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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

●市立こども園夏季保育パート
時７・８月の毎週月～金曜日のうち
週２日以上　※午前９時～正午　所
市立こども園　内保育補助（子ども
の身の回りの世話、子どもと遊ぶ）、
環境整備（草取り、掃除な

ど）、教材制
作（行事の準備、玩具などの制作・
修理な

ど）　報酬時給1,000円（保育士
資格・幼稚園教諭免許を持つ場合は
時給1,070円）　採用方法登録制。登
録時の面接・書類選考の上、勤務可
能時間帯や勤務場所などを考慮して
採用決定。採用内定者にのみ電話連
絡　他交通費の支給制度有り　申・
問６月18日（金）までに資格・免許の
写し（取得見込みの証明書）、証明写
真を持って直接保育課（☎34・6809、
FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.
jp）　※申込み期限以降も８月20日

（金）まで随時受付

HP番号／1043511

国際まちづくり推進課
（☎34・6963 FAX34・6681
✉kokusai@city.toyota.aichi.jp）

●姉妹都市デトロイト市とのオンラ
イン交流参加者
対次の全てを満たす人①市内在住で
高校か高専（高専は３年生以下）に在
学している　②英語の学習、異文化
体験に意欲がある　③自宅などでオ
ンライン環境を整えることができる　

④今後の姉妹都市交流事業に積極的
に参加できるな

ど　時７月21日（水）～
12月中旬　内日本語・英語での異文
化交流　定選考10人　申６月21日 

（月）までに国際まちづくり推進課、
ＴＩＡなど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、Ｅメールか直接国際まちづくり
推進課（〒471・8501、西町３－60）

青少年センター
（☎32・6296 FAX32・6298
✉youth@hm2.aitai.ne.jp）

●「高校生ボランティアスクール」受
講者

対市内在住・在学かみよし市在学の
高校生　時７月31日（土）～来年２月
13日（日）の土・日曜日、祝日、夏休
み、冬休み　所青少年センターほ

か　
内公共イベントでのボランティア体
験な

ど　定選考50人　申６月30日（水）
までに電話、Ｅメールか直接同セン

ター　※青少年センターホームペー
ジからも申込み可

豊田スタジアム
（☎87・5200 FAX87・5201）

●TOYOTA STADIUM 20周年記
念フォトコンテストの写真

内豊田スタジアムに訪れたときの思
い出や自分だけが知っている豊田ス
タジアムのお気に入りスポット、情
景などを撮影したもの　申６月１日

（火）～８月31日（火）に豊田スタジア
ムホームページに必要事項を入力

次世代産業課
（☎47・1250 FAX47・1252
✉monozukuri-sozo@city.toyota.aichi.jp）

●「ものづくりミライ塾」第６期生
対市内在住・在勤の20～39歳（社会
人経験３年以上推奨）　時９月から
原則２年間の毎週水曜日午後６～９
時　所ものづくり創造拠点　内共同
で企画から完成まで一連の新製品開
発を経験し、企業の中核となるもの
づくり人材を目指す　テーマ「社会
に役立つ」「今までにない」大きなテ 
ーマ　定選考20人　￥7,000円程度／
年（保険代実費相当）　申７月31日

◆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。

受診・相談センター

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
電話相談窓口

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 
相談できます
FAX34・6929 
✉hokansen@city.toyota.aichi.jp

 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 

市ホームページ

新型コロナウイルス 
感染症に関する最新情報
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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
▲

（土）までにものづくり創造拠点ホー
ムページからダウンロードした申込
書をファックスかＥメールで同課

キラッ☆とよた
（☎31・7780 FAX31・3270
✉clover@city.toyota.aichi.jp）

●キラッ☆とよたコラボ事業

対市内で活動する５人以上の団体　
内男女共同参画の推進をテーマとし
た講座・セミナーへの支援（講師料
助成（上限２万5000円）、会場の貸出
し、事業ＰＲなどの支援）　定選考
４事業程度　申６月５日（土）～来年
１月30日（日）にキラッ☆とよたホー
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
直接キラッ☆とよた（産業文化セン

ター内、〒471・0034、小坂本町１－
25）

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

●助成文化事業
対市内を基盤として文化芸術創作活
動を行う団体か個人が９月１日（水）
～来年３月31日（木）に行う事業　募
集部門文化体験事業、文化交流事業、
文化地域貢献事業　助成額３万円 

（上限）　他審査会による審査有り　
申６月30日（水）までに市民文化会館
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所定の用紙を
直接市民文化会館

地域文化広場
（☎53・0671 FAX53・5086
✉chibun@homex-co.com）

●みんなのギャラリー出展者
対市内在住の個人か団体　時７月１
日（木）～31日（土）　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６月５日（土）
午前10時から電話か直接同広場

とよた元気プロジェクト実行
委員会

（☎32・4595 FAX34・1777）

●とよたＰＲ大使９期生
対市内在住・在勤・在学の18歳以上　
※高校生やモデル専属契約者、勤務
先などの承諾を得られない人は不可　
内とよたの魅力を市内外に向けてＰ
Ｒする　定選考３人　申７月16日 

（金）までにとよた元気プロジェクト
ホームページからダウンロードした
申込書を郵送か直接豊田商工会議所

（〒471・8506、小坂本町１－25）

「子ども会議×ＳＤＧｓ」 
子ども委員・大学生サポーターを募集します

●問合せ　次世代育成課（☎34・6630 FAX34・6938 ✉jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1043512

まちづくりについて子ども同士で話し合いを行う、子ども会議の委員・大学生サポーターを募 
集します。今年度は「ＳＤＧｓ～子どもの視点で食品ロスについて考えてみよう～」をテーマに、 
地域で経験したことをもとに提案を考え、発表します。
■募集内容

区分 対象 内容 定員

子ども委員 小学５年～高校生（市内在住・在学）
※17歳までの在勤者も可

子どもにやさしいまちづくりについての調
査、研究活動、提案発表 20人～30人程度

大学生サポーター 大学生な
ど

子どもの意見や活動について一緒になって
考え、子どもの主体的な活動をサポート 10人程度

■活動期間 
７月～来年３月

■とき 
７月11日（日）、21日（水）、８月25日（水）、10月30日（土）、 
来年１月16日（日）　※その他活動日有り

■ところ　 
青少年センターな

ど

■申込み　 
次世代育成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６月23日（水）までに郵送かファックスで次世代育 
成課（〒471・8501、西町３－60）
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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

納期限６月30日（水）　市県民税１期　
国民健康保険税１期　介護保険料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。※国民健康保険に加入されて
いる場合は、世帯主の変更や加入さ
れている世帯員の転居などにより、
口座振替ができなくなる場合があり
ますのでご注意ください。各納税通
知書は６月中旬発送予定　問債権管
理課（☎34・6619、FAX31・4489、✉
saiken-kanri@city.toyota.aichi.jp）

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７月３日（土）、７日（水）、11日

（日）午前10時15分～午後１時、21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　定各先着３人　他予約優先。
オンライン相談も可　申６月５日

（土）午前10時から電話、ファックス、
Ｅメールか直接同室

環境政策課
（☎34・6650 FAX34・6759
✉kansei@city.toyota.aichi.jp）

●地球と家計にやさしい家「ＺＥＨ」
補助金活用セミナー
時６月26日（土）午後１時30分～３時
30分　内ＺＥＨについて専門家が紹
介、補助制度の説明　他オンライン
視聴で参加　※パソコン、インター
ネット環境の準備や操作は参加者が
行う　申ＥメールでＺＥＨセミナー
事務局（✉zeh@chunichi-adnet.co.jp）

HP番号／1022648

縦覧
●豊田花園土地区画整理審議会委員
選挙の選挙人名簿
時６月７日（月）～20日（日）午前８時
30分～午後５時15分　所花園区画整
理事務所　選挙期日８月１日（日）　
問花園区画整理事務所（☎51・2888、
FAX51・2890、✉hanazono@city.toyota.ai

chi.jp）
●篠原町内産業廃棄物最終処分場の
変更許可申請書な

ど

時６月９日（水）～７月８日（木）　所
廃棄物対策課、保見交流館　問廃棄
物対策課（☎34・6710、FAX34・6976、
✉haitai@city.toyota.aichi.jp）

市民相談課 
（☎34・6626 FAX31・8252 
✉s_soudan@city.toyota.aichi.jp）

●人権問題や日常の悩みは人権擁護
委員にご相談ください
人権擁護委員山

やまだ

田正
まさあき

秋（上原町）　他
全29人のうち28人は広報とよた５月
号で紹介しています

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

●ジョブトレーニング　基礎から学
べるExcel初級講座
時７月７日（水）、９日（金）午前10時
15分～午後４時　所女性しごとテラ
ス　対全日程参加可能で女性しごと
テラスの相談利用歴があり、市内で
再就労を目指す女性　内企業交流会
有り　定抽選12人　他託児有り（１
回500円、６月23日（水）までに要予
約）　申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

