール・能楽堂ホームページ
に必要事項を入力。残席がある場合
は24日（土）午前10時から電話か直接
コンサートホール。
●納涼能～ろうそく能～
時７月17日（土）午後２時開演　所能
楽堂　演目／出演能「藤戸」（金剛流）
／廣田幸稔ほ

か　朗読「平家物語と藤 
戸」／平野啓子　￥正面席6,000円、
脇・中正面席4,000円（25歳以下は脇・
中正面席半額）　※全席指定。未就
学児入場不可　
●東京混声合唱団
時９月11日（土）午後３時開演　所コ
ンサートホール　出演尾高忠明（指
揮）、斎木ユリ（ピアノ）、東京混声合
唱団（合唱）　曲目三善晃／合唱組曲

「唱歌の四季」、佐藤眞／カンタータ
「土の歌」より「大地讃頌」ほ

か　￥3,000
円（25歳以下半額）　※全席指定。未

就学児入場不可
●今、熱い室内楽シリーズ「アンサ
ンブルはお好きでしょ？」第１回
時９月23日（木）午後３時開演　所コ
ンサートホール　出演郷古廉（ヴァ
イオリン）、横坂源（チェロ）、北村朋
幹（ピアノ）　曲目シューベルト／ピ
アノ三重奏曲　第２番　変ホ長調　
op.100　D.929ほ

か　￥3,000円（25歳以
下半額）　※第２回「水谷晃×上野
通明×田村響」とのセット券5,000円

（25歳以下半額）　※全席指定。未就
学児入場不可
●コンサートホール・能楽堂施設見
学
時午前10時～正午、午後１時～４時
のうち１時間程度　所コンサートホ
ール・能楽堂　対３人以上の団体

（個人は不可）　申電話で空き状況を
確認後、申込書を提出　※見学日の
１か月前から申込み可

文化振興財団
（☎31・8804 FAX35・4801
✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.jp）

●全日本かるた選手権大会の見学
時４月25日（日）午前９時～午後７時　
所ホテルフォレスタ
●こども茶華道教室
時６月19日、７月10日、８月７日、
９月11日、10月９日の土曜日午前10
時～正午、11月21日（日）午前９時30

分～正午か午後０時30分～３時　所
青少年センターほ

か　対市内在住・在
学の小学４～中学３年生　内季節の
文化を楽しみながら茶道・華道の基
本を学ぶ　定先着20人　￥6,000円 
（事業内容により、別途徴収する可
能性有り）　申４月27日（火）午前９
時から参加費を添えて直接同財団文
化事業課

●文部科学省後援硬筆・毛筆書写技
能検定
時６月20日（日）①硬筆／午前10時か
ら　②毛筆／午後１時から　所視聴
覚ライブラリー　受験料①１級6,500
円、準１級5,000円、２級3,500円、準
２級3,000円、３級2,500円、４級1,500
円、５級1,200円、６級900円　②１級
7,000円、準１級5,500円、２級4,000円、
準２級3,400円、３級3,100円、４級1,7 
00円、５級1,400円、６級1,000円　※
当日通信費など別途100円　申４月
16日（金）～５月５日（水）に受験料を
添えて直接同財団

視聴覚ライブラリー
（☎33・0747 FAX33・7154
✉avl@hm2.aitai.ne.jp）

　いずれもところは視聴覚ライブラ
リー。
●ロビー展「豊田市文化振興財団写
真部作品展」
時４月１日（木）～30日（金）午前９時
～午後９時
●市民文化講座・映画塾５月
時５月12日（水）午後２時～４時　内
映画「オズの魔法使い」の鑑賞・レク

根川地区にゾーン30の導入と
キッズゾーンの設定をしました

　根川地区（下林町、長興寺、下市
場町）に最高速度30キロ㍍の区域規
制（ゾーン30）を導入しました。また、
園児の登降園や散歩時などの安全に
ついて特に配慮すべき場所としてキ
ッズゾーンも設定しました。
■問合せ 

ゾーン30に関すること／ 
豊田警察署（☎35・0110）、交通安
全防犯課（☎34・6633、FAX32・37 
94、✉signal@city.toyota.aichi.jp）

　キッズゾーンに関すること／ 
保育課（☎34・6809、FAX32・2088、
✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

安永川

●豊田市
　消防本部

●根川
　小学校

●

根川
こども園　

248

長興寺５丁目

長興寺９丁目
下市場町５丁目

下市場町６丁目南

元宮町

錦町２丁目

凡例
■ゾーン30
■キッズゾーン
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チャー　定先着30人　￥300円　申
４月16日（金）午前９時から電話か直
接同ライブラリー

●イヌのしつけ方教室
時①５月８日（土）午後１時30分～３
時30分　②15日（土）午前９時30分～
午後０時40分　所市動物愛護センタ
ー　対両日参加できる人。イヌは健
康で狂犬病予防注射・各種伝染病予
防ワクチン接種済みで市に登録があ
ること　内①イヌの基本的な飼い方

としつけ方の講義（飼い主のみ）　②
イヌのしつけ方実技（イヌ同伴）　定
抽選15人　申４月14日（水）までに申
込み事項とイヌの種類・名前・登録
鑑札番号・令和３年度か令和２年度
の狂犬病予防注射済票番号・各種伝
染病予防ワクチンの最終接種日をハ
ガキ、電話、Ｅメールか直接市動物
愛護センター（〒471・0002、矢並町
法沢715－４）

中央図書館障がい者サービスコーナー
（☎32・0349 FAX34・6760）

　いずれもところは中央図書館。申
込みは４月６日（火）午前10時から電
話か直接同館障がい者サービスコー
ナー。

●点訳ボランティア活動体験
時５月７日、14日の金曜日午前10時
30分～11時30分　内点訳ボランティ
アの活動の見学と点訳体験　定各日
先着15人
●点訳ボランティア養成講座

時５月28日～８月27日の毎週金曜日
午前10時30分～午後０時30分　※８
月13日は休み　対全日程に参加可能
で講座終了後に図書館ボランティア
として活動できる人　内視覚障がい
者などのための点字図書作成や点訳
技術の習得　定先着15人　￥1,540円

市では地球温暖化防止施策の一環として、補助制度を設けています。４月１日（木）から予算の範囲内で先着順に受
付開始します。申請書類様式は、市ホームページからダウンロードできます。
●エコファミリー支援補助金制度

補助項目 対象 補助金額

エ
コ
住
宅

スマートハウス※１化設備 太陽光発電システム・ＨＥＭＳ・蓄電
池かＶ２Ｈの機器３つの一体的導入 定額15万円

ZEH 上記スマートハウス化設備に加え、国
のZEH補助を受けている 定額20万円

家庭用エネルギー管理シ
ステム（ＨＥＭＳ）

既存住宅への対象設備の設置
設置費用の４分の１（上限１万円） 

蓄電池かＶ２Ｈ 蓄電容量１キロ㍗時あたり１万円（上限９万円）

燃料電池 対象設備の設置 設置費用の５㌫（上限５万円）

住宅用エコ窓※２ 既存住宅の高断熱窓改修 設置費用の５㌫（上限６万円）

次
世
代
自
動
車

次世代自動車

プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）
電気自動車（ＥＶ）

車両本体の購入費用の５㌫（上限15万円）　※充電
設備を設置の場合、２万円上乗せ

燃料電池自動車（ＦＣＶ） 車両本体の購入費用の５㌫（上限32万円）

超小型電気自動車 車両本体の購入費用の5㌫（上限３万５千円）　※申
請年度末時点で満65歳以上の場合、４万円上乗せ

※１　「創・蓄・省エネルギー機器・設備」として、太陽光発電システム、燃料電池、家庭用エネルギー管理システム
（HEMS）、蓄電池、電気自動車等充給電設備（V2H）を備えた住宅のことをいいます。太陽光発電システムなどで発
電した電気を無駄なく使い光熱費を削減することができ、また急な停電が発生した時にも、蓄電池があれば冷蔵庫
を稼働させたり、テレビなどで情報収集ができたりします

※２　外気に接する窓の断熱を実施するだけで、住宅の断熱性能は向上し、エアコンなど冷暖房の効きが良くなり、
省エネにつながります。補助対象となる窓改修は内窓設置（内側に窓を設置し二重窓）、外窓改修（サッシごと窓を
交換）、ガラスの交換（サッシはそのまま単層ガラスから複層ガラスに交換）です

エコ住宅・次世代自動車に関する補助制度
●申込み・問合せ　環境政策課補助金窓口（☎41・7391 FAX41・7392 ✉kansei@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1023875

