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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

●文化振興財団の特定業務職員
職種①交流館主事　②事務主事　対
昭和41年４月２日以降生まれで高校
以上を卒業した人　他募集要項は文
化振興財団ホームページからダウン
ロード可　申・問９月26日（日）まで
に文化振興財団総務課で配布の受験
申込書を直接文化振興財団総務課
（☎33・7222、FAX33・3584、✉tcul
pf@hm4.aitai.ne.jp）
●市スポーツ協会非常勤職員
職種非常勤特定業務職員（管理員）　
対昭和32年４月２日以降生まれの人　
職務場所スカイホール豊田ほ

か　勤務
内容管理施設の整備などの屋外作業、
簡易なパソコン操作、受付業務な

ど　
定選考４人程度　採用来年４月１日
以降　試験〈１次〉10月17日（日）午前
９時30分／運動公園／適性検査、作
文、体力測定　〈２次〉11月21日（日）
午前９時30分／スカイホール豊田／
面接　他月給制（健康保険・雇用保
険、通勤手当、有給休暇有り）　申・
問９月19日（日）までにスカイホール
豊田、運動公園で配布か市スポーツ
協会ホームページからダウンロード
した採用志願書を郵送か直接スカイ
ホール豊田（〒471・0861、八幡町１
－20、☎31・0451、FAX35・4773、✉
t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）
●社会福祉協議会正規職員
職種社会福祉総合職　対次のいずれ

かを満たす人①平成４年４月２日以
降生まれで大学を卒業か来年３月ま
でに卒業見込みの人　②昭和37年４
月２日以降生まれで社会福祉士、介
護福祉士、介護支援専門員、主任介
護支援専門員、保健師、地域ケア・
地域保健などに関する経験のある看
護師（いずれも来年３月までに資格
取得見込みの人を含む）　採用来年
４月１日　申・問９月24日（金）まで
に社会福祉協議会で配布か社会福祉
協議会ホームページからダウンロー
ドした申込書を直接社会福祉協議会 
総務課（☎34・1131、FAX32・6011、
✉soumu@toyota-shakyo.jp）

HP番号／1009557

文化振興課
（☎34・6631 FAX34・6766 
✉bunshin@city.toyota.aichi.jp）

●市民美術展の作品

対市内在住・在勤・在学の高校生以
上　部門絵画、彫刻・インスタレー
ション、工芸、書道、写真、デザイ
ン　※１人１部門で１作品（未発表
作品のみ）　他作品の搬入は12月１
日（水）。12月５日（日）～12日（日）に
入選作品を市民文化会館で展示　申
10月14日（木）～28日（木）に文化振興

課、各支所・出張所、各交流館で配
布か市ホームページからダウンロー
ドした応募用紙を郵送、ファックス、
Ｅメールか直接文化振興課（〒471・
8501、西町３－60）

とよた手作り絵本展実行委員会
（小山内☎58・3195）

●手作り絵本展の作品
対アマチュア　作品サイズ・形・画
材・技法自由　他10月23日（土）～11
月７日（日）に中央図書館で作品展開
催　申９月30日（木）までに中央図書
館、各交流館で配布の応募用紙と作
品を郵送か直接中央図書館（〒471・
0025、西町１－200）

豊田短歌協会
（那須☎45・3669）

●市民短歌大会の作品
内「郷土、豊田市にちなむ短歌」を１
人１首と自由題１首か、題詠２首

（自作のもの）　他11月３日（水）の大
会で発表・互選・表彰　申９月30日

（木）までに申込み事項と作品をハガ
キで文化振興財団（〒471・0035、小
坂町12－100）

◆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 ☎050・3615・6946

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

■採用予定　来年４月１日以降
■募集要項・申込書の配布　※募集要項は市ホームページでも閲覧可。配布、閲覧は９月１日（水）から
　①市役所（人事課、市政情報コーナー、受付窓口）、各支所・出張所／土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後 

　５時15分
　②駅西口サービスセンター／午前10時～午後７時
■申込み　９月22日（水）までに郵送で人事課（〒471・8501、西町３－60）　※消印有効
■そのほか　２つ以上の職種の併願不可。申込みの前に必ず各募集要項で詳細を確認

●民間企業等職務経験者採用

職種 募集 
人数

受験資格（以下の要件を全て満たすこと）
年齢要件 経験年数（いずれも今年８月末時点）・資格な

ど

行政職福祉

１人 
程度

昭和37年４月２日
以降に生まれた人

①社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士のうちいずれかの資格を有する
②民間企業等で福祉に関する相談業務などの実務経験が５年以上ある

行政職土木

①技術士か技術士補（いずれも森林部門（森林土木））の資格を有する
②林道設計か施工・施工管理に関する実務経験が５年以上ある
①技術士（総合技術管理部門か建設部門（鋼構造・コンクリート））の資格を有す

る
②民間企業等で橋りょう工事・維持管理に関する実務経験が５年以上ある
①技術士かＲＣＣＭ（いずれも建設部門（河川・砂防））の資格を有する
②河川の計画設計に関する実務経験が５年以上ある

行政職建築
①一級建築士の資格を有する
②民間企業等で建築物の設計・監理・監督業務に関する実務経験が５年以上あ

るか民間企業等で建築物の維持保全に関する実務経験が10年以上ある

行政職機械
①建築設備士の資格を有する
②民間企業等で建築物の給排水衛生か空調設備設計・監理業務に関する実務経

験が５年以上ある

行政職生物 ①魚類か淡水生物の生態に関する調査研究の経験を有する
②上記①の分野で博士の資格を有する

※「民間企業等」には、民間企業（自営業を含む）、団体等（官公庁、公社、公団、公益法人などを含む）が該当します

●技能労務職採用
職種 募集人数 年齢要件

環境員 ３人程度

昭和37年４月２日以降に生まれた人操作手 ２人程度

調理員 １人程度

●任期付正規職員採用
　育児休業中の職員の代替として、任期を定めた職員を募集します。任期は来年４月１日～令和６年３月31日の２年

間。業務内容、給与、処遇は正規職員と同様です。

職種 募集
人数

受験資格（以下の要件を全て満たすこと）
年齢要件 資格な

ど

行政職事務
１人
程度 昭和37年４月２日

以降に生まれた人

４年制大学を卒業か来年３月までに卒業見込み

行政職獣医 獣医師免許を取得か来年３月までに取得見込み

教育保育職 20人
程度 保育士資格と幼稚園教諭免許のいずれかを取得か取得見込み

市正規職員を募集します（来年４月採用）
●問合せ　人事課（☎34・6609 FAX34・6815 ✉saiyo@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1041424 募
集
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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

HP番号／1005139

感染症予防課
（☎34・6180 FAX34・6929 
✉hokansen@city.toyota.aichi.jp）

●特定個人情報保護評価書について
ねらい・ポイント特定個人情報保護
評価書とは、特定個人情報を保有し
ようとするとき、個人のプライバシ
ーなどの権利利益に与える影響を予
測した上で、特定個人情報の漏えい
やその他の事態を発生させるリスク
を分析し、またリスクを軽減するた
め適切な措置を講ずることを宣言す
るもの　評価対象予防接種に関する
事務（全項目評価書）　時９月１日 

（水）～30日（木）　資料閲覧感染症予
防課、法務課、市政情報コーナー、 
市ホームページ　意見提出・問〒住
所、氏名、ご意見を郵送、ファック 
スかＥメールで感染症予防課か法務
課（〒471・8501、西町３－60、法務課
／FAX33・2221、✉houmu@city.toyota.ai
chi.jp）

HP番号／1043998

パブリックコメント意見募集
●第11次豊田市交通安全計画
ねらい・ポイント交通安全対策基本
法に基づき５年ごとに定める計画で、

市域における陸上交通の安全に関す
る総合的で長期的な施策をまとめた
もの　時９月１日（水）～30日（木）　 
資料閲覧交通安全防犯課、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　意見提出・問
〒住所、氏名、ご意見を郵送、ファ
ックス、Ｅメールか直接交通安全防
犯課（〒471・8501、西町３－60、☎ 
34・6633、FAX32・3794、✉signal@cit 
y.toyota.aichi.jp）

●（仮称）豊田市山村地域の持続的発
展及び都市と山村の共生に関する条
例
ねらい・ポイント山村の価値を市全
体で共有し、基本的な理念、市の責
務、各主体の役割、施策の推進体制
を明らかにし、共働による活力ある
山村地域づくりと都市と山村の共生
によるまちづくりを推進するための
条例　時９月１日（水）～30日（木）　 
資料閲覧企画課、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　意見提出・問〒住所、氏
名、ご意見を郵送、ファックス、Ｅ
メールか直接企画課（〒471・8501、
西町３－60、☎34・6602、FAX34・21 
92、kikaku＠city.toyota.aichi.jp）

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

●みんなのギャラリー出展者
対市内在住の個人か団体　時10月１
日（金）～31日（日）　内絵画や陶芸な
どの作品を１か月間展示　￥搬入・
搬出や展示にかかる費用などは自己
負担　申９月８日（水）午前10時から
電話か直接同広場

納期限９月30日（木）　国民健康保険
税４期　後期高齢者医療保険料３期　
介護保険料４期　他口座振替の人は
振替日（納期限）の直前の営業日まで
に預金残高の確認をしてください。
納期限後は通帳記帳し、振替結果を
確認してください　問債権管理課 
（☎34・6619、FAX31・4489、✉saike 
n-kanri@city.toyota.aichi.jp）

新型コロナウイルス感染症によ
る保険料（税）の減免

　新型コロナウイルス感染症の影響
により収入などが減少した人に対す
る保険料（税）の減免措置を行ってい
ます。
対象保険料（税）国民健康保険税、介
護保険料、後期高齢者医療保険料　
他減免の条件などは問い合わせてく
ださい　問国民健康保険税／国保年
金課（☎34・6637、FAX34・6007、✉
kokuhonenkin@city.toyota.aichi.jp）、介護
保険料／介護保険課（☎34・6634、
FAX34・6034、✉kaigohoken@city.toyota.
aichi.jp）、後期高齢者医療保険料／福
祉医療課（☎34・6959、FAX34・6732、 
✉fukushiiryo@city.toyota.aichi.jp）

　家庭でできるごみ減量の取組を推進するため、冷蔵庫で余りがちな食材を
活用した、「食品ロス削減」につながるレシピを募集します。
　優秀作品には豪華賞品ととよたＳＤＧｓポイントをプレゼント！
■応募期間 

９月１日（水）～10月31日（日）
■応募内容 

・作品タイトル、レシピ、調理・試食の感想 
・完成写真１枚以上 
〈応募のポイント〉 
※食品ロス削減のポイントがわかること 
※材料、手順、調理時間が明確になっていること

■応募資格 
とよたＳＤＧｓポイント会員（アプリ登録者かカード保有者）であること

■応募方法 
次の（１）～（３）いずれかの方法で応募 

（１）「#エコット食品ロス」を付けて、インスタグラムに投稿 
（２）Ｅメールでエコットに送付 
（３）直接エコットへ持参

■優秀作品の発表 
11月下旬を予定

食品ロス削減レシピを考えてみませんか
●問合せ　エコット（☎26・8058 FAX26・8068 ✉eco-t@eco-toyota.com）

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

ら し の ひ ろ ば暮 p.22文化・芸術 p.26知識・教養 p.30食・自然 p.32祭・体験 p.36スポーツ

10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９月21日（火）、そのほかは９月６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、６日、20日の水曜日午後１時30分～４時30分、13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　※18日（月）は休
み