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）

●空き家・相続に関する無料相談会

時６月26日（土）午前10時～午後１時　 
所KiTARA４階（オンラインでも可）　
申６月24日（木）までに電話かＥメー
ルで同センター

母子保健推進員・おめでとう訪問員を募集します

身近な育児の応援者として活躍する子育てボランティアを募集していま
す。希望する人は以下の講座を受講してください。

●子育てボランティア　母子保健推進員・おめでとう訪問員養成講座
■対象　 

市内在住で、受講後月２回程度のボランティア活動ができる人
■とき　 

７月12日（月）、８月３日（火）、23日（月）、９月６日（月）、27日（月）、 
10月４日（月）午後１時30分～３時

■ところ　 
保健センター

■内容　 
絵本の読み聞かせや遊びを通して子ども 
の発達や親子関係について学ぶ

■申込み　 
６月７日（月）午前８時30分から直接同課

HP番号／1039312

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



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.21文化・芸術 p.24知識・教養 p.28食・自然 p.30祭・体験 p.32スポーツ

生
活

 　   　   　 　

17

　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
▲

７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６月21日（月）、そのほかは６月７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） 毎週火・木・金曜日、７日、21日の水曜日午後１時30分～４時30分、14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） 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 ８日（木）午後１時30分～４時30分。１回45分
相続税・贈与税 ７日、21日の水曜日午前９時～正午。１回45分

登記 名義変更（司法書士） １日、８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） 15日（木）午前９時30分～正午。１回30分

不動産（宅地建物取引士） 13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） ２日、16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 28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） 12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） 13日、27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） 13日、27日の火曜日午前10時～正午、21日（水）午後１時30分～３時30分　※21日は稲武・下山支所、藤岡交流館でも開催

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、ミャンマー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６月５日（土）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 ５日（月）、10日（土）、17日（土）、23日（金）午後２時～５時。１回50分。各日先着３人 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６月５日（土）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６月14日（月）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 10日(土)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６月19日（土）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 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 14日（水）午後１時30分～３時40分。１回60分。先着２人 要弁護士 28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 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 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
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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

豊田加茂農林水産事務所農業改良普及課
（☎32・7509 FAX35・0416
✉toyotakamo-fukyu@pref.aichi.lg.jp）

●新規就農相談会

時６月26日（土）午後１時～４時　所
豊田加茂総合庁舎　対市内かみよし
市で新たに農業に取り組む意欲のあ
る人　内就農準備と農地制度の説明、
先輩農業者の事例発表、個別相談、
先輩農業者への個別質問な

ど　定先着
20人　申６月７日（月）午前９時から
申込み事項と個別相談希望の有無を
ファックスかＥメールで同課

シルバー人材センター
（☎31・1007 FAX34・3238
✉toyota@sjc.ne.jp）

●包丁とぎ
時６月21日（月）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）サッカーシュー
ズ（21.5㌢）、ベビーバス、卓球ラケ
ット、豊田北高男子・女子制服、事
務机＆椅子、習字道具、防犯窓ロッ
ク錠　ゆずります（有料）歩行田植機

（２条植え）、琴一式、カーテン、卓
上織り機、キルトスタンド、毛糸紡
ぎ車、女児用スニーカー（19～20㌢）　
ゆずってください充電式耕運機、ベ
ビーフェンス、子ども用補助便座、
三輪車、通学用自転車、ホームベー
カリー、蒸し器、掃除機　他５月10
日現在の登録品の一部

●親子むし歯予防教室（はじめての
歯みがき）
時６月28日（月）午前10時30分～11時
15分　所とよた子育て総合支援セン
ター　対市内在住で６～11か月の子
と保護者　内むし歯予防についての
講話　定先着15組　申６月７日（月）
午前９時から市ホームページに必要
事項を入力

西部体育館
（☎32・5541 FAX35・7123）

　いずれもところは西部体育館。定
員は抽選20組。参加費は5,500円。申
込みは６月13日（日）午後９時までに
直接同体育館。
●ベビーマザースキンシップ

時７月２日～９月17日の毎週金曜日
午前９時10分～10時10分　※７月23
日、８月13日は休み　対２か月～１
歳児と保護者　内音楽に合わせた楽
しい体操
●幼児体操教室
時７月２日～９月24日の毎週金曜日
午後５時～６時　※７月16日、23日、
８月13日は休み　対年少～年長　内
とび箱・マット・鉄棒などを使った
運動
●ママとベビーのタッチケア
時７月７日～９月15日の毎週水曜日

放課後児童クラブ支援員・補助員を募集します

通常学期中 夏休み 
（７月21日（水）～８月31日（火））

職種 放課後児童補助員（有資格者は支援員）

勤務時間 授業終了後～午後６時30分 午前７時15分～午後６時30分

勤務日 月～金曜日のうち週３日程度（シフト制）

勤務場所
①小清水小・寺部小　②旧町村部　③上郷・高岡地区　④高橋・
松平地区（寺部小を除く）　⑤朝日丘中学校区　⑥挙母・猿投・保
見地区（小清水小を除く）　⑦浄水中学校区

勤務内容 学童の保育、支援

給与 時給1,000円から（有資格者は1,050円から）、交通費支給

申込み
証明写真、印鑑を準備して直接①は次世代育成課、②・③はトライ
グループ、④はホーメックス（運転免許のコピーも必要）、⑤は朝日
丘コミュニティクラブ、⑥は大和社会福祉事業振興会、⑦は浄水ま
ごころスクール

●問合せ 
　次世代育成課（☎34・6630 FAX34・6938 ✉jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1004832
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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
▲

午前９時30分～10時30分　※８月11
日は休み　対２～11か月の乳児と保
護者　内オイルを使用したタッチケ
ア＆楽しい手遊び

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／1023701

●パパママ教室～１stマタニティ～
時６月26日（土）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」　定各先着
30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
６月７日（月）

HP番号／1037601

●ふれあい子育て教室
時６月28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６月～８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６
月７日（月）

HP番号／1009078

●２ndマタニティ教室
時７月12日（月）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　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６月14日（月）

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

●子育てママのための英会話教室

時７月の毎週木曜日午前10時45分～
11時45分　所猿投棒の手ふれあい広

場　対未就園児の母親（子ども同伴
可）　定先着12人　￥5,000円　申６
月17日（木）午前９時から電話か直接
同広場

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

●赤ちゃんのための絵本講座

時①７月７日（水）　②８日（木）　③
９日（金）　※いずれも午前10時30分
～11時30分　所中央図書館　対①②
０歳児と保護者　③１歳児と保護者　 
内赤ちゃんと触れ合いながら楽しめ
る絵本の読み方・選び方　定①②抽
選８組　③抽選６組　申６月23日 

（水）までに申込み事項と赤ちゃんの
生年月日、希望コースをハガキで中 
央図書館（〒471・0025、西町１－200）　
※当選者のみ６月30日（水）までに連
絡。中央図書館ホームページからも
申込み可

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を支給します
●問合せ　子ども家庭課（☎34・6636 FAX32・2098 ✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1043454

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、給付金を支給して生活の
支援を行います。
■支給額　児童１人当たり一律５万円
■申請の有無

対象者 申請
①令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている人 不要
②公的年金などを受給していることで、令和３年４月分の児童扶養手当の支給が全額停止している人な

ど 必要

③次のすべてを満たす人
・申請する時点で、令和３年４月分の児童扶養手当の認定を受けていない受給資格者か児童扶養手当

の支給が全額停止している人な
ど

・ひとり親で新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後１年間の収入見込額が
児童扶養手当の支給を受けている人と同じ水準となっている人

必要

　申請が必要な②③の人は、以下のように申請してください。
■申請期間　６月１日（火）～来年２月28日（月）　※消印有効
■申請窓口・方法　郵送や窓口で配布する申請書を郵送か直接子ども家庭課（〒471・8501、西町３－60）
■そのほか　その他の低所得子育て世帯分の給付金については、国からの通知が届き次第お知らせします
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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

地域文化広場
（☎53・0671 FAX53・5086
✉chibun@homex-co.com）

●ベビースキンシップ＆ママヨガ教
室
時７月21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６月16日（水）午
前10時から電話で同広場

キラッ☆とよた
（☎31・7780 FAX31・3270
✉clover@city.toyota.aichi.jp）

●子育てについてみんなで語ろう！
パパのトーク会
時７月10日（土）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた（産業文化センター
内）　対市内在住・在勤で未就園児
の子を持つ父親か妊婦の夫　内子育
てに対する不安や悩みなどについて
ファシリテーターを交えて話し合う　
定先着15人　￥500円　他未就学児
の託児有り（有料、７月３日（土）ま
でに要予約）　申６月５日（土）午前
10時から電話でキラッ☆とよた　※
キラッ☆とよたホームページからも
申込み可

