
令和３年７月号

９言語対応
音声読み上げ＆文字サイズ調整可

編集・発行／豊田市経営戦略部市長公室市政発信課　毎月1日発行
〒471・8501　愛知県豊田市西町3ー60　
☎（0565）31・1212（代表） FAX（0565）34・1528 ✉shisei@city.toyota.aichi.jp

＠toyotacity

豊田市LINE公式アカウント 広報とよた
デジタルブック

古紙パイプ配合率70％再生紙を使用

広報とよたは、古紙配合率70％
の再生紙と植物油インキで印刷
しています。

Toyota Newsletter

まちが、暮らしが、もっと好きになる広報紙

広報とよた

気になるあの人／広報雑記 36Toyota Digital Newsletter App／救急診療ほ
か35 No.1481

Ju l y / 2 0 2 1子育て交流ひろば 健康ひろばとよたの恵み食堂 32 3431

いこまいとよた10

特集特集 私たちのくらしと水道私たちのくらしと水道
今月の表紙　鞍ケ池公園で遊んでいた仲良し２人組。とよたの水で水分補給！

ピックアップとよた　新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせほ
か６

とよたの文化財探訪／みんなの「今日の１枚」写真館11

暮らしのひろば12 市民活動団体だより／おおた市長ダイアリー30

広 報 雑 記
私はサッカー好きである。今号のいこま
いとよたは開場20周年を迎えた豊田スタ
ジアムを特集。Ｊ１名古屋グランパスの
ホームである。オープン当時きれいで迫
力あるスタンドやピッチに感動した中学
生の自分が、こうして仕事で何度も訪れ
皆さんに魅力をお伝えすることになると
は思わなかった。スタジアムは周りの公
園の雰囲気も心地よい。また、コロナ禍
で運動不足の皆さんには運動での利用も
おすすめ。と言いながら自分の腹に目を
やる。なにせ私はサッカー好きである…
が見る専門である。　　　　　　　（H）

　「経験こそ財産」。68歳にして、シニア海外協力隊とし
て単身アルゼンチンへ赴き、野球の指導にあたった伊藤
さんは自信を持ってそう口にします。
　生まれも育ちも豊田市。小学校から野球を始め、豊田
西高校野球部では県大会準優勝を経験。大学卒業後は中
学校の体育教師となり野球部顧問としても尽力しました。
　定年退職後も、学校などの事務仕事に従事。しかし
「このままでよいのか。これまでに得たもので、どこか
で何かの役に立てないだろうか」と思うように。ご家族
が海外派遣協力隊であることから、自身も外国を意識す
るようになり、野球の指導者を必要としている外国で野
球を教えたいと一念発起。「不安はあるが、思い切ってや
るしかない」と、シニア海外協力隊への応募を決めまし
た。その後は英語やスペイン語を勉強する日々。JICA訓

長興寺在住の70歳。アルゼン
チン料理では、ひき肉とレー
ズンを包んだエンパナーダが
おすすめ。

JICAシニア海外協力隊として
アルゼンチンで野球指導

さん伊藤 光隆
いとう みつたか

とにかくやってみる。
それが、充実した人生につながる。

練所での75日間にわたる共同合宿のほか、自ら中京大学
に通いコーチング論やトレーニング論も学びました。「周
りは若い人ばかり。でも、大変有意義な時間でした」。
　現地では３つのチームに対して野球を指導。「力任せの
プレーではなく、理にかなった野球を教えたい」。しかし、
指導には野球の専門用語など高い語彙力が必要。「言葉の
壁は常にありましたが、タブレット端末による動画撮影
を活用し、言葉の不足を補いました」。日常生活でも、「積
極的に外出し、挨拶し、学んだスペイン語を実践するよ
うに心がけました。目的地と反対方向のバスに乗ってし
まうなど、失敗も多々ありましたが」。
　残念ながらコロナの影響で帰国を余儀なくされ、海外
派遣は短期間で終了。しかし、伊藤さんは
今でもスペイン語での日記を続けています。
「必ずまたアルゼンチンに行ける日が来る」。
そう語る伊藤さんのまなざしは力強い。

動画はコチラ

現地で指導する伊藤さん(中央)



　現在の日本の水道は、新型
コロナウイルス感染症のよう
な伝染病の流行をきっかけに、
今から約130年前に始まりまし
た。当時は「コレラ」など不衛
生な水による伝染病が流行し、
多くの人が亡くなりました。
そのため、コレラ菌侵入の恐
れが多かった横浜などの港湾

私たちのくらしと水道特
集

都市を中心に、まん延防止の
ための水道が整備されていき
ました。
　豊田市では、今から70年前
の市制施行後まもなく水道事
業が始まり、昭和31年に中心
市街地の一部に給水したのが
始まりです。市の発展ととも
に給水範囲を広げ、現在では
42万人の市民の生活と経済活
動を支えています。

水道のはじまり

●問合せ　上下水道局企画課（☎34・6792 FAX33・9096 ✉jyougesui-kikaku@city.toyota.aichi.jp）

　豊田市で使われている水道
水がどこから来るか知ってい
ますか。豊田市の水道水の約
80㌫は愛知県営水道から受水
しており、その水源は、矢作
ダムなどです。また、約15㌫
が市内の地下水、約５㌫が山

水道水はどこから来るの？ 間地域などの中小河川を水源
としています。
　各水源から浄水場に送られ
た水は、ろ過や消毒のための
薬品（塩素）を加えられること
で、安心して飲むことができ
るきれいな水になります。
　きれいになった水は、浄水
場から配水場（配水タンク）に

知っていますか？世界の水道事情

水道開通に向けた工事（昭和29年）

送られ、道路下にくまなく張
りめぐらせた配水管を通って
各家庭や事業所などに届けら
れます。
　山村部が７割を占める豊田
市では、高台にある配水場に
水を送る施設（ポンプ場）など、
数多くの施設や管路を経由し
て届けられます。

　国土交通省がまとめた「令和２年版日本の水資源の現況について」によると、
水道水を蛇口からそのまま飲むことができる国は、世界中に日本を含めてわ
ずか12か国しかありません。また、安全な水を自宅で入手できない人は、世
界に22億人いると言われており、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の目標の一
つとしても「安全な水とトイレを世界中に」が定められています。世界の現状
を見ると、安全な水道水が使えることが当たり前でないことが改めて分かり
ます。

水源

取水口 浄水場

ポンプ場

　普段当たり前に使っている水道水。料理、洗濯、風呂、トイレ
など生活する上で、なくてはならない存在ですが、なぜ蛇口をひ
ねると水が出てくるのか考えたことはありますか？この機会に

「当たり前」について考えてみましょう。

配水場
（配水タンク）

配水場
（配水タンク）

水をきれいにして、
飲める水にします

配水タンクに水を貯めて、
家庭などに水を配ります

高台にある配水場に
水を送ります

矢作ダムなどに貯まった
雨水などが主な水源です

取水口で水を
取り入れます

水道管はこんなにも長い！
　市内全体の水道管の長さは令和元年度末時点で
約3,650キロ㍍。これは、青森県から山口県までを
往復できるほどの長さです。
　同じ中核市である豊橋市（約2,230キロ㍍）、岡崎
市（約2,150キロ㍍）と比べても、非常に長い水道管
を管理していることが分かります。

青森県

豊田市
山口県

約3,650キロ㍍
市内全体の水道管の長さ

市内にある配水場・ポンプ場
などの施設は約400か所。皆さ
んの家庭に水を届けるために
は多くの施設が必要です。
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　東日本大震災や熊本地震では、水道管や施設に甚大な被害がありまし
た。大規模な地震が発生しても、市民の皆さんへ安定した給水を行うた
め令和２年度に策定した「新水道耐震化プラン」により、医療機関などへ
配水している重要な水道管や基幹となる配水タンクなどの施設の耐震化
と応急給水施設の整備を進めていきます。

地震への対策を進めています

これからも水道を守っていくために

YouTube

豊田市の水道の現状とこれから

横山町の水道管の漏水事故（平成25年）

東日本大震災で崩壊した水道施設
（出典：「東日本大震災水道施設被害
状況調査報告書 H24」厚生労働省）

地震に強い水道
管に更新し、大
規模な地震に備
えています。

応急給水施設水道管の耐震化工事

安全で安心な水を届けるために

集中監視

漏水修繕施設点検

YouTubeで豊田市の水道や水質に関する動画を公開中です。
豊田市の水道水について楽しく学べる動画です。是非ご覧くだ
さい！

水質検査
　豊田市の水道管は、主に昭和後期から平成中期にかけて整備されてき
たことから、法定耐用年数を過ぎている水道管は平成30年度末時点で約
450キロ㍍、20年後には約2,300キロ㍍（全体の約６割）となるなど、今後さ
らに老朽化は進行していきます。
　老朽化が進むと、水道管の破損などが原因で漏水が起こり、道路の陥
没や断水によって市民生活や経済活動に支障をきたすリスクが高くなる
ことから、令和２年度に策定した「水道ストックマネジメント計画」に基
づき水道管と施設の更新を計画的に進めていきます。

老朽化への対策を進めています

水道管の更新工事法定耐用年数（40年）を超える管路延長（平成30年度末整備時点）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0

100

200

年
度
別（
キ
ロ
㍍
）

年度別
累計

平成30年度末で、
約450キロ㍍が老朽化

令和20年度末には
約2,300キロ㍍が老朽化

H30 R５ R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40
０

100

200

０

2,000

累
計（
キ
ロ
㍍
）

4,000

1,000

3,000

水道維持課
國枝　圭介

くにえだ　  けいすけ

　豊田市には、水道管路が約3,650キロ㍍、配水場・ポンプ場などの施設が約400か所あります。皆さん
の家庭で、安全な水を安心して使えるように様々な安全管理を行っています。

＜水道水を見守る集中監視＞

　各施設の状態をオンラインで24時間監視
し、刻々と変化する水道水の使用水量に応
じて適切な水運用を行っています。各施設
の機器異常、水質や水圧低下などの変化を
早期に発見しています。

＜安定供給のための管路の漏水修繕＞

　日々実施している漏水調査や管路点検、
情報提供で見つかった管路漏水に対して、
速やかに修繕を行っています。市民の皆さ
んに安全に水道水を送るため、24時間対応
できる体制を整えています。

＜安全性を高める施設点検＞

　市内の各地域に点在する水道施設では、
機器の点検や調整、消毒効果の確認などを
毎日行っています。集中監視で異常が発見
された場合には、24時間いつでも対応が行
える体制を整えています。

＜安全性を確認する水質検査＞

　信頼性の高い水質検査を保証する「水道
水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）」の
認定を取得し、国の基準よりも厳しい目標
値を定めて管理しています。検査の結果は、
市ホームページで公開しています。

　私たちの暮らしになくてはならないのが水道です。災害が発生した場合など
でも、安全な水をお届けできるようにすることを常に考えています。
　安全で安心な水道水を蛇口まで届けるためには、配水場や水道管などの日ご
ろの管理とともに、老朽化対策や地震対策も重要な取組であり、今後も多くの
時間と費用が必要です。「蛇口をひねればいつでもきれいな水が使える」この当
たり前を市民の皆さんと一緒に守っていくために、引き続き水道事業へのご理
解とご協力をお願いします。
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速やかに修繕を行っています。市民の皆さ
んに安全に水道水を送るため、24時間対応
できる体制を整えています。

＜安全性を高める施設点検＞

　市内の各地域に点在する水道施設では、
機器の点検や調整、消毒効果の確認などを
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＜安全性を確認する水質検査＞

　信頼性の高い水質検査を保証する「水道
水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）」の
認定を取得し、国の基準よりも厳しい目標
値を定めて管理しています。検査の結果は、
市ホームページで公開しています。

　私たちの暮らしになくてはならないのが水道です。災害が発生した場合など
でも、安全な水をお届けできるようにすることを常に考えています。
　安全で安心な水道水を蛇口まで届けるためには、配水場や水道管などの日ご
ろの管理とともに、老朽化対策や地震対策も重要な取組であり、今後も多くの
時間と費用が必要です。「蛇口をひねればいつでもきれいな水が使える」この当
たり前を市民の皆さんと一緒に守っていくために、引き続き水道事業へのご理
解とご協力をお願いします。
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問合せ

☎34・6975　FAX34・6929
※午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日も受付）

新型コロナウイルス
ワクチン接種に関するお知らせ01

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種コールセンター

●ワクチン接種は２回必要です
　ファイザー社のワクチンは、通常、１回目の接種から３週間後に２回目の接種を受けることに
なっています。１回目の接種から３週間を超えた場合は、できるだけ早く２回目の接種を受けて
ください。
●ワクチンを接種した後もマスクを着用しましょう
　ワクチンを接種した人から他の人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。
３密の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行など、
引き続き、感染予防対策を行ってください。

市ホームページ

　60歳～64歳の人(昭和32年４月２日～昭和37年４月１日に生まれた人）を対象に、６月28日（月）
の週に順次接種券を発送します。（状況により変更する場合があります）
　16歳～59歳の人（昭和37年４月２日～平成18年４月１日に生まれた人）への発送時期は、ワクチ
ンの供給や60歳以上の人の接種状況に応じて決定します。詳細が決まり次第お知らせします。
　65歳以上の人（昭和32年４月１日以前に生まれた人）で、接種券がまだ届いていない場合は、新
型コロナウイルス感染症ワクチン接種コールセンターに連絡してください。

　マスクの着用により、皮膚からの熱が逃げにくく体温調節がしづらくなった
り、気づかないうちに脱水になったりすることがあります。暑さを避け、水分
を摂るなどの「熱中症予防」とマスク、換気などの「新しい生活様式」を両立させ
ましょう。

 

　ワクチン集団接種のインターネット予約において、操作に不安があり、家族や知り合いに協力を依頼するこ
とが困難な人を対象にスマートフォンなどの操作の支援を行っています。
●とき
　７月30日（金）までの午前９時～午後５時　※土・日曜日、祝日を除く
●ところ
　市役所ワクチン接種インターネット予約支援窓口（南庁舎１階）、各支所
　※下山・藤岡支所は６月28日（月）から、小原支所は７月５日（月）から
●持ち物
　・新型コロナウイルスワクチン接種券
　・ご自身のスマートフォンな

ど（インターネット接続ができる端末機器）
　※ご自身のスマートフォンなどを持っていない人も利用できます

熱中症にご注意を！！

　豊田市に住民票がある16歳～59歳で基礎疾患がある人は、随時接種券を送りますので、事前に申請をしてく
ださい。
■申請方法　※以下のいずれかの方法で申請してください
　●インターネット（あいち電子申請・届出システム）からの申請
　●郵送での申請　申請書を感染症予防課（〒471・8501、西町３－60）へ
　●窓口での申請　申請書を市役所か各支所へ
　　　　　　　　　※市役所の窓口は、７月30日（金）まではワクチン接種インターネット予約支援窓口（南庁
　　　　　　　　　　舎１階）、８月２日（月）からは感染症予防課（東庁舎４階）
　　　　　　　　　※申請書は市役所、各支所で配布。市ホームページからもダウンロード可
■基礎疾患の範囲
　●以下の病気や状態で、通院か入院をしている人
　・慢性の呼吸器の病気
　・慢性の心臓病（高血圧を含む）
　・慢性の腎臓病
　・慢性の肝臓病（肝硬変な

ど）
　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病か他の病気を併発している糖尿病
　・血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
　・ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている
　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害な

ど）
　・染色体異常
　・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
　・睡眠時無呼吸症候群
　・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、自立支援
　　医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）
　●ＢＭＩ（肥満度を表す体格指数）が30以上の人　※ＢＭＩ ＝  体重（キロ㌘） ÷ 身長（㍍） ÷ 身長（㍍）

推奨
インターネット
申請はこちらから

基礎疾患がある人の事前申請について

新型コロナウイルスワクチン接種券の発送について

インターネット予約の支援について

集団接種会場における地震、風水害など緊急時の対応について（全会場共通）

　市内で震度５弱以上の地震が発生した場合や、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」・「暴風警報」・「警
戒レベル４避難指示」・「警戒レベル３高齢者等避難」が発令された場合は、以下のとおり対応します。

　・午前６時以前に解除された場合　…　平常通り
　・午前６時を過ぎても発令中の場合　…　中止
　・開始後に発令された場合　…　発令後、原則中止

ワクチンを接種した人へ
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問合せ

☎34・6975　FAX34・6929
※午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日も受付）
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新型コロナウイルス感染症ワクチン接種コールセンター
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なっています。１回目の接種から３週間を超えた場合は、できるだけ早く２回目の接種を受けて
ください。
●ワクチンを接種した後もマスクを着用しましょう
　ワクチンを接種した人から他の人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。
３密の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行など、
引き続き、感染予防対策を行ってください。
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り、気づかないうちに脱水になったりすることがあります。暑さを避け、水分
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●とき
　７月30日（金）までの午前９時～午後５時　※土・日曜日、祝日を除く
●ところ
　市役所ワクチン接種インターネット予約支援窓口（南庁舎１階）、各支所
　※下山・藤岡支所は６月28日（月）から、小原支所は７月５日（月）から
●持ち物
　・新型コロナウイルスワクチン接種券
　・ご自身のスマートフォンな

ど（インターネット接続ができる端末機器）
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　・慢性の肝臓病（肝硬変な

ど）
　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病か他の病気を併発している糖尿病
　・血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
　・ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている
　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害な