文
化
・
芸
術

知
識
・
教
養



ら し の ひ ろ ば暮 p.14募集 p.16生活 p.20子育て p.21健康・福祉

　新型コロナウイルス感染症の影響で、広報とよた（今号や過去の号）に掲載した内容が中止や変更
になる場合があります。実施状況については、各問合せ先にご確認いただくか、市ホームページを
ご覧ください。 市ホームページ

▲

令和３年４月号

　      

28

就労支援室
（☎31・1330 FAX31・1391
✉shurosien@city.toyota.aichi.jp）

●セカンドライフ・キャリアセミナ
ー
時５月22日（土）午前10時30分～正午　 
所就労支援室　対市内在住・在勤で
就職活動やセカンドライフ設計を考
えている45歳以上の人　内50代で考
えるライフプラン・マネープラン　
定先着12人　他オンライン参加も可　
申４月５日（月）午前10時から電話、
ファックス、Ｅメールか直接同室

女性しごとテラス
（☎41・7555 FAX31・1391
✉shigoto@city.toyota.aichi.jp）

●働き方とマネープランセミナー
時４月30日（金）午前10時30分～正午　
所女性しごとテラス　対市内在住・
在勤・在学・在活動中か市内で就職
希望の女性　内働き方における税制
や社会保険の違い、103万・106万・
130万・150万のカベとは？　定先着
11人　他予約優先。託児有り（先着
５人、500円、４月21日（水）までに要
予約）。オンライン参加も可（先着20

人）　申４月５日（月）午前10時から
電話か直接女性しごとテラス　※女
性しごとテラスホームページからも
申込み可

エコット
（☎26・8058 FAX26・8068
✉info@eco-toyota.com）

　いずれも申込みは４月６日（火）午
前10時から電話でエコット。
●かんたんエコ手芸教室
時５月29日（土）午前10時～正午　所
エコット　対中学生以上　内着なく
なった着物でスカーフを作る　定先
着15人
●ダンボールコンポスト講習（基礎
講座）
時５月19日（水）午前10時～11時30分　
所エコット　内ダンボール箱を利用
した生ごみからの堆

たいひ

肥づくり　定先
着20人　￥500円　他子どもの同伴

可
●リメイク講座～手ぬぐい１本でエ
コバッグ～
時５月23日（日）午前10時～正午　所
エコット　対中学生以上　定先着12
人　￥100円
●おうちでエコを楽しもう！～グリ
ーンカーテンスタートアップ講座
時５月15日（土）午前10時～正午　所
とよたエコフルタウン　内初心者で
も簡単にグリーンカーテンを育てる
方法を学ぶ　定先着20人　￥100円　
他子どもの同伴可

若者サポートステーション
（☎33・1533 FAX32・6298
✉tyss@nponiji.org）

●親の学習会
時４月17日（土）午後１時30分～３時
30分　所青少年センター　対自立に
悩む15～39歳の若者を持つ家族、支
援に携わっている人　内ひきこもり
からの回復「我が子がひきこもった
とき」（斎藤環氏監修）のＤＶＤの視
聴、話し合い　定先着30人　申４月
６日（火）午前９時から電話で同ステ
ーション

とよしば 
（☎50・8635）

●Monthly pickup book４月
時４月２日（金）～30日（金）午前10時
～午後５時　所とよしば　内中央図
書館がお花見をテーマに選んだ本を
設置。絵本コーナーも有り

石野交流館
（☎42・1711 FAX42・1861
✉ph-ishino@city.toyota.aichi.jp）

●Stay Homeを楽しむ～スマホ・
タブレット活用講座
時５月26日（水）午前10時～正午　所
石野交流館　対成人　内ビデオ通話・
動画視聴・オンラインショッピング
などを実際に操作して学ぶ　定先着
20人　申４月20日（火）午前９時30分
から電話か直接同交流館

障がい者相談員にご相談ください

　障がい者や家族が抱える生活などの悩みの相談に応じます。以下の相談
員へご相談ください。※秘密厳守
●身体障がいに関わる相談について　※障がい者の立場から助言

氏名 住所 連絡先 障がい
大橋道彦 林添町 ☎090・3550・9179 下肢

園田大昭 山之手 FAX29・2172 
✉sonoda-8545@lake.ocn.ne.jp 聴覚・言語

古家千恵美 野見山町 ☎88・4136 視覚
三宅やすよ 枝下町 ☎45・0836 下肢
浦川由香 美里 ☎090・8153・5404 上肢・下肢

●知的障がいに関わる相談について　※家族としての立場から助言
氏名 住所 連絡先 障がい

柴﨑まり 五ケ丘 ☎80・5728 自閉症
那須江身子 山中町 ☎49・0008 重心
波賀野里美 越戸町 ☎090・8078・1983 自閉症／知的

●問合せ　障がい福祉課 
　（☎34・6751 FAX33・2940 ✉shougai_hu@city.toyota.aichi.jp）
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障がい者教養・スポーツ教室

　いずれも対象は市内在住・在勤・在学の障がい者。材料費は個人負担。申込みは随時電話かファックスで同協会。　
※都合により日程・開催場所が変更になる場合があります
●教養教室

教室名 とき ところ 回数
絵画 第２土曜日午前10時から サン・アビリティーズ豊田 12
ペン習字 第４木曜日午前10時から サン・アビリティーズ豊田 12

手芸
第１火曜日午前９時から 保見交流館 12
第１・３水曜日午前10時から 小原北部生活改善センター 12

カラオケ
第２土曜日午後１時30分から 足助まめだ館 12
第２火曜日午後０時30分から 藤岡交流館 12
第２日曜日午後１時から 豊南交流館 12

パソコン
第１木曜日午後１時から 足助まめだ館 12
第１金曜日午前９時から 小原北部生活改善センター 12
第２土曜日午後１時から 障がい者福祉会館 12

生け花 第２木曜日午後２時から 講師宅（御立町） ６
華道 第３日曜日午後１時から 竜神交流館 10
手編み 第２月曜日午前10時から 講師宅（上郷町） 12
点字（視覚障がい者） ５月13日から隔週水曜日午前10時から 福祉センター 15
マジック 金曜日午前10時15分から　※月１、２回 福祉センター 12
ブラインドオカリーナ 第２木曜日午後２時から 市民活動センター 12
バルーン教室 第２木曜日午前10時から サン・アビリティーズ豊田 ６
ビジネス講座 第３金曜日午後３時から サン・アビリティーズ豊田 12

●スポーツ教室
教室名 とき ところ 回数

ろう者のボウリング教室 第２金曜日午後２時から 美鳥里ボウル 12
スポーツ吹き矢 第３火曜日午後１時から サン・アビリティーズ豊田 12
日本おどり 第２木曜日午後１時から 豊南交流館 12
ブラインドダンス 第１土曜日午前10時から 朝日丘交流館 12
健康リズム体操 第２木曜日午前10時30分から とよた市民活動センター 12
サウンドテーブルテニス 第２金曜日午前10時から サン・アビリティーズ豊田 12
水中運動（残存機能訓練） 第１・３土曜日午前10時から 井上公園水泳場 12
アーチェリー 水曜日午後１時から　※春・秋６回開催 運動公園 12
ダーツ教室 第１金曜日午後１時から サン・アビリティーズ豊田 12
ダーツ教室（ろうあ者） 第３土曜日午前10時から サン・アビリティーズ豊田 12

軽スポーツ（ダーツ、フライング
ディスクな

ど）

第４水曜日午後１時30分から 足助まめだ館 ６
第２金曜日午後１時30分から 小原北部生活改善センター 12
第４日曜日午前10時から サン・アビリティーズ豊田 12

グラウンドゴルフ

第１水曜日午前８時30分から 足助グラウンド ６
第１水曜日午後１時から 東山グラウンド 12
第２水曜日午前８時から 稲武夏焼グラウンド ６
第１木曜日午前10時から 下山保健福祉センターまどいの丘 12

●申込み・問合せ　身障協会（☎31・2941 FAX33・0114 ✉toyotasisinsyokyokai@hm.aitai.ne.jp）

知
識
・
教
養
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とよた科学体験館
（☎37・3007 FAX37・3012）

●サイエンスショー「ドカン！と空
気砲」
時４月３日（土）～５月４日（火）の毎
週土曜日午後２時、日曜日・祝日午
前11時、午後２時　※４月25日（日）
は中止　所とよた科学体験館　内空
気砲の仕組み、形のひみつを実験で
紹介
●街中の星見会「まちぼし」
時４月17日（土）午後７時から　※天
候不良時は中止　所とよた科学体験
館　内街中で気軽に月などを望遠鏡
で観望　定先着50人（当日午後６時
から整理券配布）
●プラネタリウム投映番組
投映開始