税務（税理士） 税務全般 14日、28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 ６日、20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） ７日、14日、28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） 21日（木）午前９時30分～正午。１回30分

不動産（宅地建物取引士） 12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） １日、15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 27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） 11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） 12日、26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） 12日、26日の火曜日午前10時～正午、20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 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９月５日（日）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 ２日（土）、11日（月）、23日（土）、29日（金）午後２時～５時。１回50分。各日先着３人　※電話での相談も可 優先

■女性しごとテラス（☎41・7555 FAX31・1391 ✉shigoto@city.toyota.aichi.jp） 
　対象は市内在住・在勤・在学・在活動中か市内で就労を希望する女性。就労に関する悩み相談、職業紹介、条件や適性など相談者に
合わせたカウンセリング。子ども同伴可。申込みは９月５日（日）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９月13日（月）午前９時から

相談名 ところ とき 予約
不妊症・不育症相談 子ども家庭課相談室 ６日(水)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９月21日（火）午前８時30分から

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

司法書士 ☎63・5566 13日（水）午後１時30分～３時40分。１回60分。先着２人 要弁護士 27日（水）午後１時30分～３時40分。１回60分。先着２人
■キラッ☆とよた（☎31・7780 FAX31・3270 ✉clover@city.toyota.aichi.jp）　家庭や職場での問題・ＤＶなど様々な悩みを相談できます

相談名 専用電話 とき 予約
クローバーコール 

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

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

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

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

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

相談名 専用電話 とき
自立に悩む若者の相談 ☎33・1533 毎週火～日曜日午前９時～午後５時 　   　   　 　
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申込み時には次の内容を記載してください。 ●催し名　●〒住所　●氏名（ふりがな）　●電話番号申込み事項

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

●就労支援室・女性しごとテラスの
臨時休館
時９月18日（土）～20日（月）　理由ハ
ローワークインターネットサービス
の停止のため
●セカンドライフ・個別相談
時10月２日（土）、10日（日）、20日

（水）午前10時15分～午後１時　※１
回45分　所就労支援室　対市内在住・
在勤か市内での就職・活動を希望す
る45歳以上の人　内生きがいづくり
から就労まで、新たなライフプラン
構築のための情報提供や専門機関と
のマッチング　定各先着３人　他予
約優先。オンライン相談も可。雇用
保険求職活動の実績として認定　申
９月５日（日）午前10時から電話、フ
ァックス、Ｅメールか直接同室

豊調会
（☎32・5532）

●無料表題登記・土地境界問題相談
会
時10月７日（木）午前10時～正午、午
後１時～４時　所福祉センター　定
先着５組（事前予約優先）　相談員土

地家屋調査士　他秘密厳守　申９月
10日（金）午前９時30分から電話で同
会　※当日直接会場でも可

知立若者サポートステーション
（☎0566・70・7771 FAX0566・70・7771
✉ryusapo@outlook.jp）

●個別就労相談・個別パソコン教室

時10月９日、16日の土曜日午後１時
～４時　所就労支援室　対早期就労
を目指す15～49歳の人　内Word・ 
Excel・PowerPointの基礎講座　
定各回先着３人　他１回50分、予約
優先。雇用保険求職活動の実績とし
て認定　申９月５日（日）午前10時か
ら電話、ファックスか直接知立若者
サポートステーション

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

●起業相談
時10月18日（月）、11月22日（月）、12

月22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　対市内在住・在勤の起業し
たい・している女性　定各先着１人　
他子連れ可　申９月６日（月）午前10
時からeightホームページに必要事
項を入力

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

●女性のための無料法律相談
時10月14日（木）午前９時30分～午後
４時20分　所市内　対市内在住・在
勤の女性　内夫婦関係やＤＶなど女
性が抱えている問題について弁護士
がアドバイス　定先着12人　他相談
時間は１人30分。託児有り（有料、 
10月６日（水）までに要予約）　申９
月７日（火）午前10時から電話でクロ
ーバーコール（☎33・9680）　※受付
時間は祝日を除く火・木・金・土曜
日午前10時～午後４時、水曜日午前
10時～午後１時、午後４時～７時

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

●10月は行政書士制度広報月間　行
政書士へご相談ください
時10月27日（水）午前10時～正午　※
１人30分　所市民相談課　内相続、
遺言などに関すること　定先着４人　
相談員行政書士（県行政書士会豊田
支部会員）　他相談は無料。秘密厳

■対象
　10月１日時点で、私立高校か専修学校の高等課程に在籍し（定時制・通信

制の課程、専攻科・別科を除く）、高校卒業資格を取得見込みで保護者が市
内在住の人　※ただし、各学校の特待生などで授業料が全額免除の人、国・
県・学校の補助金などで授業料負担が生じない人を除く

■そのほか
　県外の学校に在籍の人は問合せ　
■申込み・問合せ
　11月１日（月、消印有効）までに各学校で配布の申込書を郵送か直接教育政

策課（〒471・8501、西町３－60）

補助額（年額） 対象者

３万円 県私立高等学校等授業料軽減補助金の所得基準の「乙」
の世帯

２万円 国の就学支援金の対象のうち、県私立高等学校等授業
料軽減補助金の対象とならない世帯

私立高校・専修学校の授業料を補助します
●問合せ　教育政策課（☎34・6658 FAX34・6771 ✉kyouiku@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1002724
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子ども家庭課
（☎34・6636 FAX32・2098
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）
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ご覧ください。 市ホームページ
▲

守　申９月６日（月）午前８時30分か
ら電話か直接同課

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）

●相続に関する無料相談会
時９月25日（土）午前10時～午後１時　
所KiTARA　内税理士と専門スタッ
フによる相談　定先着12組　他オン
ラインでも可　申９月５日（日）午前
10時から電話かＥメールであいち空
き家修活相談センタートヨタリジェ

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）キーボード、水
彩用細筆、ジュニアシート、豊田・
豊田西高校男子制服、サーフボード、
布団、小型犬用ケージ、百人一首　
ゆずります（有料）バスケットボール
用ゴール、ギター、双子用ベビーカ
ー、バウンサー、言語伝達補助器具、
コードレス掃除機、キッズ用トレー
ニングバイク、オイルヒーター　ゆ
ずってくださいベビーベッド、乗用
三輪車、スチール棚、テレビ、全自
動洗濯機、鉄アレー、電動ミシン、
小学校低学年用柔道着　他８月４日
現在の登録品の一部

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

●高専生と科学工作と稲刈りに挑戦
時９月26日（日）午前９時～午後４時
30分　所笹戸町　※名鉄豊田市駅集
合　対小学４～６年生　内オリジナ
ル万華鏡作り、稲刈り体験　定抽選
12人　￥500円（交通費別途）　申９
月12日（日）までに豊田高専総務課で
配布か豊田高専ホームページからダ
ウンロードした申込書を郵送、ファ
ックスかＥメールで豊田高専総務課

（〒471・8525、栄生町２－１）

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

●包丁とぎ　
時９月21日（火）午前10時～正午　所
ふれあいの家　￥１本500円から　
他引渡しは当日午後以降。セラミッ
ク包丁不可。ハサミ・鎌類も受付可

　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／1009078

●２ndマタニティ教室
時９月24日（金）午前９時40分～10時
40分　対市内在住で２人目以降出産
予定の妊婦　内保育士による講話な

ど　
定先着25組　持ち物妊娠中の子の母
子健康手帳、筆記用具　申込み開始
日９月６日（月）

HP番号／1023701

●パパママ教室～１stマタニティ～
時９月25日（土）①午前９時30分～10
時20分　②午前10時45分～11時35分　
③午後１時15分～２時５分　④午後
２時30分～３時20分　対市内在住の
妊婦と配偶者　内管理栄養士、薬剤
師、保健師による講話（妊娠中の栄
養と食事、薬について）　定各先着
30人　持ち物母子健康手帳交付時に
配布した冊子「パパとママへ」、筆記
用具、母子健康手帳　申込み開始日
９月８日（水）

HP番号／1037601

●ふれあい子育て教室
時９月27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９月～11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９
月６日（月）

　平成30年に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀などが倒壊し、歩行
者が亡くなるという被害が発生しました。ブロック塀などの安全を確保する
ことは所有者の責務です。安全点検を実施し、適合しないものがあれば速や
かに撤去しましょう。撤去には、補助金を活用できます。
■補助対象
　公道に面した危険なブロック塀の撤去工事
■補助条件
　公道に面する高さ１㍍以上の危険なブロック塀を全て撤去すること
■補助内容
　以下のいずれか少ない額（上限20万円）　※通学路に面する場合は上限なし
　①ブロック塀の撤去・処分に要する工事費の３分の２
　②撤去するブロック塀の長さ×１万円
■申請期限
　12月28日（火）
■そのほか
　・補助金交付決定前に着工した工事は 
　　対象外
　・詳細は市ホームページ「ブロック塀 
　　等撤去奨励補助事業」を確認してく 
　　ださい

危険なブロック塀の撤去に補助金が活用できます
●問合せ　建築相談課（☎34・6649 FAX34・6948 ✉kensodan@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1003650
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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

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

●２歳児の絵本講座
時10月７日（木）午前10時30分～11時
20分　所中央図書館　対２歳児と保
護者　内子と触れ合いながら楽しめ
る絵本の読み方・選び方　定抽選８
組　申９月23日（木）までに申込み事
項と子の生年月日をハガキで中央図
書館（〒471・0025、西町１－200）　 
※中央図書館ホームページからも申
込み可。当選者のみ９月30日（木）ま
でに連絡

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９月７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９月22日（水）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９月27日（月）午前10時30分～11時
15分　対市内在住で１歳以上の未就
園児と保護者

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

●親子体操教室
時①10月５日～11月30日の毎週火曜
日（10月26日、11月23日は休み）　②
10月１日～11月19日の毎週金曜日

（10月29日は休み）　※いずれも午前
10時～11時　所高橋コミュニティセ
ンター　対２歳以上の未就園児と保
護者　定各先着20組　￥4,900円　※
子ども２人目以降は１人2,450円　申
①は９月７日（火）、②は８日（水）の
午前９時から電話か直接同センター

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

●えほんよみきかせ会
時９月24日（金）午前10時～10時30分　
所高岡コミュニティセンター　対乳
幼児と保護者　定先着６組　申９月
10日（金）午前９時から電話か直接同
センター

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10月20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　内スキンシップできず
なを深める　定先着20組　￥800円　
申９月15日（水）午前11時から電話で
同広場

西部体育館
（☎32・5541 FAX35・7123）

　いずれもところは西部体育館。定
員は抽選20組。参加費は5,500円。申
込みは９月12日（日）午後９時までに
直接同体育館。
●ママとベビーのタッチケア
時10月６日～12月15日の毎週水曜日
午前９時30分～10時30分　※11月３
日は休み　対２～11か月の乳児と保
護者　内オイルを使用したタッチケ
アと楽しい手遊び
●ベビーマザースキンシップ
時10月８日～12月10日の毎週金曜日
午前９時10分～10時10分　対２か月
～１歳の乳児と保護者　内音楽に合
わせた産後体操
●幼児体操教室
時10月８日～12月10日の毎週金曜日
午後５時～６時　対年少～年長　内
とび箱・マット・鉄棒などを使った
運動

スポーツ協会
（☎31・0451 FAX35・4773
✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

●親子で楽しむＷＡＲＡリズムⓇ＆
ママヨガ
時９月17日～11月19日の毎週金曜日
午前10時45分～11時45分　所東山体
育センター　対３か月頃～２歳の未 
就園児と親　定先着10組　￥１回1,5 
00円　※初回500円　申９月５日