ど）
　・染色体異常
　・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
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　・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、自立支援
　　医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）
　●ＢＭＩ（肥満度を表す体格指数）が30以上の人　※ＢＭＩ ＝  体重（キロ㌘） ÷ 身長（㍍） ÷ 身長（㍍）
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インターネット予約の支援について
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　20世紀を代表する画家のひとりピート・モンドリ
アン（1872ー1944）。垂直水平の線と三原色、無彩色
で描かれた「コンポジション」シリーズは、抽象絵画
の歴史を切り開いた作品として知られています。本
展では、初期の風景画から画風を変化させながら

「コンポジション」に至るまでの軌跡をたどります。
また、モンドリアンが参加したグループ「デ・ステ
イル」のメンバーの作品などもあわせて展示します。

問合せ

☎34・6610　FAX36・5103
✉bijutsukan@city.toyota.aichi.jp

市制70周年記念事業
モンドリアン展　純粋な絵画をもとめて03

美術館

●会期
　７月10日（土）～９月20日（月）
　※月曜日は休館（８月９日、９月20日は開館）
●開館時間
　午前10時～午後5時30分（入場は午後５時まで）
●観覧料
　一般1,400円（1,200円）、高校・大学生1,000円　  
　（800円）、中学生以下無料
　※（　）内は前売り、20人以上の団体料金。障が
　　い者手帳を持つ人（介添者１人）、市内在住・
　　在学の高校生、市内在住の75歳以上は無料　
　　（要証明）
●前売り券
　７月９日（金）までＢ館T－FACE（若宮町）インフ
　ォメーションカウンター、ローソンチケット　
　（オンライン、コンビニ店舗）で販売
●同時開催
　「寺内曜子　パンゲア」
　コレクション展「ひとつの複数の世界」

開催概要

※７月９日（金）まで展示替えのため休館します。休館
　中の問合せは☎34・6748

ピート・モンドリアン
《大きな赤の色面、黄、
黒、灰、青色のコンポジ
ション》1921年油彩、カ
ンヴァス

ピート・モンドリアン《砂丘Ⅲ》1909年
油彩、厚紙

所蔵／photo：デン・ハーグ美術館／Kunstmuseum Den Haag

てらうち  ようこ

ホームページ

ホームページ

問合せ

☎32・0717　FAX32・4343

中央図書館は
夏休みの読書や調べ学習を応援します02 中央図書館

「元気アップ教室」
仲間を集めて実施しませんか？

問合せ

☎34・6642　FAX35・4317
✉shoukan@city.toyota.aichi.jp03

第53回豊田おいでんまつり
各種行事の中止と開催方法の変更04

　新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、地域や来場者の健康と安全確保を第一に考えて「第53回豊
田おいでんまつり」の各種行事を中止し、開催方法を変更します。

中止行事
●マイタウンおいでん
　６月５日（土）
　　～９月４日（土）
●おいでん総踊り
　９月25日（土）
●花火大会
　９月26日（日）

ピックアップイベント

中央図書館イメージキャラクター
　　よみりん　　  かたるん

調べる・伝える学習応援講座、特集展示
　小学生から大人までの調べ学習を応援するための講座です。「不思議だ」と興味を持つこと、興味を持ったこ
とを調べること、調べたことを伝えるためにまとめることを観察や実験を通して学びます。また、中央図書館
３階では、調べ学習に役立つ図書の特集展示を行います。
　　　　　　発想の科学「３Ｄ映像の始まり～目の仕組みから３Ｄを科学する～」（７月25日（日）開催）
　　　　　　目の模型を自分の手で作り、平面が立体に見える理由を学びます。

シールラリー　よみりんピック・かたるんピック～めざせ金メダル～
　中央図書館と市内の図書室で本を借りてシールを集めるイベントです。シールを３枚以上集めた人には景品
を進呈します。（７月17日（土）～８月８日（日）開催）

わくわく夏の工作会
　ものづくりサポートセンターの講師と一緒に工作をするイベントです。親子で
ものづくりの楽しさを体験できます。

（７月27日（火）～８月１日（日）、８月４日（水）～６日（金）開催）

～親子で一緒に～　はじめての読書かんそう文書き方講座　 
　初めて読書感想文に取り組む小学生とその保護者を対象とした講座です。読書感想文の上手な書き方につい
て学びます。（７月26日（月）開催）

　中央図書館は、図書館をもっと身近に感じ、読書に親しんでもらえるよう市内小・中
学校が夏休みの間は毎日開館します。期間中は子どもを対象とした読書や調べ学習を応
援するイベント、本の展示を行います。夏休みにたくさんの本を読みたい人、学校の宿
題や読書感想文、調べ学習に困っている人は、是非、中央図書館を利用してください。

夏休み期間中（７月21日（水）～８月31日（火））は、月曜日も開館します

　このページに掲載した以外にも、たくさんの夏休みのイベントを企画しています。詳しくは、中央図書
館ホームページや広報とよた７月号・８月号の「暮らしのひろば」をご覧ください。

（過去の講座の作品）
開催方法
　新型コロナウイルスの感染状況などを考慮しながら、
まつりの継承を目的に、安全が確保できる内容・時期
での開催を目指します。詳細については決まり次第、
お知らせします。
＜検討中の内容＞　※時期はいずれも12月～来年１月頃
●おいでん総踊り　Webによる開催
●花火大会　９か所程度に分散して開催

商業観光課

（過去の講座の様子）

講座の例

ホームページ
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イル」のメンバーの作品などもあわせて展示します。

問合せ
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✉bijutsukan@city.toyota.aichi.jp

市制70周年記念事業
モンドリアン展　純粋な絵画をもとめて03

美術館

●会期
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　※月曜日は休館（８月９日、９月20日は開館）
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　　在学の高校生、市内在住の75歳以上は無料　
　　（要証明）
●前売り券
　７月９日（金）までＢ館T－FACE（若宮町）インフ
　ォメーションカウンター、ローソンチケット　
　（オンライン、コンビニ店舗）で販売
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　コレクション展「ひとつの複数の世界」

開催概要

※７月９日（金）まで展示替えのため休館します。休館
　中の問合せは☎34・6748

ピート・モンドリアン
《大きな赤の色面、黄、
黒、灰、青色のコンポジ
ション》1921年油彩、カ
ンヴァス

ピート・モンドリアン《砂丘Ⅲ》1909年
油彩、厚紙

所蔵／photo：デン・ハーグ美術館／Kunstmuseum Den Haag

てらうち  ようこ

ホームページ

ホームページ

問合せ

☎32・0717　FAX32・4343

中央図書館は
夏休みの読書や調べ学習を応援します02 中央図書館

「元気アップ教室」
仲間を集めて実施しませんか？

問合せ

☎34・6642　FAX35・4317
✉shoukan@city.toyota.aichi.jp03

第53回豊田おいでんまつり
各種行事の中止と開催方法の変更04
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　　　　　　目の模型を自分の手で作り、平面が立体に見える理由を学びます。

シールラリー　よみりんピック・かたるんピック～めざせ金メダル～
　中央図書館と市内の図書室で本を借りてシールを集めるイベントです。シールを３枚以上集めた人には景品
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（過去の講座の作品）
開催方法
　新型コロナウイルスの感染状況などを考慮しながら、
まつりの継承を目的に、安全が確保できる内容・時期
での開催を目指します。詳細については決まり次第、
お知らせします。
＜検討中の内容＞　※時期はいずれも12月～来年１月頃
●おいでん総踊り　Webによる開催
●花火大会　９か所程度に分散して開催

商業観光課

（過去の講座の様子）

講座の例

ホームページ
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＃登山 ＃空 ＃nature

夏焼城ヶ山に登りました。過酷な登山道でしたが、頂上には悠々
と広がる大空をバックに展望台がたたずんでいました。その光景
はまるで山のオアシスのようで、疲れを癒してくれました。

@carefreestraycat 　撮影場所／夏焼城ヶ山展望台

投稿者コメント

インスタグラムに「#豊田市の魅力発見」「#toyotacity_photo」をつけて投
稿された写真の中から、素敵な1枚を厳選して紹介します。

今回紹介するのは、青空のもとで登山者を迎える、稲武の夏焼城ヶ山展
望台の写真。標高889㍍で、御嶽山や恵那山も望むことができます。

@toyotacity_official

@toyotacity_official
豊田市公式アカウントで豊田市の魅力を発信しています！

さんの1枚

と よ た の 魅 力 を 再 発 見 ！

豊田スタジアム

行こう！
MY
とよた

豊田スタジアム豊田スタジアム
千石町千石町

スタジアム周りの広場

レストラン「ヴェルデロッソ」

開場20周年のロゴ

　豊田スタジアムは今年７月、開場20周年を迎えました。市制50周年記念事業の一
環として平成13年７月に開場して以来、サッカー・ラグビーの国際試合や公式戦、
有名アーティストの大規模コンサートなどが開催されてきました。また、観戦のほ
かにも利用できる場所が多くあります。スタジアムの周りは広場になっていて、ウ
オーキングやジョギングなどの運動ができ、北側には大型アスレチック遊具やじゃ
ぶじゃぶ池が、西側には大噴水がありこの時期は水遊びなどで楽しめます。イベン
トがない日でも営業しているレストラン「ヴェルデロッソ」では20周年の記念に考案
されたお得なランチが期間限定で楽しめるとともに、席からは市街やピッチを眺め
られます。夢と感動の場、憩いの場としてスタジアム内外で多くの皆さんに利用さ
れ愛されてきた20年。豊田スタジアムはこれからも多彩な楽しみ方ができる空間で
あり続けます。

独創的な建物の特徴を「20TH」で表し、
さらなる躍動をイメージしたロゴ。

コンビネーション遊具と大噴水。親子や友達
同士で楽しめる憩いのスポットです。

20周年記念ランチ。レストランへは地
下駐車場から直通エレベーター有り。

■所在地　千石町７-２　☎87・5200
■アクセス　名鉄豊田市駅から徒歩15分、
東名高速「豊田ＩＣ」より東へ15分、東海環
状自動車道「豊田松平ＩＣ」より西へ10分
■駐車場　南／341台、東／129台、地下１
階／116台

ス
タ
ジ
ア
ム
20
周
年

　多
彩
な
大
空
間
！

※写真はイメージです

大正７年頃の様子
貯木場の貯木池にた
くさんの木材が集ま
っています

木材輸送の中継地

市指定文化財（建造物）

百々貯木場
百々町

動画はコチラ

所在地／百々町１丁目　アクセス／おいでんバス百々
町下車徒歩５分　駐車場／扶桑公園駐車場を利用して
ください　問合せ／文化財課（☎32・6561 FAX34・
0095　✉bunkazai@city.toyota.aichi.jp）

　百々貯木場は、大正７年に材木商の今井善六が建設し
た施設で、木材を水に浮かべて一時的に保管する木材輸
送の中継地でした。冬季に矢作川上流で伐採され流され
た木材は、ここに集積され、いかだに組み直されて更に
下流へと送り出されたり、陸路で運ばれたりしました。
上流にダムが建設される昭和初期まで使われ、その後は
放置されて土砂に埋もれていましたが、河川の中流域に
築かれた水中貯木場は全国的にも珍しく、貴重な産業遺
産を後世に伝えるため発掘、補修工事が行われました。
現在は、史跡公園として整備されています。

いまいぜんろくどうど

なつやけじょうがさん

令和３年７月号10
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ら し の ひ ろ ば暮 p.12募集 p.13生活 p.16子育て p.17健康・福祉

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

令和３年７月号

募　集

職員募集
HP番号／1004847

　      

12

●小・中学校常勤・非常勤講師
職種①常勤講師　②非常勤講師　対
教員免許状を持つ健康な人　勤務時
間①月～金曜日午前８時30分～午後
５時　②週10・20・24時間な

ど　給与
①月給制（各種手当、期末・勤勉手
当など有り）　②時給2,880円（交通
費支給）　申・問随時履歴書（写真
添付）、教員免許状（取得見込証明書）
を直接学校教育課（☎34・6662、FAX 
31・9145、✉gakkou_k@city.toyota.aichi.
jp）　※教育センターホームページ
から申込み可
●文化振興財団一般職員
職種事務職　対昭和62年４月２日以
降生まれで大学か短大（専門学校を
含む）を卒業か来年３月までに卒業
見込みの人　申・問７月25日（日）ま
でに文化振興財団ホームページから
ダウンロードした受験申込書を郵送
で文化振興財団総務課（〒471・0035、
小坂町12－100、☎33・7222）

HP番号／1043998

パブリックコメント意見募集
●（仮）第４次教育行政計画
ねらい・ポイント社会が大きな転換
点を迎える中、次代を担う子どもた
ちが生涯にわたって課題を解決して
いく力を養うための施策を推進する　 
時７月１日（木）～31日（土）　資料閲
覧教育政策課、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　意見募集・問〒住所、氏
名、ご意見を郵送、ファックスかＥ
メールで教育政策課（〒471・8501、 
西町３－60、☎34・6658、FAX34・67 
71、✉kyouiku@city.toyota.aichi.jp）

交通安全防犯課
（☎34・6633 FAX32・3794
✉signal@city.toyota.aichi.jp）

●交通安全ポスター・標語・作文
対市内在住・在勤・在学の人　内／
テーマ交通安全ポスター・標語／①
歩行者の交通事故防止　②子ども・
高齢者の交通事故防止　③自転車の
安全利用促進　④ドライバーの安全
運転促進　⑤とまってくれてありが
とう運動の推進　⑥交通安全全般　
作文／交通安全への思いや交通事故
防止のために日頃から実践している
こと、交通事故の体験な

ど　規格ポス
ター／四つ切画用紙　標語／ハガキ
サイズの用紙　作文／400字詰め原
稿用紙４枚以内（題名・氏名含む）　
賞優秀作品は来年１月29日（土）の交
通安全市民大会で表彰。選定作品は
交通安全作品展で展示。参加賞有り　
他応募は未発表のもので各部門１人
１点。作品は返却不可。入賞者は氏
名、町名など公表。著作権は交通安
全市民会議に帰属。交通安全の啓発
に利用　申９月６日（月）までに〒住
所、氏名、年齢、電話番号、テーマ番
号（ポスター・標語のみ）を作品裏面
に書いて直接交通安全防犯課　※標

語・作文は郵送可（〒471・8501、西
町３－60）

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
時８月１日（日）～31日（火）　所地域
文化広場　対市内在住の個人か団体　
内絵画や陶芸などの作品を１か月間
展示　他搬入搬出や展示にかかる費
用などは自己負担　申７月７日（水）
午前10時から電話か直接同広場

コンサートホール・能楽堂
（☎35・8200 FAX37・0011）

●市ジュニアオーケストラ団員

対演奏したい楽器の演奏経験のある
小学４年生～20歳　定各パート若干
名　募集パートヴァイオリン、ヴィ
オラ、チェロ、コントラバス、フル
ート、オーボエ、クラリネット、フ
ァゴット、ホルン、トランペット、
トロンボーン、打楽器　他８月７日

（土）にオーディション開催　申７月 
25日（日）までにコンサートホール、
各交流館などで配布の申込書を郵送

◆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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か直接コンサートホール（〒471・00 
25、西町１－200）

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

●キッズキャンプ実行委員
対市内在住か市内・近郊在学の大学
生・短期大学生・専門学校生　所総
合野外センター、青少年センター　
内来年２月20日（日）に同センターで
開催する小学生向け野外活動イベン
トの企画・運営　定先着12人　他９
月４日（土）午後５時から第１回実行
委員会開催（以降月１～２回程度開
催）　申７月10日（土）午前９時から
電話で同センター

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

●ユースクラブ新メンバー
対学生か市内在住・在勤の18～39歳

（高校生を除く）　所青少年センター
ほ

か　内イベントの企画・運営な
ど　申

青少年センターホームページのお問
合せフォームに必要事項を入力

旭観光協会
（☎68・3653 FAX68・3654
✉info@kankou-asahi.toyota.aichi.jp）

●こいのぼりを譲ってください

内４月～５月に島崎町の矢作川河川
敷に掲げるこいのぼりが老朽化した
ため、家庭で不要になったこいのぼ

りを募集　他こいのぼりは郵送か直
接旭観光協会（〒444・2846、小渡町
七升蒔13－13）

高橋アスパの会
（鈴木☎80・3693 FAX80・3693
✉sigetugu@hm4.aitai.ne.jp）

●市民農園「菜遊ファーム畝部」利用
者
所畝部西町　募集区画数先着32区画

（１区画３㍍×７～８㍍）　年間利用
料9,500円（農具、堆肥、水利用代含
む）　※入会金別途2,000円　他初心
者には農業指導可、年２回の農業教
室有り　申７月11日（日）午前９時か
ら電話で同会

納期限８月２日（月）　固定資産税・
都市計画税２期　国民健康保険税２
期　後期高齢者医療保険料１期　介
護保険料２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。後期高齢者医療保険
料決定通知は７月中旬発送予定　問

債権管理課（☎34・6619、FAX31・44 
89、✉saiken-kanri@city.toyota.aichi.jp）

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

●自治区女性会等講師料助成事業
対自治区女性会、自治区内の女性で
構成された自主グループ　内男女共
同参画の推進をテーマとした講座や
会員同士の交流を図る事業への支援　
他講師料助成（上限２万円）　申７月
６日（火）～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
ロードした実施計画書を郵送、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）