時刻
土曜日・祝日
春休み平日 日曜日

午前10時
しまじろうと 
ながれぼしの
ねがいごと

忍たま乱太郎の
宇宙大冒険 with 
コズミックフロ
ント☆NEXT～ブ
ラックホールで
危機一髪！？の
段～

午後１時

忍たま乱太郎の宇
宙大冒険 with コ
ズミックフロント
☆NEXT～ブラッ
クホールで危機一
髪！？の段～　

名探偵コナン　
灼熱の銀河鉄道

午後３時
30分

新・恐竜大
進撃 2020ver

ヒーリング
アース

所とよた科学体験館　定各先着70人　
￥300円（４歳～高校生100円）　他投
映時間はいずれも約45分間
●ミニワークショップ
　30分程度で作る科学的な原理を利
用した工作。
時／内①４月１日（木）～４日（日）／
８の字風車　②10日（土）・11日（日）・
17日（土）・18日（日）／お散歩わんこ　
③24日（土）／ぷらばんキーホルダー　
④25日（日）／ごむごむカー　⑤29日

（木）／立体パズル　※いずれも受付
時間午前10時～11時30分、午後１時 
30分～３時　定各日先着50人　￥100
円
●星を見る会「春の星座と細い月」
時５月15日（土）①星空解説／午後４

時～４時45分　②観望会／午後７時
30分～８時30分　※天候不良時は中
止　所①とよた科学体験館　②総合
野外センター　内①プラネタリウム
で当日見える星座・天体を解説　②
大型望遠鏡で月や惑星などを観望　
定①先着70人　②先着50人（中学生
以下保護者同伴）　￥①プラネタリ
ウム入場料が必要　申４月10日（土）
午前10時から電話で同館

シルバー人材センター
（☎31・1007 FAX34・3238）

　いずれもところはふれあいの家。
対象は成人。定員は先着12人。貸出
用パソコン・タブレットを使用する
場合は別途借用料。申込みは４月５
日（月）午前９時から電話で同センタ
ー。
●Windows10基礎（初級編）
時５月の毎週木曜日午後１時15分～
４時　￥7,000円
●パソコンでデジカメを楽しもう
時５月の毎週金曜日午後１時15分～
４時　￥8,000円
●初心者OK！パソコン超入門講座
時５月の毎週金曜日午前９時15分～
正午　￥7,000円

●ホームページ作成講座
時５月11日～６月８日の毎週火曜日
午後１時15分～４時　￥１万1,000円
●ワードで会報作成
時５月11日～25日の毎週火曜日午後
１時15分～４時　￥6,000円
●スマホ＆タブレット基本操作と生
活に役立つアプリ講座
時①５月12日、19日の水曜日午前９
時30分～11時30分　②21日、28日の
金曜日午後１時～３時　￥5,000円
●パワーポイントでアルバム作り
時５月13日～27日の毎週木曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円

●よくわかるワード基礎講座
時５月17日～６月21日の毎週月曜日
午前９時15分～正午　￥１万2,200円
●よくわかるエクセル基礎講座
時５月17日～６月21日の毎週月曜日
午後１時15分～４時　￥１万2,200円

ＴＩＡ 
（☎33・5931 FAX33・5950
✉tia@hm.aitai.ne.jp）

　いずれもところは産業文化センタ
ー。受講料は１万5,000円。申込み開
始日は４月６日（火）午前10時から。
●ブラジル出身の講師によるポルト
ガル語母語保持教室
時５月15日～来年３月12日の土曜日 

（年30回）午前10時30分～11時30分　
対ポルトガル語の保持を希望する小
学生～高校生　定先着30人　申電話、
Ｅメールか直接ＴＩＡ

●中国出身講師による中国語母語保
持教室
時５月14日～来年３月11日の金曜日 

（年30回）午後５時50分～６時50分　
対中国語の保持を希望する小学生～
高校生　定先着40人　申電話、Ｅメ
ールか直接ＴＩＡ
●外国人講師による帰国した子ども
のための英語保持教室
時５月14日～来年３月11日の金曜日 

（年30回）午後５時45分～６時45分　
対３年以上海外生活経験があり、英
語の保持を希望する小学３年生以上　 
定先着24人　申申込み事項と年齢、
海外滞在歴を電話、Ｅメールか直接
ＴＩＡ

都市交通研究所
（☎31・7543 FAX31・9888）

●豊田まちと交通勉強会
時４月21日（水）午後６時～７時　所
都市交通研究所　内交通事故オープ
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旭高原元気村
（☎68・2755 FAX68・2810）
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ンデータの利活用　定先着15人　申
４月14日（水）午前10時から電話で同
研究所

●春の昆虫、蝶を探そう
時５月９日（日）午前10時～11時30分　
所旭高原元気村　内野山に飛び交う
蝶などの採集と観察。講師による解
説　定先着20人　￥３歳以上100円　
申４月５日（月）午前９時から電話で
旭高原元気村

総合野外センター
（☎58・1388 FAX58・1349
✉toyota-yagai-center@hm.aitai.ne.jp）

　いずれもところは総合野外センタ
ー。
●六所の春を探そう！家族でハイキ
ング
時４月18日（日）午前10時～午後０時
30分　対市内在住の小・中学生を含
む家族　内場内散策、クイズ、ポイ
ント探し　定抽選12家族　￥１家族
200円　申４月９日（金）までにＥメ
ールで同センター
●六所であそぼう「自然と遊ぼう！」
時４月29日（木）午前10時～午後３時　
対市内在住の小学１～４年生　内自
然を使ったあそびやゲーム、アスレ
チック　定抽選44人　￥１人500円　
申４月10日（土）までに申込み事項と
学年をＥメールで同センター
●ファミリーキャンプ５月
時５月１日（土）～５日（水）　※宿泊
は午後１時～翌午前11時、日帰りは
午前10時～午後４時　対市内在住・ 
在勤・在学の小・中学生を含む家族　
内家族単位でのフリーキャンプ　※
宿泊はテント　他定宿泊は各日先着
９家族、日帰りは各日先着３家族　
￥１家族200円　※別途施設使用料　
他鍋・鉄板などの貸出し有り（まき・
炭などは実費負担）。アルコール飲料
の持込みや飲酒は不可。宿泊は１泊

２日から可　申４月10日（土）午前９
時から電話で同センター
●六所山で泊まろう「のびのびキャ
ンプ」
時５月22日（土）午前10時～23日（日）
午後１時　対市内在住の小学４～中
学３年生　内テント設営、カレー作
り　定抽選36人　￥3,500円　申４月
16日（金）までに電話で同センター

西山公園
（☎31・2108 FAX33・8718
✉nishiyama-kouen@city.toyota.aichi.jp）

●「花と緑のまちづくり」講師派遣
　各団体が市内で開催する園芸講座
に講師を派遣します。
期間４月～来年２月　※予算が無く
なり次第終了　対10人以上で構成さ
れたこども会、高齢者クラブ、自治
区、小中学校PTA、自主グループな

ど　 
内草花の育て方・増やし方、寄せ植
えづくり、樹木の植栽やせん定ほ

か　 
※１団体につき２回まで　申希望日
の１か月前までに花と緑のまち豊田
ホームページからダウンロードした

申請書を郵送、ファックス、Ｅメー
ルか直接西山公園（〒471・0062、西
山町５－１）
●春まき草花種子の配布
時４月15日（木）から　所市役所、各
支所・出張所、各交流館、西部コミ
ュニティセンター、西山公園、鞍ケ
池公園　配布種子ヒマワリ、百日草、
コスモス　※無くなり次第終了
●花とみどりの相談
時毎週火・金・日曜日午前９時～正
午、午後１時～４時　所西山公園　
内草花の管理、庭づくり、植物全般
の病害虫防除、庭木の管理な

ど　※電
話、Ｅメールによる相談も可
●花とみどりの専門講座「甘い香り
に包まれて～バラのある暮らし～」
時５月19日（水）、11月27日（土）、12
月４日（土）、来年１月29日（土）、２
月19日（土）午前10時～正午　所西山
公園　対全日程参加できる市内在住
の人　内バラの育て方についての講
義・実習　定先着30人　￥1,000円　 
申４月６日（火）午前９時から電話で
同公園　※申込み開始日は、電話１
回につき２人まで

「とよたガーデニングフェスタ2021」期間中の臨時駐車場
●問合せ　西山公園（☎31・2108 FAX33・8718 ✉info@toyota-hana-midori.net）