（日）午前９時から参加費を添えて直
接東山体育センター

水源橋の通行止め
●問合せ 
　東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所豊田支所（☎85・0710 FAX85・0711）

　明治用水頭首工の耐震化対
策工事に伴い、水源橋が通行
止めになります。休工日・夜
間は歩行者・自転車のみ通行
できます。ご迷惑をおかけし
ますが、ご協力をお願いしま
す。
■とき
　10月１日（金）～ 
　来年５月下旬

水源公園

矢
作
川

水源橋
（明治用水頭首工）

山室橋
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地域医療センター
（☎34・3002 FAX33・8710）
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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
▲

　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９月10日（金）午前８
時30分から電話で同センター。
●レディース検診
時10月７日、21日の木曜日　対令和
３年４月２日～令和４年４月１日に
19～39歳の誕生日を迎える女性　内
問診、血圧、身体計測、血液・尿・
骨密度検査　定各先着40人　￥1,500
円
●骨粗しょう症検診
時10月５日、19日の火曜日　対令和
３年４月２日～令和４年４月１日に
40・45・50・55・60・65・70歳の誕
生日を迎える女性　内問診、骨密度
検査　定各先着20人　￥500円　他
総合がん検診には骨粗しょう症検診
が含まれます

豊田訪問看護師育成センター
（☎34・3306 FAX34・3306
✉vns-tc@toyotachiiki-mc.or.jp）

●訪問看護師との交流会～訪問看護
で働いてみませんか～
時10月１日（金）午前10時30分～正午　
対未就業の看護師有資格者　内訪問
看護師との交流、ライフスタイルに
合わせた訪問看護ステーションでの
働き方の相談な

ど。オンライン開催
（Zoom）　定先着15人　申９月６日
（月）午前９時からファックスかＥメ
ールで同センター

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

●若年性認知症本人・家族会スマイ
ル
時10月27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

10月26日（火）までに電話かＥメール
で同課

HP番号／1044864

●お元気ですかボランティア養成講
座
時10月５日（火）午前10時～午後４時、
12日、19日の火曜日／午前11時～午
後４時、26日（火）午後１時～４時　
所福祉センター　対市内在住で全日
程参加でき、講座終了後ボランティ
ア活動が月２回以上できる人　内不
安や孤独感を抱いている高齢者のお
宅を訪問し、傾聴活動を行うための
講座　定選考20人　申９月17日（金）
までに電話で同課　※市ホームペー
ジからも申込み可

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10月25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　
内不登校、友達との付き合いをテー
マにした、発達障がい児の子育て経
験のある親の交流会　定先着20人　 
申９月６日（月）午前９時から電話、
ファックス、Ｅメールか直接同課

朝日丘交流館
（☎34・1561 FAX34・1569
✉ph-asahigaoka@city.toyota.aichi.jp）

●キラキラ健康塾　みんなの体力づ
くり
時10月８日～22日の毎週金曜日午前
10時～11時30分　所朝日丘交流館　 
対65歳以上の人　内ノルディックウ
オーキング、簡単ヨガ、体力測定な

ど　

定先着15人　￥400円　他ノルディ
ックウオーキング器具レンタル有り 

（１セット300円）　申９月10日（金）
午前９時30分から電話か直接同館

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10月６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）　内メディカル
アロマ指導者による講話、交流会な

ど　
申10月５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９月22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　申９月５日（日）午前10時から電
話か直接豊田ほっとかん

対象者 生まれ年 敬老金品
80歳 昭和16年 5,000円90歳 昭和６年
100歳 大正10年 ２万円

■贈呈方法　口座振込　※対象予定者には振込金融機関届を発送しています
■贈呈期間　９月15日（水）頃

敬老金を贈呈します
●問合せ　高齢福祉課（☎34・6984 FAX34・6793 ✉korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）

子
育
て

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

●高岡茶席（煎茶）
時９月26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９月10日

（金）午前９時から電話か直接同セン
ター

コンサートホール・能楽堂
（☎35・8200 FAX37・0011）

　入場料の記載がある催しの申込み
はコンサートホール・能楽堂ホーム
ページに必要事項を入力。
●東京混声合唱団
時９月11日（土）午後３時開演　所コ
ンサートホール　出演尾高忠明（指
揮）、斎木ユリ（ピアノ）、東京混声合
唱団　曲目三善晃／合唱組曲「唱歌
の四季」、佐藤眞／カンタータ「土の
歌」より「大地讃頌」ほ

か　￥3,000円 
（25歳以下1,500円）　※全席指定。未
就学児入場不可
●市民クラシックコンサート
時９月18日（土）午前10時～午後６時
45分、19日（日）午前10時～午後６時
50分、20日（月）午前10時～午後６時
25分　所コンサートホール　内市内
在住・在学・在勤・出身の音楽愛好

家50組によるクラシックコンサート
（ピアノソロ、室内楽、合唱な

ど）　￥
各500円　※全席自由。２歳以下入場
不可

●室内楽「アンサンブルはお好きで
しょ？」
時９月23日（木）午後３時開演　所コ
ンサートホール　出演郷古廉（ヴァ
イオリン）、横坂源（チェロ）、北村朋
幹（ピアノ）　曲名フォーレ／夢のあ
とに、ラヴェル／ツィガーヌ、シュ
ーベルト／ピアノ三重奏曲　第２番　
変ホ長調　作品100ほ

か　￥3,000円（25
歳以下1,500円）　※全席指定。未就
学児入場不可
●かーるくラシック♪イブニングコ
ンサート
時９月29日（水）午後７時開演　所コ
ンサートホール　出演El Cielo Trio　
曲目坂本龍一／戦場のメリークリス
マス、黒うさＰ／千本桜ほ

か　￥500
円　※全席指定。未就学児入場不可
●ソプラノ・リサイタル2021
時10月３日（日）午後３時開演　所コ
ンサートホール　出演田中彩子（ソ
プラノ）、加藤昌則（ピアノ）　曲目シ
ュトラウス／アモール～愛のキュー
ピッド、ベンセクリ／子守唄、ドビ

ュッシー／月の光ほ
か　￥１階席5,500

円、バルコニー席4,500円、25歳以下
2,000円　※全席指定。未就学児入場
不可

●能狂言が見たくなる講座「60分で
観てみる能～鑑賞入門「俊

しゅんかん

寛」～」
時９月30日（木）午後６時30分開演　
所能楽堂　出演観世喜正（観世流シ
テ方能楽師）ほ

か　内能の解説から上
演まで60分に短縮したダイジェスト
公演　￥1,000円（25歳以下は半額）　 
※全席指定。未就学児入場不可
●参合館ロビーコンサート
時①９月16日（木）　②10月１日（金）　
※いずれも午後０時20分～０時50分　
所参合館　出演①ＣＯＣＯ（ハープ）　
②アンサンブル　リュネット（サッ
クス四重奏）　曲目①ホセ・マンソ・
ペローニ／コーヒー・ルンバ、草野
華余子／紅蓮華ほ

か　②村松崇継／彼
方の光、アメリカ民謡、多梅稚、草
川信／鉄道メドレーほ

か

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

　いずれもところは民芸館。対象は
全日程参加できる人。小学生以下は
保護者同伴。申込みは９月16日（木）
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
●絞り染め講座
時①10月14日、28日、11月11日、25
日、12月９日の木曜日午前10時～正
午　②午後１時～３時　内巻上げ・ 
板締など絞りの伝統的な技法で制作 

（化学染料で染色）　定各抽選11人　
￥初級者6,000円、上級者8,500円　※
材料費別途5,000円程度

県道則定豊田線の道路工事に伴う夜間通行止め
●問合せ　市街地整備課（☎34・6675 FAX34・6912 ✉shigaichi@city.toyota.aichi.jp）

153

県道則定豊田線

矢作川

●高橋中学校

●寺部小学校
●豊田北高校

●豊田スタジアム

高橋

豊田大橋

平成記念橋

通行止め

迂回路

高橋東

豊田スタジアム東

高橋町2丁目

上野町9丁目

■とき　 
９月22日（水）午後10
時～午前６時　※予
備日23日（木）、24日

（金）
■ところ　 

県道則定豊田線（寺
部町ほ

か）
■内容　 

横断歩道橋の架設工
事
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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
▲

●藍染め講座
時10月16日、30日、11月13日、27日、
12月11日の土曜日午前10時～午後３
時　内巻上げ・板締など絞りの伝統
的な技法で制作（藍で染色）　定各抽
選11人　￥初級者１万2,000円、上級
者１万5,000円　※別途材料費6,000円
程度
●とんぼ玉講座
時①10月22日、11月５日、19日、12
月３日、17日の金曜日　②10月23日、
11月６日、20日、12月４日、18日の
土曜日　※いずれも午前10時～正午、
午後１時～３時　定各抽選12人（初
級者は６人まで）　￥初級者7,000円、
上級者１万3,000円　※いずれも別途
材料費4,500円程度
●ガス窯陶芸講座
時①10月９日、23日、11月６日、20
日、12月４日、18日の土曜日午前９
時～正午　②午後１時～４時　③10
月10日、24日、11月７日、21日、12
月５日、19日の日曜日午前９時～午
後３時（10月24日、11月21日、12月
19日は正午まで）　内ひも作り、タ
タラ成形などによる作品作り　定各
抽選14人　￥①②5,100円　③7,900円
●挙母木綿手紡ぎ手織り講座（初級）
時10月６日、20日、11月３日、17日、
12月１日の水曜日午前10時～午後３
時　内木綿の歴史を学び、糸車を使
った糸紡ぎとはた織りを体験　定抽
選11人　￥6,500円（初めての受講者
は7,000円）
●染織講座（初級）　
時10月12日、26日、11月９日、23日、
12月７日の火曜日午前10時～午後３
時　内草木を使った染色と卓上織機 
での簡単な織り　定抽選11人　￥7,0 
00円　※別途材料費2,400円程度（初
めての受講者は1,000円）

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

●バリアフリー映画上映会「僕らの
ごはんは明日で待ってる」
時10月16日（土）午後１時30分～４時　
※午後１時開場　所中央図書館　内
日本語字幕と音声ガイド付きで上映　

定先着40人　他視覚障がい者自助具
の展示、色覚障がい模擬メガネで色
の見え方の違いの体験有り　申９月
５日（日）午前10時から申込み事項と
参加人数・配慮の有無を電話、ファ
ックスか直接同館　※中央図書館ホ
ームページからも申込み可

旭交流館
（☎68・2215 FAX68・2490
✉ph-asahi@city.toyota.aichi.jp）

●蔵書票を作ろう
時10月10日（日）午前10時～正午　所
旭交流館　内蔵書票の魅力を知り、
手漉き和紙で自分だけの蔵書票を作
る　定先着15人　申９月７日（火）午
前９時30分から電話か直接同館

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

　いずれもところは地域文化広場。
●けやき茶房
時10月２日（土）、３日（日）、23日

（土）、24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
●フラワーアレンジメント教室

時①10月７日、21日の木曜日　②10
月３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９月16日（木）午前10時から
参加費を添えて直接同広場
●陶芸教室

時10月９日（土）、10日（日）、23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
参加も可　定先着20人　￥3,000円　 
申９月11日（土）午前10時から参加費
を添えて直接同広場