猿投北交流館
（☎45・5480 FAX45・5612
✉ph-sanagekita@city.toyota.aichi.jp）

●親子であそぼ！
時７月７日（水）午前10時～正午　所
猿投北交流館　対未就学児と保護者　
内親子でふれあい遊び、七夕のもの
づくり　定先着15組　￥150円　申
６月16日（水）午前９時30分から電話
か直接同館

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

●おはなしひろば
時６月22日（火）午前10時15分～10時

45分　所高橋コミュニティセンター　
対６か月～６歳の子と保護者　内絵
本の読み聞かせ、エプロンシアター、
ブラックシアター　定先着30組　申
当日直接会場

●発達障がい　子育ておはなし会
時７月26日（月）午前10時30分～正午　
所市役所　対発達障がい児の保護者　
内発達障がい児の子育て経験のある
親が、進学・受験について参加者か
ら話を聞く　定先着20人　申６月７
日（月）午前９時から電話、ファック
ス、Ｅメールか直接同課

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

●若年性認知症本人・家族会スマイ
ル
時７月28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
７月27日（火）までに電話かＥメール
で同課

基幹包括支援センター
（☎63・5279 FAX63・5281 
✉kikan5279@gmail.com）

●認知症介護家族会

時７月７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「わ
たしの介護経験談」（認知症介護経験

者による講話）、交流会な
ど　申７月６

日（火）までに電話かファックスで同
センター

地域医療センター
（☎34・3002 FAX33・8710）

　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６月10日（木）午前８
時30分から電話で同センター。
●レディース検診
時７月７日、21日の水曜日　対令和
３年４月２日～令和４年４月１日に
19～39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　￥1,500
円

●骨粗しょう症検診
時７月６日、20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　￥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

豊田ほっとかん
（☎36・3000）

●じゅわじゅわ健康講座

時６月16日（水）午後１時～２時30分　
所温浴施設じゅわじゅわ　内水中運
動　定先着15人　￥500円　持ち物
水着、タオル、バスタオル、水分補
給出来るもの（必要な人）　申６月５
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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
▲

日（土）午前10時から電話か直接豊田
ほっとかん

成年後見支援センター
（☎63・5566 FAX33・2346
✉s-shien@toyota-shakyo.jp）

●とよた市民後見人養成講座事前説
明会
時６月26日（土）午後１時30分～３時
30分　所福祉センター　内成年後見
制度の概要、とよた市民後見人養成
講座の説明　申６月５日（土）～23日

（水）に電話、ファックス、Ｅメール
で同センター

身障協会
（☎31・2941 FAX33・0114）

●意思疎通支援者養成講座「手話レ
ベルアップ」
時７月15日～12月16日の毎週木曜日
午後１時～３時　所福祉センター　
対意思疎通支援者養成講座（手話）入
門・基礎コースを修了した人　内手
話を学びながら、聴覚障がい者に対
する正しい理解を深める　定抽選20
人　他テキスト代実費　申７月５日

（月）までに申込み事項と年齢、ファ
ックス番号、志望理由を往復ハガキ
で身障協会（〒471・0062、西山町５
－２－６）

　いずれもところは地域文化広場。
●けやき茶房
時７月３日（土）、４日（日）、24日

（土）、25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７月10日（土）、11日（日）、24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

の参加可）　定先着20人　￥3,000円　
申６月12日（土）午前10時から参加費
を添えて直接同広場
●フラワーアレンジメント教室
時①７月１日、15日の木曜日　②７
月４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　②5,000円　
申６月17日（木）午前10時から参加費
を添えて直接同広場

産業文化センター
（☎33・1531 FAX33・1535）

●喜楽亭七夕茶会
時７月３日（土）午前10時～午後３時　
所喜楽亭　席主簑田宗焦（裏千家芭
蕉の会）　定先着100人　呈茶料350
円　申６月５日（土）午前10時から電
話で同センター

コンサートホール・能楽堂
（☎35・8200 FAX37・0011）

●とよたハートフルコンサート2021　
親子で楽しむ名フィル・コンサート
時７月18日（日）午後２時開演　所コ
ンサートホール　出演中井章徳（指
揮）、橋本千波（司会）、名古屋フィル
ハーモニー交響楽団（管弦楽）　曲目
映画「美女と野獣」より、オーケスト
ラ・ストーリーズ「となりのトトロ」、 
パプリカほ

か　￥2,000円（25歳以下1,0
00円）　※全席指定。未就学児入場
不可　申６月５日（土）午前10時から
電話か直接コンサートホール　※コ
ンサートホールホームページからも
申込み可
●市役所ロビーコンサート
時６月23日（水）午後０時20分～０時
50分　所市役所　出演とりあえずカ

ルテット（フルート四重奏）　曲目森
山良子／この広い野原いっぱい、い
ずみたく／見上げてごらん夜の星を、
葉加瀬太郎／情熱大陸ほ

か

発見館
（☎33・0301 FAX33・0319
✉hakken@city.toyota.aichi.jp）

●自由散策「夏のぶらコロモ～路地
めぐり編～」　
時６月１日（火）～８月31日（火）午前
９時～午後４時　内地図を片手に名
鉄豊田市駅付近の路地や緑陰歩道な
どの水辺を散策（約2.5キロ㍍。ガイ
ドなし）　他参加者には粗品贈呈

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６月27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６月12日

（土）午前９時から電話か直接同セン
ター

豊田フィルハーモニー管弦楽団
（岡松☎090・8046・1218）

●豊田フィルハーモニー管弦楽団　
定期演奏会
時６月20日（日）午後２時開演　所コ
ンサートホール　内チャイコフスキ
ー／交響曲第１番「冬の日の幻想」ほ

か　
￥1,000円　※チケットはコンサート
ホール、市民文化会館にて販売　他
未就学児は入場不可

浄水交流館
（☎42・5920 FAX42・5930
✉ph-josui@city.toyota.aichi.jp）

●夜のコンサートⅠ　心ときめく管
楽アンサンブル
時６月20日（日）午後６時～７時　所
浄水交流館　定先着90人　申６月５
日（土）午前９時30分から電話か直接
同館
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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

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
が必要な場合は、小学生以下は保護
者同伴、申込みは申込み期限までに
申込み事項と学年（中学生以下）、希
望時間（第２希望まで）を往復ハガキ

（１枚で１講座、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
●はじめてのやきものづくり「ラン
プシェード」
時６月20日（日）午後１時～３時　対
小学生以上　内粘土１キロ㌘でラン
プシェード（シェードのみ）を制作　
定抽選12人　￥1,500円（中学生以下
1,000円）　他作品は焼成して後日お
渡し　申込み期限６月10日（木）
●筒描技法で植物文様のハンカチを
作ろう
時６月27日（日）午後１時～４時　対
小学５年生以上　内45㌢四方のハン
カチにデザイン・糊置きをし、化学
染料で染色　定抽選12人　￥2,500円　
申込み期限６月15日（火）

●とんぼ玉講座
時①７月２日、16日、８月20日、９
月３日、17日の金曜日　②７月３日、
17日、８月21日、９月４日、18日の
土曜日　※いずれも午前10時～正午、
午後１時～３時　対全日程参加でき
る人　定各抽選12人　￥初級者7,000
円、上級者１万3,000円　※いずれも
材料費別途4,500円程度　申込み期限
６月17日（木）
●ガス窯陶芸講座
時①７月３日、17日、８月７日、21
日、９月11日、25日の土曜日午前９
時～正午　②午後１時～４時　③７
月４日、18日、８月８日、22日、９

月12日、26日の日曜日午前９時～午
後３時　※７月18日、８月22日は正
午まで　対全日程参加できる人　内
ひも作り、タタラ成形などによる作
品作り　定各抽選14人　￥①②5,100
円　③7,900円　他作陶日（３回）の粘
土は①②は２キロ㌘、③は３キロ㌘
を使用　申込み期限６月17日（木）

●挙母木綿手紡ぎ・手織り講座（初
級）
時７月７日、21日、８月４日、25日、
９月15日の水曜日午前10時～午後３
時　対全日程参加できる人　内糸車
を使った糸紡ぎとはた織り体験　定
抽選11人　￥6,500円（初めての受講
者は7,000円）　申込み期限６月17日

（木）
●絞り染め講座
時７月８日、22日、８月５日、26日、
９月９日の木曜日①午前10時～正午　 
②午後１時～３時　対全日程参加で
きる人　内巻上げ・板締など絞りの
伝統的な技法で制作（化学染料で染
色）　定各抽選11人　￥初級者6,000
円、上級者8,500円　※別途材料費5,0 
00円程度　申込み期限６月17日（木）
●藍染め講座
時７月10日、24日、８月７日、28日、
９月11日の土曜日午前10時～午後３
時　対全日程参加できる人　内巻上
げ・板締など絞りの伝統的な技法で
制作（藍で染色）　定抽選11人　￥初
級者１万2,000円、上級者１万5,000円　
※別途材料費6,000円程度　申込み期
限６月17日（木）
●染織講座（初級）　
時７月20日、８月３日、24日、９月
７日、21日の火曜日午前10時～午後
３時　対全日程参加できる人　内草
木を使った染色と卓上織機での簡単
な織り　定抽選11人　￥7,000円　※
別途材料費1,000円程度　申込み期限
６月17日（木）