梅坪台
運動広場

●豊田地域
　医療センター

コンビニ

豊田工業高専
［土・日のみ］

中央家畜
保健衛生所

西山公園
駐車場

西山公園
バス停

シャトルバス
乗り場

梅坪中央
公園

西山公園

●
P

P

P

P
P

P

高原町３丁目

栄町１丁目

梅坪町２丁目

梅
坪
駅

愛
環
梅
坪
駅

　西山公園でのガーデニングフェスタの開催期間中、臨時駐車場を開設し
ます。
■とき　４月24日（土）～５月２日（日）午前９時30分～午後４時30分
■駐車場　西山公園、梅坪中央公園、中央家畜保健衛生所、梅坪台運動広 
　場、豊田高専　600台無料
■シャトルバス　期間中の土・日曜日午前９時30分～午後４時30分運行
　名鉄梅坪駅～愛環梅坪駅～各駐車場～西山公園（約15分間隔で周回）
※なるべく公共交通機関を利用してください。路上駐車や私有地への駐車 
　はおやめください
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文化財課
（☎32・6561 FAX34・0095
✉bunkazai@city.toyota.aichi.jp）
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エコット
（☎26・8058 FAX26・8068
✉info@eco-toyota.com）

●エコットクッキング
時５月23日（日）午前10時～午後１時　
所エコット　対小学生以上（小学生
は保護者と参加）　内作り置きもで
きるジャガイモを使った料理　定先
着12人　￥１人500円　申４月６日

（火）午前10時から電話でエコット

トヨタの森
（☎58・2736 FAX58・2855
✉event@toyotanomori.jp）

●森歩きで二十四節気を楽しもう
時５月25日（火）午後１時～３時　所
トヨタの森　内小満：水辺の生き物
を探しながら初夏の息吹を感じる森
歩き　定先着20人　￥100円　他小
学生以下保護者同伴　申４月５日

（月）午前９時から電話でトヨタの森

王滝渓谷バーベキュー場
（☎58・1862）

●王滝渓谷バーベキュー場の利用
時４月～11月の毎週土・日曜日、祝
日午前11時～午後５時　※夏休み期
間中は無休　所王滝渓谷バーベキュ
ー場　利用料金１基1,500円　申随時
電話で同バーベキュー場

自然観察の森
（☎88・1310 FAX88・1311
✉toyota@wbsj.org）

　いずれも小学４年生以下は保護者
同伴。申込みは申込み開始日午前９
時から電話で自然観察の森。
●バードウオッチングセラピーを体
験しよう！
時４月24日（土）午前９時30分～正午　

※雨天中止　所自然観察の森　対20
～50代の社会人　内野鳥のさえずり
や自然と触れ合い、心と身体をリフ
レッシュする　定先着15人　￥100
円　申込み開始日４月14日（水）
●湿地の水辺ガサガサ隊　春の陣
時４月25日（日）午前９時30分～正午　
※雨天中止　所自然観察の森　対小
学生以上　内水辺を網でガサガサし
て、水の中の生き物を観察する　定
先着15人　￥100円　申込み開始日
４月15日（木）
●森のおはなし散歩会
時５月１日（土）午後２時～３時30分　
所自然観察の森　内新緑の森を歩き
絵本を紹介する　定先着12人　申込
み開始日４月21日（水）
●森あそび「どろんこで遊ぼう」
時５月２日（日）午前10時～正午　所
自然観察の森　対親子　定先着15人　
内田んぼで遊び、泥で作品を作る　
￥３歳以上100円　申込み開始日４
月22日（木）
●オホ・デ・ディオス作り
時５月３日（月）午後１時30分～３時
30分　所自然観察の森　対中学生以
上　内クラフト体験　定先着15人　 
￥100円　申込み開始日４月23日（金）
●野鳥のさえずりを聞こう
時５月４日（火）午前10時～正午　※
雨天中止　所自然観察の森　対小学
生以上　内野鳥の声を聞いて、聞き
なし作りに挑戦する　定先着15人　 
￥100円　申込み開始日４月24日（土）
●バードウイーク記念探鳥会in水源
公園
時５月８日（土）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　所水源公園　対
小学生以上　内初夏の水辺の鳥を探 
す（初心者向け）　定先着15人　￥100
円　他双眼鏡貸出有り　申込み開始
日４月28日（水）
●森の自然案内人体験講座
時４月25日、５月２日、９日の日曜
日午前９時30分～午後３時30分　所
自然観察の森　内森の自然解説の仕
方について学ぶ。森の植物や動物に
ついて知り、体験する　定先着15人　
￥１回100円　申込み開始日４月10
日（土）

●あべまきの会と森あるき「春で
す！花とチョウに会いに行こう！」
時４月の毎週水曜日午前10時～正午　
※雨天中止　所自然観察の森　定各
回先着11人　申込み開始日各回の１
週間前の同曜日

高橋アスパの会
（棚田☎42・5028
✉kushoyukami.0501.sho@gmail.com）

●春・夏野菜の育て方　種子の取り
方
時４月18日（日）午後１時30分～３時
30分　所とよた市民活動センター　
対家庭菜園経験者（初心者含む）　内
専門家が分かり易く作物栽培、施肥、
収穫方法、種子採取のコツを伝授　
定先着40人　￥500円　申４月６日

（火）午前９時から電話かＥメールで
高橋アスパの会

とよたネイチャーゲームの会
（☎53・4335　
✉toyotanaturegame@gmail.com）

●歩いてみよう ze 花の森♪
時４月11日（日）午前９時30分～正午　
所鞍ケ池公園　内自然とふれあうネ
イチャーゲームを楽しみながら春の 
花を見て歩く　￥200円（16歳以上300
円）　他服装は長袖・長ズボン・帽
子、飲み物持参　申当日開始30分前
から直接鞍ケ池公園植物園前

●君も武将になれる！よろいを着て
みよう！
時４月29日（木）午前９時～午後４時　
※１組10分程度　所市郷土資料館　
対年中～小学６年生　内①鎌倉・戦
国時代のよろい・かぶと（こども用
レプリカ）の試着　②姫の衣装の試
着　※いずれも写真撮影可　定①各
抽選50人　②抽選75人　申４月19日



募
集

生
活

子
育
て

健
康
・
福
祉

文
化
・
芸
術

知
識
・
教
養

食
・
自
然

祭
・
体
験

ス
ポ
ー
ツ

時とき 所ところ 対対象 内内容 ￥参加費・入場料 他その他 HP番号は市ホームページのページ番号です。定定員 申申込み 問問合せ省略記号

ら し の ひ ろ ば暮 p.23文化・芸術 p.27知識・教養 p.31食・自然 p.32祭・体験 p.34スポーツ

申込み時には次の内容を記載してください。 ●催し名　●〒住所　●氏名（ふりがな）　●電話番号申込み事項

 　   　   　 　

33

（月）までに往復ハガキで文化財課
（〒471・0079、陣中町１－21－２）

猿投棒の手ふれあい広場
（☎45・7288 FAX45・7290
✉bonote@homex-co.com）

　いずれもところは猿投棒の手ふれ
あい広場。申込みは申込み開始日午
前９時から電話か直接同広場。
●キッズコーディネーション
時４月13日～６月22日の火曜日①午
後４時から　②午後５時から　③午
後６時から　※５月４日は休み　対
４～12歳　内成長期の子どもの運動
神経を伸ばすトレーニング　定各先
着15人　￥7,000円　申込み開始日４
月６日（火）
●大人の簡単パンづくり教室
時４月25日（日）①午前10時～正午　
②午後１時30分～３時30分　対高校
生以上　内ヘキサゴンとお抹茶メレ
ンゲ作り　定先着12人　￥2,000円　 
申込み開始日４月７日（水）
●鎧

よろいかっちゅう

甲冑騎馬武者体験
時５月１日（土）午前10時～午後２時　
対５歳以上　定先着70人（１人20分）　
￥試着300円、乗馬500円　他フリー
マーケット有り　申込み開始日４月
７日（水）

高岡公園体育館
（☎54・0601）

　いずれもところは高岡公園体育館。
申込みは申込み開始日午前９時から
参加費を添えて直接同体育館。
●社交ダンス教室
時５月の毎週木曜日午後３時45分～
４時45分　内社交ダンスを通じた健
康増進、仲間づくり　定先着30人　
￥4,000円　申込み開始日４月８日

（木）
●やさしい気功と太極拳
時５月の毎週金曜日午後１時30分～
３時　内ゆっくりした動作で体のバ
ランスを整える　定先着15人　￥3,0 
00円　申込み開始日４月９日（金）　
●はじめてのヨガ
時５月11日～６月１日の毎週火曜日

午前９時30分～10時20分　内呼吸を
整え柔軟性や体力を向上させる　定
先着15人　￥3,000円　申込み開始日
４月13日（火）
●はじめてのＺＵＭＢＡⓇ

時５月11日～６月１日の毎週火曜日
午前10時35分～11時25分　内音楽に
あわせて体を動かす　定先着25人　 
￥3,000円　申込み開始日４月13日

（火）
●運動神経バツグン！キッズ教室
時５月の毎週木曜日午後７時～７時
55分　対①幼児　②小学生　内成長
期の子どもの運動神経を伸ばすトレ
ーニング　定各先着30人　￥3,000円　
申込み開始日４月８日（木）
●スポーツパルクール教室
時５月20日（木）①午後５時30分～６
時25分　②午後８時～８時55分　対
①幼児、小学生　②中学生以上　内
走る、飛ぶ、登るといった体の動か
し方の基本を学ぶ　定各先着15人　 
￥3,000円　申込み開始日４月15日