宅地 
番号

街区番号
（ブロック）

画地番号
（ロット）

地積 単価（円） 分譲価格 
（円）平方㍍ 坪（約） 平方㍍ 

当たり
坪当たり 
（約）

１ 23 ５ 215.72 65.26 14万 46万2,810 3,020万0,800
２ 29 １ 145.98 44.16 13万1,000 43万3,058 1,912万3,380
３ 40 ３ 142.53 43.12 13万1,000 43万3,058 1,867万1,430
４ 42 ９ 206.97 62.61 14万2,000 46万9,421 2,938万9,740
５ 42 15 199.58 60.37 14万2,000 46万9,421 2,834万0,360
６ 46 ９ 184.50 55.81 13万 42万9,752 2,398万5,000
７ 47 １ 336.99 101.94 14万3,000 47万2,727 4,818万9,570
８ 48 ６ 157.88 47.76 13万3,000 43万9,669 2,099万8,040

■ところ　花園町地内
■分譲区画　８区画
■分譲方法　公開抽選
■抽選　11月27日（土）に若林交流館で開催
■申込み　11月１日（月）～19日（金）午前９時～午後５時に直接花園区画整理 
　　　　　事務所　※土・日曜日、祝日は除く

豊田花園土地区画整理事業の宅地を分譲します
●問合せ 
　花園区画整理事務所（☎51・2888 FAX51・2890 ✉hanazono@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1005217
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申込み時には次の内容を記載してください。 ●催し名　●〒住所　●氏名（ふりがな）　●電話番号申込み事項

市民文化会館
（☎33・7111 FAX35・4801）

●花咲か“笑”タイムズ　ジョイン　
水谷千重子　in　豊田市
時10月30日（土）午後５時　所市民文
化会館　￥6,800円（全席指定）　出演
ＣＢＣテレビ花咲かタイムズ出演者
ほ

か　申９月18日（土）午前10時から電
話で同館　※市民文化会館ホームペ
ージからも申込み可。席の選択は同
館ホームページからのみ可。残席が
有る場合のみ翌日午前10時から市民
文化会館でも販売

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

●農村舞台アートプロジェクト2021　
アート作品展示
時９月14日（火）～25日（土）午前10時
～午後５時　所①神明神社（李町）／
三浦慎也　②熊野神社（大坂町）／河
合進　③賀茂原神社（小原町）／青木
崇　④神明神社（永太郎町）／かのう
ともみひさし　⑤八幡神社（小原田
代町）／坂田純　内素材としての紙
の魅力と可能性を表現したアート作
品の展示
●とよたデカス芸術祭
時９月１日（水）～11月30日（火）　所
市内各地　内公募で入選した「豊田
市の魅力を発信する14のアートプロ
ジェクト」を開催　他詳細はとよた
デカスプロジェクトＷｅｂサイトに
掲載　
●文部科学省後援硬筆・毛筆書写技
能検定
時11月14日（日）①硬筆／午前10時か
ら　②毛筆／午後１時から　所視聴
覚ライブラリー　受験料①１級／6,5 
00円、準１級／5,000円、２級／3,500

円、準２級／3,000円、３級／2,500円、
４級／1,500円、５級／1,200円、６級 
／900円　②１級／7,000円、準１級／
5,500円、２級／4,000円、準２級／3,4 
00円、３級／3,100円、４級／1,700円、
５級／1,400円、６級／1,000円　※通
信費など別途100円　申９月17日 

（金）～26日（日）に受験料を添えて直
接同財団

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

●ロビー展「とよたの小鳥たち」
時９月２日（木）～29日（水）午前９時
～午後９時　内野鳥の写真展示
●シニアのための「ムービーづくり
に挑戦！」
時10月３日（日）午前９時30分～正午　
対市内在住・在勤の人　内映像制作
ソフトを使ってフォトムービー作り　
定先着12人　￥500円　申９月５日

（日）午前９時から電話か直接同ライ
ブラリー
●市民文化講座・映画塾
時10月13日（水）午後２時～４時　内
映画「若草の頃」の鑑賞・レクチャー　
定先着30人　￥300円　申９月10日

（金）午前９時から電話か直接同ライ
ブラリー

和紙art プロジェクト
（谷☎080・5157・6579）

●G
ジゼル

iselle O
オリエンタル

rientale～鷺娘創作歌
舞伎　
時10月16日、11月20日　※いずれも
土曜日①午後２時～２時30分　②午
後６時～６時30分　所寿ゞ家（足助
町）　内小原和紙の舞台美術を背景
に歌舞伎「鷺娘」をオマージュした音
楽とフラダンスの創作舞踊　定各先
着20人　￥1,000円（高校生以下無料）　

他藤岡南中学校生徒の和紙作品展示
（午後１時～５時）　申９月16日（木）
午後２時30分から電話で和紙artプ
ロジェクト　※受付は土・日を除く
午後２時30分～６時

小原ペーパーアート・ファンクラブ
（奥村☎090・5631・0286）

●ワークショップ「小原和紙のつば
さ」
時①９月12日（日）午前10時30分～正
午、午後１時30分～３時、午後３時
30分～５時のいずれか　②10月30日

（土）午前10時30分～午後３時　所①
とよた市民活動センター　②西部コ
ミュニティセンター　対両日参加可
能な小学１～６年生（４年生以下は
保護者同伴）　内①模型飛行機の翼
に和紙を貼って飾る　②紙飛行機を
作り飛ばす　定先着15人　￥1,500円　
申９月６日（月）午前０時からとよた
つながる博ホームページに必要事項
を入力

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

●夜のコンサート　～秋の夜に奏で
る三味線の音色～
時９月18日（土）午後６時～７時　所
浄水交流館　定先着105人　申９月
５日（日）午前９時30分から電話か直
接同館

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９月12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



募
集

生
活

子
育
て

健
康
・
福
祉

文
化
・
芸
術

知
識
・
教
養

食
・
自
然

祭
・
体
験

ス
ポ
ー
ツ

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

ら し の ひ ろ ば暮 p.22文化・芸術 p.26知識・教養 p.30食・自然 p.32祭・体験 p.36スポーツ

 　   　   　 　

25

　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
▲

９月は認知症への理解を深める「世界アルツハイマー月間」です
●問合せ　高齢福祉課（☎34・6984 FAX34・6793 ✉korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）

認知症の人への対応の心得

認知症の症状は多くの場合、本人にも自覚があります。もの忘れによる失敗や、今までできていたことができな
くなるといったことが多くなり、「何かおかしい」と感じています。認知症の人は何もわからないのではありません。
誰よりも一番心配なのも、苦しいのも、悲しいのも本人です。

認知症について正しく理解し、本人の気持ちに配慮しながら、３つの「ない」を基本にして接するよう心がけまし
ょう。

認知症の人への対応の心得 ３つの「ない」　　① 驚かせない　　② 急がせない　　③ 自尊心を傷つけない

認知症について知る

認知症の正しい知識や対応のポイントを学ぶ講座を開催します。

●認知症サポーター養成講座
■とき　９月18日（土）午前10時～11時30分　
■ところ　中央図書館　多目的ホール
■対象　市内在住・在勤の人　
■定員　先着40人　
■そのほか　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
■申込み　９月６日（月）午前９時から電話かＥメールで高齢福祉課

認知症を予防する　―公共施設で高齢者向けトレーニング器具が利用できます―

　市民の介護予防や健康増進に役立てるため、認知機能、脚力、敏しょう性、腹筋のトレーニングになる器具が、
公共施設などで利用できます。

■設置するトレーニング器具 ■設置する施設

公共施設

地域医療センター、障がい者総合福祉会
館、福祉センター、足助まめだ館、下山
保健福祉センター、まどいの丘、高岡農
村環境改善センター、地域体育館、交流
館

公共施設以外 地域包括支援センター

※全ての地域体育館、交流館、地域包括支援センターに設 
　置するものではありません

文
化
・
芸
術
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市動物愛護センター
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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

●イヌのしつけ方教室

時①10月２日（土）午後１時30分～３
時30分　②９日（土）午前９時30分～
午後０時40分　所市動物愛護センタ
ー　対両日参加できる人　内①基本
的な飼い方やしつけの講義（飼い主
のみ）　②しつけ方実技（イヌ同伴）　
定抽選15人　他②イヌは健康で狂犬
病予防注射・各種伝染病予防ワクチ
ン接種済みで市に登録があること　
申９月10日（金）までに申込み事項と
イヌの種類・名前・登録鑑札番号・
令和２年度か令和３年度の狂犬病予
防注射済票番号・各種伝染病予防ワ
クチンの最終接種日をハガキ、電話、
Ｅメールか直接市動物愛護センター

（〒471・0002、矢並町法沢715－４）

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

●シニアのための運転技術講習会
時10月28日（木）午後１時～４時　所
豊田自動車学校（前山町）　対市内在
住・在勤で自動車運転免許を持つ65
歳以上の人　内実車体験などを通し
て安全運転の方法を学ぶ　定抽選25
人　申９月17日（金）までに電話、フ
ァックスかＥメールで同課

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12人。雇用保険求職活
動の実績として認定。申込みは９月
５日（日）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①10月８日、②22日の金曜日午後

２時～４時　対市内在住・在勤・在
学・在活動中の人　内①自信の素が
見つかる自己分析　②適職を見つけ
る方法
●セカンドライフ・キャリアセミナ
ー
時10月23日（土）午前10時30分～正午　
対市内在住か在勤で就職活動を希望
する45歳以上の人　内今日から始め
る修活　他予約優先。オンライン参
加も可
●セカンドライフ・ワークショップ
時10月30日（土）午後１時30分～３時　
対市内在住か在勤で就職活動を希望
する45歳以上の人　内エンディング
ノート実践ワークショップ　他予約
優先。オンライン参加も可

ハローワーク豊田
（☎31・1400）

●求職者支援セミナー
時10月21日（木）午後２時～３時30分　
所就労支援室　対労働派遣で働いて
いる・働くことを考えている人　内
労働派遣で働く時に知っておきたい
こと　定先着30人　他雇用保険求職
活動の実績として認定　申９月６日

（月）午前８時30分から電話か直接ハ
ローワーク豊田

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

●Monthly pickup book ９月 
～認知症・健康～
時９月２日（木）～30日（木）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

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

　いずれもところは女性しごとテラ
ス。定員は先着11人。雇用保険求職
活動の実績として認定。申込みは９
月５日（日）午前10時から電話か直接

学ぼう応急手当（10月～12月）
●問合せ 
　中消防署管理課（☎35・9720 FAX35・9729 ✉shoubou-naka@city.toyota.aichi.jp）

種別 とき ところ 申込期間

普通救命講習Ⅰ 
午前９時～正午

11月11日（木） 北消防署 ９月30日（木）～ 
11月４日（木）

12月６日（月） 消防本部 10月25日（月）～ 
11月29日（月）

応急手当普及員講習Ⅰ（３日間）　 
午前９時～午後６時　 
※休憩１時間含む

11月６日（土） 
11月13日（土） 
11月20日（土）

消防本部 ９月27日（月）～ 
10月29日（金）

応急手当普及員再講習　 
午前９時～正午

10月27日（水） 消防本部 ９月15日（水）～ 
10月20日（水）

12月３日（金） 消防本部 10月22日（金）～ 
11月26日（金）

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

HP番号／1044584
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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
▲