●植物文様の民芸　イメージ和菓子
時６月12日（土）、13日（日）午前10時
～午後４時　内企画展「植物文様の
民芸」の展示品をイメージした和菓
子を提供　￥一服400円　※各日個
数限定（なくなり次第通常の和菓子
で提供）
●福を呼び込む大漁旗展
時６月26日（土）～８月１日（日）　内
漁からの帰還に大漁であったことを
知らせる鮮やかでおめでたい図柄の
大漁旗を約10点紹介

市民ギャラリー
（☎33・2112 FAX33・2144
✉tcul19@hm5.aitai.ne.jp）

●豊田市民ギャラリー展（総合）
時６月18日（金）～20日（日）午前10時
～午後６時（20日は午後５時まで）　
所市民ギャラリー　内リトルアート
スクール・硬筆研究小歩会などによ
る合同作品展

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。定員は先着50人。
●ナショナルデー「インド」
時６月13日（日）午後２時～３時　内
インド人講師による英語でのインド
文化紹介（逐次通訳有り）　申６月５
日（土）午前10時から電話かＥメール
でＴＩＡ
●E-IFF英語サロン「Russia Tod
ay」
時７月11日（日）午後１時30分～３時　
内ロシア出身講師による英語でのス
ピーチ　他オンライン参加も可　申
６月５日（土）午前10時から電話でＴ
ＩＡかＥメールでE-IFF（enjoytoyota
eiff@gmail.com）
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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
▲

情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況をお知らせします
●問合せ　法務課（☎34・6608 FAX33・2221 ✉houmu@city.toyota.aichi.jp）

１　令和２年度の公文書開示請求件数は795件
　令和２年度中の開示請求件数は、795件で、不開示決定についての審査請求は２件ありました。また、歴史公文書の
開示請求はありませんでした。
　市が出資などをしている20団体については、全体で２件の開示請求がありました。

●公文書の情報公開開示決定状況

請求件数 決定件数 取下げ  拒否全部開示 部分開示 不開示
行政文書 795 403 166 203 23 ０

歴史公文書 ０ ０ ０ ０ ０ ０

●実施機関別の行政文書開示請求状況
実施機関 請求件数

市長 707
教育委員会 22
農業委員会 ４
事業管理者 34

消防長 13
議会 15
合計 795

２　個人情報ファイルの届出件数は303件、令和２年度の自己情報の開示請求件数は110件
　「豊田市個人情報保護条例」に基づく「個人情報ファイル」の各実施機関からの届出は、303件でした。令和２年度の
開示請求件数は110件で、不開示決定についての審査請求はありませんでした。
　市が出資などをしている20団体については、全体で23件の開示請求がありました。

● 個人情報ファイルの届出状況
実施機関 届出件数

市長 219
教育委員会 13

選挙管理委員会 ３
農業委員会 ３
事業管理者 25

消防長 39
議会 １
合計 303

●実施機関別の個人情報開示請求状況
実施機関 請求件数

市長 57
教育委員会 ６

選挙管理委員会 45
消防長 ２
合計 110

●出資法人等の情報公開開示決定状況

団体名 請求件数 決定件数
全部開示 部分開示 不開示

豊田市 
土地開発公社 ２ ０ ２ ０

合計 ２ ０ ２ ０

●個人情報開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況
開示請求件数 訂正請求件数 利用停止請求件数

110 ０ ０

●個人情報の開示決定状況

開示請求件数 決定件数 取下げ 却下全部開示 部分開示 不開示
110 20 39 49 １ １

●出資法人等の個人情報開示決定状況

団体名 請求件数 決定件数
全部開示 部分開示 不開示

社会福祉法人
豊田市社会福祉協議会 １ ０ １ ０

公益財団法人
豊田地域医療センター 22 16 ０ ６

合計 23 16 １ ６

HP番号／1005117・1005130
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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

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　創作バッグ展「きもの
からおびからの物語」
時６月２日（水）～29日（火）午前９時
～午後９時　内着物リメイク作品展

●市民文化講座・映画塾
時７月14日（水）午後２時～４時　内
映画「バズビー・バークリーの集ま
れ！仲間たち」の鑑賞・レクチャー
を通じて人生の機微を味わう　定先
着30人　￥300円　申６月11日（金）

午前９時から電話か直接同ライブラ
リー

●教科書展示会
時６月４日（金）～７月１日（木）①中
央図書館／午前10時～午後８時　②
足助交流館／午前９時～午後８時　
※いずれも最終日は午後４時まで　
内小・中学校の教科書の見本を展示

防災対策課
（☎34・6750 FAX34・6048
✉bousai@city.toyota.aichi.jp）

●自主防災リーダー養成講座（一般
募集）
時／所①６月26日（土）午前９時～午

後５時／上郷交流館・愛知工業大学
（オンライン受講）　②７月３日（土）
午前10時～午後４時／愛知工業大学

（対面受講）　対市内在住・在勤の人　
内地域で防災活動・啓発を推進する
リーダーを養成する講座①あいち防
災・減災カレッジによる基礎講座　
②新洪水ハザードマップを使ったマ
イ・タイムラインの作成や、家具固
定の講座　定先着20人　他２日とも
受講した人には修了証を発行。愛知
工業大学共催　申６月７日（月）午前
９時から電話で同課

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

　いずれもところは中央図書館。
●読み聞かせレベルアップ講座
時６月25日（金）午前10時30分～正午　
内わらべうたとおはなし会に使える
小道具の紹介　定抽選45人　申６月
12日（土）までに直接同館　※当選者
のみ６月18日（金）までに連絡。中央
図書館ホームページからも申込み可

●小学生のための調べる・伝える学
習教室
時７月11日（日）午前10時15分～正午　
対①小学１～３年生（保護者同伴）　 
②小学４～６年生　定各先着20人　
申６月５日（土）午前10時から電話か
直接同館
●調べる・伝える学習を楽しもう！
～保護者編～
時７月18日（日）午前10時15分～正午　
対小・中学生の保護者　定先着40人　
申６月６日（日）午前10時から電話か

豊田地域医療センターの健診センターが 
リニューアルオープンします

●問合せ　地域包括ケア企画課 
　　　　　（☎34・6787 FAX34・6793 ✉hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp）
　　　　　運営に関することは地域医療センター（☎34・3000）

■とき　６月７日（月）
■リニューアルのポイント

①受付・会計システムの変更
　新たに自動受付機・自動精算機を設置します。設置により、予約時
間に番号順で呼び出しができるほか、密集や接触の軽減など、新型コ
ロナウイルス感染症対策を施します。

②誰にでも利用しやすい構造に
　車椅子の人でも利用しやすいよう、扉を引き戸にするなどバリアフ
リーを重視した構造になります。また、障がい者のほか、異性による
介助時やLGBT＋の人も使える個室の更衣室を設置します。

人間ドック食が 
変わります！

　６月21日（月）から、市農
産物の積極的な提供に取り
組むレストランがオープン
します。
　人間ドック受診者だけで
なく来院者も利用できます。

[営業時間] 
月～土曜日 

午前８時～午後２時

診療棟
昨年12月
オープン

健診センター
（地下1～地上1階）

健診棟
６月オープン

※６月～来年12月
　（予定）は診療棟
　入口を利用して
　ください

コミュニティ
プラザ
11月

オープン予定

《所在地：西山町３－30－１》
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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
▲

直接同館
●～とびだすしかけが楽しい～　ポ
ップアップカード講座
時７月10日（土）午後２時30分～午後
４時　対５歳以上（未就学児は保護
者同伴）　内簡単な仕掛けを覚えて、
ポップアップカードを作る　定先着
20人（同伴の保護者を含む）　申６月
15日（火）午前10時から電話か直接同
館
●植物の標本を作ろう～身近な植物
の生き残り大作戦！～
時７月17日（土）午前10時15分～午後
０時15分　対小学３～中学３年生　
定先着20人　申６月12日（土）午前10
時から電話か直接同館

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

●知らないと損しちゃう？～キャッ
シュレス時代のマネー講座
時７月14日、28日の水曜日午前10時
～正午　所石野交流館　対成人　定
先着20人　￥800円　申６月22日 