（木）

地域文化広場
（☎53・0671 FAX53・5086）

　いずれもところは地域文化広場。
●ものづくりひろば
時５月の毎週土・日曜日①午前11時
～午後０時30分　②午後１時～２時
30分　対小学生以下（未就学児は保

護者同伴）　内簡単な紙工作　定各
先着12人　￥１回200円　申当日午
前10時から受付で参加券を販売
●スポーツ万能！キッズ教室
時５月11日～25日の毎週火曜日午後
６時～６時50分　対小学生　内マッ
トやボールなどを使って体幹を鍛え
る　定先着20人　￥2,400円　申４月
13日（火）午前10時から参加費を添え
て直接同広場

高橋コミュニティセンター
（☎80・4729 FAX80・0068
✉takacomu@homex-co.com）

　いずれもところは高橋コミュニテ
ィセンター。参加費は2,600円。申込
みは申込み開始日午前９時から電話
か直接同センター。
●女性のためのシェイプアップエク
ササイズ
時４月14日、21日、５月12日、19日
の水曜日午前10時～10時50分　対成
人女性　内ストレッチ、筋トレ、有
酸素運動をバランスよく取り入れた
エクササイズ　定先着25人　申込み
開始日４月８日（木）　
●はじめてのズンバⓇ

時４月14日、21日、５月12日、19日
の水曜日午前11時～11時50分　対成
人　内初心者向けの優しいダンスフ
ィットネスエクササイズ　定先着20
人　申込み開始日４月７日（水）

とよたまちパワーフェスタ2021スプリングを 
開催します

　まちなかで密集や接触を避けて楽しめるイベントを開催します。

●劇場版「名探偵コナン 緋色の弾丸」公開記念 
　とよた「名探偵コナン」ＡＲスタンプラリー
■とき　５月９日（日）まで
■内容　スマートフォン専用のアプリで 

指定された施設や店舗８か所に設置さ 
れたポイントで４つのスタンプを集め 
ると先着２万人にオリジナルポストカ 
ードを進呈 
※名探偵コナングッズや映画鑑賞券が 
　当たるＷチャンス有り

■そのほか　特別パネル展を開催

●問合せ　まちなか宣伝会議（☎47・7007）

食
・
自
然

祭
・
体
験
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とよたつながる博事務局
（☎42・6590）

●「とよたつながる博2021」運営説明
会
時５月21日（金）、22日（土）午後６時
30分～８時30分　所キラッ☆とよた

（産業文化センター内）　対市民活動
団体　内市民活動団体のＰＲ事業

「とよたつながる博」の参加方法を説
明　定各先着40人　申４月27日（火）
午前10時から電話で同事務局　※と
よたつながる博ホームページからも
申込み可

藤岡ふれあいの館
（☎75・2105 FAX75・2106
✉fujioka-fureai@homex-co.com）

　いずれもところは藤岡ふれあいの
館。対象は市内在住・在勤の人。
●ふじまつりin藤岡ふれあいの館
時５月１日（土）～５日（水）午前10時
～午後３時　内ウオーキングラリー　
※５日は青空ピアノ、紙飛行機大会

（午後１時～３時）も開催　他午後６
時30分～８時に藤棚のライトアップ
●ふじおか野の花さんぽ
時５月３日（月）午前８時45分～午後
１時　内ふれあいの館からふじの回
廊までのウオーキング　定先着25人　
￥300円　※別途食事代　申４月20
日（火）午前９時から電話か直接藤岡
ふれあいの館

三州足助屋敷
（☎62・1188 FAX62・1782
✉yashiki@asuke.aitai.ne.jp）

　いずれもところは三州足助屋敷。
申込みは先着の場合４月５日（月）午
前９時から電話で同屋敷。
●食の学校「春を食す」
時４月10日（土）午前10時～午後０時
30分　内山菜採りと勉強会。採った
山菜は持ち帰り可　定先着15人　￥
2,000円
●ＧＷこども手仕事体験
時４月29日（木）～５月５日（水）午前
９時～午後４時　内ゴールデンウイ

ーク限定の体験（一部無料）。館内の
昔の玩具で自由に遊べる　他期間中
は高校生まで入館無料　
●食の学校「和菓子のおやつを作ろ
う」
時５月９日（日）午前10時～正午　内
足助の和菓子屋「風外」が教える和菓
子作り。持ち帰り可　定先着12人　 
￥1,300円

どんぐり工房
（☎83・3838 FAX82・3777
✉dongrikb@hm10.aitai.ne.jp）

　いずれも申込みは４月５日（月）午
前９時から電話で同工房。
●今だけの春の若草色を染めよう！
時４月17日（土）午前10時～午後３時　
所どんぐり工房　定先着15人　￥2,7 
50円（別途材料費）　
●郷土料理　五平餅を焼いて食べよ
う！
時５月２日（日）～４日（火）午前11時
～午後１時30分　所どんぐり工房　
定各日先着５組（１組４人まで）　￥
880円

稲武商工会
（☎82・2640 FAX82・3063
✉inabu@aichiskr.or.jp）

●ふるさとふれあいウオーキング
「歩かまい稲武」

時５月16日（日）午前10時～午後２時
30分　所稲武地区中心部　対市内在
住・在勤・在学の人　内７～８キロ
㍍のウオーキング、スタンプラリー、
抽選会な

ど　￥1,000円（500円クーポン
付き）　他豊田スタジアム、カバハ
ウス、逢妻交流館、竜神交流館、上
郷コミュニティセンターから送迎バ
ス有り（先着順）　申５月10日（月）ま
でに所定の申込書を郵送、電話、フ

ァックスか直接稲武商工会（〒441・
2513、稲武町竹ノ下１－１）

旭高原元気村
（☎68・2755 FAX68・2810）

　いずれもところは旭高原元気村。
定員は先着20人。申込みは申込み開
始日午前９時から電話で旭高原元気
村。
●ペットボトルロケットを作ろう！
時５月５日（水）午後３時～９時　内
①ペットボトルロケットを作って飛
ばす　②大型望遠鏡を使った天体観
測　￥３歳以上510円（別途材料費１
セット720円、食事代が必要）　申込
み開始日４月６日（火）
●春のノルディックウオーキング教
室
時５月16日（日）午前10時～正午　内
JNFA公認旭高原ノルディックウオ
ーキングコースを講師と歩く。４キ
ロ㍍程度　￥610円　申込み開始日
４月７日（水）

あすて
（☎52・0362 FAX52・0363
✉astenasa@aste-toyota.com）

●親子でバケツ稲作！～ステイホー
ムを活かそう～
時５月16日、６月27日、７月25日、
８月29日、９月26日、10月10日、11
月28日の日曜日午前10時～正午　所
あすて　対５回以上参加できる小学
生と親（保護者の責任で未就学児の
同伴可）　内米づくりの体験、試食、
わらなどで工作　定先着10組　￥１
組500円　申４月12日（月）午前９時
からＥメールであすて

●春季マレットゴルフ教室
時５月６日～６月３日の毎週木曜日
午前８時30時～11時40分　所高岡公
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園体育館、柳川瀬公園、河合池運動
広場、運動公園　対マレットゴルフ
未経験者・初心者　￥1,500円　※初
日に徴収　申４月25日（日）午後３時
までに直接各会場
●柔道教室
時５月22日～10月23日の毎週水・土
曜日①午後６時～７時30分　②午後
７時30分～８時45分　所スカイホー
ル豊田、地域文化広場、高岡中学校　
対①小学生　②中学生以上　※いず
れも市内在住・在勤・在学の人　￥
8,500円　申４月14日（水）午後８時ま
でに参加費を添えて直接スカイホー
ル豊田

●春季ジュニアソフトテニス教室
時５月８日～６月12日の毎週土曜日
午前10時～正午　所毘森公園　対市
内在住の小学３～中学２年生　定抽
選30人　￥3,000円　※初日に徴収　 
申４月17日（土）午後８時までに直接
スカイホール豊田　※保護者の同意

（印鑑）が必要
●５月のフリークライミング体験会

（１日ごと）
時①５月２日（日）、８日（土）、30日

（日）午後３時～６時　②14日（金）、
19日（水）午後７時～９時　所スカイ
ホール豊田　対小学生以上（小学生
は保護者同伴）　定①各日先着30人　
②各日先着20人　※いずれも１時間
ごとに定員有り　￥１時間300円（小・
中学生100円）　申当日各回開始30分
前から参加費を添えて直接会場