縦覧
●豊田・岡崎地区研究開発施設用地
造成事業事後調査報告書
時７月７日（水）まで　所産業労働課、
下山支所、トヨタ自動車本社事務５
号館、岡崎市環境政策課、岡崎市額
田センター・こもれびかん、額田保
久簡易郵便局　問トヨタ自動車プラ
ント・環境生技部生産環境室（☎23・
3887）

イルミネーションストーリーinとよた2021
ピンバッジデザインを募集します

　イルミネーションストーリーinとよたでは市民の皆 
さんから協賛金（１口500円）を募集しており、協賛いた 
だいた皆さんには特製ピンバッジを進呈しています。 
ピンバッジを作成するにあたり、今年度のピンバッジ 
デザインを募集します。

■対象　市内在住・在勤・在学の人
■仕様　デザイン内に「2021」の文字とキャラクターの 
「イルミちゃん」を入れる

■そのほか　採用デザインの著作権は実行委員会に帰属。採用デザインは
細部が変更になる場合有り

■表彰　最優秀賞１点（デザイン採用、表彰、ピンバッジ進呈）
■申込み・問合せ　７月20日（火）までに、イルミネーションストーリーin

とよた公式Facebookページからダウンロードした応募用紙を郵送かＥ
メールでイルミネーションストーリー実行委員会（〒471・0026、若宮町
1－57－1、☎33・0002、✉illumi.toyota@gmail.com）

Cイルミネーション 
ストーリー実行委員会
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国保年金課
（☎34・6638 FAX34・6007
✉kokuhonenkin@city.toyota.aichi.jp）

●国民年金保険料免除・納付猶予申
請を受け付けます
　経済的な理由などで保険料の納付
が困難な人の令和３年度（７月～来
年６月分）の国民年金保険料の免除・
納付猶予申請を７月から受け付けま
す。なお、過去の期間に未納のある
人も、申請時から最大２年１か月前
の月分まで申請できます。希望する
人は国保年金課に相談してください。
所国保年金課、各支所・出張所　持
ち物マイナンバーのわかるものか年
金手帳、来庁者の本人確認ができる
もの　※失業中の人は雇用保険被保
険者離職票などが必要な場合有り　
他本人、配偶者・世帯主の前年所得
による審査有り。免除・猶予を受け
た期間の保険料を10年以内にさかの
ぼって納付する追納制度や第１号被
保険者が出産した場合の産前産後免
除制度有り

県後期高齢者医療広域連合管理課
（☎052・955・1223）

●後期高齢者医療に関するコールセ
ンター

時７月12日（月）～８月31日（火）午前
８時45分～午後５時15分　内令和３
年度に実施される軽減特例の見直し
に伴い、後期高齢者医療に関するコ
ールセンター（電話窓口）を開設　※
利用には通信料がかかります　他後
期高齢者医療保険料額決定通知書は、
納付書か口座振替払いの人には７月
下旬、年金天引きの人には８月下旬
に郵送　問保険料の算定・自己負担
割合などに関すること／後期高齢者
医療コールセンター（☎057・001・
1558）、納付方法などに関すること／

福祉医療課（☎34・6959、FAX34・67 
32、✉fukushiiryo@city.toyota.aichi.jp）

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）衣装ケース、ベ
ビーカー、着物、ベビー用食卓椅子、
全自動洗濯機、車椅子、筋力トレー
ニングマシン、ウサギ用ケージ　ゆ
ずります（有料）将棋盤、海つり用道
具、チャイルドシート、トランポリ
ン、キッズ用パーティション、リク
ライニング式折りたたみベッド、ベ
ビーゲート　ゆずってください修学
旅行用リュックサック、餅つき機、
ピアノ、加湿器、シルバーカー、キ 
ーボード、中学校男子制服（175㌢・
180㌢）、宮口こども園スモック・体操
服　他６月７日現在の登録品の一部

市民活躍支援課
（☎34・6660 FAX32・9779
✉katsuyaku-shien@city.toyota.aichi.jp）

●金婚祝賀の記念写真撮影
対次のいずれかに該当する市内在住
の夫婦①昭和46年１月１日～12月31
日に婚姻（事実上婚姻していれば婚
姻の届出日は不問）　②昭和45年12 
月31日以前に婚姻し、これまで金婚
祝賀会に参加していない　※令和２
年度の写真撮影券を使用していない
夫婦を含む　内結婚50周年として市
内提携写真館で記念写真を撮影　申
８月６日（金）までに市民活躍支援課、
各支所・出張所、各交流館で配布の
申込書を直接同課か各支所・出張所

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。定
員は各日先着３人。予約優先。雇用
保険求職活動の実績として認定。申
込みは７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。
●セカンドライフ・キャリア相談
時８月７日（土）、15日（日）午前10時
15分～午後１時、25日（水）午後１時
15分～４時　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　他１回45分。オン
ライン参加も可
●55歳以上対象出張相談 in 豊田市
時８月16日（月）午後２時～５時　対
市内在住・在勤・在活動中の55歳以
上の人　内ミドル・シニアを対象と
したキャリアカウンセリング　他１
回50分

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

●包丁とぎ
時７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・鎌類受付可
●秋冬せん定

時９月下旬～来年４月下旬　￥１人
１時間1,404円（作業内容で変動有り。
枝葉の処分費などは別途）　他申込
者の中から抽選で決定　申・問旭・
足助・稲武・小原・下山・藤岡地区
在住の人は随時電話でシルバー人材
センター各支所（旭・足助☎62・21 
66、稲武☎82・3000、小原☎66・02 
20、下山☎91・1221、藤岡☎76・29 
49）。それ以外の地区在住の人は７月
15日（木）までに各交流館、コミュニ
ティセンター、市政情報コーナー、
シルバー人材センターで配布の申込
用紙を郵送かファックスでシルバー
人材センター（〒471・0027、喜多町
６－61－１）
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８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７月20日（火）、そのほかは７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） 毎週火・木・金曜日、４日、18日の水曜日午後１時30分～４時30分、11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　※９日（月）は休
み

税務（税理士） 税務全般 12日、26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 ４日、18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） ５日、12日、26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） 19日（木）午前９時30分～正午。１回30分

不動産（宅地建物取引士） 10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） ６日、20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 25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） 16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） 10日、24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） 10日、24日の火曜日午前10時～正午、18日（水）午後１時30分～３時30分

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７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（土）、13日（金）、21日（土）、30日（月）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７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７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(金)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７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 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 弁護士 ☎63・5566 25日（水）午後１時30分～３時40分。１回60分。先着２人 要

■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 　   　   　 　

15



ら し の ひ ろ ば暮 p.12募集 p.13生活 p.16子育て p.17健康・福祉

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

令和３年７月号

子　育　て

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

　      

16

豊田加茂児童・障害者相談センター 
（☎33・2211 FAX33・2212
✉toyotakamo-fukushi@pref.aichi.lg.jp）

●里親養育体験発表会及び里親サポ
ーター養成講座
時８月６日（金）午前10時30分～午後
３時　※発表会は正午終了予定　所
みよし市役所　対市内・みよし市在
住の人　内自分の家庭で生活できな
い子どもたちを迎え入れ養育する里
親の話を聞く　定先着30人　他発表
会のみ参加可　申７月６日（火）午前
８時45分から電話で県西三河児童・
障害者相談センター（☎0564・27・
2779）

eight
（☎41・8871 FAX41・8872 
✉project@8eight8.jp）

●起業相談
時７月28日（水）、８月23日（月）、９
月29日（水）午後０時15分～１時、午

後１時15分～２時、午後２時15分～
３時、午後３時15分～４時　所就労
支援室　対起業したい・起業してい
る女性　定各先着１人　他オンライ
ン受講可。子連れ可　申７月５日 

（月）午前10時からeightホームペー
ジに必要事項を入力

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

●親の居場所
時７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とそ
の家族に関係のある人　内日頃の困
りごとなどを語り合う　定先着15人　
申７月６日（火）午前９時から電話で
同ステーション

　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７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７月～９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７
月５日（月）

HP番号／1023701

●パパママ教室～１stマタニティ～
時８月10日（火）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
７月７日（水）

とよたシニアアカデミー
（☎36・6363）

●親子で楽しむ手作りおもちゃ講座
時８月21日（土）午前10時30分～11時
30分　所とよた子育て総合支援セン
ター　対未就園児の親子　内身近な
材料を使って音の出る玩具作り　定
先着15組　申７月14日（水）午前10時
から電話でとよたシニアアカデミー

HP番号／1023466

保健部総務課
（☎34・6956 FAX31・6320
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）

　いずれもところはとよた子育て総
合支援センター。内容は虫歯予防に
ついての講話、相談。定員は先着15
組。申込みは７月６日（火）午前９時
から市ホームページに必要事項を入
力。
●はじめての歯みがき
時７月26日（月）午前10時30分～11時
15分　対市内在住で６～11か月の子
と保護者
●親子ピカピカ教室
時７月30日（金）午前10時30分～11時

子育て世帯生活支援特別給付金 
（その他子育て世帯分）を支給します

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

　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
■対象

条件 申請

①令和３年４月分の児童手当受給者で非課税の人 不要 
（公務員を除く）

②令和３年４月分の特別児童扶養手当の受給者で非課税の人 不要
③次のすべてを満たす人
・令和３年３月31日時点で、16歳以上18歳未満の児童（平成

15年４月２日～平成18年４月１日に出生した児童）を養育
する父母な

ど

・令和３年度住民税（均等割）が非課税、または令和３年１月
１日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入
が急変し、住民税非課税相当の収入となった世帯の人

必要

■申請　③は７月26日（月）～来年２月28日（月）に直接同課
■そのほか　ひとり親世帯分の給付を受けた人は対象外

HP番号／1043454
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ら し の ひ ろ ば暮 p.18文化・芸術 p.20知識・教養 p.24食・自然 p.26祭・体験 p.27スポーツ

　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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健 康・福 祉

保健支援課
（☎34・6855 FAX34・6051
✉hokenshien@city.toyota.aichi.jp）

 　   　   　 　

17

15分　対市内在住で１歳以上の未就
園児と保護者

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８月18日（水）午前９時50分～11時　
所地域文化広場　対２か月半～１歳
の子と母親　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７月21日（水）
午前11時から電話で同広場

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

●親子フィットネス
時７月27日～８月31日の毎週火曜日
午前10時～11時　※８月10日は休み　
所猿投棒の手ふれあい広場　対１歳
半以上の未就園児と親（祖父母も可）　
内楽しく身体を動かし、親子のきず
なを深める　定先着25組　￥１組3,5 
00円　申７月13日（火）午前９時から
電話か直接同広場

　いずれもところは市役所。定員は
先着11人。
●依存症問題でお困りの家族教室

時①８月27日（金）　②９月16日（木）　
③10月21日（木）　※いずれも午後１
時～３時　対依存症当事者の家族　
内①依存症とは　②基本的な対応の
仕方　③当事者家族・支援者との交

流会　申７月５日（月）午前９時から
電話、ファックスかＥメールで同課
●高次脳機能障がいのある人の家族
の教室
時８月25日（水）午前10時～11時30分　
内交流会　申７月５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）

●認知症サポーター養成講座
時７月31日（土）午前10時～11時30分　
所福祉センター　対市内在住・在勤
の人　内認知症についての正しい知
識と対応のポイントについて学ぶ　
定先着40人　他受講者には認知症の
人を応援する意思を示す「オレンジ
リング」を配布。すでに持っている
人は受講不可　申７月12日（月）午前
９時から電話かＥメールで同課
●若年性認知症本人・家族会スマイ
ル
時８月25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
８月24日（火）までに電話かＥメール
で同課

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７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８月４日、18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、身体測定、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８月３日、17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　￥１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

食べきりポイントキャンペーン2021～第１弾～
●問合せ　環境政策課（☎34・6650 FAX34・6759 ✉kansei@city.toyota.aichi.jp）

①エコエコチャレンジ30
　おうちで食品ロス削減に挑戦して、とよたＳＤＧｓポイン 
トをもらおう。
■期間　７月１日（木）～８月31日（火）
■もらえるポイント　15万ポイントを参加者で山分け　※上 

限300ポイント
■参加方法　
　①台紙を入手
　　※台紙は、各支所・交流館、エコットで配布。 

　　「とよたＳＤＧｓポイントナビ」からもダウンロード可
　②食品ロス削減に関する目標を立てて、30日間取り組む
　③30日間終了したら、台紙に必要事項を記入して環境政策課に提出
②食べきりめぐり
　市内飲食店の食品ロス削減の取組を応援して、とよたＳＤＧｓポイントをも
らおう。
■期間　７月１日（木）～12月31日（金）
■もらえるポイント　アプリ利用者／500ポイント、カード利用者／300ポイント
■参加方法　
　①「とよたＳＤＧｓポイントナビ」で対象店舗を確認
　②期間中に対象店舗を３店舗訪れ、各店舗で50ポイント以 

　上のとよたＳＤＧｓポイントを支払に利用
　③「とよたＳＤＧｓポイントナビ」専用ページから応募

エコエコ
チャレンジ30

応募専用ページ



ら し の ひ ろ ば暮 p.12募集 p.13生活 p.16子育て p.17健康・福祉

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

令和３年７月号

文 化・芸 術

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

　      

18

障がい福祉課
（☎34・6751 FAX33・2940
✉shougai_hu@city.toyota.aichi.jp）

●発達障がい　子育ておはなし会
時８月30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　
内就職・自立をテーマとした、発達
障がい児の子育て経験のある親が話
を聞くおしゃべり会　定先着20人　 
申７月５日（月）午前９時から電話、
ファックス、Ｅメールか直接同課

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

　いずれもところは福祉センター。
●ボランティア連絡協議会セミナー

「暮らしの中のＳＤＧｓ」
時／テーマ①９月２日／エコライフ　
②９日／子どもの権利　③16日／在
宅医療　※いずれも木曜日午前10時
～正午　対全日程参加できるボラン
ティア活動をしている人　内ボラン
ティアの資質向上のためのセミナー　
定先着30人　￥500円　申７月６日

（火）午前９時から電話で同協議会
●市民公開講座「今こそボランティ
ア」
時９月４日（土）午前10時～正午　対
市内在住・在勤・在学のボランティ
ア活動に関心のある人　定先着180
人　申７月13日（火）午前９時から郵
送、電話、ファックスかＥメールで
社会福祉協議会（〒471・0877、錦町
１－１－１）
●ボランティア講座
時９月４日、25日、12月18日の土曜
日午前10時～正午　※10月～11月に
数日活動体験有り　対全日参加でき
る市内在住・在勤・在学のボランテ
ィア活動に関心のある人　内講演

「今こそボランティア」、ボランティ

ア活動の事例紹介、活動体験・活動
紹介な

ど　定先着20人　申７月13日 
（火）午前９時から郵送、電話、ファ
ックスかＥメールで同協議会

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８月４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
知症の人への介護の工夫」（認知症看
護認定看護師による講話）、交流会な

ど　
申８月３日（火）までに電話で同セン
ター

豊田ほっとかん
（☎36・3000 FAX36・3002 
✉toiawase@toyota-hotkan.jp）

●じゅわじゅわ健康講座
時７月21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
動で転倒予防　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７月５日（月）午前10時から電話か
直接豊田ほっとかん

　いずれもところは民芸館。申込み
が必要なものは、小学生以下は保護
者同伴。抽選の場合、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
●そば猪

ちょこ

口絵付け体験
時７月10日（土）～８月29日（日）午前
10時～午後３時　内素焼きのそば猪

口に陶芸用の絵の具（呉須）で絵付け
する　定先着300個（なくなり次第終
了）　￥500円　他１回につき１人１
個まで。焼成し後日引き渡し　申当
日直接会場
●民芸館・民芸の森クイズラリー
2021
時７月21日（水）～８月29日（日）午前
９時～午後４時30分　内民芸館と民
芸の森に関するクイズに挑戦。正解
者の中から抽選でオリジナルグッズ
をプレゼント
●はじめてのやきものづくり「夏の
創意工夫（自由テーマ）」
時７月18日（日）午後１時～３時　対
小学生以上　内粘土１キロ㌘で置物
や皿など自由テーマで作品を制作　
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７月８日（木）
●裂

さきおり

織体験
時７月25日（日）午前10時～正午、午
後１時～３時　対小学生以上　内卓
上織機を使って裂織布のテーブルセ
ンターを制作　定抽選12人　￥1,700
円（中学生以下1,500円）　申込み期限
７月13日（火）
●絞り染め体験「エコバッグ作り」
時７月31日（土）午後１時～３時　内
横33×縦32×マチ10㌢のバッグに、
輪ゴムや洗濯ばさみなどで絞りを施
す　定抽選12人　￥1,400円（中学生
以下1,200円）　申込み期限７月22日

（木）
●糸車での糸紡ぎ見学・はた織り体
験
時７月29日（木）、30日（金）午前10時
～正午、午後１時～３時　申当日直
接会場
●とんぼ玉体験講座「ストライプ模
様のとんぼ玉作り」
時７月18日（日）午前10時～正午、午
後１時～３時　対小学５年生以上　
内とんぼ玉５個を制作。１つはスト
ラップかチョーカーに加工　定抽選
12人　￥3,200円（小・中学生2,800円）　
申込み期限７月６日（火）
●ギャラリートーク
時７月11日（日）午後２時～３時　内
企画展「植物文様の民芸」についての
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展示解説　定先着15人　申当日直接
会場
●植物文様の民芸　イメージ和菓子
時７月17日（土）、18日（日）午前10時
～午後４時　内企画展「植物文様の
民芸」にちなみ、展示品をイメージ
した植物文様の和菓子を茶室・勘桜
亭で提供　￥一服400円　他各日個
数限定（なくなり次第通常の和菓子
で提供）