（火）午前９時30分から電話か直接同
館

キラッ☆とよた
（☎31・7780 FAX31・3270
✉clover@city.toyota.aichi.jp）

　いずれも申込みは６月５日（土）午
前10時から電話でキラッ☆とよた。　
※キラッ☆とよたホームページから
も申込み可
●こころと身体のセルフケア
時７月８日（木）午前10時～11時30分　
所市内　対市内在住・在勤でパート
ナーからのモラルハラスメントなど
ＤＶに悩む女性　内ＤＶが起きる社
会背景、被害を受けた女性や子ども

が受ける影響、ストレス軽減・リフ
レッシュ法などを学ぶ　定先着12人　
他未就学児の託児有り（有料、７月
１日（木）までに要予約）　
●コロナ禍の今こそ学ぼう！アンガ
ーマネジメント
時７月10日（土）午後１時30分～３時
30分　所キラッ☆とよた（産業文化
センター内）　対市内在住・在勤の
人　内ストレスを大切な人や家族に
ぶつけない方法を学び、ＤＶや虐待
の防止を考える　定先着40人　他未
就学児の託児有り（有料、７月３日

（土）までに要予約）

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

　いずれもところは女性しごとテラ
ス。申込みは６月５日（土）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。雇用保険求職活動の
実績に認定
●セミナー　選ばれる応募書類・面
接レベルアップ・効果的な自己ＰＲ
時６月25日（金）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤・在学・在活動中
か市内で就職希望の女性　内履歴書、

職務経歴書の基本や面接対策のポイ
ントの解説。自己ＰＲについてのア
ドバイス　定先着11人　他託児有り 
（先着５人、500円、６月16日（水）ま
でに要予約）。オンライン受講可（先
着20人）
●在宅ワーク・テレワークセミナー
＆体験会
時７月５日～19日の毎週月曜日午前
10時30分～午後０時30分　対全日程
参加可能で市内在住・在勤・在学・
在活動中の女性　内現在の多様な働
き方の紹介。クラウドソーシングの
仕組みや仕事の種類の紹介と業務体
験　定先着11人　他託児有り（各日 
500円、６月25日（金）までに要予約、
先着５人）　

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

●ミニミニ盆栽３種
時６月26日（土）午前９時30分～11時
30分、午後１時～３時　所高橋コミ
ュニティセンター　内手のひらにの
る３㌢程度の３鉢に仕立てる　定各
先着25人　￥3,000円　申６月５日 

（土）午前９時から電話か直接同セン
ター

フードドライブで 
「もったいない」を「ありがとう」に

●問合せ　ごみ減量推進課 
　　　　　（☎71・3001 FAX71・3000 ✉gomigenryou@city.toyota.aichi.jp）

　家庭にある消費しない食品をお持ちください。食品を必要としている人
の支援に活用します。
■とき
　６月15日（火）～30日（水） 
　午前９時～午後５時
■ところ
　・清掃事務所（月～金曜日）
　・エコット（火～日曜日）
　・福祉センター（火～土曜日）
■集める食品

未開封のもので、常温で保存ができ、賞味期限が３か月以上残っている
食品（缶詰、飲料、菓子、乾物、インスタント・レトルト食品な

ど）
※アルコール飲料、生鮮食品、冷蔵・冷凍食品、自家製品（漬け物な

ど）は 
　受取不可
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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

とよしば
（☎50・8635 FAX50・8635
✉daisuke@koikeya-create.com）

●Monthly pickup book６月～天
気特集～
時６月２日（水）～30日（水）　所とよ
しば　内中央図書館がテーマに沿っ
て選んだ本を設置。絵本コーナーも
有り

とよた科学体験館
（☎37・3007 FAX37・3012）

　いずれもところはとよた科学体験
館。
●６月のプラネタリウム投映番組
投映開始

時刻 土曜日・祝日 日曜日

午前11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～

しまじろうと 
ながれぼしの
ねがいごと

午後２時
名探偵コナ
ン　灼熱の
銀河鉄道

新・恐竜
大進撃 
2020ver

午後４時 タッチ・ 
ザ・スター

ヒーリング
アース

定各先着150人　￥300円（４歳～高
校生100円）　他投映時間はいずれも
約45分間　※６日（日）午前11時、12
日（土）午後は中止
●街中の星見会「まちぼし」
時６月19日（土）午後７時から　※天

候不良時は中止　内街中で気軽に月
や惑星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）
●サイエンスショー「うきうきショ
ー～浮力のふしぎ～」
時６月５日（土）～27日（日）毎週土曜
日午後１時15分、日曜日午前10時15
分、午後１時15分　内水に浮くもの、
浮かないもののひみつを探る
●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①６月５日（土）・６日（日）・
12日（土）・13日（日）／みらくるレイ
ンボー　②19日（土）・20日（日）／外
輪船　③26日（土）・27日（日）／ぷら
ばんキーホルダー　※いずれも受付
時間午前10時～正午、午後１時30分 
～３時30分　定各日先着50人　￥100
円
●ワークショップ「Ⅹ線で見るとて
も小さな物質の世界」
時７月４日（日）午前10時～11時30分　
対小学５年～高校生　内Ⅹ線顕微鏡
の研究者による「ドラッグデリバリ
ーからはやぶさ２まで」の話とⅩ線
発生体験　定先着20人　申６月12日

（土）午前10時から電話で同館

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

　いずれもところは就労支援室。申
込みは６月５日（土）午前10時から電
話、ファックス、Ｅメールか直接同

室。
●セカンドライフ・キャリアセミナ
ー
時７月17日（土）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤で就職活動を希望
する45歳以上の人　内セカンドキャ
リアプラン就業編　定先着12人　他
予約優先。オンライン参加も可
●キャリアプランニングセミナー
時７月30日（金）午後２時～４時　対
市内在住・在勤・在学・在活動中の
人　内変化する社会で働ける力が自
分にあることを知る　定先着12人　 
他雇用保険求職活動の実績として認
定

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

　いずれもところはエコット。申込
みは６月５日（土）午前10時から電話
でエコット。
●かんたんエコ手芸教室～ネクタイ
リメイク～
時７月17日（土）午前10時～正午　対
成人　内ネクタイを使ってポシェッ
トを作る　定先着15人　￥300円

●ダンボールコンポスト講習（基礎
講座）
時７月18日（日）午前10時～11時30分　
内ダンボール箱を利用し、生ごみか
らの堆

たいひ

肥作りを学ぶ　定先着20人　 
￥500円　他子ども同伴可
●あまびえ様の張り子と小原和紙の
絵はがきを作ろう！
時７月31日（土）午後１時30分～３時

重伝建地区選定10周年事業キックオフイベント
●問合せ　文化財課足助分室 
　（☎62・0609 FAX62・0606 ✉bunkazai-asukebunshitsu@city.toyota.aichi.jp）

■とき
　６月20日（日）午前10時～午後

３時
■ところ
　旧田口家住宅（足助町本町８）
■内容
　文化財課職員による町並みの

解説や、東海民具学会会長に
よる「ＴＨＥ・民具ショー」な

ど
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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
▲

30分　対小学生以上（小学生は保護
者同伴）　定先着24人

市動物愛護センター
（☎42・2533 FAX80・2020
✉doubutsu-aigo@city.toyota.aichi.jp）

●老犬セミナー
時７月３日（土）午後１時30分～３時
30分　所市動物愛護センター　対イ
ヌを飼養している市民　※イヌの同
伴不可　内老犬の飼い方と介護の仕
方　定抽選15人　申６月11日（金）ま
でにハガキ、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）

愛知建築士会豊田支部
（芳

よしかた

形☎080・5120・9078
✉toyotakenjo@gmail.com）

●とよた女性建築士展「ほっとする
家」'21
時７月10日（土）午前10時～午後５時、
11日（日）午前10時～午後３時　所産
業文化センター産業交流コーナー　
内パネル展示①女性建築士と地域建
築士の作品紹介・活動報告　②防災
情報（家具転倒防止、避難所運営に
ついてのシミュレーションゲームの
様子）　③建築士の魅力紹介

シルバー人材センター
（☎31・1007 FAX34・3238
✉toyota@sjc.ne.jp）

　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６月７
日（月）午前９時から電話で同センタ
ー。
●ホームページ作成講座
時７月１日～８月５日の毎週木曜日
午前９時15分～正午　※７月22日は
休み　￥１万1,000円

●PowerPointを使ってみよう！！
時７月２日～16日の毎週金曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円
●エクセルでミニ家計簿作成
時７月５日～19日の毎週月曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円
●スクラッチプログラミング入門
時７月６日～27日の毎週火曜日午後
１時15分～４時　￥7,000円
●図形でお絵かき
時７月６日～20日の毎週火曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円
●よくわかるエクセル基礎講座
時７月７日～８月11日の毎週水曜日
午前９時15分～正午　￥１万2,200円
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時７月７日～28日の毎週水曜日午後
１時15分～４時　￥7,000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①７月５日、12日の月曜日　②20
日、27日の火曜日　※いずれも午後
１時～３時　￥5,500円
●洋裁教室
時来年３月31日までの毎週木曜日午
前10時～正午　※祝日は休み　￥１
回1,000円