豊田スタジアム
（☎87・5200 FAX87・5201）

４月の主なイベント予定３日（土）午
後２時／明治安田生命Ｊ１リーグ７
節　名古屋グランパスvsＦＣ東京、 
６日（火）／東京オリンピック聖火リ
レー　休館日３日（土）、５日（月）、
６日（火）／スポーツプラザ　※Ｊ１

リーグ公式戦のためスポーツプラザ
が休館になる場合有り。来館前に豊
田スタジアムホームページで確認し
てください

HP番号／1022650

スポーツ協会大会
　いずれも問合せはスカイホール豊
田（☎31・0451、FAX35・4773、✉t-tai
kyo@hm6.aitai.ne.jp）。
●市民弓道選手権大会（高校・中学）
時①高校生／４月18日（日）　②中学
生／24日（土）　※いずれも午前９時
～午後５時　申４月11日（日）午後８
時までに市内在学者は各学校顧問が

とりまとめ、市外在学者は直接スカ
イホール豊田
●市民総体新体操・体操競技
時①新体操／５月２日　②体操／５
月９日　※いずれも日曜日午前９時
から　申①は４月11日（日）午後５時
までに直接スカイホール豊田、②は
４月10日（土）午後５時までに郵送で
市体操協会（〒473・0927、中田町日
進２－23）か直接スカイホール豊田
●市民総体テニス競技（ダブルス）
時５月16日、23日の日曜日午前９時
30分から　申４月11日（日）までに市
テニス協会ホームページに必要事項
を入力

て状況を把握、
展開を先読みし、
アタッカーへト
スを上げる。自
分の一瞬の判断
が得点に繋がっ
たときは、すご
く嬉しい」と話
します。
　豊田市での思い出については
「小学生の時に、学校から鞍ケ池
公園まで歩いて行った遠足。かな
り疲れましたが、楽しかったです
ね」と笑って話します。高校生の
時から市外でバレーボールを本格
的にやってきた深津選手にとって、
故郷である豊田市は「一番心が落
ち着く場所」であり、帰省した際
は、友人と挙母神社にお参りに行
くそうです。
　「チーム一丸となったプレーや
選手同士の言葉がけにも注目して
ほしい」。一瞬の状況判断でチーム
を勝利に導く深津旭弘選手をみん
なで応援しましょう。

　「バレーボールは、チームみん
なでボールを繋ぐスポーツ。バレ
ーボールが縁で繋がった選手やス
タッフ、サポーターへの感謝の気
持ちを忘れず、試合に臨んでいま
す」。力強い眼差しで話すのは、深
津旭弘選手。同じく豊田市わがま
ちアスリートに認定されている、
弟の深津英臣選手とともに、兄弟
揃ってVリーグの強豪チームのセ
ッターとして活躍しています。　
　セッターというポジションにつ
いて、「試合は、一瞬で相手の状況
や流れが変化する。セッターとし

感謝の気持ちをボールに込めて。
流れを読んだ一瞬の判断が、
チームに勝利をもたらす！

豊 田 市 ゆ かりの 選 手 を
み ん な で 応 援！！ 市ホームページから

「豊田市わがまちアスリート」に関する情報は
HP番号／1022602

市民へのメッセージ
バレーボール競技をもっとメ
ジャーなスポーツに出来るよ
う、精一杯頑張っていきたい
と思います。これからも応援
よろしくお願いします！

動画はコチラ

主
な
成
績

2019年 2018-2019 V.LEAGUE　２位
2019年 FIVBバレーボールネーションズリーグ
　　　 2019（日本代表）　10位　
2020年 2019-2020 V.LEAGUE　4位

ⓒＪＴサンダース広島

バレーボール

深津　旭弘  選手

崇化館中学校卒業
JTサンダーズ広島

ふかつ　    あきひろ

祭
・
体
験
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ポ
ー
ツ
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　新型コロナウイルス感染症の影響で、広報とよた（今号や過去の号）に掲載した内容が中止や変更
になる場合があります。実施状況については、各問合せ先にご確認いただくか、市ホームページを
ご覧ください。 市ホームページ
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市制70周年記念式典における表彰
●問合せ　秘書課（☎34・6601 FAX33・7155 ✉hisho@city.toyota.aichi.jp）

　３月６日に開催した市制70周年記念式典において、顕彰、表彰を受けられた名誉市民１人、市政功労者２人、特別
功労賞６人、表彰320人・25団体、市制70周年記念表彰５人・７団体の皆さんを紹介します。
●名誉市民
■産業文化の進展に 
　尽くした功績（１人）

●市政功労者
■地方自治の発展に 
　尽くした功績（１人）

■産業の振興に 
　尽くした功績（１人）

藤
ふじしまあきら

嶋昭氏 平
ひらの

野和
かずお

男氏 柴
しばた

田文
ふみし

志氏

●特別功労賞（50音順、敬称略）
■地方自治功績者（４人）

河木照雄 （故）中根道善 古川利孝 三宅幸人
■産業功績者（２人）

籔押博茂 山内祥正

●豊田市表彰（個人・団体、50音順、敬称略）
■地方自治功績者（253人）

青木信也 青木廣寿 青木雄三 浅井利王 浅井将弥 天野鉄久 安藤圭一 安藤公織郎
安藤暁 安藤将司 安藤孝 安藤拓磨 安藤琢弥 安藤直也 安藤延雄 安藤英幸
安藤浩史 安藤将生 安藤洋平 板倉且延 市村直生 市村好孝 伊藤新吾 伊藤佳正
稲本貴也 井野口幹紘 今泉徹也 今泉真樹 今泉昌也 宇野佳伸 大内康範 大加幸大
大嶋新吾 大島将宏 太田喜信 太田雅已 太田吉朗 大竹潤 大地智也 大前直樹
大山伸介 大山貴弘 大山裕之 岡田猛彦 岡田典久 小木曽照祥 小木曽巧人 奥村八千子
落合是文 落合晴樹 落合誠 小野田正幸 小幡直樹 春日井大介 春日井良 加藤貴史
加藤世明 加藤智昭 加藤智基 加藤直之 加藤伸晴 加藤秀文 加納一範 鎌田昌孝
柄澤和記 川合幸哉 川合成幸 河合啓 河合辰朗 川合豊昭 河合豊和 河合直紀
河合紀好 川合康貴 川合義範 河合義史 川上康介 川島満 川⻆卓生 河澄秀樹
九澤健一 黒桺義康 小池政春 小寺賢司 後藤啓輔 後藤洋介 後藤亮吉 小松伸弘
小山晃 近藤昭義 近藤雅洋 近藤洋一 斉藤佳範 酒井希 酒井範正 坂田和彦
佐久間洋和 佐藤勇 佐藤圭介 佐野真隆 澤田光博 澤田佳輝 柴田峻輔 柴田佳征
嶋村健平 清水一真 杉村圭介 杉山佑禄 鈴木晃之 鈴木一幸 鈴木建作 鈴木健太郎
鈴木悟 鱸真介 鈴木崇亮 鈴木崇仁 鈴木隆之 鈴木琢爾 鈴木哲也 鈴木教仁
鈴木隼人 鈴木晴久 鈴木英樹 鈴木博登 鈴木洋平 鈴木亮平 髙木拓也 髙田浩倫
髙山拓也 髙山廣実 竹内一裕 田澤優将 田尻泰彦 田中宏明 千綾基史 塚田鋭治
塚田大輔 塚田隆 塚田啓幾 筒井庸一 都築栄治 手嶋孝司 塘岡隼人 中垣健
中垣宗利 永田哲也 永田英徳 中根盛仁 中村朋治 成瀬和宏 西尾真樹 西尾昌直
橋本元気 橋本拡 羽田克己 秦真久 畑勇次 畑田明芳 濵田武則 濵本勝浩
林伸吾 林大介 林孝明 林久資 林義之 林秀幸 原田恵介 原田太志郎
原田昌樹 原田康弘 原田佳之 東澤旨生 樋口恵三 樋口毅 兵藤登志也 平井美加子
深津章 深津孝子 深津勇人 深見和久 深見一寿 深見友和 深見隼人 深見優輔
深見幸久 福岡弘祐 福島美能留 福田惠介 福田晴仁 藤澤憲利 藤嶋真太朗 藤島洋人
藤綱孝幸 藤綱直人 藤野日出海 藤本伸也 二村香太 堀史宜 本多顕士 前田将生