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。
教室の申込みは申込み開始日午前10
時から参加費を添えて直接同広場。
●けやき茶房
時８月７日（土）、８日（日）、28日

（土）、29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８月７日（土）、８日（日）、21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７月10日（土）
●フラワーアレンジメント教室
時①８月５日、19日の木曜日　②８
月８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７月15日（木）

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

　いずれもところは発見館。
●夏のものづくり体験
時①７月10日（土）から　②７月17日

（土）から　③７月24日（土）から　④
７月10日（土）～８月31日（火）　※い
ずれも午前９時～午後４時30分　内
①素焼きのコースターに絵を描く　

②間伐うちわ　③まゆ花のミニブー
ケクリップ　④無料ものづくり体験

「ゆらゆら水族館」な
ど　定①②③先着

50個（なくなり次第終了）　￥①150
円　②250円　③100円
●夏休み講座「生糸をまきまきマグ
カップ」
時７月24日（土）、25日（日）午後１時
～３時　対小学生以上（小学生は保
護者同伴）　内まゆ糸を巻き付けて、
オリジナルマグカップを作る　定各
日先着11人　￥500円　申７月６日 

（火）午前10時から電話か直接同館

コンサートホール・能楽堂
（☎35・8200 FAX37・0011）

●か～るくラシック♪イブニングコ
ンサート
時７月15日（木）午後７時開演　所コ
ンサートホール　出演デンハーグピ
アノ五重奏団　曲名シューベルト／ 
ピアノ五重奏曲　イ長調　op.114　 
D667「ます」（全楽章）ほ

か　￥500円　
※全席指定　他４歳未満入場不可。
コンサートホールホームページから
予約可
●参合館ロビーコンサート
時７月16日（金）午後０時20分～０時
50分　所参合館　出演ララルー（女
性合唱）　曲目信じる、たおやかな
詩（松下耕）、世界がひとつになるま
で（馬飼野康二）ほ

か

●パイプオルガンを楽しむための講
座
時７月22日（木）午後２時から　所コ
ンサートホール　講師神戸洋幸（オ
ルガンビルダー）、徳岡めぐみ（豊田
市コンサートホール・オルガニスト）　
内オルガンの成り立ちやコンサート
ホールのオルガンの特徴についての 
話と演奏　￥1,000円（25歳以下500円）　
※全席自由　他４歳未満入場不可。
コンサートホールホームページから
予約可
●か～るくラシック♪シリーズ　０
歳からのパイプオルガンコンサート
時７月29日（木）午前10時30分開演、
午後１時30分開演　※各回40分程度　
所コンサートホール　出演安杏菜

（オルガン）、塚本江里子（ソプラノ）　
曲目J.S.バッハ／主よ人の望みの喜
びよ、ミュージカル「アニー」より 

“トゥモロー”ほ
か　￥500円（３歳以下

50円）　※全席指定　他コンサート
ホールホームページから予約可
●パイプオルガン演奏体験講座
時８月18日（水）午後１時～８時　②
19日（木）午前10時～午後５時　所コ
ンサートホール　対中学生以上で、
鍵盤楽器の演奏経験のある人　内30
分間の個人演奏体験（ホールオルガ
ニスト付添い）　定各日抽選11人　 
￥3,000円（大学院以下の学生2,000円）　
申７月15日（木）午後５時までに電話
か直接コンサートホール
●能狂言が見たくなる講座「狂言っ
てなんじゃ！」
時８月１日（日）午後２時開演　所能
楽堂　出演佐藤友彦（和泉流狂言方）、
田﨑未知（能楽研究家）　内能と狂言
の違いや楽しみ方などを実演を交え
て紹介する　￥1,000円（25歳以下500
円）　※全席指定　他能楽堂ホーム
ページから予約可
●夏休み親子で楽しむわくわく能楽
鑑賞会
時８月22日（日）午後１時～２時30分　
所能楽堂　内狂言「雷」、能「葵上」の
鑑賞　￥大人1,000円（小・中学生は
500円）、親子ペア1,000円、４歳以上小
学生未満は無料（要整理券）　※全席
指定　他４歳未満入場不可。能楽堂
ホームページから予約可
●夏休み親子で楽しむわくわく能楽
体験

時８月22日（日）①午後２時45分から　
②午後３時から　③午後３時15分か
ら　※各15分　所能楽堂　対わくわ
く能楽鑑賞会入場者　内小鼓、大鼓、
太鼓、能舞台歩き体験　定各回先着
25人　申内容の中から１つ選び、７
月22日（木）午前10時から電話で能楽
堂
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中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

●WE LOVE CINEMA 変わらぬ感
動を伝えたい
時８月１日（日）午後１時30分～３時　
所中央図書館　対小学生以上　内映
画上映（忍たま乱太郎　忍術学園全
員出動！の段）と本の展示　定先着
30人　申７月６日（火）午前10時から
電話か直接同館　※中央図書館ホー
ムページからも申込み可

とよた手作り絵本展実行委員会
（小山内☎58・3195）

●とよた手作り絵本講座
時８月４日、11日、25日の水曜日①
午前10時15分～午後０時15分　②午
後１時～３時　所中央図書館　対全
日程参加可能な小学生以上　内①ド
イツ装本の絵本作り　②ハードカバ
ーの絵本作り　定各抽選15人　￥1,0 
00円　申７月25日（日）までに申込み
事項と希望コースを往復ハガキで中 
央図書館（〒471・0025、西町１－200）

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

●ロビー展「日本画・洋画二人展」
時７月２日（金）～30日（金）午前９時
～午後９時　所視聴覚ライブラリー　
内豊田美術連盟会員弥

いよだ

田明
あけみ

美氏と岩
いわ

 
田
た

三
みえ

枝氏の作品展示

産業文化センター
（☎33・1531 FAX33・1535）

●産業文化センターロビーコンサー
ト「相撲甚句」
時７月４日（日）正午から（30分程度）　
所産業文化センター　内相撲の両国
哀歌ほ

か

民芸の森
（☎46・0001 FAX46・0043
✉mingeinomori@city.toyota.aichi.jp）

●森のアート展「光芒につつまれて　
新
しんたく

宅雄
ゆうき

樹展」
時７月27日（火）～９月４日（土）午前
９時～午後５時　※８月９日（月）は
開館　所民芸の森　内抽象油絵作品
の展示　他８月１日（日）午後１時30
分からギャラリートークを開催

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

●高岡茶席（煎茶）

時７月25日（日）午前10時～午後１時　
所六鹿会館　内煎茶作法の体験　定 
先着15人　￥400円　申７月10日 

（土）午前９時から電話か直接同セン
ター

●シールラリー「よみりんピック・
かたるんピック～めざせ金メダル～」
時７月17日（土）～８月８日（日）　所
中央図書館、こども図書室、各コミ
ュニティセンター・交流館図書室　
対図書利用カードを持つ中学生以下

（当日の登録手続きでも参加可）　内
各施設で配布の専用台紙に、貸出１
回につき１枚提供するシールを集め
る　他シールを３枚以上集めた人に
は中央図書館で参加賞を進呈
●発想の科学「オン（音）パレード」
時７月24日（土）午前10時15分～正午　
所中央図書館　対小学１～３年生

（２年生以下は保護者１人同伴）　内
身近にあるものを使って楽器を作り、

音について学ぶ　申７月10日（土）午
前10時から電話か直接同館
●発想の科学「３Ｄ映像の始まり～
目の仕組みから３Ｄを科学する～」
時７月25日（日）午前10時15分～午後
０時15分　所中央図書館　対小学４
～中学３年生　内目の模型を作り、
平面が立体に見える理由を学ぶ　申
７月11日（日）午前10時から電話か直
接同館
●～親子で一緒に～はじめての読書
かんそう文書き方講座
時７月26日（月）午前10時15分～正午　
所中央図書館　対小学１・２年生と
その保護者　内感想文を書くための
大事なポイントを学ぶ　定抽選15組　
申７月11日（日）までに電話か直接同
館　※当選者のみ13日（火）に連絡
●わくわく夏の工作会
時①７月27日（火）～８月１日（日）　
②８月４日（水）～６日（金）　※いず
れも午後１時30分～２時、午後２時
15分～２時45分　所中央図書館　対
小学２年生以下（保護者同伴、保護
者１人につき子ども２人まで可）　
内ＵＦＯ・からくりキューブ・ダン
シングたこさん・どんぐり人形から
１つ選んで作る　定各回先着５組　
申７月６日（火）午前10時から電話か
直接同館
●川砂から宝石発見！？顕微鏡での
ぞいてみよう鉱物ワールド
時７月28日（水）午前10時15分～午後
０時15分　所中央図書館　対小学生

（１・２年生は保護者１人同伴）　内
顕微鏡を使って川砂から水晶やガー
ネットなどの宝石を見つける　定先
着20人　申７月６日（火）午前10時か
ら電話か直接同館　
●中学生のための調べる・伝える学
習教室
時８月１日（日）午前10時15分～正午　
所中央図書館　対中学生　内図書館
の使い方、レポートのまとめ方　定
先着15人　申７月６日（火）午前10時
から電話か直接同館
●ホンモノにさわって、とよたの歴
史を味わおう
時８月７日（土）午前10時15分～午後
０時15分　所中央図書館　対小学生
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（２年生以下は保護者１人同伴、３
年生以上推奨）　内昔の人の暮らし
や営みについて、実物を見たり触れ
たりしながら学ぶ　定先着20人　申
７月６日（火）午前10時から電話か直
接同館
●太陽の力にびっくり！ソーラーク
ッカーを作ろう！
時８月８日（日）午前10時15分～午後
０時15分　所中央図書館　対小学生
（４年生以下は保護者１人同伴、５・
６年生推奨）　内太陽エネルギーの
話を聞いて自分が作ったソーラーク
ッカーを使い簡単な実験を行う　申
７月17日（土）午前10時から電話か直
接同館　
●目指せ！くるま博士2021～クイズ
に挑戦しよう！～
時８月９日（月）午前10時30分～正午　
所中央図書館　対小・中学生　内車
に関するクイズに挑戦してオリジナ
ルライセンスカードを手に入れる　
定先着20人　申７月７日（水）午前10
時から電話か直接同館　※中央図書
館ホームページからも申込み可

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

●国際理解セミナー「君ならどうす
る?!すごろくでＳＤＧｓを学ぶ」
時８月21日（土）午後１時30分～３時
30分　所産業文化センター　対市内
か近郊在住の小学４年生以上　内Ｓ
ＤＧｓを身近に感じるワークショッ
プ、参加者同士のディスカッション　
定先着30人　申７月８日（木）午前10
時から電話でＴＩＡ

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

　いずれもところは市動物愛護セン
ター（〒471・0002、矢並町法沢715
－４）。
●親子でまなぼうイヌのこと
時８月６日（金）午前10時～11時30分　
対市内在住の小学生と保護者　内イ

ヌとの接し方について学ぶ　定抽選
10組　申７月15日（木）までに申込み
事項と参加者全員の氏名・年齢をハ
ガキ、電話、Ｅメールか直接同セン
ター
●ネコの一時預かりボランティア養
成講習会

時８月７日（土）午後１時30分～４時
30分　対市内在住で市動物愛護セン
ターが保護しているネコを一時的に
自宅などで飼養できる成人　内一時
預かりボランティア制度、ネコの飼
育方法な

ど　定選考15人　申７月14日
（水）までにハガキ、電話かＥメール
で同センター
●動物愛護ボランティア養成講座
時９月８日、15日、29日、10月13日、
20日、11月10日、17日の水曜日午前
10時～正午、12月６日（月）午前９時
～午後１時、12月24日（金）午前10時
～正午　対全日程参加でき、市内在
住で飼いイヌと一緒にこども園や社
会福祉施設への訪問などのボランテ
ィア活動ができる人　※イヌを飼っ
ていない人も可　内ボランティア活
動、イヌのしつけ方について　定選
考15人　他イヌは健康で基本的に室
内飼い、市に登録済、狂犬病予防注

射・各種伝染病予防ワクチン接種済、
避妊・去勢手術済、生後８か月以上
で基本的なしつけができていること　
申７月23日（金）までに申込み事項と
イヌの名前・種類・年齢をハガキ、
電話、Ｅメールか直接同センター

こども図書室
（☎88・1322 FAX88・1322）

●夏休み工作教室～ホバークラフト
を作って遊ぼう～
時７月31日（土）午前10時～11時30分　
所高橋交流館　対小学生　定先着20
人　￥300円　申７月７日（水）午前
11時から直接同室

HP番号／1009098

ものづくりサポートセンター
（☎47・1260 FAX47・1262
✉monozukuri@city.toyota.aichi.jp）

●とよたサイエンスクラブⅠ
時８月15日、29日、９月12日、10月
10日、17日、24日の日曜日午前10時
～正午　所ものづくり創造拠点、豊
田高専　対中学生　内大学や高専の
教授と実験やものづくりで身の回り
の不思議を学ぶ　定抽選15人　￥2,0 
00円　申７月21日（水）までに申込み
事項と学校名（学年）を郵送かファッ
クスでものづくりサポートセンター 
（〒471・0023、挙母町２－１－１、
２）　※市ホームページからも申込
み可

種別 とき 申込み期間

普通救命講習Ⅰ

８月16日（月）
午前９時～正午 ７月５日（月）～８月10日（火）

９月３日（金）
午前９時～正午 ７月22日（木）～８月27日（金）

上級救命講習
９月11日（土）

午前９時～午後６時 
※休憩１時間含む

８月２日（月）～９月６日（月）

■ところ　消防本部
■定員　各先着20人
■持ち物　筆記具、飲み物、動きやすい服装、マスク
■申込み　市ホームページに必要事項を入力

学ぼう応急手当（７月～９月） HP番号／1038422

●問合せ　中消防署管理課 
　　　　　（☎35・9720 FAX35・9729 ✉shoubou-naka@city.toyota.aichi.jp）
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とよしば 
（☎50・8635 FAX50・8635
✉daisuke@koikeya-create.com）

●Monthly pickup book ７月～ス
ポーツ特集～
時７月２日（金）～31日（土）午前10時
～午後５時　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。
●プラネタリウム投映番組

７月18日（日）まで
投映開始

時刻 土曜日 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

７月21日（水）から
投映開始

時刻 火～土曜日 日曜日・ 
祝日

午前11時
かいけつゾロリ 
まもるぜ！恐竜
のたまご

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２時 新・恐竜大進撃 
2020ver

名探偵コナン 
灼熱の銀河鉄道

午後４時 ヒーリング
アース

えんとつ町の 
プペル 
～POUPELLE 
OF CHIMNEY 
TOWN～

定各先着150人（前日まで事前予約可）　
￥300円（４歳～高校生100円）　他投
映時間はいずれも約45分間
●サイエンスショー「燃焼大実験～
花火の色のひみつ～」
時①７月３日（土）～18日（日）の毎週
土曜日午後１時15分、日曜日午前10
時15分、午後１時15分　②７月21日

（水）～８月１日（日）毎週水・金・土・
日曜日・祝日午前10時15分、午後１
時15分　内物が燃える仕組みや、炎
の色の秘密を実験で紹介
●街中の星見会「まちぼし」
時７月17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
70人（当日午後６時から整理券配布）
●ワークショップ「池のメダカは何
を食べているのかな？」
時７月18日（日）午前９時30分～正午　
対小学４～６年生　内淡水プランク
トンの採集と観察　定先着15人　￥
200円　申７月６日（火）午前10時か
ら電話で同館
●企画展「ふしぎ錯覚ミュージアム」
時７月21日（水）～８月31日（火）午前
９時～午後５時　※８月９日（月）は
開館　内代表的な錯視図形をはじめ
錯視デザインが使用された生活雑貨、
不可思議な立体作品を展示
●親子天文教室「夏の星空観望会～
七夕の夜に～」

時８月14日（土）午後６時30分～８時
30分　対小・中学生と保護者　内天
文アドバイザー浅田英夫氏による伝
統的七夕や、惑星の観測方法などの
解説と観望会　定先着100人　￥300
円　他天候不良時は観望会のみ中止　
申７月10日（土）午前10時から電話で
同館
●ワークショップ「最強生物クマム
シとその仲間たち」
時８月19日（木）午前10時～11時45分　
対小学５・６年生　内自力でクマム
シの発見と顕微鏡観察、最強生物の
秘密を探る　定先着12人　￥200円　
申７月17日（土）午前10時から電話で
同館
●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①７月３日（土）、４日（日）、
10日（土）、11日（日）／カタカタお星
さま　②17日（土）、18日（日）／まき
まきカート　③21日（水）～23日（金）
／くねくねっ！！！　④24日（土）、
25日（日）／セイリングカー　⑤27日

（火）～29日（木）／ぷらばんキーホル
ダー　⑥30日（金）～８月１日（日）／
まわしてジージー　※いずれも受付
時間は午前10時～正午、午後１時30
分～３時30分　定各日先着50人　￥
100円　