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
●セミナー　「働く」に関わる支援制
度とお金のはなし
時９月24日（金）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤・在学・在活動中
か市内で就職希望の女性　内支援制
度や給付金などの解説・情報提供　
他託児有り（先着５人、500円、９月
15日（水）までに要予約）。オンライン
受講も可（先着20人）　
●在宅ワーク・テレワークセミナー
＆体験会
時10月11日～25日の毎週月曜日午前
10時30分～午後０時30分　対全日程
参加可能な市内在住・在勤・在学・
在活動中の女性　内現在の多様な働
き方の紹介。クラウドソーシングの
仕組みや仕事の種類の紹介と業務体
験　他託児有り（先着５人、各日500
円、10月１日（金）までに要予約）

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

　いずれもところは中央図書館。
●身近なごみのナゾを調べよう！！
時９月20日（月）午前10時15分～正午　
対小学３～６年生　内身近なごみを
テーマに調べ、作品を作る　定先着
20人　申９月５日（日）午前10時から
電話か直接同館
●読み聞かせレベルアップ講座「す
てきな紙芝居の世界」

時10月１日（金）午後１時30分～３時
30分　内紙芝居作家による講話。紙
芝居の魅力や作品に込めた思いな

ど　
定抽選50人　申９月10日（金）～16日

（木）に直接同館　※中央図書館ホー
ムページからも申込み可。当選者の
み９月24日（金）までに連絡
●つくってとばそう！かみひこうき
時10月２日（土）午前10時30分～正午　

対小学生以下と保護者　内図書館の
本を見ながら紙飛行機を作る　定先
着15組（最大30人）　申９月５日（日）
午前10時から電話か直接同館　※同
館ホームページからも申込み可
●豊田のお茶の伝統を知る　～味と
ともに～
時10月９日（土）午後１時30分～３時　
対中学生以上　内豊田のお茶の歴史、
おいしいお茶のいれ方　定先着12人　
￥500円　申９月11日（土）午前10時
から電話か直接同館
●小・中学校読み聞かせボランティ
ア交流会
時10月15日（金）午前10時30分～正午　
対小・中学校などで読み聞かせをし
ている人　内情報交換、読書指導者
によるミニ講座な

ど　定抽選30人程度　
申10月１日（金）までに直接同館　※
同館ホームページからも申込み可。
当選者のみ10月８日（金）までに連絡
●始めてみよう！英文多読
時10月17日（日）午前10時30分～正午　
対中学３年生以上（未就学児の同伴
不可）　内始め方、図書紹介　定先
着30人　申９月５日（日）午前10時か

ら電話か直接同館　※同館ホームペ
ージからも申込み可

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

●本多静雄ゆかりの地を巡る美濃バ
スツアー
時10月14日（木）午前８時45分～午後
５時　所可児市ほ

か　※集合は民芸の
森　内荒川豊蔵資料館など、美濃焼
の産地をバスで巡る　定抽選20人　 
￥1,000円　他ツアー行程に一部、階
段や足元の悪い場所有り。未就学児
不可　申９月24日（金）までに申込み
事項と参加者全員の氏名・年齢（保
険加入に必要）を往復ハガキ（１人
１回、１枚で２人まで）で民芸の森

（〒470・0331、平戸橋町石平60－１）

やってみよう！保育の補助員
●問合せ　とよたシニアアカデミー（☎36・6363 FAX34・0015 ✉t-saj@hm.aitai.ne.jp）

とき 講座内容
10月１日（金） 
午前10時30分～正午 園児を取りまく環境とそれにかかる現状

10月８日（金） 
午前10時30分～正午 子と保護者への接し方な

ど

10月18日（月）～11月11日（木） 
２日間程度（午前中） 実習体験

11月12日（金） 
午前10時30分～正午 振返り

11月13日（土）～11月30日（火） 
２日間程度（午前中） 実習体験

12月３日（金） 
午前10時30分～正午

保育の補助員への登録やその他の子育て支援活動
の紹介な

ど

■ところ　とよた市民活動センター、市内のこども園、民間託児所な
ど　

■対象　市内在住で、講座受講後保育の補助員の活動をしたい人
■定員　先着20人　
■そのほか　実習にかかる活動保険料が必要
■申込み　９月６日（月）午前10時からファックスかＥメールでとよたシニア 
　アカデミー

HP番号／1044608

知
識
・
教
養
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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

ママ・ジョブ・あいち
（☎052・485・6996 FAX052・485・6996）

●ママたちのワークショップin豊田
市　おしゃべり交流会
時10月12日（火）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた（産業文化センター
内）　対結婚・出産・育児などで離
職して、再就職を目指す女性　内子
育てをしながら働くことなど、再就
職に向けての不安や悩みを講師と話
し合う　定先着12人　他託児有り 

（10月５日（火）までに要予約）　申９
月６日（月）午前10時から電話、ファ
ックスか直接ママ・ジョブ・あいち　
※ママ・ジョブ・あいちのホームペ
ージからも申込み可

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。
●９月のプラネタリウム投映番組
投映開始

時刻 土曜日 日曜日・ 
祝日

午前11時
かいけつゾロリ 
まもるぜ！きょうりゅう
のたまご

午後２時
名探偵コナ
ン　灼熱の
銀河鉄道

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100人　￥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「耳をすませて　
音の世界へ」
時９月４日（土）～26日（日）の毎週土
曜日午後１時15分、日曜日・祝日午
前10時15分、午後１時15分　内見え
ない音の正体を探る
●街中の星見会「まちぼし」
時９月11日（土）午後７時から　※天

候不良時は中止　内街中で気軽に月
や惑星などを望遠鏡で観望　定先着
50人（当日午後６時から整理券配布）
●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①９月４日（土）・５日（日）／
それいけ！ウッシーくん　②11日 

（土）・12日（日）／おーい！はやぶさ
２　③18日（土）～20日（月）／とびだ
す星座カード　④23日（木）・25日 

（土）・26日（日）／ぷらばんキーホル
ダー　※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
●フィーチャリングプラネタリウム

「秋めく空を流れるメロディ」
時10月３日（日）午後３時～４時　対
４歳以上（乳幼児不可）　内プラネタ
リウムの満天の星の下、弦楽アンサ
ンブルによるコンサート　出演市ジ
ュニアオーケストラ　定先着100人 

（自由席）　￥300円　申９月５日
（日）午前10時から電話か直接同館

都市交通研究所
（☎31・7543 FAX31・9888）

●豊田まちと交通勉強会

時９月15日（水）午後６時～７時　所
都市交通研究所　内健康寿命延伸と
交通施策　定先着15人　他オンライ
ン参加可　申９月８日（水）午前10時
から電話で同研究所

HP番号／1044865

市史編さん室
（☎36・0570 FAX31・0162
✉shishihensan@city.toyota.aichi.jp）

●市史講座「近世豊田の村と町」
時10月16日（土）午後１時30分～４時　
所産業文化センター　内新修豊田市
史「通史編　近世」の内容から、江戸
時代の村と町の様子について講演　

定先着90人　申９月14日（火）午前10
時から電話、ファックスかＥメール
で同室

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

●親の学習会
時10月16日（土）午後１時30分～３時
30分　所青少年センター　対自立に
悩む15～39歳の若者を持つ家族、支
援に携わっている人　内「自閉症ス
ペクトラムの理解と支援」の視聴・
話し合い　定先着30人　申９月５日

（日）午前９時から電話で同ステーシ
ョン

やまて企業組合名古屋支店
（☎052・585・0065 FAX052・585・0900
✉nagoya@yamate-kigyo.jp）

●中高年齢者再就職支援セミナー
時10月６日（水）午前10時30分～午後
３時30分　所就労支援室　対45歳以
上で再就職希望の人　内雇用情勢の
解説と就職活動の心構え、効果的な
応募書類の書き方指導な

ど　定先着20
人　他雇用保険求職活動の実績とし
て認定　申９月６日（月）午前９時か
ら電話、ファックスかＥメールで同
組合

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

●プロに学ぶ！！スマホで簡単You
Tubeデビュー
時10月24日、11月７日、12月５日の
日曜日午後１時30分～３時30分　所
青少年センター　対高校生～39歳の
人　※学生以外は市内在住・在勤に
限る　内配信の仕方・ルール、動画
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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
▲

の撮影・編集・配信を学ぶ　定先着
15人　申９月５日（日）午前９時から
青少年センターホームページに必要
事項を入力

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

●新しい自分に出会おう！～パラレ
ルキャリアのススメ～
時10月24日（日）午後１時～２時30分　
所寿ゞ家（足助町）　対市内在住・在
勤の男性　内基礎知識を学び、実践
者の話から自分らしい生き方のヒン
トを得る　定先着15人　￥500円　 
他未就学児の託児有り（有料、10月
17日（日）までに要予約）　申９月５
日（日）午前10時から電話で同センタ
ー　※キラッ☆とよたホームページ
からも申込み可

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９月６
日（月）午前９時から電話で同センタ
ー。※「女性向け入会説明会と終活
講座」を除く
●女性向け入会説明会と終活講座
時９月16日（木）午後１時30分～４時　
所豊南交流館　対市内在住のおおむ
ね60歳以上の人　定先着15人　申９
月６日（月）午前９時から電話で同セ
ンター
●スクラッチプログラミング入門

時10月の毎週月曜日午前９時15分～
正午　￥7,000円
●絵手紙で年賀状
時10月５日～19日の毎週火曜日午後
１時15分～４時　￥6,000円

●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時10月の毎週水曜日午前９時15分～
正午　￥7,000円
●写真をムービーで楽しもう
時10月の毎週水曜日午後１時15分～
４時　￥8,000円
●エクセルでピボット会計
時10月７日～21日の毎週木曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円
●よくわかるワード基礎講座
時10月７日～11月11日の毎週木曜日
午後１時15分～４時　￥１万2,200円
●Windows10基礎（初級編）
時10月８日～29日の毎週金曜日午後
１時15分～４時　￥7,000円
●ワードで会報作成
時10月11日～25日の毎週月曜日午前

９時15分～正午　￥6,000円
●楽しく・やさしい年賀状作成講座
時10月11日～25日の毎週月曜日午後
１時15分～４時　￥5,000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①10月12日、19日の火曜日午前９
時30分～11時30分　②10月22日、29
日の金曜日午前９時30分～11時30分　
￥5,500円

女性のためのセミナー
●問合せ　ブルーバード（☎77・6910）

■ところ　キラッ☆とよた（産業文化センター内）
■対象　市内在住・在勤の女性
■定員　各先着20人
■参加費　500円
■そのほか　Coco+キャリア受講者は個別相談可
■申込み　９月６日（月）午前10時からブルーバードホームページに必要事項 
　を入力

●女性のためのマインドアップセミナー　Ｃｏｃｏ＋（ココプラス）
とき 内容

10月６日 私の力の活かし方を考える 
～カードを使って能力を整理してみよう～

10月20日 子どもの「食べる」が楽しくなる！
食空間の創り方

12月１日 体は知っている 
～体が教えてくれる自分の思考グセを知ろう～

12月15日 家族で「チーム」になる
アドラー心理学のコミュニケーション

※いずれも水曜日午前10時30分～11時50分

●働く女性のためのステップアップセミナー　Ｃｏｃｏ＋（ココプラス）キャ 
　リア

とき 内容

10月16日 マナーを味方につける　～その活用法と思考法～

11月13日 自分の魅力に気づいて、「私らしさ」を仕事に活かす

12月18日 「仕事と子育て」自分らしい両立スタイルをみつけよう

※いずれも土曜日午前10時～11時40分

ブルーバード
ホームページ
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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

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

●仕事における自分の価値観を知ろ
う
時10月15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
診断テストや対話を通じて考える　
定先着11人　￥500円　他託児有り

（有料、10月６日（水）までに要予約）　
申９月５日（日）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