とよたシニアアカデミー
（☎36・6363）

●はじめの一歩講座「初心者の木工
作　イスを作ろう！」
時７月３日（土）午前９時30分～正午　
所豊南交流館　対市内在住の人　内

木工グループから教わるイス作り　
定先着12人　￥800円　申６月５日

（土）午前10時から電話で同事務局

豊田高専総務課
（☎36・5828 FAX36・5930
✉koukai@toyota-ct.ac.jp）

　いずれもところは豊田高専。申込
みは６月30日（水）までに同校総務課
で配布か豊田高専ホームページから
ダウンロードした申込書を郵送、フ
ァックスかＥメールで豊田高専総務
課（〒471・8525、栄生町２－１）。
●コンクリートとプレストレストコ
ンクリートについて学ぼう！
時８月５日（木）午後１時～４時　対
中学生　定抽選12人
●レゴで体験！建築模型とまちづく
り講座
時８月６日（金）午前10時～午後３時　
対小学５年～中学生　定抽選12人
●女子中学生のための機械工学科女
子学生による講座
時８月６日（金）①午前10時～午後０
時30分　②午後１時～３時30分　対
女子中学生　内オリジナルマグネッ
トの製作　定各抽選12人
●ものづくり体験記～七宝焼・絞り
加工・スターリングエンジン～
時８月６日（金）午前９時30分～午後
３時30分　対小学５年～中学生　定
抽選18人
●マイコンロボットの製作とロボッ
トコンテスト

時８月16日（月）、17日（火）午前10時
～午後４時　対中学生　定抽選30人

（２人１組）　
●マイコンプログラミングで電子回
路を制御しよう
時８月18日（水）①午前９時～午後０
時30分　②午後２時～５時30分　対
中学生　定各抽選12人
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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

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６月19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　内経験豊富な
ソーシャルワーカーから、親子の信
頼関係をつくる声のかけ方を学ぶ　
定先着30人　申６月５日（土）午前９
時から電話で同ステーション

とよたキャリアカレッジ
（☎41・8871
✉office@8eight8.jp）

　いずれもところはキラッ☆とよた
（産業文化センター内）。対象は市内
在住・在勤の人。定員は先着11人。 
参加費は500円。申込みは６月５日

（土）午前10時からとよたキャリアカ
レッジホームページに必要事項を入
力。
●自身のコミュニケーションタイプ
を知ってキャリアに生かそう
時６月18日（金）午後１時30分～３時　
内自身のコミュニケーションタイプ
を知り、今後のキャリアに生かす方
法を考える
●アドラー心理学に学ぶ職場コミュ
ニケーションの実践
時７月16日（金）午後１時30分～３時　
内アドラー心理学の基本要素を押さ
え、事例を通して職場で実践できる
考え方を学ぶ

都市交通研究所
（☎31・7543 FAX31・9888）

●豊田まちと交通勉強会「自転車通
行空間の適正利用に向けて」
時６月16日（水）午後６時～７時　所
都市交通研究所　定先着15人　申６
月９日（水）午前10時から電話で同研
究所
●研究成果報告会
時７月１日（木）午後１時30分～４時
25分　所産業文化センター　内特別

講演、交通安全など交通に関する研
究発表　定先着90人　申６月７日 

（月）午前８時30分からファックスで
同研究所　※都市交通研究所ホーム
ページからも申込み可

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

●災害ボランティアコーディネータ
ー養成講座
時７月31日（土）午後１時～４時、８
月22日（日）、９月18日（土）、10月２
日（土）午前９時～午後４時　所福祉
センター　対全日程受講可能な市内
在住・在勤・在学の高校生以上で災
害時にコーディネーターとして活動
できる人　定先着20人　申６月15日

（火）午前９時から電話、ファックス
かＥメールで同協議会

とよた小さな片づけの会
（西郷☎070・1627・7625）

●家族みんなが使いやすいキッチン
の片づけ方
時６月26日（土）午前10時30分～正午　
所キラッ☆とよた（産業文化センタ
ー内）　定先着20人　￥500円　申６
月５日（土）午前10時からとよた小さ
な片づけの会ホームページに必要事
項を入力

●食品衛生責任者再講習会
時／所６月17日（木）／下山基幹集落
センター　18日（金）／旭交流館　23
日（水）／足助交流館　25日（金）／稲

武交流館　10月27日（水）／上郷交流
館　11月４日（木）／高岡コミュニテ
ィセンター　11日（木）／猿投棒の手
ふれあい広場　12月１日（水）／市民
文化会館　８日（水）／市民文化会館　
来年１月12日（水）／市民文化会館　
※いずれも午後２時～４時　対食品
衛生責任者　持ち物筆記用具、食品
衛生手帳（食品衛生協会、組合など
に加入している人のみ）

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

　いずれもところは西山公園。講座
の申込みは申込み開始日午前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。
●花とみどりの講座「庭づくり　楽
庭」
時７月１日（木）午前10時～正午　対
市内在住の人　内メンテナンスフリ
ーの庭づくりの提案　定先着30人　 
￥100円　申込み開始日６月８日（火）

●専門講座「二十四節気を寄せ植え
で楽しむ～花ごよみ～」
時７月７日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　内七夕の節句、夏の
花の寄せ植え　定先着20人　￥3,100
円　申込み開始日６月９日（水）

●花とみどりの講座「苔テラリウム
～小さな世界～」
時７月14日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　内苔でガラス容器の
中に小さな世界をつくる　定先着30
人　￥3,100円　申込み開始日６月15
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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
▲

日（火）
●展示会「細辛・寒葵の展示・販売」
時６月５日（土）、６日（日）午前９時
～午後４時　内豊田蘭友会による作
品の展示・販売　
●展示会「初夏の盆栽と山野草展示・
販売」
時６月19日（土）、20日（日）午前９時
～午後４時　内豊田緑化センター友
の会による作品の展示・販売

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

　いずれもところはエコット。申込
みは６月５日（土）午前10時から電話
でエコット。
●ハンバーガーから考えるＳＤＧｓ
時７月３日（土）午後１時30分～３時
30分　対小学生以上（小学生は保護
者同伴）　内ハンバーガーを題材に
持続可能な暮らしをするために私た
ちにできることを考える　定先着50
人
●エコット映画会～ガラスの地球を
救え！～
時７月24日（土）、25日（日）午前10時
～11時30分　内地球温暖化をテーマ
にしたアニメ映画「地球との約束」

「わたしたちの未来」を見る（上映時
間は１本あたり約30分）　定先着50
人

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。
●矢並湿地自由観察の日
時①６月20日（日）　②26日（土）　※
いずれも午前10時～午後０時30分。
雨天中止　所矢並湿地　内トンボや
草花の観察　定各先着15人　他旧鞍
ケ池公園駐車場の利用可　申込み開
始日①６月10日（木）　②16日（水）
●ヘイケボタルを見に行こう　
時①６月27日　②７月４日　③11日　

※いずれも日曜日午後７時30分～８
時30分。雨天中止　所自然観察の森　
対５歳以上　※中学生以下は保護者
同伴、５歳未満同伴不可　内夜の森
を歩いてヘイケボタルを探す　定各
先着15人　￥小学生以上100円　申
込み開始日①６月９日（水）　②19日

（土）　③29日（火）
●あべまきの会と森あるき「みどり
濃い初夏の森を歩こう」
時６月９日～７月７日の毎週水曜日
午前10時～正午　※雨天中止　所自
然観察の森　定各先着12人　申込み
開始日１週間前の同曜日　
●森のおはなし会「夏をまつ生きも
のたち」
時７月３日（土）午後２時～３時　所
自然観察の森　内絵本の読み聞かせ　
定先着12人　申込み開始日６月23日

（水）
●森あそび「ザリガニとカエル釣り」
時７月４日（日）午前10時～正午　所
自然観察の森　対親子　内外来種と
在来種について考える　定先着15人　
￥３歳以上100円　申込み開始日６
月24日（木）
●森のレンジャーと生き物調べ
時７月10日（土）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　所自然観察の森　
内レンジャーと生き物調査　定先着
15人　￥100円　申込み開始日６月
30日（水）
●渡邊智之氏講演会
時７月31日（土）午後１時～３時　所
自然観察の森　内写真家が見たキツ
ネの知られざる生態や人との関わり、
撮影の裏話な

ど　定先着30人　申込み
開始日７月１日（木）

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

　いずれもところはトヨタの森。
●ちびっこワンダーランド！はじめ
てのどろリンピック
時７月６日（火）午前10時～11時30分　
対未就学児を含む家族（小学生不可）
内森の田んぼの泥で親子一緒に楽し
く遊ぶ　定抽選15人　申６月23日 

