
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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　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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　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
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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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