募
集

生
活

子
育
て

健
康
・
福
祉

文
化
・
芸
術

知
識
・
教
養

食
・
自
然

祭
・
体
験

ス
ポ
ー
ツ

時とき 所ところ 対対象 内内容 ￥参加費・入場料 他その他 HP番号は市ホームページのページ番号です。定定員 申申込み 問問合せ省略記号

ら し の ひ ろ ば暮 p.23文化・芸術 p.27知識・教養 p.31食・自然 p.32祭・体験 p.34スポーツ

申込み時には次の内容を記載してください。 ●催し名　●〒住所　●氏名（ふりがな）　●電話番号申込み事項

 　   　   　 　

37

前田道孝 曲谷洋介 枡岡孝幸 増田一平 増田大介 増田直哉 松井一英 松井克悟
松井聖純 松井重信 松井隆之 松井正宏 松井幹宗 松浦崇行 松嶋晋吾 松本成日

（故）真野敦司 眞野憲一郎 三浦一浩 三江元博 水野一英 水野直紀 水野祐一朗 水野祐二
光輪龍雄 峰淳一郎 三宅孝明 宮戸保 武藤公教 森瀨仁 簗瀬敦 簗瀬雅史
簗瀬正洋 籔下達也 山内和幸 山内啓佑 山内敬太 山内章吾 山内直人 山岡進哉
山田純佑 山田祐嗣 山中守人 山本哲二 山本裕二 横粂鈞 横山隆治 吉永知弘
芳野隆浩 若野泰裕 和気直史 渡邉寧昭 和出直木

■教育功績者（４人・５団体）
加藤正久 近藤憲史 鈴木正彦 吉田哲也
ガールスカウト三河北地区協議会　　　豊田市子ども会育成連絡協議会　　　豊田市青少年健全育成推進協議会
豊田市PTA連絡協議会　　　日本ボーイスカウト豊田地区協議会

■体育・スポーツ功績者（９人・３団体）
蛭子屋雄一 加藤智之 川端魁人 紀平梨花 長坂蓮 福田五志 藤井亮輔 松本周也
矢来舞香
愛知県立豊田高等特別支援学校サッカー部　　　中京大学女子ソフトボール部　　　平成BLUEtree

■文化功績者（３人）
片桐幸行 髙木松閣 橋本昇三

■産業功績者（45人・１団体）
赤石燎汰 天野勝美 有村富美隆 井口宏文 和泉房枝 磯貝浩 伊藤愼一 有我康和
内田俊一 梅村憲一 大河原英一 大濵和久 奥田清仁 加藤唯司 加藤隆之 加藤達朗
加藤直樹 神尾亨 神谷健人 神谷重雄 蒲生旭 河木照雄 北野良弘 小島未来
清水宙 菖蒲 利明 鈴木茂 鈴木規安 高橋真盛 高橋洋一 田中宏孝 鶴岡正明
中野博之 中村陽一 長谷川裕恭 長谷川光明 浜屋辰雄 彦田浩俊 堀有希 松永郁也
水月理央 宮野光生 餅原正和 八木慶直 渡邉健史 いしかわ製茶

■社会福祉功績者（１団体）
豊田市BBS会

■地方民生功績者（１人）
青木さかえ

■篤行功績者（９団体）
加茂川水辺愛護会　　　琴平ふくろう谷の会　　　豊田加茂ライオンズクラブ　　　豊田シニアライオンズクラブ
豊田市婦人交通安全奉仕会　　　豊田西ロータリークラブ　　　豊田東ロータリークラブ
益富地区コミュニティ会議文化・蛍部会　　　矢並湿地保存会

■寄附功績者（３人・５団体）
江㞍岩夫　　　神谷東洋治　　　松澤昭夫
葵護謨工業株式会社　　　一般財団法人善都子ども財団　　　トヨタ自動車株式会社　　　豊田信用金庫
豊田ロータリークラブ

■その他功績者（２人・１団体）
澁澤寿一　　　塚田光生　　　とよたエコライフ倶楽部

●豊田市制70周年記念表彰（個人・団体、50音順、敬称略）
■安全・安心なまちづくり功績者（１人・４団体）

今野泰孝　　　一般社団法人豊田加茂医師会　　　NTPホールディングス株式会社　　　
自立のための道具の会・TFSR Japan　　　特定非営利活動法人アニマル体操クラブ

■元気で明るい活力あるまちづくり功績者（３人・１団体）
加藤清 林冨造 山本幹郎 高橋アスパの会

■その他功績者（１人・２団体）
宮部碧　　　逢妻女川を考える会　　　敷島自治区
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令和３年度狂犬病予防集合注射実施日程・会場

狂犬病
予防注射のご案内

【注意事項】
●集合会場での注射は状況により中止になる可能性

があります
●飼いイヌをしっかり押さえることができる大人が

連れて来てください
●飼いイヌの首輪が抜けないように確認してくださ

い
●フンは必ず持ち帰ってください
●案内書の問診票を必ず書いて来てください
●飼い主が飼いイヌをしっかり押さえることができ

ない場合や、問診結果により、会場での予防注射
をお断りする場合があります。その時は必ず動物
病院で予防注射を受けてください

●注射後２～３日は、激しい運動やシャンプーは避
けてください

●まれに２～３日以内に痛み、元気や食欲がなくな
るといった一過性の副作用が出ることがあります。
また、過敏体質のイヌではまれに30分以内にアレ
ルギー反応（顔のはれ、かゆみ、けいれんな

ど）を
起こすことがあります。異常が見られた場合は、
動物病院に連絡してください

■対象　生後91日以上の全ての飼いイヌ
■とき　４月１日（木）～６月30日（水）
■ところ　①動物病院　※案内書、市ホームページを参照
　　　　　②狂犬病予防注射集合会場
■そのほか　犬鑑札と注射済票はイヌに着けることが法律で決め

られています。迷子札の代わりにもなります

■持ち物
　①令和３年度狂犬病予防注射実施案内書

※案内書のない人は、飼い主の住所、氏名
（ふりがな）、電話番号、イヌの種類・生
年月日・毛色・性別・名前を書いたメモ

　②料金（１頭につき）　 
　●登録犬／3,500円 
　●未登録犬／6,500円

　　　　　　　　（イヌの登録手数料3,000円含む）
　③フンの始末用具

　狂犬病は、動物にも人にもかかり、いったん発病するとほぼ100㌫死
んでしまう恐ろしい感染症です。世界のほとんどの地域で発生し、毎
年約５万5,000人が狂犬病によって死亡しています。海外からの動物の
輸入が盛んな近年、万が一日本に狂犬病が発生した時、流行を防ぐた
めに飼いイヌに予防注射を行っておくことが大切です。飼い主の義務
として飼いイヌの予防注射を１年に１回必ず受けてください。

●問合せ　市動物愛護センター 
　　　　（☎42・2533 FAX80・2020 ✉doubutsu-aigo@city.toyota.aichi.jp）
　　　　　開館時間　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　休館日　　祝日を除く月曜日、年末年始 
　　　　　　　　　　（12月29日～１月３日）

集合会場での注射の受け方

犬鑑札 注射済票

HP番号／1003692

月日 会場名 開始 終了

４月 
６日（火）

八草町公民館 10：00 10：10
篠原町公民館 10：30 10：35
田籾町公民館前広場 10：55 11：00
保見町公民館 11：20 11：30
保見交流館駐車場 13：00 13：25
貝津町公民館 13：45 13：55
猿投北交流館 14：15 14：40

４月 
７日（水）

浄水町公民館（区民会館）９：40 10：05
西山区民会館 10：25 10：35
平芝区民会館 10：55 11：10
毘森公園管理事務所東駐車場 11：30 11：45
挙母神社 13：10 13：25
西部コミュニティセンター 13：50 14：05
宮口新田公会堂 14：25 14：35
宮口一色区民会館 14：55 15：05

４月 
８日（木）

駒場区民会館 10：10 10：25
中田区民会館 10：45 11：00
前林町区民会館 11：20 11：30
西岡町区民会館 13：00 13：10
堤町区民会館 13：30 13：40

月日 会場名 開始 終了
４月８日

（木）
東田区民会館 14：05 14：15
丸山区民会館 14：35 14：50

４月 
９日（金）

中和会自治区区民会館 10：00 10：10
竹下公会堂駐車場（竹元町）10：30 10：40
竹上区民会館（住吉町）11：00 11：15
高美町ふれあい広場 11：35 11：40
竜神町金刀比羅神社 13：10 13：15
大林区民会館 13：35 13：45
弥栄児童館（豊栄町） 14：05 14：10
宗心洞公園（御幸本町）14：35 14：45

４月 
12日（月）

豊南交流館 ９：35 10：00
平山集会所 10：20 10：30
勝手神社南側（根川小東）10：55 11：10
神池公園南側（美里） 11：35 11：45
松平コミュニティセンター 13：15 13：25
岩倉東公民館 13：40 13：45
巴町集会所 14：00 14：10
穂積町区民会館 14：30 14：40
矢並町ふれあい集会所 15：00 15：10