（水）までに催し名と参加者全員の氏
名（ふりがな）・年齢・電話番号をＥ
メールでトヨタの森
●森歩きで二十四節気を楽しもう
時７月27日（火）午後１時～３時　内
大暑：キノコ博士によるキノコ観察
会　定先着20人　￥100円　他小学
生以下は保護者同伴　申６月７日

（月）午前９時から電話でトヨタの森

下山交流館
（☎91・1650 FAX91・1030
✉ph-shimoyama@city.toyota.aichi.jp）

●ささゆり散歩2021
時６月20日（日）午前10時～正午　所
下山交流館周辺ささゆり群生地　内
ささゆり観賞と保護活動報告　定先
着20人　申６月６日（日）午前９時30
分から電話か直接同館

鞍ヶ池あじさいの道26周年記念祭実行委員会
（堀田☎090・1622・8679
✉info@m-and-hsks.jp）

●鞍ヶ池あじさいの道25・26周年記
念祭
　アジサイやガクアジサイが見頃を
迎えます。
時６月12日（土）、13日（日）午前10時
～午後４時　所鞍ケ池公園東駐車場、
あじさいの道（鞍ケ池公園東側市道）　
内開会式、セレモニー、アジサイ鑑
賞な

ど。抹茶茶席や五平餅・山野草・
クッキーなどの出店有り

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

●やってみよう ｚe 川あそび♪
時６月13日（日）午前９時30分～正午　
所越戸公園　内様々な感覚で自然と
ふれあうネイチャーゲームを楽しみ
ながら、矢作川の生きものを捕まえ
る　￥200円（16歳以上300円）　他服
装は川に入れる上下・くつ・帽子。
たも網・バケツ・着替え・飲み物持
参　申当日開始30分前から直接越戸
公園駐車場
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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

高岡農村環境改善センター
（☎52・9931 FAX52・9932）

●「洋菓子作り」講習会
時６月22日（火）午前９時30分～午後
０時30分　所高岡農村環境改善セン
ター　内洋菓子店主に学ぶ、レアチ
ーズタルト作り　定抽選12人　￥1,5 
00円　申６月11日（金）までに往復ハ
ガキで高岡農村環境改善センター

（〒473・0933、高岡町長根17）

旭高原元気村
（☎68・2755 FAX68・2810
✉genkimura@hm.aitai.ne.jp）

　いずれもところは旭高原元気村。
申込みは申込み期限までにファック
スかＥメールで旭高原元気村。
●ライトトラップ講習会
時７月17日（土）、26日（月）午後３時
～９時　対小学生を含む家族　内光
で昆虫を呼び寄せるライトトラップ
の講習、昆虫の観察会　定各日抽選
20人　￥３歳以上500円　※別途食
事代（大人820円、子ども620円。申
込み時に種類と必要数を申請）　申
込み期限６月15日（火）
●ブルーベリージャムづくり体験
時７月25日、８月１日、８日の日曜
日午前10時～11時30分　内収穫、ジ
ャムづくり、試食会　定各日抽選15
人　￥３歳以上310円　※別途材料
費１セット1,230円。収穫したブルー
ベリーの購入は別途料金必要　申込
み期限６月20日（日）

●プラネタリウムを作ろう
時７月18日（日）、31日（土）午後３時
～９時　所旭高原元気村　対小学生
を含む家族　内プラネタリウム作り、
天文台での観望会・星の話　定先着
20人　￥３歳以上510円　※別途材
料費１セット2,040円と食事代　申６

月７日（月）午前９時から電話で旭高
原元気村

平戸橋いこいの広場
（☎45・7977 FAX45・7922）

　いずれもところは平戸橋いこいの
広場。参加費は各6,000円。申込みは
申込み開始日午前９時から電話か直
接同広場。
●ジュニアヒップホップダンス教室
時６月20日～８月29日の毎週日曜日
①午前９時～10時　②午前10時15分
～11時15分　③午前11時30分～午後
０時30分　※７月25日、８月８日、
15日は休み　対①年中～年長　②小
学１～３年生　③小学４～中学３年
生　定各先着15人　申込み開始日６
月５日（土）

●楽しく簡単にエクササイズ 
z

ズンバ

umbaⓇ教室
時７月２日～９月17日の毎週金曜日
午後２時～３時　※７月９日、23日、
８月13日、９月３日は休み　定先着
15人　申込み開始日６月12日（土）
●女性の美しさを引き立たせるベリ
ーエクササイズ教室
時７月６日～９月14日の毎週火曜日
午前10時～11時　※７月20日、８月
17日、31日は休み　対女性　定先着
15人　申込み開始日６月19日（土）
●インナーマッスルをしっかり鍛え
るボディリメイクヨガ教室
時７月６日～９月14日の毎週火曜日
午前11時10分～午後０時10分　※７
月20日、８月17日、31日は休み　定
先着15人　申込み開始日６月19日

（土）
●テニス教室（午前の部）
時７月９日～９月３日の毎週金曜日
午前９時30分～11時　※８月13日は
休み　定先着25人　申込み開始日６
月19日（土）

●テニス教室（午後の部）
時７月14日～９月８日の毎週水曜日
午後７時15分～８時45分　※８月11
日は休み　定先着28人　申込み開始
日６月19日（土）

●運動が苦手でも楽しめるフラダン
ス教室
時７月15日～９月16日の毎週木曜日
午後２時～３時　※７月22日、８月
12日は休み　定先着15人　申込み開
始日６月12日（土）

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。定員は先着30人。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。
●リンパストレッチ教室
時７月６日～８月24日の毎週火曜日
午後１時～１時50分　※８月10日、 
17日は休み　対成人　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　申込
み開始日６月６日（日）　
●ズンバⓇ火曜教室
時７月６日～８月24日の毎週火曜日
午後２時～２時50分　※８月10日、 
17日は休み　対成人　内ダンスフィ
ットネスエクササイズ　￥3,900円　
申込み開始日６月８日（火）
●女性のためのシェイプアップエク
ササイズ

時７月７日、14日の水曜日午前10時
～10時50分　対成人女性　内ストレ
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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
▲

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　￥
1,300円　申込み開始日６月９日（水）

西部体育館
（☎32・5541 FAX35・7123）

　いずれもところは西部体育館。定
員は抽選20人。申込みは６月13日

（日）午後９時までに直接同体育館。
●姿勢改善エクササイズ
時６月19日～９月18日の毎週土曜日
午後６時30分～７時30分　※６月26
日、７月10日、17日、８月14日、９ 
月11日は休み　対15歳以上　内骨盤
のゆがみを直す体操＆健康づくり　
￥4,950円
●みんなで楽しくＫ－ＰＯＰダンス
時７月３日～９月18日の毎週土曜日
午後５時～６時　※７月10日、17日、
８月14日、９月11日は休み　対小学
生以上　内初心者にも容易なＫ－Ｐ
ＯＰの曲に合わせたダンス　￥4,400
円

地域文化広場
（☎53・0671 FAX53・5086
✉chibun@homex-co.com）

　いずれもところは地域文化広場。
●ものづくりひろば
時７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）　内簡単に作れる紙工作　
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７月６日～27日の毎週火曜日午後
６時～６時50分　対小学生　内スポ
ーツ万能キッズを目指して、マット
やボールなどを使って体幹を鍛える　
定先着20人　￥3,200円　申６月８日

（火）午前10時から参加費を添えて直
接同広場
●水中運動教室
時６月の毎週土曜日午前９時～９時
50分　対18歳以上　内初心者向けの
水中運動　定先着20人　￥4,400円　 
申６月５日（土）午前９時から参加費
を添えて直接地域文化広場プール

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

●リラックス・ヨガ
時７月14日～28日の毎週水曜日午前
10時30分～11時30分　所藤岡ふれあ
いの館　対市内在住・在勤の人　内
無理なく始められるヨガ教室　定先
着20人　￥2,100円　申６月23日（水）
午前９時から電話か直接同館

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。
申込みは申込み開始日午前９時から
電話で同屋敷。
●年中行事「七夕」
時７月２日（金）～７日（水）　内短冊
に願いごとを記入　他入館料300円

●食の学校「老舗直伝　甘酒作り」
時７月14日（水）午前10時～正午　内
ほうらいせん関谷醸造直伝の製法で、
米麹を使った家でも簡単にできる甘
酒を作る　定先着12人　￥2,000円　 
申込み開始日６月14日（月）
●暮らしの手作り講座「縫い絞り藍
染め」
時７月17日（土）午前10時～正午　内
手ぬぐいを糸で縫い絞り、藍染めを
する　定先着12人　￥1,500円（別途
入館料300円）　申込み開始日６月16
日（水）

