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●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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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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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



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

　      

14

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
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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

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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　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
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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
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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

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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知 識・教 養

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）
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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
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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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「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