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

●ＬＧＢＴをもっと理解しよう
時８月20日（金）午後１時30分～３時　
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
一人一人が異なるセクシュアリティ
や人格をもっていることを学び、誰
もが働きやすい職場環境を考える　
定先着11人　申７月５日（月）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

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

●セミナー「働き方いろいろ　私に
合う働き方」

時７月28日（水）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　内雇用形態別の働き方
の特徴の解説。それぞれの働き方の
ホンネを紹介　定先着11人　他託児
有り（先着５人、500円、７月19日 

（月）までに要予約）。オンライン受講
も可（先着20人）。雇用保険求職活動
の実績として認定　申７月５日（月）
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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
✉eco-t@eco-toyota.com）

　いずれもところはエコット。申込
みは７月６日（火）午前10時から電話
でエコット。
●ソーラーボートを作ろう
時８月１日（日）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着15人　￥1,000円
●牛乳パックでソーラーハウスを作
ろう！
時８月７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）　定先着15人　￥100円
●もった博士のかがく倶楽部～ドラ
イアイスで遊ぼう～
時８月８日（日）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
内いろいろな実験を通してドライア
イスの正体を探る　定先着15人　￥
300円
●ダンボールコンポスト講習（基礎
講座）
時８月20日（金）午前10時～11時30分　
内ダンボール箱を利用した生ごみか
らの堆

たいひ

肥作りを学ぶ　定先着20人　 
￥500円
●かんたんエコ手芸教室～エコクラ
フトでくずかごを作ろう～
時８月21日（土）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着15組　￥400円
●ｅｃｏ☆ゲームでクールシェア
時８月28日（土）午前10時～正午　対
小学生以上　内カードゲームやボー
ドゲームなどで遊ぶ　定先着15人

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

　いずれもところはキラッ☆とよた
（産業文化センター内）。申込みは７
月６日（火）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
●～免疫力アップを目指して～カラ
ダが喜ぶ薬膳茶講座
時７月31日（土）午前10時～正午　対
市内在住・在勤の人　内薬膳茶を味
わいながら、薬膳茶に関する基礎的
な知識や、自身の症状に合わせた活 
用方法を学ぶ　定先着20人　￥800
円　他未就学児の託児有り（有料、
７月21日（水）までに要予約）
●離婚という選択
時８月19日（木）午前10時～正午　対
市内在住・在勤の女性　内離婚を自
分らしさを取り戻す手段の一つとし
て捉え、前向きな生活設計を立てら
れるよう制度を学ぶ　定先着40人　 
他未就学児の託児有り（有料、８月
12日（木）までに要予約）

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。定
員は先着12人。雇用保険求職活動の
実績として認定。申込みは７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。
●キャリアプランニングセミナー
時８月20日（金）午後２時～４時　対
市内在住・在勤・在学・在活動中の
人　テーマあなたの能力と働く意欲
を言葉にしよう
●セカンドライフ＆キャリアセミナ
ー
時８月21日（土）午前10時30分～正午　
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　テーマ強みを生かして転職
に成功した人の話を聞く　他予約優
先。オンライン参加も可

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

●支援者養成講座「若者よりそいサ
ポーター説明会」
時７月24日（土）午後１時30分～３時

30分　所青少年センター　内困難を
抱える若者の特性と接し方、居場所
体験　定先着15人　申７月６日（火）
午前９時から電話で同ステーション

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）

●セカンドライフに楽しもう！DIY
始め方教室
時７月24日（土）午前10時30分～正午　
所KiTARA　内DIYヘルパーによる
解説　定先着10組　他オンライン可　
申７月５日（月）午前10時から電話か
Ｅメールで同センター

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７月５
日（月）午前９時から電話で同センタ
ー。
●スマホ・デジカメ写真を編集して
楽しく使おう
時８月３日～24日の毎週火曜日午後
１時15分～４時　￥8,000円
●よくわかるワード基礎講座
時８月４日～９月８日の毎週水曜日
午後１時15分～４時　￥１万2,200円
●インターネット・メール講座
時８月17日～31日の毎週火曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時８月23日～９月13日の毎週月曜日
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①８月18日、25日の水曜日　②８
月23日、30日の月曜日　※いずれも
午前９時30分～11時30分　￥5,500円
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藤岡ふれあいの館
（☎75・2105 FAX75・2106
✉fujioka-fureai@homex-co.com）

●夏休み子ども自習室の開設
時７月21日（水）～８月６日（金）、17
日（火）～31日（火）午前９時～午後６
時　所藤岡ふれあいの館　対小学～
高校生　定先着20人　申７月６日 

（火）午前９時から電話か直接同館

eight
（☎41・8871 FAX41・8872 
✉project@8eight8.jp）

●起業プラン作成講座
時８月17日、９月７日、28日の火曜
日、10月15日（金）午前10時～正午　 
所キラッ☆とよた　対起業したい・
起業している女性　内起業プランを
作成するための連続講座　定先着12
人　￥5,000円　他オンライン受講も
可。託児有り（先着３人、500円、開
催日の２週間前までに要予約）　申
７月５日（月）午前10時からeightホ
ームページに必要事項を入力

　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
通話１回につき２人まで
●花とみどりの講座「箱庭で作る枯
山水の庭」
時８月４日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　内枯山水の庭を景石、
砂利、ヤマゴケを使用して作庭　定
先着30人　￥3,100円　申込み開始日
７月６日（火）

●花育講座「夏休み！親子で楽しむ
インドアグリーン」
時８月21日（土）午前10時～正午　対
小学生以下の子と保護者　内観葉植
物で涼しげなミニ寄せ植えの作成　
定先着30組　￥1,600円　申込み開始
日７月21日（水）

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

　いずれも申込みは７月６日（火）午
前10時から電話でエコット。
●ごみのゆくえを見に行こう！
時８月３日（火）午前10時～正午　所
エコット　対小学生以上（小学生は
保護者と参加）　内家庭から出され
たごみがどのように処理をされてい
るかを見学する　定先着30人
●鉄道模型好きあつまれ！鉄道はエ
コな乗り物！？
時８月４日（水）午後１時30分～３時
30分、５日（木）午前10時～正午　所
エコット　対小学生以上（小学生は
保護者同伴）　内鉄道が走るまちの
ジオラマを作って、HOゲージ（鉄
道模型）を走らせる　定各先着15人
●エコ・キッズスペース～夏休み特
別企画！みんなで楽しく工場見学～
時８月６日（金）午前10時～11時30分　
所エコット　対未就園児とその兄弟

（保護者同伴）　内渡刈クリーンセン
ターの見学　定先着15組
●２万個の積み木で遊ぼう！

時８月18日（水）午前10時～正午　所
エコット　対３歳以上の親子（大人
だけの参加可）　内積み木のまちを
作って楽しむ　定先着15組
●エコットフォーラム2021　映画鑑
賞・トークセッション
時８月29日（日）午後１時30分～４時
30分　所エコット　対小学生以上

（小学生は保護者同伴）　内食品ロス

をテーマとした映画を観た後、映画
制作関係者とのトークセッション　
定先着50人

とよた森林学校
（☎61・1618 FAX61・1617
✉kozwoody@asuke.aitai.ne.jp）

●森林観察リーダー入門講座
時７月25日、８月８日、22日、９月
５日の日曜日午前９時～午後４時　
所香嵐渓ほ

か　対全日参加できる人　 
内基礎的な知識を実践的に学ぶ　定
抽選12人　￥4,000円　申７月９日

（金）までに申込み事項と年齢を電話、
ファックスかＥメールでとよた森林
学校

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。
●あべまきの会と森あるき「夏の森　
虫も草木も元気だよ」
時７月14日～８月４日の毎週水曜日
午前10時～正午　※雨天中止　所自
然観察の森　定各回先着11人　申込
み開始日各回の１週間前
●夏休みの科学研究に！土の不思議
に迫る
時７月18日（日）午前９時30分～午後
３時30分　※雨天中止　所自然観察
の森　対小学生以上　内土の中の生
き物探しや楽しい実験をする　定先
着15人　￥100円　申込み開始日７
月８日（木）
●昆虫の糞

ふん

で布を染めよう！
時７月24日（土）午前９時30分～11時　
所自然観察の森　対小学生以上　定
先着15人　￥600円　申込み開始日
７月14日（水）
●森あそび「わくわく森の工作」
時８月１日（日）午前10時～正午　所
自然観察の森　対親子　内自然のも
のを使った工作　定先着15人　￥３
歳以上100円　申込み開始日７月22
日（木）
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●夏休みの科学研究に！森のレンジ
ャーと生き物調べ
時８月７日（土）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　所自然観察の森　
内レンジャーと一緒に生き物調査　
定先着15人　￥100円　申込み開始
日７月28日（水）
●森のおはなし会「夏の生きもの大
集合！」
時８月７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７月28日

（水）
●学芸員と標本作り教室　昆虫標本
を作ろう！
時８月８日（日）午後１時～３時30分　
所自然観察の森　対小学３年生以上　
内昆虫標本の作り方を学ぶ　※家で
飼っていて寿命を迎えたカブトムシ
やクワガタの持ち込み可　定先着15
人　￥500円（材料費込）　申込み開
始日７月29日（木）
●夏の矢並湿地観察会
時８月15日（日）午前10時～11時30分　
※雨天中止　所矢並湿地　※バスは
自然観察の森発着　内ラムサール条
約湿地でサギソウを観察　定先着15
人　￥300円（バス代無料）　申込み
開始日８月５日（木）

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

●釣ってみよう ze ザリガニくん♪
時７月11日（日）午前９時30分～正午　
所初音川ビオトープ（中町）　内自然
とふれあうネイチャーゲームを楽し
みながら、ザリガニ釣りや生きもの
探し　￥200円（16歳以上300円）　他
帽子、飲み物持参　申当日開始30分
前から直接初音川ビオトープ駐車場

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。小
学生以下保護者同伴。参加費は100円。
申込みは申込み開始日から催し名と

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。
●生き物調査
時７月19日（月）～８月６日（金）午前
９時30分～11時50分　※土・日曜日
を除く　内トヨタの森の虫や生き物
を調査する　定各日先着２組　申込
み開始日７月５日（月）
●竹の水鉄砲作り
時７月19日（月）～８月６日（金）午前
９時30分～11時50分　※土・日曜日
を除く　対小学生を含む家族（３歳
以下不可）　内トヨタの森の竹を使
って、自分だけの水鉄砲を作る　定
各日先着２組　申込み開始日７月５
日（月）
●ふしぎはっけん！森の探検隊　夜
の森の探検隊
時７月30日（金）午後６時30分～８時
50分　対小学生を含む家族（３歳以
下不可）　内不思議あふれる夜の森
を探検　定抽選15人　申込み開始日
７月14日（水）

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

●みんなで調査！市民参加生き物探
し
時７月１日（木）～９月30日（木）　※
調査日数１日から可　内各支所・交
流館、環境学習施設などで配布の生
き物調査ブックを使い、周りにいる
生き物を調査。調査シートに見つけ
た生き物をチェックして郵送　他提
出期限は10月８日（金）。参加者には
特典有り
●「夏休みの環境学習に！」風力発電
所やブナ原生林を回る見学ツアー
時８月１日（日）①午前９時30分～午
後０時30分　②午後１時30分～４時
30分　集合どんぐり工房　※目的地
までは往復バスで移動　対小学校高
学年の子と保護者２人１組　内面ノ

木風力発電所やブナの原生林を見学
し、気候変動の影響について考える　
定各先着９組　他雨天中止　申７月
５日（月）午前10時から電話、ファッ
クスかＥメールで同課

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。
●ライトトラップ講習会
時８月８日（日）、９日（月）午後３時
～９時　対小学生を含む家族　内ラ
イトトラップの仕組みについての講
習、昆虫の生態・観察会な

ど　定抽選
20人　￥３歳以上500円　※別途食
事代（大人820円、子ども630円）　申
７月12日（月）までにファックスかＥ
メールで旭高原元気村
●自作望遠鏡で土星や木星を見よう
時８月21日、28日の土曜日午後３時
～９時　内望遠鏡作り、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4,580円と食事代（大人820円、子ど
も630円）　申７月６日（火）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）

●ファミリーキャンプ８月

時８月11日（水）～15日（日）　所総合
野外センター　対市内在住・在勤・
在学を含み、小・中学生を含む家族　
内家族単位でのフリーキャンプ（１
泊２日以上、常設テント泊）　定各
日先着９家族　￥１家族200円（施設
使用料別途）　他鍋・鉄板などの貸
出し有り（まき・炭などは有料）。飲
酒・喫煙は不可。ペット類の持ち込
み不可　申７月10日（土）午前９時か
ら電話で同センター
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●夏休み親子木工教室
時８月１日（日）午前９時30分～午後
３時　所豊田高等職業訓練校　対市
内在住の小学３～６年生の親子　内
スライド式本立ての製作ほ

か　定先着
10組　￥2,000円（材料費、受講料、 
保険料を含む）　申７月５日（月）午
後１時から電話で同校

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

　いずれもところは市郷土資料館。
HP番号／1044000

●企画展「縄文ライフ！～ＳＤＧｓ 
の種を探しに～」
時７月６日（火）～９月26日（日）午前
９時～午後５時　内市内小・中学校
の教員の監修のもと、縄文時代の暮
らしから「持続可能な社会」の実現に
むけたヒントを紹介

HP番号／1043999

●夏休みこども月間～古代人体験を
しよう！！～
時７月14日（水）～８月31日（火）　内
企画展との連動企画、写真立てづく
り（持ち帰り可）、古代人体験、クイ
ズラリー

●11館合同スタンプラリー「とよた
の歴史なぞ解きラリー」
時７月21日（水）～９月26日（日）　対
象施設市郷土資料館、発見館、民芸
館、民芸の森、喜楽亭、棒の手会館、
松平郷館、歌舞伎伝承館、足助資料
館、藤岡民俗資料館、旧松本家長屋
門　内対象施設で台紙を受け取り、
５か所以上で謎を解き、スタンプを

集めるとオリジナルグッズがもらえ
るスタンプラリー　他スタンプの押
印は１人１回１枚。景品はなくなり
次第終了
●まが玉づくり
時７月28日（水）、29日（木）午前９時
30分～11時30分、午後１時30分～３
時30分　対小学生以上　内古代の装
身具「まが玉」について学び、滑石を
磨いてオリジナル「まが玉」を作る　
定各抽選30人　￥１個300円　申７
月16日（金）までに〒住所、電話番号、
参加者全員の氏名、学年、材料数 

（保護者も制作可）、参加希望日時を
記入して往復ハガキで市郷土資料館 

（〒471・0079、陣中町１－21―２）　
※当落通知は７月21日（水）頃に発送
予定
●矢作川の砂から宝石を探そう
時７月30日（金）午前９時30分～11時
30分、午後１時30分～３時30分　対
小学生以上　内矢作川の砂を顕微鏡
で観察し、石英やガーネットなどき
れいな石を探す（持ち帰り可）

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

●チャリティイベント！親子で楽し
む体験ＤＡＹ
時７月18日（日）①午前10時～11時30
分　②午後１時～２時30分　所あす
て　対①１～３歳半の子と親　②３
歳半～５歳の子と親　内リトミック、
親子体操やゲーム、簡単な工作　定
各先着10組　￥500円　他参加費は
カンボジアの子どもたちのために使
用　申７月５日（月）午前９時からＥ
メールであすて

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

●水泳教室
時７月26日（月）～29日（木）①午前10
時～11時30分　②午後１時30分～３
時　所加茂川公園プール　対全日参
加可能な小学１・２年生　内水慣れ、

バタ足、泳法　定各先着20人　￥3,0 
00円　※入場料別途　申７月７日

（水）午前９時から電話で同センター

とよたシニアアカデミー
（☎36・6363 FAX34・0015
✉t-saj@hm.aitai.ne.jp）

●はじめの一歩講座　おもちゃイン
ストラクターから学ぶおもちゃ作り
時８月７日、21日の土曜日午前10時
30分～正午　所とよた市民活動セン
ターほ

か　対市内在住で両日参加可能
な成人　内身近な材料を使って玩具
を作り、未就園児親子と遊ぶ　定先
着12人　￥１人100円　申７月７日

（水）午前10時から電話でとよたシニ
アアカデミー

民芸の森
（☎46・0001 FAX46・0043
✉mingeinomori@city.toyota.aichi.jp）

●ガラス風鈴に和紙で絵付けをしよ
う

時７月17日（土）～８月29日（日）午前
10時～午後３時　所民芸の森　定先
着120個（当日直接会場）　￥500円　 
他小学生以下は保護者同伴

未来都市推進課
（☎34・6982 FAX34・2192
✉hybrid-city@city.toyota.aichi.jp）

●とよたエコフルタウン夏休みイベ
ント
時①７月31日（土）、８月１日（日）　
②７月29日（木）、８月５日（木）、19
日（木）、27日（金）、31日（火）　※い
ずれも午前９時～午後４時　所とよ
たエコフルタウン　内①豊田市産パ
フェづくり、美術館ワークショップ、
ハングル文字書き方教室な

ど　②プロ
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豊田スタジアム
（☎87・5200 FAX87・5201）
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グラミング体験、生活作文講座な
ど　

申イベント３日前までにとよたエコ
フルタウンホームページに必要事項
を入力　他応募多数の場合抽選有り

とよたつながる博
（☎42・6590）

●とよたつながる博
時８月１日（日）～10月31日（日）　内
多数の魅力的な市民活動を集約して
紹介する体験型プログラム　他各プ
ログラムの日時・場所は公共施設な
どで配布のパンフレットかとよたつ
ながる博ホームページで確認　申７
月５日（月）正午からとよたつながる
博ホームページに必要事項を入力