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９月５日（日）午前10時から電話
でエコット。
●木枠を使った壁飾り～手作り刺繍
でワンランク上のエコ生活～
時10月３日（日）午前９時30分～正午　
対成人　内簡単な刺繍で自分だけの
壁掛け飾りを作る　定先着12人　￥
300円
●リメイク講座～ミシンで簡単なタ
ブレットケースを作ろう～
時10月９日（土）午前９時30分～11時
30分　対小学生以上（小学生は保護
者同伴）　内柄の違う２枚の古布を
使って、持ち歩きに便利な自分だけ
のケースを作る　定先着12人　￥300
円

●もった博士のかがく倶楽部～電子
レンジのひみつ～
時10月10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電子レン
ジのしくみや省エネにつながる使い
方を学ぶ　定先着15人　￥300円

●かんたんエコ手芸教室
時10月16日（土）午前10時～正午　対
中学生以上　内はぎれを活用して針
山を作る　定先着15人　￥100円

旭交流館
（☎68・2215 FAX68・2490
✉ph-asahi@city.toyota.aichi.jp）

●旭ミステリー読書会
時10月９日（土）午前10時～11時30分　
所旭交流館　内綾

あやつじゆきと

辻行人「十角館の
殺人」の感想、おすすめミステリー
本の紹介　定先着12人　申９月７日

（火）午前９時30分から電話か直接同
館

　いずれもところは西山公園。申込
みは申込み開始日午前９時から電話
で同公園。※申込み開始日は電話１
回につき２人まで。
●花とみどりの講座「秋色のプラン
ツギャザリング」
時10月20日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　内秋の植物をメイン
にヤシの実チップを使った寄せ植え
づくり　定先着30人　￥3,600円　申
込み開始日９月21日（火）
●花とみどりの講座「はじめての秋
植え球根」
時10月27日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　内ラナンキュラスを
鉢で育てる　定先着30人　￥1,100円　
申込み開始日９月28日（火）
●花とみどりの講座「庭木の剪

せん

定」
時10月30日（土）、11月４日（木）午前
10時～正午　対市内在住の人　内せ
ん定の基本を学ぶ　定各日先着30人　 
￥100円　申込み開始日９月29日

（水）
●花育講座「楽しくポタジェ！」
時10月16日（土）午前10時～正午　対
小学生以下の子と保護者　内花とイ
チゴを鉢植えで楽しむ　定先着30組　

￥1,600円　申込み開始日９月７日 
（火）
●展示会「山野草の展示・販売」
時①９月11日（土）、12日（日）　②10
月２日（土）、３日（日）　※いずれも
午前９時～午後４時　内①豊田蘭友
会の作品　②豊田山草会の作品
●秋まき草花種子の配布
時９月15日（水）から　配布場所市役
所、各支所・出張所、各交流館、西
部コミュニティセンター、西山公園、
鞍ケ池公園　配布種子なでしこ、キ
ンセンカ、スイートピー　※なくな
り次第終了

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

●エコ企業見学・環境学習会
時９月23日（木）午前８時40分～11時
50分、午後１時30分～４時40分　所
トヨタ自動車貞宝工場　対小学生

（保護者同伴）　内工場見学と生き物
調査　定各抽選20人　申９月13日 

（月）までに電話、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。
●栗ひろい体験とマロンミルフィー
ユ作り
時10月２日（土）、３日（日）、９日

（土）午前10時～午後３時　定各抽選
20人　￥３歳以上310円　※別途材
料費１セット820円。収穫した栗の購
入は別途料金が必要　申９月12日

（日）までに申込み事項と参加者全員
の氏名・年齢、必要なセット数をフ
ァックスかＥメールで旭高原元気村　
※当選者のみ９月17日（金）までに連
絡
●秋の昆虫を探そう
時10月３日（日）午後１時30分～３時　
内バッタやトンボの採集、観察　定
先着20人　￥３歳以上100円　申９
月６日（月）午前９時から電話で旭高
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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
▲

原元気村
●イモの収穫とおやつづくり
時10月16日、23日の土曜日午前10時
～午後１時　内イモはサツマイモ・
サトイモ　定各日抽選20人　￥３歳
以上410円　※収穫したイモの購入
は別途料金が必要　申９月13日（月）
までに申込み事項と参加者全員の氏
名・年齢をファックスかＥメールで
旭高原元気村　※当選者のみ９月18
日（土）までに連絡

平戸橋いこいの広場
（☎45・7977 FAX45・7922
✉ikoi@hm10.aitai.ne.jp）

●いこいの広場軽トラ産直朝市ミニ
時９月21日（火）午前10時30分から

（品物がなくなり次第終了）　所平戸
橋いこいの広場　内市内生産者によ
る旬の農産物直売、山菜や採れたて
野菜・加工品販売な

ど

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「秋の湿
地は花ざかり」
時９月８日～10月６日の毎週水曜日
午前10時～正午　※雨天中止　所自
然観察の森　定各先着12人　申込み
開始日１週間前の同曜日
●森のアート　キノコ観察会
時９月25日（土）午前９時30分～11時
30分　所自然観察の森　対小学３年
生以上　内キノコを探しながら特徴
や生態を学ぶ　定先着15人　￥100円　
申込み開始日９月15日（水）
●跳ぶ、鳴く、おんぶする！　バッ
タの不思議を見てみよう！
時９月26日（日）午前９時30分～11時

30分　※雨天中止　所自然観察の森　
内秋の草原でバッタを観察　定先着
15人　￥100円　申込み開始日９月
16日（木）
●上高湿地観察会
時10月１日（金）午前９時30分～正午　
※雨天中止　所上高湿地　※バスは
自然観察の森発着　内秋の草花を観
察　定先着15人　￥300円（バス代無
料）　申込み開始日９月20日（月）
●はじめてのもりさんぽ　秋編
時10月２日（土）午前10時～11時　※
雨天中止　所自然観察の森　対未就
学児と親　定先着15人　￥100円　 
申込み開始日９月22日（水）
●森のおはなし会「みてみて！木の
実・草の実」
時10月２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９月22日

（水）
●親子わくわく自然学習　稲刈り
時10月３日（日）午前９時～正午　所
自然観察の森　対親子　定先着25人　
￥300円（中学生以下200円）　申込み
開始日９月23日（木）
●森の絵本づくり
時10月９日（土）午前10時～正午　※
雨天中止　所自然観察の森　内森を
歩きながら出会った生き物の絵を描
いて、オリジナルの絵本を作る　定
先着15人　￥100円　申込み開始日
９月29日（水）

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

●森林と災害

時10月16日、30日の土曜日　所生態
水文学研究所（瀬戸市）ほ

か　対全日参
加できる人　内東海豪雨を振り返り
ながら、災害に強い人工林のあり方
について学ぶ　定抽選16人　￥2,000

円　申９月24日（金）までに申込み事
項と年齢を電話、ファックスかＥメ
ールで同学校

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

●六所の自然でおもちゃを作ろう！
時10月10日（日）午前10時～午後３時　
所総合野外センター　対市内在住の
小学１～４年生　内山で遊びながら
自然物を拾い、玩具を作る　定抽選
44人　￥700円（昼食代含む）　他送
迎バス有り　申９月19日（日）までに
電話で同センター

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

●探してみよう ze 野山の生きもの
♪
時９月12日（日）午前９時30分～正午　
所鞍ケ池公園　内様々な感覚で自然
とふれあうネイチャーゲームを楽し
みながら生きものを探す　￥200円 

（16歳以上300円）　他服装は長袖・長
ズボン・帽子、飲み物持参　申当日
開始30分前から直接鞍ケ池公園植物
園前

HP番号／1044607

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　浮き玉プラン
ターで寄せ植え体験
時９月24日（金）午前10時～正午　所
西山公園　対市内在住・在勤の人　　
定先着12人　￥1,000円　申９月５日

（日）午前10時から電話で同アカデミ
ー
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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

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。
●パチンコづくり
時10月23日（土）午前９時30分～11時
30分　対小学生を含む家族　内ゴム
の力を利用してパチンコを作り、ド
ングリを飛ばして遊ぶ　定抽選30人　
￥300円（小学生以下200円）　申10月
６日（水）までに催し名と参加者全員
の氏名（ふりがな）・年齢・電話番号
をＥメールでトヨタの森
●小鳥の巣箱づくり
時10月23日（土）午後１時～３時　内
リユースウッドを使って巣箱を作る　
対小学生を含む家族　定抽選15人　 
￥300円（小学生以下200円）　申10月
６日（水）までに催し名と参加者全員
の氏名（ふりがな）・年齢・電話番号
をＥメールでトヨタの森
●森歩きで二十四節気を楽しもう
時10月26日（火）午後１時～３時　内
霜降：深まる秋の森で木や草の実、
虫の声を探して歩く　定先着20人　
￥100円　他小学生以下保護者同伴　
申９月６日（月）午前９時から電話で
トヨタの森

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

●矢並湿地一般公開
時10月７日（木）～10日（日）午前10時
～午後３時　内ラムサール条約登録
湿地で、ガイドが秋に見ごろを迎え
る希少な動植物を紹介　他現地に駐
車場なし。鞍ケ池公園内「虹のかけ
橋駐車場」からの無料シャトルバス

（片道約10分）有り。当日現地で受付。
三脚使用の撮影、ペット同伴、動植
物の採取は禁止　問土・日曜日は自
然観察の森（☎88・1310）

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。小学
生は保護者と参加。申込みは９月５
日（日）午前10時から電話でエコット。
●morinosと住友林業による森林学
習
時10月２日（土）午前10時～正午　対
小学４年生以上　内自分だけの木製
スプーンを作り、自然や環境の大切
さを学ぶ　定先着20人
●青空の下でモルックを楽しもう
時10月23日（土）午前10時～正午　対
小学生以上　定先着９チーム（１チ
ーム２～５人程度）　￥１人100円

豊田鉄工経営企画部環境室
（☎26・1958 FAX26・1269
✉kankyou@tiw.co.jp）

●トヨテツの森で生き物調査！
時10月２日（土）午前９時～11時30分　
所豊田鉄工トヨテツの森（細谷町）　
対市内在住の親子　定抽選20人　申
９月17日（金）までに参加者全員の氏
名（ふりがな）・年齢・電話番号をＥ
メールで豊田鉄工経営企画部環境室

　いずれもところは猿投棒の手ふれ
あい広場。申込みは申込み開始日午
前９時から電話か直接同広場。
●キッズコーディネーション
時９月14日～11月16日の毎週火曜日
①午後４時から　②午後５時から　
③午後６時から　対４～12歳　内成
長期の子どもの運動神経を伸ばすト
レーニング　定各先着15人　￥7,100
円　申込み開始日９月７日（火）
●硬式テニス教室　Ⅲ期
時９月23日～11月11日の毎週木曜日
午後７時15分～８時45分　※雨天時
は11月18日、25日、12月２日に順延　

対初心者～中級者　内市テニス協会
指導員によるレベル別の指導　定先
着30人　￥6,400円　申込み開始日９
月９日（木）
●フラトレ火曜日教室
時10月５日～11月16日の毎週火曜日
午後２時30分～３時30分　内フラダ
ンスの曲に合わせた体幹トレーニン
グ　定先着25人　￥4,200円　申込み
開始日９月14日（火）
●卓球教室
時10月７日～11月25日の毎週木曜日
午後５時～６時30分　※11月11日は
休み　対４歳～小学６年生（保護者
も参加可）　定先着15人　￥4,200円　
申込み開始日９月16日（木）