４月13日（火）吉原町区民会館 10：00 10：15

月日 会場名 開始 終了

４月 
13日（火）

花園憩いの家 10：35 10：45
高岡コミュニティセンタ 
ー高岡運動広場駐車場 11：10 11：30

若林神社 13：00 13：15
中根町区民会館 13：35 13：45
本町児童館 14：10 14：15
土橋児童館前広場 14：35 14：45
深田山プレイ広場 15：05 15：15

４月 
14日（水）

畝部西町児童館 10：00 10：15
川田団地中央ちびっこ広場 10：35 10：50
桝塚西町児童館 11：10 11：25
上郷コミュニティセン 
ター芝生広場 12：55 13：10

鴛鴨区民会館 13：30 13：45
今区民会館横駐車場 14：05 14：15
野見児童館 14：40 14：45
野見山南公園 15：00 15：05

４月 
15日（木） 

五ケ丘ふたつやま公園 ９：40 ９：55
古瀬間グリーンパーク集会所 10：15 10：30
志賀ニュータウン集会所 10：50 11：10
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月日 会場名 開始 終了

４月 
15日（木）

神池区民会館 11：30 11：35
市木第一区民会館 13：00 13：15
岩滝町ふれあい広場 13：35 13：45
勘八町児童館（勘八ふ
れあい会館） 14：05 14：15

越戸阿弥陀院 14：35 14：45
花本町構造改善センター 15：05 15：10

４月 
19日（月）

井上公園水泳場北側駐車場 ９：40 10：05
青木台公民館 10：25 10：35
井上公民館 10：55 11：20
御船町ふれあい広場 12：45 13：00
亀首町児童館 14：25 14：40
上原区民会館 15：05 15：15

４月 
22日（木）

滝脇神社広場 14：25 14：35
豊松町公会堂 14：55 15：05

４月 
26日（月）

高橋コミュニティセンター ９：35 10：00
扶桑町区民会館 10：25 10：35
東広瀬広済寺駐車場 11：00 11：10
西広瀬公民館 11：25 11：35
枝下町自治区公民館 11：50 11：55
梅坪台交流館 13：30 13：50
美術館駐車場 14：15 14：35
三軒屋公園 14：55 15：10

５月12日（水）石野交流館 14：45 15：00
５月13日（木）藤沢公会堂 15：05 15：10

足助地区
４月20日（火）大河原集会所（ふるさと館） 14：55 15：00

５月 
11日（火）

椿立連区集会所「椿の里」10：00 10：05
御内集会所（みずきの里鼎館） 10：30 10：35
葛沢公民館 11：05 11：10
安実京町集会所 11：30 11：35
国谷集会所前グランド 13：05 13：15
四ツ松出荷場 13：40 13：50
旧佐切保育園跡地 14：15 14：25
大島集会所（東大島町）14：45 14：50
則定集会所 15：05 15：10

５月 
12日（水）

久木集会所（久木館） ９：50 ９：55
新盛集会所（扶桑館） 10：15 10：20
月原公民館 13：00 13：05
御蔵駐在所横 13：25 13：35
配食サービス大蔵弁当（旧 
ＪＡあいち豊田大蔵店舗） 13：55 14：05

中立公会堂 14：15 14：20

５月 
14日（金）

大多賀集会所（ねびその里）13：10 13：15
元長門荘入り口 13：40 13：45
ふれあいセンター萩野 
駐車場（元萩野保育園）13：55 14：00

親王町自治会館 14：15 14：20
足助支所 14：35 14：40
香嵐渓多目的広場 14：55 15：05

５月18日（火）明川集会所 14：30 14：35
藤岡地区

４月６日（火） 藤岡ニューハイツ集会所 15：00 15：05
４月19日（月）藤営ファミリーホール 13：20 13：35

月日 会場名 開始 終了
４月19日（月）西中山自治区区民会館 13：50 14：05

４月 
20日（火）

三箇公民館 10：00 10：10
白川生活改善センター 10：30 10：40
西市野々生活改善センター 10：50 10：55
石畳坂下第３ふれあい広場 11：10 11：15
ファーツリーガーデン 
折平集会所 11：30 11：35

飯野公民館 13：00 13：05
藤岡支所駐車場 13：20 13：25
北一色生活改善センター 13：40 13：45
上渡合生活改善センター 14：00 14：05
御作公民館 14：25 14：35

４月 
21日（水）

木瀬児童遊園 14：10 14：15
迫公民館 14：35 14：40
深見公民館 15：00 15：05

５月13日（木）上川口公民館 14：40 14：45
下山地区

４月 
22日（木）

梨野町立畑　梨野橋辻 10：00 10：05
阿蔵町沢尻　小木曽満夫氏宅前 10：15 10：20
宇連野町三叉路　木材倉庫前 10：35 10：40
野原町　磨き丸太作業所前 10：55 11：00
旧あいち豊田農協羽布 
支店駐車場 11：15 11：25

田平沢自治区集会所 12：55 13：00
平瀬町集会所前 13：20 13：25
田代中央集会所 13：50 14：00

４月 
23日（金）

和合町集会所前 10：10 10：20
黒坂町集会所前 10：40 10：45
蘭町集会所前 11：00 11：10
小松野町大沼小松野団 
地ごみステーション 11：25 11：35

下山支所　西車庫前 13：05 13：15
「ロイヤルきりやま寮」 
駐車場（大沼町） 13：35 13：40

花沢２組集会所前 14：00 14：05
花沢５組コミュニティ 
センター前 14：25 14：30

花沢４組　榎木前団地前 14：45 14：50
稲武地区

５月 
18日（火）

河上瀬　松下恒男氏宅前 10：20 10：25
押山バス停 10：45 10：50
川手地区多目的共同利用施設 11：00 11：05
ＪＡあいち豊田稲武支
店裏駐車場 11：25 11：35

富永集会所 12：55 13：00
高田木集会所 13：20 13：25
小田木公民館前 13：40 13：45
西小田木公民館前 14：00 14：05

５月 
19日（水）

中乃屋前駐車場 10：10 10：15
大野瀬地区多目的研修集会施設 10：35 10：40
梨野消防ポンプ庫 10：55 11：00
稲武大桑老人憩の家 11：25 11：30
夏焼町集会所 13：05 13：10
藤原明人氏宅下県道待避所 13：20 13：25

月日 会場名 開始 終了

５月 
19日（水）

中当老人憩の家 13：40 13：45
稲武支所 14：00 14：05
黒田集会所 14：20 14：25

旭地区
４月16日（金）笹戸公会堂 15：00 15：05

５月 
12日（水）

元榊野無人販売所 10：30 10：35
敷島会館 10：45 10：50
大坪神社鳥居前 11：00 11：05
池島公民館 11：20 11：25

５月 
13日（木）

田津原公会堂 10：15 10：20
時瀬　松寿建設前 10：50 10：55
浅野会館 11：10 11：15
須渕神社 11：30 11：35
上切神社 12：50 13：00
旭支所　地下車庫前 13：25 13：40
有間白鳥神社 13：50 13：55

５月 
14日（金）

築羽会館 10：00 10：05
旭八幡ライスセンター 10：15 10：20
万町公会堂 10：40 10：45
太田区民館 11：00 11：05
押井公会堂 11：20 11：25
惣田神社 11：40 11：45

５月18日（火）加塩集会所 14：50 14：55
小原地区

４月 
16日（金）

小原北集会所 10：05 10：10
農業者健康管理センター 10：25 10：30
旧大ケ蔵連集会所駐車場 10：45 10：50
松名集会所 11：05 11：10
旧小原交流館永太郎分館駐車場 11：25 11：30
北栄児童館下駐車場 12：50 13：00
東郷集会所 13：20 13：25
宮代バス停 13：40 13：45
岩下集会所 14：00 14：05
涼堂集会所 14：20 14：25
平畑集会所 14：40 14：45

４月 
21日（水）

大平児童館 10：05 10：10
荷掛集会所 10：20 10：25
大洞集会所 10：35 10：40
乙ケ林集会所 10：50 10：55
沢田集会所 11：05 11：10
下仁木集会所 11：25 11：30
小原支所駐車場 13：00 13：05
喜佐平集会所 13：20 13：25
寺平口ごみステーション 13：45 13：50

５月13日（木）川下ごみステーション 14：15 14：20
・イヌの放し飼いは禁止です
・散歩中の飼いイヌのフンは必ず持ち帰り

ましょう
・尿も水で洗い流すなどし、周りに迷惑を

かけないようにしましょう
・体調に不安のある人は来場を控えてくだ

さい
・会場ではマスクの着用などの咳エチケッ

ト、手指のアルコール消毒にご協力くだ
さい