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の午前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７月29日～８月26日の毎週木曜日
午後３時45分～４時45分　※８月12
日は休み　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７月８日

（木）
●はじめてのヨガ
時８月の毎週火曜日午前９時30分～
10時20分　※10日は休み　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
７月13日（火）
●はじめてのＺＵＭＢＡⓇ

時８月の毎週火曜日午前10時35分～
11時25分　※10日は休み　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７月13日

（火）

●やさしい気功と太極拳
時８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７月９日

（金）
●ALOHAたのしいフラダンス
時８月５日、26日、９月９日、23日
の木曜日午後１時30分～２時30分　
内フラの音楽で癒されながらゆった 
りと踊る（抱っこひもで子どもとの
参加可）　定先着15人　￥3,000円　 
申込み開始日７月８日（木）

●骨盤体操教室
時８月19日～10月14日の毎週木曜日
午前10時～11時　※９月23日は休み　
内骨盤の位置を矯正し、からだの不
調を整える　定先着32人　￥6,000円　
申込み開始日７月15日（木）
●スポーツパルクール教室
時８月19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７月15日

（木）

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

　いずれもところはどんぐり工房。
●身近な物で草木染め～「インド藍
で夏の青を染めよう！」
時７月24日（土）午前10時～午後３時　
定先着15人　￥3,250円（布代別）　持
ち物軍手、厚手のゴム手袋　申７月
５日（月）午前９時から電話で同工房
●夏休み特別企画
時／内７月24日（土）～８月31日（火）
／①昆虫の絵付け体験　②うちわ作
り体験、７月26日（月）～８月１日 

（日）／③木
こっぱ

っ端で昆虫を作ろう体験　

※いずれも午前10時～午後３時　￥
①550円　②③880円　定③各日先着
15人　申③７月５日（月）午前９時か
ら電話で同工房

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８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８月３日～24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７月13日

（火）午前10時から参加費を添えて直
接同広場

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

●企画展示「画家からさわてるふみ　
絵日記・ポスター展」
時７月31日（土）～12月21日（火）　所
三州足助屋敷　￥300円

７月の休館日13日（火）／全館、９日
（金）～14日（水）／スポーツプラザ　
※イベント開催などで休館の場合有
り。来館前に豊田スタジアムホーム
ページで確認
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HP番号／1044001

豊田市×中京大学イーグルス
スポーツスクール

　いずれもところは中京大学豊田キ
ャンパス。初回申込み時に入会金2,0 
00円が必要。申込みは申込み期限の
午後４時までに中京大学ホームペー
ジに必要事項を入力。問合せは中京
大学スポーツ振興部（☎46・6935）。
●水泳教室
時８月９日（月）～13日（金）午前９時
30分～11時　対小学１～６年生①水
を怖がらずバタ足で15㍍泳ぐことが
できる人　②25㍍泳ぐことができる
人　内①息継ぎがうまくできること
を目指す　②きれいなフォームで50
㍍泳ぐことを目指す　定①抽選12人　
②抽選20人　￥4,000円　申込み期限
７月19日（月）

●サッカー部員と一緒に楽しむサッ
カー教室
時８月20日（金）～22日（日）午前９時
30分～11時　対小学１～３年生　内
ボールを使った体つくり運動、ドリ
ブルなどの基礎練習、ミニゲーム　
定各学年抽選30人　￥2,400円　申込

み期限８月２日（月）
●はじめてのスケート教室
時８月26日（木）～28日（土）午前９時
30分～11時　対小学１～３年生の初
心者　内靴の履き方、氷上での立ち
方、歩き方などを学び、最終的に一
人で滑ることを目指す　定抽選20人　 
￥3,600円　※別途貸靴900円　申込
み期限８月２日（月）
●体力・考える力を養うフラッグフ
ットボール教室
時８月29日～９月19日の毎週日曜日
午前９時30分～11時　対小学４～６
年生　内運動が苦手でもチームの作
戦を成功させるために、体力だけで
なくコミュニケーション力を育てる　
定各学年抽選20人　￥3,200円　申込
み期限８月２日（月）

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-ta
ikyo@hm6.aitai.ne.jp）。
●市民総体ソフトバレーボール競技
時７月25日（日）午前９時から　申７
月10日（土）午後５時までに参加費を
添えて直接スカイホール豊田
●市民総体軟式野球競技
時７月25日（日）～10月10日（日）　申
７月10日（土）午後８時までに直接ス
カイホール豊田

●市民総体弓道競技（高校）
時８月４日（水）午前９時から　申７
月15日（木）午後８時までに直接スカ
イホール豊田
●市民総体ボート競技
時８月29日（日）午前９時から　申７
月15日（木）午後８時までに参加費を
添えて直接スカイホール豊田

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

●早朝太極拳・気功
時／内①７月11日（日）午前７時～８
時30分／太極拳・気功　②７月17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・気功協会事務局（①栗

くりう

宇☎29・
5864　②新

しんぼ

保☎28・4132）
●夏休みボウリング探検
時７月24日、31日、８月７日、21日
の土曜日午前９時から　所美鳥里ボ
ウル（元町）　対小学生（保護者同伴。
ボウルを自分で持って投げられるこ
と）、中学生（保護者同伴か保護者の
同意が必要）　※いずれも保護者参
加可　定先着50組　内基礎知識、投
げ方の指導、ボウリング場の裏側見
学な

ど　￥１人2,000円　申７月５日 
（月）午前９時から直接美鳥里ボウル
●健康ボウリング教室
時①７月20日、27日、８月３日、17
日、24日の火曜日　②７月23日、30
日、８月６日、20日、27日の金曜日　
※いずれも午前10時30分から　所美
鳥里ボウル（元町）　対初心者　定①
②先着60人　内基礎知識の習得、投
げ方などの実技指導　￥１人2,000円　
申７月５日（月）午前９時から直接美
鳥里ボウル
●市民初心者ゲートボール講習会
時８月７日（土）午前８時～11時30分　
所白浜公園　対市内在住・在勤・在
学の小学生以上　申７月20日（火）午
後８時までに電話かファックスで市
ゲートボール連盟（神谷☎52・0905、
FAX52・0905）

市営屋外プールオープン
プール 設備 問合せ

加茂川公園プール
（東山町）

25㍍５コース 
と遊戯プール

開設期間／加茂川公園プール（☎88・0664）
それ以外／高橋コミュニティセンター 
　　　　　（☎80・4729）

足助プール
（足助町） 25㍍８コース 開設期間／足助プール（☎62・1581）

それ以外／足助支所（☎62・0600）

下山西部プール 
（下山田代町）

25㍍４コース 
と遊戯プール

開設期間／下山西部プール（☎90・2579）
それ以外／日本クリーナー〈指定管理者〉 
　　　　　（☎34・2271）

※幼児の利用には、20歳以上の付添いが必要
■とき　７月11日（日）～８月31日（火）午前９時30分～午後４時
　※加茂川公園プールは、午前９時30分～午後６時
■料金　高校生以上300円、中学生以下100円
　※下山西部プールの高校生以上は200円
■そのほか  期間中は原則として無休ですが、節水規制や気象状況などに 
　より利用を中止する場合があります。水泳帽の着用にご協力ください
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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
▲

ス
ポ
ー
ツ

 　   　   　 　

29

「豊田市わがまちアスリート」に関する情報は市ホームページから HP番号／1022602

東京2020大会で豊田市わがまちアスリートを
応援しよう!!

　市ゆかりのアスリート「豊田市わがまちアスリート」が、今月から開幕する東京2020オリンピック・パ
ラリンピック競技大会（東京2020大会）に出場します。市民一体となって応援しましょう。
 オリンピック：７月23日（金）～８月８日（日）
 パラリンピック：８月24日（火）～９月５日（日）

東京2020大会に出場する選手

　 はねだ　　　 たくや

オリンピック
カヌー

（スラロームカナディアンシングル）

羽根田　卓也 選手

ミキハウス所属・朝日丘中学校出身
初戦：７月25日（日）

おおいし　　 あやみ

オリンピック
ボート

（軽量級ダブルスカル）

大石　綾美 選手

アイリスオーヤマ所属・藤岡中学校出身
初戦：７月24日（土）

はっとり　　　ゆうま

オリンピック
陸上

（マラソン）

服部　勇馬 選手

トヨタ自動車所属
初戦：８月８日（日）

かわもと　　 たけし

オリンピック
競泳

（100mバタフライ）

川本　武史 選手

トヨタ自動車所属
初戦：７月29日（木）

 なんば　　あきら

オリンピック
競泳

（４×100mフリーリレー）

難波　暉 選手

新東工業所属
初戦：７月25日（日）

  こにし　　  あんな

オリンピック
競泳

（４×100mメドレーリレー）

小西　杏奈 選手

サイサン所属
初戦：７月30日（金）

渥美　万奈 選手 後藤　希友 選手 山崎　早紀 選手 峰　幸代 選手

オリンピック
ソフトボール
トヨタ自動車所属
初戦：７月21日（水）

ごとう　 　  みう やまざき　 　さき みね　   ゆきよあつみ　 　  まな

大会期間

  むとう　 　 ひろき

オリンピック
アーチェリー

武藤　弘樹 選手

トヨタ自動車所属
初戦：７月23日（金）

 すずき　　　ともき

パラリンピック
陸上

（車いすマラソンＴ54）

鈴木　朋樹 選手

トヨタ自動車所属
初戦：９月５日（日）

むらおか　　 ももか

パラリンピック
陸上

（車いす100mＴ54）

村岡　桃花 選手

トヨタ自動車所属
初戦：９月１日（水）

動画はコチラ

豊田市ゆかりの選手をみんなで応援！！

※６月１日現在の選手情報です



動画はコチラ

アユのクルスティアン

1

2

4

3

5

7

6

8

アユ

地産地食応援店「Minette」の鈴木さんに、とよたのアユ
を使った料理のレシピを教わりました。
地産地食応援店「Minette」の鈴木さんに、とよたのアユ
を使った料理のレシピを教わりました。

ミネットミネット

ハラワタを別で炒めてソース
にすることで独特な香りがや
わらぎ、アユが苦手な人でも
美味しく食べられます。

Minette

作り方

アユ ……………… １匹
春巻きの皮 ……… １枚
ナス ……… ２分の１本

キュウリ … ３分の１本
山椒の実 ………… 少々
バター …………… 少々

白味噌 …………… 適量
オリーブオイル … 適量
塩コショウ ……… 少々

鈴木 亮

〒471・0026　若宮町１－27
－２　横井ビルＡ１　
☎42・7173　営業時間／午
前11時30分～午後２時
（L.O午後０時30分）、午後
６時～10時（L.O 午後８時）

1

山椒の実をさっと茹でて塩漬けにする
アユを３枚におろし、腹骨をすき取る（骨は　、ハラワタは　で使用）
アユの骨を低温の油できつね色になるまで揚げる
アユのハラワタをつぶしながらバターで炒めソースを作る
焼いて皮を取ったナスと白味噌をミキサーにかけてソースを作る（ミキサ
ーがない場合は包丁でたたいて合わせる）
種を取り５ミリ角に切ったキュウリ、　をオリーブオイルで炒め、塩コシ
ョウで味を整える
アユの身に軽く塩コショウをして、　のソースを塗り、　を間に挟む
　を春巻きの皮で巻いて、少し多めの油で両面がきつね色になるまで焼く
皿に　のソースを塗り、その上に　を乗せ、　をあしらったら完成♪

すずき りょう
さん

材料

今月のおすすめMENU今月のおすすめMENU

34

－春巻き仕立て－

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業
時間が変更になっている場合があります。
最新情報は店舗までお問い合わせください

9

7

5 8 6

3 4

市内を流れる矢作川には、
数十万から数百万尾余り
の天然のアユが三河湾か
らのぼってきます。市内
に５か所ある「やな」では、
アユのつかみどりを楽し
めるほか、アユ料理を堪
能することができます。

令和３年５月11日 

　オリンピックに出場が内定した競泳の川本
武史選手（トヨタ自動車所属）、小西杏奈選手

（サイサン所属）、難波暉選手（新東工業所属）、
ソフトボールの渥美万奈選手、後藤希友選手、
峰幸代選手、山崎早紀選手（いずれもトヨタ
自動車所属）が、意気込みなどを語ってくれ
ました。また、すでに認定している小西選手
に加え、他の選手も豊田市わがまちアスリー
トに認定しました。夢を追いかけ、努力され
てきた皆さんが、オリンピックで活躍される
ことを期待しています。

東京2020オリンピック競技大会出場内定報告会＆豊田市わがまちアスリート認定式

なんば あきら 

かわもと 

みね

こにし  あんな

やまざき　さき

ごとう　 みうあつみ　 まな

ゆきよ

たけし

とよた市民活動センター

時 とき　所 ところ　対 対象　定 定員　￥ 参加費・入場料　他 その他 申 申込み　問 問合せ省略記号

なないろ　えがお

動画はコチラ

談会）、８月20日（金）午前11時～午後２時
（相談会）、午後２時～４時（患者会）　　
とよた市民活動センター

 nico+ nicon yoga（ニコ ニコン ヨガ）
（今富☎080・8745・4492 
✉imatomiaiko@gmail.com）
●集中して発散して笑顔になるヨガ
　７月24日（土）午前11時～正午、午後１
時30分～２時30分　　とよた市民活動セ
ンター　　20～79歳　　各先着12人
500円　　７月６日（火）午前10時から電
話かＥメールで同団体

 

こころからだキレイ
（☎090・1234・0508 ✉kyorochanchu@gmail.com）
●目の疲れが気になる方へのセルフ整膚
　７月21日（水）午前10時45分～11時35分、

午前11時45分～午後０時35分　　とよた
市民活動センター　　子を持つ親　　各
先着11人　　７月５日（月）午前10時から
電話かＥメールで同団体

 要約筆記きこえのサークル　ダンボ
（高砂☎89・5202　FAX46・8738
✉toyotacity_danbo@yahoo.co.jp）
●聞こえにくい人のための振動と光で音
を感じる機材と音声認識字幕の体験とお
しゃべり会
　８月７日（土）午後２時～４時　　福祉
センター　　抽選11人　　100円　　７
月14日（水）までにファックスかＥメール
で同団体

なないろ　えがお
（山内☎080・3668・0062）
●リトミックあそびとスクラップブッキン
グ作り（①ひまわり、②敬老の日）
　①７月28日（水）　②９月３日（金）　※
いずれも午前10時20分～11時15分　　と
よた市民活動センター　　首座り～未就
学児と保護者　　各先着18組　　1,800円
　７月６日（火）午前９時からなないろえ
がおホームページに必要事項を入力

メンバーの出産をきっかけに、親子の笑顔をたくさ
ん作っていきたいと平成27年に活動を始めた団体。
首が座った子から未就園児までとその保護者を対象
に、季節に合わせた読み聞かせや製作遊び、表現遊
び、ダルクローズリトミックなどを楽しみます。親
子がふれあうことで笑顔があふれています。

時時

時時

時時

時時

申申

申申

所所

所所
所所

所所
定定

定定

対対 ￥￥

￥￥

☎36・1730　FAX34・0015
✉ tec@city.toyota.aichi.jp

親子がふれあう遊びを通
して、育児を一層楽しく
し豊かな時間にしてもら
いたいです！

☎080・3668・0062
✉nanairoegao@gmail.com

　　　　　30歳代　　　　　手足型アート月１回、
リトミック月２回　　　　　　とよた市民活動セン
ターな

ど

￥￥

定定
 こどもはれるFsC　右脳みらい∞

（鷺山☎090・5933・4285 
✉kodomohareru@gmail.com）
●発語を促すカードや絵本など脳に働き
かけるあそびと座談会
　７月29日（木）①午前10時30分～11時25
分　②午前11時30分～午後０時25分　③
午後０時30分～１時25分　　とよた市民
活動センター　　①平成30年４月～平成
31年３月生まれの子と親　②平成31年４
月～令和２年３月生まれの子と親　③令
和２年４月～令和３年３月生まれの子と
親　※過去に参加のない親子　　各先着
６組　　７月６日（火）午前10時からＥメ
ールで同団体

 がんのピアサポート楽みかわ 

がんのピアサポート楽みかわ 
（☎090・9225・4141）
●がん治療体験者による相談会と患者会
　７月16日（金）午前11時～午後２時（相

対対
定定

申申

さぎやま

時時

所所
対対

定定
申申

対対

所所
申申

時時

メンバーメンバー 活動日活動日
活動場所活動場所

代表
山内　優歩さん

代表
山内　優歩さん

やまうち　ゆうほやまうち　ゆうほ
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動画はコチラ

アユのクルスティアン

1

2

4

3

5

7

6

8

アユ

地産地食応援店「Minette」の鈴木さんに、とよたのアユ
を使った料理のレシピを教わりました。
地産地食応援店「Minette」の鈴木さんに、とよたのアユ
を使った料理のレシピを教わりました。