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

●ナチュラル・ヨガ
時10月の毎週火曜日午後７時～８時　
所藤岡ふれあいの館　対市内在住・
在勤の人　内１日の疲れを癒す簡単
なヨガ　定先着20人　￥2,800円　申
９月21日（火）午前９時から電話か直
接同館

平戸橋いこいの広場
（☎45・7977 FAX45・7922
✉ikoi@hm10.aitai.ne.jp）

　いずれもところは平戸橋いこいの
広場。参加費は6,000円。申込みは申
込み開始日午前９時から電話か直接
同広場。
●楽しく簡単にエクササイズz

ズンバ

umba
Ⓡ教室
時10月１日～12月17日の毎週金曜日
午後２時～３時　※10月８日、29日、
11月５日、26日は休み　定先着15人　
申込み開始日９月11日（土）
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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
▲

●女性の美しさを引き立たせるベリ
ーエクササイズ教室
時10月５日～12月14日の毎週火曜日
午前10時～11時　※10月12日、11月
２日、23日は休み　対女性　定先着
15人　申込み開始日９月11日（土）
●インナーマッスルをしっかり鍛え
るボディリメイクヨガ教室
時10月５日～12月14日の毎週火曜日
午前11時10分～午後０時10分　※10
月12日、11月２日、23日は休み　定
先着15人　申込み開始日９月11日

（土）
●運動が苦手でも楽しめるフラダン
ス教室
時10月７日～12月16日の毎週木曜日
午後２時～３時　※10月28日、11月
４日、12月２日は休み　定先着15人　
申込み開始日９月11日（土）
●テニス教室（午前の部）
時10月８日～11月26日の毎週金曜日
午前９時30分～11時　定先着25人　
申込み開始日９月18日（土）
●テニス教室（午後の部）
時10月６日～12月１日の毎週水曜日
午後７時15分～８時45分　※11月３
日は休み　定先着28人　申込み開始
日９月18日（土）
●野外映画会「トロールズ　ミュー
ジック★パワー」
時９月11日（土）午後７時～８時30分　
所平戸橋いこいの広場（雨天時は屋
内）　定先着500人（雨天時は先着100
人）　※当日直接会場

レクリエーション指導者クラブ
（☎090・7040・0191）　

●作って楽しもう！ハロウィン

時10月10日（日）午後１時30分～３時
30分　所青少年センター　対小学生

（３年生以下は保護者同伴）　内クラ
フトとハロウィンゲーム　定先着30
人　￥200円　申９月７日（火）午前

９時から各交流館などで配布の申込
用紙をファックスか直接青少年セン
ター（FAX32・6298）

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

●ＺＯＯＭオンライン婚活～カフェ・
スイーツ好き編
時10月10日（日）午後１時30分～３時　
対市内在住・在勤で独身の22～39歳
の人　内好きなスイーツやカフェの

話をして交流　定先着男女各６人　
申９月５日（日）午前９時から青少年
センターホームページに必要事項を
入力
●オンライン婚活パーティー～ハロ
ウィン編
時10月31日（日）午後６時～７時30分　
対市内在住・在勤の独身で22～39歳
の人　内ハロウィンの仮装や飾付け
をして交流　定先着男女各６人　申
９月19日（日）午前９時から青少年セ
ンターホームページに必要事項を入
力

Think SDGs 
「食品ロスについて考える１か月」を開催します
●問合せ　未来都市推進課（☎34・6982 FAX34・2192 ✉hybrid-city@city.toyota.aichi.jp）

「まだ食べられるのに捨てられてしまう食品」を「食品ロス」といいます。
市は、食品ロス削減全国大会の開催に向けて、皆様に食品ロスやSDGsにつ

いて考えるきっかけを提供するため、９月中旬から約１か月間、以下のイベ
ントを開催します。
●－Think SDGs－おいしく食べて食品ロスをなくそう！
■とき　９月18日（土）午前10時～午後４時
■ところ　とよたエコフルタウン
■内容　地域の食材を使用したメニューを提供 
　するキッチンカー、規格外の商品を販売する 
　マルシェな

ど

●耕Life SDGsマルシェ
■とき　10月２日（土）、３日（日）午前10時30分～午後３時
■ところ　とよたエコフルタウン
■内容　SDGs啓発ステージイベント、クイズラリーな

ど

●食品ロスに関するオンラインセミナー
■とき　第１回／10月７日（木）　第２回／10月14日（木） 
　いずれも午前10時～11時
■内容　食品ロスの削減に取り組む企業によるセミナー
■定員　各回先着90人
■申込み　９月20日（月）からインターネットで受付

食品ロス削減全国大会を開催します！
■とき　10月30日（土）正午～午後４時45分（予定）
■ところ　コンサートホール
■内容　基調講演、事例発表によるトークセッション
■そのほか　大会の詳細、申込み方法は９月上旬に市ホームページなどで 
　公表

各イベントの詳細
申込みページ

HP番号／1044867

モザイクアートの写真の募集
●問合せ　ごみ減量推進課 
　　　　　（☎71・3001 FAX71・3000 ✉gomigenryou@city.toyota.aichi.jp）

食品ロス削減全国大会の会場で、みなさんの写真をモザ
イクアートにして飾ります。

写真は、食品ロスの削減に向けた宣言や生産者への感謝
のメッセージなど、どんなものでも構いません。 写真の投稿はこちら
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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

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

●お月見会
時10月16日（土）午後３時～８時　所
旭高原元気村　対小学生を含む家族　
内月見だんご作り、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 
710円、食事代（大人820円、子ども
630円）必要　申９月７日（火）午前９
時から電話で旭高原元気村

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

　いずれもところは高岡公園体育館。
申込みは申込み開始日午前９時から
参加費を添えて直接同体育館。
●やさしい気功と太極拳
時10月１日～22日の毎週金曜日午後
１時30分～３時　定先着15人　￥3,0 
00円　申込み開始日９月10日（金）
●ALOHAたのしいフラダンス
時10月14日、28日、11月11日、25日
の木曜日午後１時30分～２時30分　
定先着15人　￥3,000円　他抱っこひ
もで子と参加可　申込み開始日９月
９日（木）
●スポーツパルクール教室
時10月21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、跳ぶ、登るといった運動の
基本を学ぶ　定各先着15人　￥3,000
円　申込み開始日９月16日（木）
●骨盤体操教室
時10月28日～12月16日の毎週木曜日
午前10時～11時　内骨盤矯正とから
だの不調を整える　定先着32人　￥
6,000円　申込み開始日９月30日（木）

●はじめてのヨガ
時10月の毎週火曜日午前９時30分～
10時20分　内呼吸を整え柔軟性や体
力の向上　定先着15人　￥3,000円　
申込み開始日９月14日（火）
●はじめてのＺＵＭＢＡⓇ

時10月の毎週火曜日午前10時35分～
11時25分　内音楽にあわせて体を動
かす　定先着20人　￥3,000円　申込
み開始日９月14日（火）
●社交ダンス教室
時10月の毎週木曜日午後３時45分～
４時45分　定先着30人　￥4,000円　 
申込み開始日９月９日（木）
●運動神経バツグン！キッズ教室
時10月の毎週木曜日午後７時～７時
55分　対①未就学児　②小学生　内
成長期の子どもの運動神経を伸ばす
トレーニング　定各先着30人　￥3,0 
00円　申込み開始日９月９日（木）
●サッカー教室
時10月の毎週金曜日午後５時～６時　
対中学生　内運動不足解消から技術
向上まで　￥200円　※当日直接会
場

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

　いずれもところは高橋コミュニテ
ィセンター。申込みは申込み開始日
午前９時から電話か直接同センター。
●女性のためのシェイプアップエク
ササイズ
時10月６日～11月17日の毎週水曜日
午前10時～10時50分　※10月27日、 
11月３日は休み　対成人女性　内ス
トレッチ、筋トレ、有酸素運動　定
先着25人　￥3,250円　申込み開始日
９月９日（木）
●ズンバⓇ水曜教室
時10月６日～11月17日の毎週水曜日
午前11時～11時50分　※10月27日、 
11月３日は休み　対成人　内ダンス
フィットネス　定先着25人　￥3,250
円　申込み開始日９月10日（金）　
●ヒップホップ
時10月７日～11月25日の毎週木曜日
①午後３時30分～４時30分　②午後

４時40分～５時40分　対①年少～小
学１年生（初級）　②小学１～４年生 

（中級）　定各先着20人　￥①4,800円　
②5,600円　申込み開始日９月５日

（日）

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

　いずれも申込みは９月５日（日）午
前９時から電話で同工房。
●地元の野菜を使って石窯でオリジ
ナルピザをつくろう
時９月18日（土）～20日（月）午前11時
～午後１時30分　所どんぐり工房　
定各日先着20人　￥1,100円

●身近な材料で草木染め～くずの葉
で黄緑色を染めよう～
時９月25日（土）午前10時～午後３時　
所どんぐり工房　定先着15人　￥2,7 
50円　
●さつま芋ほり
時９月26日、10月３日の日曜日午前
10時～正午　集合吟醸工房・稲武郷
土資料館前駐車場　定各日先着30人　
￥660円

西部体育館
（☎32・5541 FAX35・7123）

　いずれもところは西部体育館。対
象は15歳以上。定員は抽選20人。申
込みは９月12日（日）午後９時までに
直接同体育館。
●姿勢改善エクササイズ
時10月16日～12月18日の毎週土曜日
午後６時30分～７時30分　内骨盤の
ゆがみを直す体操、健康づくり　￥
5,500円
●ボクシングフィットネス
時①10月７日～12月９日の毎週木曜
日　②10月16日～12月18日の毎週土
曜日　③10月10日～12月19日の毎週
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　新型コロナウイルス感染症の影響で、広報とよた（今号や過去の号）に掲載した内容が中止や変更
になる場合があります。実施状況については、各問合せ先にご確認いただくか、市ホームページを
ご覧ください。 市ホームページ
▲

日曜日（10月17日、11月14日は休み）　
※いずれも午後７時45分～８時45分　
内リズムに合わせたボクシングによ
る全身運動　￥①②5,500円　③4,950
円
●みんなで楽しくK－POPダンス
時10月16日～12月18日の毎週土曜日
午後５時～６時　他初心者も可　￥
5,500円

豊田レクリエーションクラブ
（☎090・1288・3411
✉trc1983camp@gmail.com）

●農業企画体験　サツマイモを収穫
しよう！
時９月25日（土）午前９時～午後３時　
所益富交流館付近の畑　対高校生ま
での子と親　定抽選10組　￥500円　
申９月17日（金）までに申込み事項と
年齢、性別をＥメールで同クラブか、
青少年センター・各交流館で配布の
申込用紙をファックスか直接青少年
センター（FAX32・6298）

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10月の毎週土・日曜日午前11時～
午後０時30分、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10月の毎週火曜日午後６時～６時
50分　対小学生　内マットやボール
などを使って体幹を鍛える　定先着
20人　￥3,200円　申９月14日（火）午
前10時から参加費を添えて直接同広
場

●大人向け水中運動教室
時10月の毎週土曜日午前９時10分～
10時　対18歳以上　内初心者向け　
定先着20人　￥5,500円　申９月５日

（日）午前９時から参加費を添えて直
接同プール

愛知建築士会豊田支部
（鈴木☎090・7956・9180
✉n-suzuki@kkhatano.jp）

●創立70周年記念イベント「わくわ
くする未来のカタチ」
時９月19日（日）午前10時～午後４時　
所鞍ケ池公園芝生広場　内①家づく
りに携わる職人さんのお仕事体験　