下山交流館
（☎91・1650 FAX91・1030
✉ph-shimoyama@city.toyota.aichi.jp）

●オフロードを楽しもう！「マウン
テンバイクin妙楽寺」

時７月３日（土）午前９時～正午　所
根引山妙楽寺　対小学３年生以上　
定先着16人　￥500円　申６月６日

（日）午前９時30分から電話か直接同
館

どんぐり工房からのお知らせ
●問合せ　どんぐり工房（☎83・3838 FAX82・3777 ✉dongrikb@hm10.aitai.ne.jp）

●草木染め～ミントで黄色を染めよう～
時６月26日（土）午前10時～午後３時　定
先着15人　￥2,750円　

●ラベンダースティック作り
時６月26日（土）、27日（日）午前11時～正
午、午後１時～２時　定各回先着15人　
￥550円

●エッセンシャルオイル入り 
　ラベンダーウオーターを作ろう！
時７月４日（日）午前10時～正午　定先着
15人　￥1,500円　他オイルのおみやげ付
き

●ラベンダー狩り
時６月26日（土）～７月４日

（日）午前10時～午後２時　※
７月１日（木）は休み　定各日
先着80人　￥880円

　いずれもところはどんぐり工房。申込みは６月５日（土）午前９時から電
話で同工房。
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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

高岡公園体育館
（☎54・0601 FAX54・0601
✉takaoka@homex-co.com）

　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。
●はじめてのヨガ
時７月の毎週火曜日午前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６月15日（火）
●はじめてのＺＵＭＢＡⓇ

時７月の毎週火曜日午前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６月15日（火）
●社交ダンス教室
時７月１日～22日の毎週木曜日午後
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
６月10日（木）
●運動神経バツグン！キッズ教室

時７月１日～22日の毎週木曜日午後
７時～７時55分　対①未就学児　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６月
10日（木）
●やさしい気功と太極拳
時７月２日～23日の毎週金曜日午後
１時30分～３時　内ゆっくりした動
作でからだのバランスを整える　定
先着15人　￥3,000円　申込み開始日
６月11日（金）　
●スポーツパルクール教室
時７月15日（木）①午後５時30分～６
時25分　②午後８時～８時55分　対
①未就学児・小学生　②中学生以上　
内走る、飛ぶ、登るといった運動の
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６
月17日（木）

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。
●骨盤体操教室
時６月16日～８月４日の毎週水曜日
午前10時～11時　対女性　内骨盤の
ゆがみ矯正や体幹部を強化し、痩せ
やすい身体をつくる　定先着30人　 
￥5,600円　申込み開始日６月９日

（水）
●フラトレ火曜日教室
時７月６日～８月17日の毎週火曜日
午前10時～11時　※８月10日は休み　
内フラダンスの曲に合わせた体幹ト
レーニング　定先着25人　￥3,600円　
申込み開始日６月22日（火）
●やさしい英会話
時６月24日～７月29日の毎週木曜日
午前９時30分～10時30分　対英語初
級レベルの人　内ネイティブ講師が
教える初心者向け講座　定先着15人　 
￥6,000円　申込み開始日６月10日

（木）
●卓球教室
時７月１日～８月５日の毎週木曜日
午後５時～６時30分　対４歳～小学
６年生（保護者も参加可）　定先着15
人　￥3,600円　申込み開始日６月24
日（木）

●キッズコーディネーション
時６月29日～９月７日の毎週火曜日
①午後４時から　②午後５時から　
③午後６時から　※８月10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　￥7,100円　申込み開始日
６月15日（火）
●子どもの簡単パンづくり教室
時６月20日（日）午前10時～正午、午
後１時30分～午後３時30分　対小学

生以上（小学生は保護者同伴）　内ウ
インナーロールとクリームパン　定
各先着12人　￥2,000円　申込み開始
日６月８日（火）
●硬式テニス教室　第２期
時７月１日～８月26日の毎週木曜日
午後７時15分～８時45分　※８月12
日は休み。雨天時は９月２日、９日、
16日に順延　対初心者～中級者　内
市テニス協会指導員によるレベル別
の指導　定先着30人　￥6,400円　申
込み開始日６月16日（水）

益富交流館
（☎80・3520 FAX80・3530
✉ph-masutomi@city.toyota.aichi.jp）

●ゼロから始めるフラダンス
時６月23日～８月４日の隔週水曜日
午後６時45分～８時45分　所益富交
流館　対成人　定先着25人　￥800
円　申６月６日（日）午前９時30分か
ら電話か直接同館

●市民総体弓道競技（一般）
時６月27日（日）午前９時から　申６
月15日（火）午後１時までに直接運動
公園　問スカイホール豊田（☎31・
0451、FAX35・4773、✉t-taikyo@hm6.ai
tai.ne.jp）

豊田スタジアム
（☎87・5200 FAX87・5201）

６月の主なイベント予定12日（土）
（時間未定）／Ｕ－24サッカー日本代
表　国際親善試合、21日（月）午前６
時30分／リバーサイドＭウオーク　
休館日10日（木）、11日（金）、12日 
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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
▲

（土）／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

スポーツ協会
（スカイホール豊田☎31・0451 FAX35・4773
✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

●太極拳・気功市民のつどい
時６月６日（日）午前９時30分～正午　
所猿投コミュニティセンター　対市
内在住・在勤・在学の人　申当日直
接会場
●早朝太極拳・気功
時／内①６月13日（日）午前７時～８
時30分／太極拳・気功　②19日（土）
午前７時～８時／太極拳　所①白浜
公園　②スカイホール豊田　対市内
在住・在勤・在学の人　他当日開催
の問合せは午前６時以降に市太極拳・
気功協会①栗

くりう

宇（☎29・5864）　②新
保（☎28・4132）　申当日直接会場
●ナイターテニスクリニック
時６月19日（土）午後７時～８時30分　
所柳川瀬公園　対初心者～中級者　
内ストローク・ボレー・サービスの
基礎、ダブルスフォーメーションの
指導　定先着30人　￥1,500円（協会
員1,000円）　申６月５日（土）午前０
時から市テニス協会ホームページに
必要事項を入力
●アーチェリー無料体験教室
時７月３日（土）午前10時30分～正午、
午後１時30分～３時　※小雨決行　
所運動公園　対市内在住・在勤・在
学の小学校４年生以上　定各先着12
人　申当日開始30分前から直接会場
●バドミントン指導講習会

時７月３日（土）午後１時～５時　所
西部体育館　対市内在住・在勤・在
学の高校生以上　内初心者～上級者
のレベル別技術講習　￥500円　申

当日参加費を添えて直接会場
●７月のフリークライミング体験会
時①17日（土）、22日（木）午後３時～
６時　②９日（金）、14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各先着30人　②各先着20人　※
１時間ごとに定員有り　￥１時間300
円（小・中学生100円）　申当日各開始
30分前から参加費を添えて直接スカ

イホール豊田
●２期テニス教室
時一般／７月～８月の毎週金曜日午
後７時15分～８時45分　所①柳川瀬
公園　②加茂川公園　対市内在住・
在勤・在学の人、市テニス協会員　
定各先着30人　￥１万4,000円（協会
員8,000円）　申６月５日（土）午前０
時から市テニス協会ホームページに
必要事項を入力

けています。冷静にピッチ全体を
見渡し、チーム全体に指示を行う
役割も求められるため、「試合中、
気持ちが揺らがないよう意識して
いる」と話します。
　大学生だった認定時から３年が
経ち、プロ選手となった今でも、

「努力を継続すること」を欠かしま
せん。「努力をし続けることで、努
力が自信となり、チャンスを掴む
ことができる」と、力強い眼差し
で語ります。
　「シーズンを通じて試合に出続
けて、チームの勝利に貢献する」
と、活躍を誓う小島選手を、みん
なで応援しましょう！

　「たくさんの人に手を振ってい
ただき、応援されている実感が湧
いたのと同時に、結果で応えたい
という気持ちが湧き上がってき
た」と、自身が出演した2017年の
おいでんまつりパレードを振り返
ったのは、わがまちアスリート認
定第１号でもある小島亨介選手。
　小島選手のポジションであるゴ
ールキーパーは、「ゴールを守る最
後の砦」です。Ｊリーグの舞台で、
シュートへの素早い反応と精緻な
キックを武器に活躍する小島選手
ですが、ゴールキーパーを始めた
きっかけは、「小学校の時に遊びで
やっていた姿を見た、当時のコー
チから勧められた」ことだそうで
す。
　刻々と変わるピッチ状況の中で、
小島選手は、「平常心」を常に心掛

地元の応援に結果で応えたい！
「平常心」でチームの勝利に
貢献する！

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
もっと成長して、皆
さんにいい結果を届
けられるように頑張
ります！
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

2018年 アジア競技大会（U-21日本代表） 準優勝
2019年 コパ・アメリカ2019（日本代表） 出場
2020年 AFCU-23選手権（U-23日本代表） 出場

サッカー

小島　亨介  選手
下山中学校卒業
アルビレックス新潟所属

こじま　    りょうすけ