ミネットミネット

ハラワタを別で炒めてソース
にすることで独特な香りがや
わらぎ、アユが苦手な人でも
美味しく食べられます。

Minette

作り方

アユ ……………… １匹
春巻きの皮 ……… １枚
ナス ……… ２分の１本

キュウリ … ３分の１本
山椒の実 ………… 少々
バター …………… 少々

白味噌 …………… 適量
オリーブオイル … 適量
塩コショウ ……… 少々

鈴木 亮

〒471・0026　若宮町１－27
－２　横井ビルＡ１　
☎42・7173　営業時間／午
前11時30分～午後２時
（L.O午後０時30分）、午後
６時～10時（L.O 午後８時）

1

山椒の実をさっと茹でて塩漬けにする
アユを３枚におろし、腹骨をすき取る（骨は　、ハラワタは　で使用）
アユの骨を低温の油できつね色になるまで揚げる
アユのハラワタをつぶしながらバターで炒めソースを作る
焼いて皮を取ったナスと白味噌をミキサーにかけてソースを作る（ミキサ
ーがない場合は包丁でたたいて合わせる）
種を取り５ミリ角に切ったキュウリ、　をオリーブオイルで炒め、塩コシ
ョウで味を整える
アユの身に軽く塩コショウをして、　のソースを塗り、　を間に挟む
　を春巻きの皮で巻いて、少し多めの油で両面がきつね色になるまで焼く
皿に　のソースを塗り、その上に　を乗せ、　をあしらったら完成♪

すずき りょう
さん

材料

今月のおすすめMENU今月のおすすめMENU

34

－春巻き仕立て－

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業
時間が変更になっている場合があります。
最新情報は店舗までお問い合わせください

9

7

5 8 6

3 4

市内を流れる矢作川には、
数十万から数百万尾余り
の天然のアユが三河湾か
らのぼってきます。市内
に５か所ある「やな」では、
アユのつかみどりを楽し
めるほか、アユ料理を堪
能することができます。

令和３年５月11日 

　オリンピックに出場が内定した競泳の川本
武史選手（トヨタ自動車所属）、小西杏奈選手

（サイサン所属）、難波暉選手（新東工業所属）、
ソフトボールの渥美万奈選手、後藤希友選手、
峰幸代選手、山崎早紀選手（いずれもトヨタ
自動車所属）が、意気込みなどを語ってくれ
ました。また、すでに認定している小西選手
に加え、他の選手も豊田市わがまちアスリー
トに認定しました。夢を追いかけ、努力され
てきた皆さんが、オリンピックで活躍される
ことを期待しています。

東京2020オリンピック競技大会出場内定報告会＆豊田市わがまちアスリート認定式

なんば あきら 

かわもと 

みね

こにし  あんな

やまざき　さき

ごとう　 みうあつみ　 なま

ゆきよ

たけし

とよた市民活動センター

時 とき　所 ところ　対 対象　定 定員　￥ 参加費・入場料　他 その他 申 申込み　問 問合せ省略記号

なないろ　えがお

動画はコチラ

談会）、８月20日（金）午前11時～午後２時
（相談会）、午後２時～４時（患者会）　　
とよた市民活動センター

 nico+ nicon yoga（ニコ ニコン ヨガ）
（今富☎080・8745・4492 
✉imatomiaiko@gmail.com）
●集中して発散して笑顔になるヨガ
　７月24日（土）午前11時～正午、午後１
時30分～２時30分　　とよた市民活動セ
ンター　　20～79歳　　各先着12人
500円　　７月６日（火）午前10時から電
話かＥメールで同団体

 

こころからだキレイ
（☎090・1234・0508 ✉kyorochanchu@gmail.com）
●目の疲れが気になる方へのセルフ整膚
　７月21日（水）午前10時45分～11時35分、

午前11時45分～午後０時35分　　とよた
市民活動センター　　子を持つ親　　各
先着11人　　７月５日（月）午前10時から
電話かＥメールで同団体

 要約筆記きこえのサークル　ダンボ
（高砂☎89・5202　FAX46・8738
✉toyotacity_danbo@yahoo.co.jp）
●聞こえにくい人のための振動と光で音
を感じる機材と音声認識字幕の体験とお
しゃべり会
　８月７日（土）午後２時～４時　　福祉
センター　　抽選11人　　100円　　７
月14日（水）までにファックスかＥメール
で同団体

なないろ　えがお
（山内☎080・3668・0062）
●リトミックあそびとスクラップブッキン
グ作り（①ひまわり、②敬老の日）
　①７月28日（水）　②９月３日（金）　※
いずれも午前10時20分～11時15分　　と
よた市民活動センター　　首座り～未就
学児と保護者　　各先着18組　　1,800円
　７月６日（火）午前９時からなないろえ
がおホームページに必要事項を入力

メンバーの出産をきっかけに、親子の笑顔をたくさ
ん作っていきたいと平成27年に活動を始めた団体。
首が座った子から未就園児までとその保護者を対象
に、季節に合わせた読み聞かせや製作遊び、表現遊
び、ダルクローズリトミックなどを楽しみます。親
子がふれあうことで笑顔があふれています。

時時

時時

時時

時時

申申

申申

所所

所所
所所

所所
定定

定定

対対 ￥￥

￥￥

☎36・1730　FAX34・0015
✉ tec@city.toyota.aichi.jp

親子がふれあう遊びを通
して、育児を一層楽しく
し豊かな時間にしてもら
いたいです！

☎080・3668・0062
✉nanairoegao@gmail.com

　　　　　30歳代　　　　　手足型アート月１回、
リトミック月２回　　　　　　とよた市民活動セン
ターな

ど

￥￥

定定
 こどもはれるFsC　右脳みらい∞

（鷺山☎090・5933・4285 
✉kodomohareru@gmail.com）
●発語を促すカードや絵本など脳に働き
かけるあそびと座談会
　７月29日（木）①午前10時30分～11時25
分　②午前11時30分～午後０時25分　③
午後０時30分～１時25分　　とよた市民
活動センター　　①平成30年４月～平成
31年３月生まれの子と親　②平成31年４
月～令和２年３月生まれの子と親　③令
和２年４月～令和３年３月生まれの子と
親　※過去に参加のない親子　　各先着
６組　　７月６日（火）午前10時からＥメ
ールで同団体

 がんのピアサポート楽みかわ 

がんのピアサポート楽みかわ 
（☎090・9225・4141）
●がん治療体験者による相談会と患者会
　７月16日（金）午前11時～午後２時（相

対対
定定

申申

さぎやま

時時

所所
対対

定定
申申

対対

所所
申申

時時

メンバーメンバー 活動日活動日
活動場所活動場所

代表
山内　優歩さん

代表
山内　優歩さん

やまうち　ゆうほやまうち　ゆうほ

31



乳 幼 児 健 康 診 査

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

　乳幼児健康診査は、３、４か月児・１歳６か月児・３
歳児を対象に、発達・発育の診察や身体測定な
どを行う大切な健診です。健診についての詳細
は、受診対象月前月の中下旬に届く「健康診査
のご案内」か市ホームページをご確認ください。

こ ど も 相 談

と　き

ところ
対　象
内　容
定　員
申込み・問合せ

８月23日（月）午前９時30分～11時30分（要予約。
１組45分程度）
保健センター（市役所東庁舎３階）
市内在住で４歳未満の子と保護者
臨床心理士による子どもの発達相談
先着２組
７月６日（火）午前９時30分から電話で子ども家
庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

問合せ

育児健康相談、妊産婦・乳幼児訪問

と　き

対　象
内 容
内 容
申込み・問合せ
申込み・問合せ
申 せ

祝日を除く月～金曜日
午前８時30分～午後５時15分
市内在住か市内に里帰り中の妊婦・産婦・乳幼児
保健師や助産師の家庭訪問または面接による授
乳・発育・発達・育児に関する相談（面接は保
健師のみ）
地域保健課（☎34・6627、FAX34・6186、✉chiik
ihoken@city.toyota.aichi.jp）、旭・足助・稲武・小原・
下山地区の人／東部地区担当（足助支所内☎62・
0603）、上郷・末野原・高岡・前林・竜神・若園
地区の人／南部地区担当（高岡コミュニティセ
ンター内☎85・7710）、井郷・石野・猿投・猿投
台・保見・藤岡・藤岡南地区の人／北部地区担
当（猿投コミュニティセンター内☎41・3081）

※講座などのお知らせ
は「暮らしのひろば」を
ご覧ください

母 子 健 康 手 帳 交 付

市内在住の妊婦
　母子健康手帳は、お母さんとお子さんの
健康を守り、お子さんの発育を記録してい
くために作られたものです。交付について
の詳細は、「豊田市　母子健康
手帳交付」で検索か市ホーム
ページをご確認ください。

対 象

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

問合せ
ホームページ

ホームページ

子育てに関する情報を
お届けします。

利用ママVOICE　この講座では、
講師の歌や演奏
に合わせて親子
で体を動かしま

す。手指を使った遊びもあるので体育だけで
なく知育にもつながります。ステイホームで
子育てに忙しい保護者の心が楽になるように
という講師の思いが詰まったプログラムです。

地域子育て支援センター【飯野】
親子リトミック
（１歳以上）

リトミック講座のと
きに参加しています。
リズムに合わせて体
を動かすことが好き
で、ジャンプするな
どとても楽しそうに
しています。

おおむら
大村　朋子さん

　　　優日ちゃん

 ともこ

ゆうひ

施　設 と　き 内容（対象）年齢指定のない催しは全て未就園児が対象 身体計測

とよた子育て総合支援センター
あいあい
☎37・7071　FAX37・7072
✉kosodateshien-aiai@
city.toyota.aichi.jp
火曜日を除く午前10時～午後６時

志賀子どもつどいの広場
ゆうゆう
☎80・1522　FAX80・1533
日曜日を除く午前９時～午後５時

稲 武 ☎82・2025
FAX83・1012

大 草 ☎65・2045
FAX65・2750

大 沼 ☎90・3021
FAX90・3072

杉 本 ☎68・2701
FAX68・2852

足 助 ☎62・1145
FAX62・1728

伊 保 ☎43・1291
FAX48・4632

越 戸 ☎45・3106
FAX45・4080

堤 ☎52・0207
FAX47・2011

渡 刈 ☎74・1056
FAX28・9476

宮 口 ☎32・7118
FAX32・2977

山之手 ☎26・0775
FAX27・6963

若 園 ☎52・3102
FAX52・4140

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

飯 野 ☎75・1236
FAX75・1237

●地域子育て支援センター／施設を利用できるのは未就園児のみ。平日：午前９時～正午、午後１時～５時、土曜日：午前９時～正午（山之手は
土曜日休館）　※稲武・大草・大沼・杉本支援センターでは、子育てひろばと同時開館しています　●育児に関する相談／随時、来所・電話・出張
で相談に応じています（あいあいはＥメール、ファックスも可）。子育てに悩んだときはいつでもご利用ください　●暴風警報・暴風雪警報・特別警
報が午前６時の時点で該当地域に発令されている場合はあいあいを除き閉館。あいあいは講座開始の１時間前に発令されている場合、講座中止

★  18日水午前10時30分～11時30分 ８月生まれのたんじょう会 ★４日水
   午前９時30分～11時

柳川瀬子どもつどいの広場
にこにこ
☎25・0008　FAX21・2800
日曜日を除く午前９時～正午･
午後１時～５時

★  ４日水午前10時～11時
★  12日木午後１時30分～２時30分
★  21日土午前10時～11時
★  23日月午前10時～/午前11時～（各40分 ２回開催）
★  28日土午前10時～11時

親子むし歯予防教室「はじめての歯みがき」(６～11か月)
２歳集まれ！遊ぼう話そう(２歳～２歳11か月)
パパと遊ぼう（１歳以上）
８月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
消防ふれあいミニコンサート

★25日水
   午前９時30分～11時

   

ともだちになろう！(６～12か月)　※両日とも参加できる人
ピアノと弦楽器の音に触れてみよう
８月生まれのたんじょう会（１歳）
８月生まれのたんじょう会（２歳以上）
親子リトミック(13～24か月)

★  ４日水・18日水午前10時30分～11時20分
★  20日金午前10時30分～11時20分
★  26日木午前10時30分～11時20分
★  26日木午後１時30分～２時20分
★  30日月午前10時30分～11時20分

★２日月
　午前10時～正午

親子むし歯予防教室(６～12か月)★  18日水午前10時～11時

★  25日水午前10時15分～11時 不思議なマジック

★  ３日火午前10時～11時
★  24日火午前10時～11時

リズムに合わせて遊ぼう(１歳～１歳11か月)
親子で歯みがきピカピカ教室（１歳以上）

親子むし歯予防教室(６か月以上)
ベビーダンス(４～12か月)

★  25日水午前10時15分～11時15分 親子歯みがき教室（１歳以上）

★  24日火午前10時～10時45分 親子で歯みがきむし歯予防(６か月以上)

水で遊ぼう(１歳以上)★  ３日火午前10時～11時

★の催しは予約が必要です｡ 各子育て支援施設で７月５日（月）から電話か窓口で受け付けます。(申込みは本人のみ)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３密にならないよう人数制限をしています。ご了承ください。

８ 月 の 子 育 て 支 援 施 設
保健師、

管理栄養士
の相談も

行っています
（要予約）

★  ２日月午前10時～11時30分 初めての離乳食(５～８か月)

★  ４日水午前10時～11時
★  27日金午前10時～11時30分

★２日月午前９時30分～11時
（相談は保健師のみ）
★26日木
   午前９時30分～11時

★16日月
   午前９時30分～11時

親子むし歯予防教室(６か月以上)
離乳食教室(９～12か月)

★  10日火午前10時～11時
★  26日木午前10時～11時

★11日水
   午前９時30分～11時
★23日月
   午前９時30分～11時

★  24日火午前10時～11時30分 楽しく進める離乳食(９～12か月) ★19日木
   午前９時30分～11時
★24日火
   午前10時～11時

五感を育てましょう

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

　乳幼児期には、快い刺激を与えて、五感を高めることが大切。これは、すべて脳への刺激になります。

メディアに接する時間はコントロールすることが大切
　画面をなぞるだけの仮想体験を重ねると、五感を育むことに影響を与える可能性があると言われ、依存も
指摘されています。

問合せ

　目　：視覚　　話しかける時は必ず目をみて
　鼻　：嗅覚　　ママやパパの胸に抱かれる時の匂いは、心の安定剤
　口　：味覚　　うす味を心掛けましょう
皮膚：触覚　　ママやパパとのスキンシップは情緒の安定にとても大切
　耳　：聴覚　　何をする時も優しく声をかけて

関わり方
□　すべてのメディアに接する総時間は、１日２時間までを目安に
□　２歳までは、テレビ、DＶＤの視聴を控えましょう
□　授乳中、食事中のテレビ、DＶＤの視聴はやめましょう

※ここでのメディアとは、テレビ、DＶＤ、
　スマホ、電子ゲーム、タブレット端末な
　どを指します

子
育
て
交
流
ひ
ろ
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乳 幼 児 健 康 診 査

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

　乳幼児健康診査は、３、４か月児・１歳６か月児・３
歳児を対象に、発達・発育の診察や身体測定な
どを行う大切な健診です。健診についての詳細
は、受診対象月前月の中下旬に届く「健康診査
のご案内」か市ホームページをご確認ください。

こ ど も 相 談

と　き

ところ
対　象
内　容
定　員
申込み・問合せ

８月23日（月）午前９時30分～11時30分（要予約。
１組45分程度）
保健センター（市役所東庁舎３階）
市内在住で４歳未満の子と保護者
臨床心理士による子どもの発達相談
先着２組
７月６日（火）午前９時30分から電話で子ども家
庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

問合せ

育児健康相談、妊産婦・乳幼児訪問

と　き

対　象
内 容
内 容
申込み・問合せ
申込み・問合せ
申 せ

祝日を除く月～金曜日
午前８時30分～午後５時15分
市内在住か市内に里帰り中の妊婦・産婦・乳幼児
保健師や助産師の家庭訪問または面接による授
乳・発育・発達・育児に関する相談（面接は保
健師のみ）
地域保健課（☎34・6627、FAX34・6186、✉chiik
ihoken@city.toyota.aichi.jp）、旭・足助・稲武・小原・
下山地区の人／東部地区担当（足助支所内☎62・
0603）、上郷・末野原・高岡・前林・竜神・若園
地区の人／南部地区担当（高岡コミュニティセ
ンター内☎85・7710）、井郷・石野・猿投・猿投
台・保見・藤岡・藤岡南地区の人／北部地区担
当（猿投コミュニティセンター内☎41・3081）

※講座などのお知らせ
は「暮らしのひろば」を
ご覧ください

母 子 健 康 手 帳 交 付

市内在住の妊婦
　母子健康手帳は、お母さんとお子さんの
健康を守り、お子さんの発育を記録してい
くために作られたものです。交付について
の詳細は、「豊田市　母子健康
手帳交付」で検索か市ホーム
ページをご確認ください。

対 象

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

問合せ
ホームページ

ホームページ

子育てに関する情報を
お届けします。

利用ママVOICE　この講座では、
講師の歌や演奏
に合わせて親子
で体を動かしま

す。手指を使った遊びもあるので体育だけで
なく知育にもつながります。ステイホームで
子育てに忙しい保護者の心が楽になるように
という講師の思いが詰まったプログラムです。

地域子育て支援センター【飯野】
親子リトミック
（１歳以上）

リトミック講座のと
きに参加しています。
リズムに合わせて体
を動かすことが好き
で、ジャンプするな
どとても楽しそうに
しています。

おおむら
大村　朋子さん

　　　優日ちゃん

 ともこ

ゆうひ

施　設 と　き 内容（対象）年齢指定のない催しは全て未就園児が対象 身体計測

とよた子育て総合支援センター
あいあい
☎37・7071　FAX37・7072
✉kosodateshien-aiai@
city.toyota.aichi.jp
火曜日を除く午前10時～午後６時