②ベニヤ板のドームづくり　③すま
いの絵本ワークショップ　④防災グ
ッズづくり　⑤無料耐震相談会な

ど

豊田高等職業訓練校
（☎32・5454）

●大人の木工教室
時10月14日（木）、18日（月）、21日

（木）、25日（月）午後６時～９時　所
豊田高等職業訓練校　対市内在住・
在勤の成人　内木工の基礎技術の習
得、１人掛け用ベンチ、サイドテー
ブル・花台の製作　定先着15人　￥
4,000円　申９月６日（月）午後１時か
ら電話で同校

い選手の方が良いターンが行われ
ており、より速い滑降ができてい
るそうです。

森井選手が、パラスポーツに出
会ったのは、長野パラリンピック。
事故で入院中、気持ちが落ち込み、
中々立ち直れない状態だった時に、
長野パラリンピックに出場してい
る選手を見て、「同じ障がいを持ち
ながら、奥歯が見えるくらいの笑
顔なのが印象的だった。僕もそん
な風に笑いたい」と、パラスポー
ツを始めたそうです。

パラリンピックは、「夢を叶える
場所」と語る森井選手。これまで
関わってくれた全ての人の想いを
背負って、表彰台の１番高い所を
目指す森井選手をみんなで応援し
ましょう。

「チェアスキーには、エンジニ
アを始め、支えてくださっている
人、応援してくださっている人の
想いが詰まっています」と相棒を
紹介するのは、パラリンピックに
５大会連続で出場し、ソチパラリ
ンピックでは、日本選手団の主将
も務めた森井大輝選手です。

パラアルペンスキーは、「チェア
スキー」と呼ばれるマシンに座り、
時に時速100キロ㍍を超える速度
で雪面を滑り降りる迫力が魅力の
競技です。「ターンの際、雪煙の上
がり方に注目してください」と話
す森井選手。雪煙が上がっていな

相棒のチェアスキーとともに。
金メダル獲得の夢を叶える！

豊 田 市 ゆ かりの 選 手 を
み ん な で 応 援！！

市ホームページから
「豊田市わがまちアスリート」に関する情報は

HP番号／1022602

市民へのメッセージ
北京パラリンピックでの金メ
ダルを目指し、思いっきり滑
ります！
応援よろしくお願いします。

動画はコチラ

主
な
成
績

2014年 ソチパラリンピック スーパー大回転 ２位　　　　　
2018年 平昌パラリンピック 滑降 ２位
2020年 ワールドカップ（スイス ベイソナ大会）総合３位

森井　大輝  選手

パラアルペンスキー
競技

トヨタ自動車所属

もりい　     たいき
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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

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

●楽ラク燻製づくり
時10月14日（木）午前９時15分～正午　
所石野交流館　対成人　内段ボール
を使った燻製機づくりと体験　定先
着12人　￥850円　申９月９日（木）
午前９時30分から電話か直接同館

９月の主なイベント予定20日（月）午
前６時30分／リバーサイドＭウオー
ク　※名古屋グランパスの試合日程
については、豊田スタジアムホーム
ページで確認　休館日未定　※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

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-taik
yo@hm6.aitai.ne.jp）
●市民総体弓道競技（中学）
時９月18日（土）午前９時から　申９
月11日（土）午後８時までに直接スカ
イホール豊田　※参加費は当日徴収
●市民総体水泳競技
時10月３日（日）午後１時から　申９
月11日（土）午後８時までに参加費を
添えて直接スカイホール豊田
●市民総体グラウンド・ゴルフ競技
時９月28日（火）午前９時から　申９
月15日（水）午後８時までに参加費を
添えて直接スカイホール豊田、五ケ
丘運動広場
●市民テニス選手権（シングルス）
時10月10日、17日の日曜日午前９時
30分から　申９月12日（日）までに市
テニス協会ホームページに必要事項
を入力
●市民総体卓球競技
時10月10日（日）午前９時から　申９

月17日（金）午前９時から参加費を添
えて直接スカイホール豊田
●市民卓球選手権
時10月17日（日）午前９時から　申９
月24日（金）午前９時から参加費を添
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）

●バドミントン指導講習会
時①９月11日（土）　②10月２日（土）　
※いずれも午後１時～５時　所①猿
投コミュニティセンター　②東山体
育センター　対市内在住・在勤・在
学の高校生以上　￥500円　申当日
直接会場

●早朝太極拳・気功
時／内①９月12日（日）午前７時～８
時30分／太極拳・気功　②９月18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）
●ナイターテニスクリニック
時９月18日（土）午後７時～８時30分　
所柳川瀬公園　対初心者～中級者　
定先着30人　￥1,500円（協会員1,000
円）　申９月５日（日）午前０時から
市テニス協会ホームページに必要事
項を入力
●2021おいでんテニスデー（エンジ
ョイダブルスゲーム）
時９月25日（土）午前９時30分～午後
３時　所高岡運動広場、柳川瀬公園、
加茂川公園、平戸橋いこいの広場、
地域文化広場　定先着168人　申９
月５日（日）午前０時から市テニス協
会ホームページに必要事項を入力
●2021おいでんテニスデー（キッズ
テニス）
時９月25日（土）午前10時～10時40分、 

午前11時～11時40分　所井上公園　
対小学１～３年生　定各先着24人　
申９月５日（日）午前０時から市テニ
ス協会ホームページに必要事項を入
力
●３期テニス教室
時10月～12月のうち各８回　一般／
①毎週水曜日午前９時15分～10時45
分、②毎週金曜日午前９時15分～10
時45分、③毎週土曜日午前９時15分
～10時45分、④⑤毎週金曜日午後７
時15分～８時45分　健康／⑥毎週土
曜日午前９時15分～10時45分　所①
⑤柳川瀬公園　②④加茂川公園　③
⑥地域文化広場　対市内在住・在勤・
在学の人、市テニス協会員　定①②
④⑤先着30人　③⑥先着20人　￥①
②１万2,000円（協会員7,000円）　③～
⑥１万4,000円（協会員8,000円）　申９
月５日（日）午前０時から市テニス協
会ホームページに必要事項を入力

●アーチェリー無料体験教室
時10月２日（土）10時30分～正午、午
後１時30分～３時　※小雨決行　所
運動公園　対市内在住・在勤・在学
の小学４年生以上　定各先着11人　 
申各部開始15分前から当日会場
●10月のフリークライミング体験会
時①３日（日）、23日（土）午後３時～
６時　②13日（水）、28日（木）午後７
時～９時　所スカイホール豊田　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定①各先着30人　②各先着20人　※
１時間ごとに定員有り　￥１時間
300円（小・中学生100円）　申当日各
開始30分前から参加費を添えて直接
スカイホール豊田
●秋季マレットゴルフ教室
時10月７日～11月４日の毎週木曜日
午前８時30分～11時40分　所高岡公
園体育館、柳川瀬公園、河合池運動
広場、運動公園　対初心者　￥1,500
円　申９月15日（水）午後３時までに
直接各会場
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４か月（12月～３月）利用調整スポーツ施設の利用受付

■対象　自治区、地域単位の連盟
やその他各種団体が主催する大
会、教室、行事か企業の主催す
る運動会な

ど

■そのほか　市、スポーツ協会、
コミュニティの主催する事業を
優先。サークルやクラブの活動
は対象外

■申込み　市スポーツ施設利用シ
ステムＴＯＳＳ（以下ＴＯＳＳ）
を利用　 
※右表 

（※①）は運動公園体育館へ、 
（※②）は毘森公園管理事務所へ、 
（※③）は緑の公園管理事務所へ、 
（※④）は旭総合体育館へ 
直接申請

■予約までの流れ

■対象施設（カッコ内は面数）

体育館

スカイホール豊田、東山体育センター、地域文化広場、柳川瀬
公園体育館、高岡公園体育館、運動公園体育館、西部体育館、
猿投コミュニティセンター、藤岡体育センター、小原トレーニ
ングセンター、足助トレーニングセンター、下山トレーニング
センター、旭総合体育館

テニスコート

井上公園（３）、土橋公園（３）、毘森公園（４）、加茂川公園（３）、
柳川瀬公園（６）、東山運動広場（２）、高橋運動広場（２）、高岡
運動広場（２）、地域文化広場（４）、平戸橋いこいの広場（３）、
保見運動広場（２）、高岡公園（５）、猿投棒の手ふれあい広場

（３）、藤岡テニスコート（３）、藤岡山村広場（２）、緑の公園
（３）、足助テニスコート（２）、下山運動場（２）、矢作川島崎公
園（２）、教職員会館（１）、荒井公園（２）、平井公園（２）、丸山
公園（１）、岩倉運動広場（１）

武道場 武道館、猿投コミュニティセンター、地域文化広場、旭武道場

ラグビー場 川田公園（１）

サッカー場 川端公園（４）、柳川瀬公園（１）、高岡公園少年用（１）、高岡公
園児童専用（１）

ハンドボール場 御立公園（３）

フットサル場 川端公園（２）

弓道場 運動公園（近的・遠的）（※①）、毘森公園（※②）、緑の公園（近
的）（※③）、旭弓道場（※④）

野球場（多目的
広場を含む）

白浜公園（２）、新生公園（１）、土橋公園（１）、平山公園（１）、
柳川瀬公園（２）、柳川瀬公園児童専用（１）、石野運動広場（１）、
末野原運動広場（１）、井上公園（１）、高岡運動広場（１）、東山
運動広場（２）、地域文化広場（１）、高岡公園（２）、毘森公園

（１）、松平運動広場（１）、川田公園（１）、逢妻運動広場（１）、
若園運動広場（１）、猿投棒の手ふれあい広場（１）、運動公園野
球場（１）、緑の公園（１）、足助グラウンド（１）、足助農山村広
場（１）、下山運動場（１）、稲武夏焼グラウンド（１）、藤岡山村
広場（１）、藤岡運動広場（１）、藤岡総合グラウンド野球場（１）、
梅坪浄水運動広場（１）

ソフトボール場
保見運動広場（１）、新生公園（２）、越戸公園（４）、上郷公園

（１）、古瀬間運動広場（２）、運動公園ソフトボール場（１）、平
井公園児童専用（１）

そのほか 運動公園アーチェリー場（※①）、運動公園多目的広場（３）、運
動公園陸上競技場、運動公園球技場（１）

ＴＯＳＳで事業の予約申請
９月３日（金）～15日（水）

ＴＯＳＳ（多機能操作画面）に 
アクセス

申請書を生涯スポーツ推進課へ
提出（メール・ファックス可）

９月３日（金）～16日（木）
・大会などの概要が分かる資料
　（各事業につき１部。実績な

ど） 
　を添付
・手書可（申請場所で配布）

結果通知（内定）
10月上旬　※郵送

■申請にあたっての注意事項
・武道館を武道以外の内容で使用する場合は生涯スポーツ推進課に事前に相談
・利用時間には準備・片付けの時間も含む。時間区分外の申請不可
・予備日は必要最小限の日数で申請
・祝日を除く月曜日、12月28日～来年１月４日は利用不可の施設有り
・結果通知は現在登録者（代表者ではなく担当者）へ送付　
　※ＴＯＳＳカードの団体登録内容に変更がある団体は、変更の手続きが必要。変更の手続きをしていないと、結果 

　通知が送付できない場合有り

■減免申請について（対象団体向け）
・４月１日以降の利用についてＴＯＳＳでの減免申請が可能になりました。減免の対象になる事業は、利用調整申請

時に減免申請をしてください

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