志賀子どもつどいの広場
ゆうゆう
☎80・1522　FAX80・1533
日曜日を除く午前９時～午後５時

稲 武 ☎82・2025
FAX83・1012

大 草 ☎65・2045
FAX65・2750

大 沼 ☎90・3021
FAX90・3072

杉 本 ☎68・2701
FAX68・2852

足 助 ☎62・1145
FAX62・1728

伊 保 ☎43・1291
FAX48・4632

越 戸 ☎45・3106
FAX45・4080

堤 ☎52・0207
FAX47・2011

渡 刈 ☎74・1056
FAX28・9476

宮 口 ☎32・7118
FAX32・2977

山之手 ☎26・0775
FAX27・6963

若 園 ☎52・3102
FAX52・4140

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

飯 野 ☎75・1236
FAX75・1237

●地域子育て支援センター／施設を利用できるのは未就園児のみ。平日：午前９時～正午、午後１時～５時、土曜日：午前９時～正午（山之手は
土曜日休館）　※稲武・大草・大沼・杉本支援センターでは、子育てひろばと同時開館しています　●育児に関する相談／随時、来所・電話・出張
で相談に応じています（あいあいはＥメール、ファックスも可）。子育てに悩んだときはいつでもご利用ください　●暴風警報・暴風雪警報・特別警
報が午前６時の時点で該当地域に発令されている場合はあいあいを除き閉館。あいあいは講座開始の１時間前に発令されている場合、講座中止

★  18日水午前10時30分～11時30分 ８月生まれのたんじょう会 ★４日水
   午前９時30分～11時

柳川瀬子どもつどいの広場
にこにこ
☎25・0008　FAX21・2800
日曜日を除く午前９時～正午･
午後１時～５時

★  ４日水午前10時～11時
★  12日木午後１時30分～２時30分
★  21日土午前10時～11時
★  23日月午前10時～/午前11時～（各40分 ２回開催）
★  28日土午前10時～11時

親子むし歯予防教室「はじめての歯みがき」(６～11か月)
２歳集まれ！遊ぼう話そう(２歳～２歳11か月)
パパと遊ぼう（１歳以上）
８月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
消防ふれあいミニコンサート

★25日水
   午前９時30分～11時

   

ともだちになろう！(６～12か月)　※両日とも参加できる人
ピアノと弦楽器の音に触れてみよう
８月生まれのたんじょう会（１歳）
８月生まれのたんじょう会（２歳以上）
親子リトミック(13～24か月)

★  ４日水・18日水午前10時30分～11時20分
★  20日金午前10時30分～11時20分
★  26日木午前10時30分～11時20分
★  26日木午後１時30分～２時20分
★  30日月午前10時30分～11時20分

★２日月
　午前10時～正午

親子むし歯予防教室(６～12か月)★  18日水午前10時～11時

★  25日水午前10時15分～11時 不思議なマジック

★  ３日火午前10時～11時
★  24日火午前10時～11時

リズムに合わせて遊ぼう(１歳～１歳11か月)
親子で歯みがきピカピカ教室（１歳以上）

親子むし歯予防教室(６か月以上)
ベビーダンス(４～12か月)

★  25日水午前10時15分～11時15分 親子歯みがき教室（１歳以上）

★  24日火午前10時～10時45分 親子で歯みがきむし歯予防(６か月以上)

水で遊ぼう(１歳以上)★  ３日火午前10時～11時

★の催しは予約が必要です｡ 各子育て支援施設で７月５日（月）から電話か窓口で受け付けます。(申込みは本人のみ)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３密にならないよう人数制限をしています。ご了承ください。

８ 月 の 子 育 て 支 援 施 設
保健師、

管理栄養士
の相談も

行っています
（要予約）

★  ２日月午前10時～11時30分 初めての離乳食(５～８か月)

★  ４日水午前10時～11時
★  27日金午前10時～11時30分

★２日月午前９時30分～11時
（相談は保健師のみ）
★26日木
   午前９時30分～11時

★16日月
   午前９時30分～11時

親子むし歯予防教室(６か月以上)
離乳食教室(９～12か月)

★  10日火午前10時～11時
★  26日木午前10時～11時

★11日水
   午前９時30分～11時
★23日月
   午前９時30分～11時

★  24日火午前10時～11時30分 楽しく進める離乳食(９～12か月) ★19日木
   午前９時30分～11時
★24日火
   午前10時～11時

五感を育てましょう

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

　乳幼児期には、快い刺激を与えて、五感を高めることが大切。これは、すべて脳への刺激になります。

メディアに接する時間はコントロールすることが大切
　画面をなぞるだけの仮想体験を重ねると、五感を育むことに影響を与える可能性があると言われ、依存も
指摘されています。

問合せ

　目　：視覚　　話しかける時は必ず目をみて
　鼻　：嗅覚　　ママやパパの胸に抱かれる時の匂いは、心の安定剤
　口　：味覚　　うす味を心掛けましょう
皮膚：触覚　　ママやパパとのスキンシップは情緒の安定にとても大切
　耳　：聴覚　　何をする時も優しく声をかけて

関わり方
□　すべてのメディアに接する総時間は、１日２時間までを目安に
□　２歳までは、テレビ、DＶＤの視聴を控えましょう
□　授乳中、食事中のテレビ、DＶＤの視聴はやめましょう

※ここでのメディアとは、テレビ、DＶＤ、
　スマホ、電子ゲーム、タブレット端末な
　どを指します

子
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健  康 ひ ろ ば

相談名

相 談 機 関
内容 とき／ところ

保健師による
健康相談

生活習慣病予防など
に関する相談

電話相談は随時地域保健課
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
来所は予約が必要

地域保健課
☎34・6627　FAX34・6186

栄養相談、
歯科相談

栄養士・歯科衛生士
による相談

電話相談は随時保健部総務課　
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
来所は予約が必要

保健部総務課
☎34・6723　FAX31・6320

７月27日、８月10日、24日の火曜日午後
１時30分～３時

精神保健福祉
相談

保健支援課（要予約）
☎34・6855　FAX34・6051

専門医によるこころ
の相談／３人程度

８月４日（水）午後２時30分～４時30分
心理職員による
こころの悩み
相談

保健支援課（要予約）
☎34・6855　FAX34・6051

18歳以上が対象のこ
ころの悩み相談／２
人程度

各問合せ先とも相談は予約が必要
※保健支援課は土・日曜日、祝日、年末年始を除く
※エポレは日曜日、祝日、年末年始、施設が定める
休みを除く月～土曜日の午前９時～午後４時

精神保健福祉士・保健師
による
こころの悩み
相談

こころの病気などに
関する相談

保健支援課
☎34・6855　FAX34・6051
地域生活支援センター  エポレ
☎25・0052

土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前
９時～正午、午後１時～５時に専用電話

（☎34・6584）

予防接種に
関する相談

市が実施する予防接
種に関する電話相談

感染症予防課 ☎34・6180　FAX34・6929
※接種歴の確認や予防接種券については
感染症予防課へ

心 と か ら だ に 関 す る お 困 り ご と 、 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い 。

問合せ

毎週水曜日午前10時～午後４時
※年末年始、祝日は除く

精神障がい者家族会による
こころの悩み
相談

家族会によるこころ
の悩み相談 専用電話  ☎070・2214・3397

●問合せ　地域保健課
　（☎34・6627、FAX34・6186、
　　✉chiikihoken@city.toyota.aichi.jp）あなたは自分の体の状態を知っていますか？

　健康診査を毎年受けていますか？健康診査を受けることで、生活習慣病の前兆を知ることができます。
また、糖尿病や心疾患などの疾患がある人は、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすいとも言われ
ています。健診は一日、健康は一生。ぜひ、健康診査を受けましょう。

こんなことを調べます！（豊田市国民健康保険　特定健康診査の一例）

問診 身体測定 腹囲測定 血圧測定

血液検査 尿検査 心電図検査 眼底検査（必要時）

※参考：愛知県・市町村・国民健康保険組合・愛知県国民健康保険団体連合会作成リーフレット
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健  康 ひ ろ ば

相談名

相 談 機 関
内容 とき／ところ

保健師による
健康相談

生活習慣病予防など
に関する相談

電話相談は随時地域保健課
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
来所は予約が必要

地域保健課
☎34・6627　FAX34・6186

栄養相談、
歯科相談

栄養士・歯科衛生士
による相談

電話相談は随時保健部総務課　
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
来所は予約が必要

保健部総務課
☎34・6723　FAX31・6320

７月27日、８月10日、24日の火曜日午後
１時30分～３時

精神保健福祉
相談

保健支援課（要予約）
☎34・6855　FAX34・6051

専門医によるこころ
の相談／３人程度

８月４日（水）午後２時30分～４時30分
心理職員による
こころの悩み
相談

保健支援課（要予約）
☎34・6855　FAX34・6051

18歳以上が対象のこ
ころの悩み相談／２
人程度

各問合せ先とも相談は予約が必要
※保健支援課は土・日曜日、祝日、年末年始を除く
※エポレは日曜日、祝日、年末年始、施設が定める
休みを除く月～土曜日の午前９時～午後４時

精神保健福祉士・保健師
による
こころの悩み
相談

こころの病気などに
関する相談

保健支援課
☎34・6855　FAX34・6051
地域生活支援センター  エポレ
☎25・0052

土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前
９時～正午、午後１時～５時に専用電話

（☎34・6584）

予防接種に
関する相談

市が実施する予防接
種に関する電話相談

感染症予防課 ☎34・6180　FAX34・6929
※接種歴の確認や予防接種券については
感染症予防課へ

心 と か ら だ に 関 す る お 困 り ご と 、 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い 。

問合せ

毎週水曜日午前10時～午後４時
※年末年始、祝日は除く

精神障がい者家族会による
こころの悩み
相談

家族会によるこころ
の悩み相談 専用電話  ☎070・2214・3397

●問合せ　地域保健課
　（☎34・6627、FAX34・6186、
　　✉chiikihoken@city.toyota.aichi.jp）あなたは自分の体の状態を知っていますか？

　健康診査を毎年受けていますか？健康診査を受けることで、生活習慣病の前兆を知ることができます。
また、糖尿病や心疾患などの疾患がある人は、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすいとも言われ
ています。健診は一日、健康は一生。ぜひ、健康診査を受けましょう。

こんなことを調べます！（豊田市国民健康保険　特定健康診査の一例）

問診 身体測定 腹囲測定 血圧測定

血液検査 尿検査 心電図検査 眼底検査（必要時）

※参考：愛知県・市町村・国民健康保険組合・愛知県国民健康保険団体連合会作成リーフレット

（６月１日現在）
豊田市の人口・世帯数 219,333人男 性

201,974人女 性
421,307人人 口

183,702世帯世 帯 数

救急診療のご案内
休日救急外科医療機関（当番制）
診療時間　午前９時～午後５時
※受付は終了30分前まで　※外科系の診療に対応

西山町 ☎32・7150

西山町 ☎34・3000

休日救急内科診療所

診療時間　※受付は終了30分前まで

地域医療センター救急診療 西山町

とよた急病・子育てコール24（育救さんコール）

急なケガや病気でどうしたらいいか迷った時や応急処
置方法を知りたい時などにお電話ください。看護師・
医師・社会福祉士などの資格保有者が対応します。
※子育ての悩みについても相談可

月～金
　土

日・祝

内科系、外科系（午後７時～翌午前９時）
内科系（午後２時～翌午前９時）  外科系（午後７時～翌午前９時）
内科系、外科系（午後５時～翌午前９時）
歯科系（午前10時～午後３時）

年中無休・24時間受付0120・799192

※受付は午前９時～11時30分、午後１時～４時30分

診療日　　日曜日、祝日
　　　　　年末年始（12月30日～翌年１月３日）
診療科　　内科・小児科
診療時間　午前９時～午後５時

☎34・3000

西山町 ☎32・7150
南部休日救急内科診療所 和会町 ☎85・0099

大人も子どもも利用できる

大清水町　　山口胃腸科外科クリニック ☎46・22114

御立町　　吉田整形外科病院 ☎89・181811

18 本　町　　窪田整形外科リウマチクリニック ☎52・1631

和会町　　上郷整形外科・リハビリテーション科 ☎25・037722

日之出町　　ひので整形外科 ☎36・551123

浄水町　　むつおクリニック ☎43・368825

7

National Pension: Exemption or Postponement of Contribution Payments　（Ｐ14）

Plano de Pensão Nacional: pedidos de dispensa de pagamento　（Ｐ14）

Information about Covid-19 Vaccination　（Ｐ6・7）

Informações sobre a vacinação contra Covid-19　（Ｐ6・7）

Download here!

FREE
APP

本紙をスマートフォンや
タブレットでご覧いただ
けます。

Para mais detalhes sobre os assuntos acima 
e muitas outras informações, acesse a Edição
 Digital do Boletim Informativo Koho Toyota. 

Detailed information about the topics 
above and much more on the 
Digital Edition. 

詳細內容和其它信息可以在數位電子版中查詢。

详细内容和其它信息可以在电子版本中查询。

자세한 내용 및 기타 정보는 디지털 
버전에서 확인할 수 있습니다.

รายละเอียดเนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ 
สามารถค้นหาได้จากเว็ปไซต์

詳細な内容とそのほかの情報は
デジタル版で確認できます。

Para más detalles sobre los puntos indicados arriba 
y otras informaciones, acceder a la Edición Digital 
del Boletín Informativo Koho Toyota.
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豊田市LINE公式アカウント 広報とよた
デジタルブック

古紙パイプ配合率70％再生紙を使用

広報とよたは、古紙配合率70％
の再生紙と植物油インキで印刷
しています。

Toyota Newsletter

まちが、暮らしが、もっと好きになる広報紙

広報とよた

気になるあの人／広報雑記 36Toyota Digital Newsletter App／救急診療ほ
か35 No.1481

Ju l y / 2 0 2 1子育て交流ひろば 健康ひろばとよたの恵み食堂 32 3431

いこまいとよた10

特集特集 私たちのくらしと水道私たちのくらしと水道
今月の表紙　鞍ケ池公園で遊んでいた仲良し２人組。とよたの水で水分補給！

ピックアップとよた　新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせほ
か６

とよたの文化財探訪／みんなの「今日の１枚」写真館11

暮らしのひろば12 市民活動団体だより／おおた市長ダイアリー30

広 報 雑 記
私はサッカー好きである。今号のいこま
いとよたは開場20周年を迎えた豊田スタ
ジアムを特集。Ｊ１名古屋グランパスの
ホームである。オープン当時きれいで迫
力あるスタンドやピッチに感動した中学
生の自分が、こうして仕事で何度も訪れ
皆さんに魅力をお伝えすることになると
は思わなかった。スタジアムは周りの公
園の雰囲気も心地よい。また、コロナ禍
で運動不足の皆さんには運動での利用も
おすすめ。と言いながら自分の腹に目を
やる。なにせ私はサッカー好きである…
が見る専門である。　　　　　　　（H）

　「経験こそ財産」。68歳にして、シニア海外協力隊とし
て単身アルゼンチンへ赴き、野球の指導にあたった伊藤
さんは自信を持ってそう口にします。
　生まれも育ちも豊田市。小学校から野球を始め、豊田
西高校野球部では県大会準優勝を経験。大学卒業後は中
学校の体育教師となり野球部顧問としても尽力しました。
　定年退職後も、学校などの事務仕事に従事。しかし
「このままでよいのか。これまでに得たもので、どこか
で何かの役に立てないだろうか」と思うように。ご家族
が海外派遣協力隊であることから、自身も外国を意識す
るようになり、野球の指導者を必要としている外国で野
球を教えたいと一念発起。「不安はあるが、思い切ってや
るしかない」と、シニア海外協力隊への応募を決めまし
た。その後は英語やスペイン語を勉強する日々。JICA訓

長興寺在住の70歳。アルゼン
チン料理では、ひき肉とレー
ズンを包んだエンパナーダが
おすすめ。

JICAシニア海外協力隊として
アルゼンチンで野球指導

さん伊藤 光隆
いとう みつたか

とにかくやってみる。
それが、充実した人生につながる。

練所での75日間にわたる共同合宿のほか、自ら中京大学
に通いコーチング論やトレーニング論も学びました。「周
りは若い人ばかり。でも、大変有意義な時間でした」。
　現地では３つのチームに対して野球を指導。「力任せの
プレーではなく、理にかなった野球を教えたい」。しかし、
指導には野球の専門用語など高い語彙力が必要。「言葉の
壁は常にありましたが、タブレット端末による動画撮影
を活用し、言葉の不足を補いました」。日常生活でも、「積
極的に外出し、挨拶し、学んだスペイン語を実践するよ
うに心がけました。目的地と反対方向のバスに乗ってし
まうなど、失敗も多々ありましたが」。
　残念ながらコロナの影響で帰国を余儀なくされ、海外
派遣は短期間で終了。しかし、伊藤さんは
今でもスペイン語での日記を続けています。
「必ずまたアルゼンチンに行ける日が来る」。
そう語る伊藤さんのまなざしは力強い。

動画はコチラ

現地で指導する伊藤さん(中央)


