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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４年度市立こども園　会計年
度任用職員

職種①保育士・幼稚園教諭　②保育
補助　③公務手　対①保育士資格か
幼稚園教諭免許を持っている人（来
年３月卒業見込み含む）　勤務形態
①代替保育師、加配保育師、午後・
早朝・土曜日パート　②午後・早朝
パート　③代替公務手、単独調理園
公務手、調理パート公務手　勤務場
所・時間職種や勤務形態によって異
なる　報酬①1,250円（代替保育師）、 

1,170円（その他）　②1,100円　③1,060
円　他採用は来年４月１日から。交
通費支給　申・問来年１月21日（金）
までに資格・免許の写し（取得見込
みの証明書）、顔写真を直接保育課
（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku 
@city.toyota.aichi.jp）
●学級運営補助指導員

職種会計年度任用職員　対市内在住
の成人　勤務場所市内小・中学校　
採用来年４月１日以降　他11月５日

（金）、10日（水）、17日（水）のいずれ
か１日。午前10時に青少年相談セン
ターで開催の登録説明会に参加必須。
持ち物は証明写真　問青少年相談
センター（☎32・6595、FAX32・7911、
✉palctoyota@city.toyota.aichi.jp）

豊田地域看護専門学校
（☎34・5100 FAX34・4052
✉c-kango@hm3.aitai.ne.jp）

●豊田地域看護専門学校令和４年度
生
対①推薦（指定校）／来年３月卒業見
込みの市内・みよし市の高校生　②
社会人／高校を卒業か同等の学力が
あると認められ、11月１日時点で２
年６か月以上の就業経験があり、来
年４月１日時点で満35歳以下の人　
③一般／高校を卒業（来年３月卒業
見込みを含む）か同等の学力がある
と認められる人　学科看護科（３年
課程・全日制）　定選考40人　試験
日①②12月４日（土）／小論文、面接　
③来年１月15日（土）／学力試験、面
接　入学検定料１万5,000円　申①②
は10月29日（金）～11月５日（金）、③
は11月30日（火）～来年１月５日（水）
に豊田地域看護専門学校で配布の出
願書類を郵送か直接豊田地域看護専
門学校事務課（〒471・0062、西山町
３－30－１）

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
　10月は里親月間です。親の病気、
虐待など様々な事情により家庭で生
活できなくなった子どもたちを家庭
に迎え、養育する里親を募集してい
ます。

◆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

パブリックコメント意見募集
●（仮称）第４次豊田市生涯スポーツプラン
■ねらい・ポイント　生涯スポーツ社会の実現に向けて、「する」「楽しむ」
　「支える」スポーツを推進する　
■とき　10月19日（火）～11月19日（金）　
■資料閲覧　生涯スポーツ推進課、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・問合せ　〒住所、氏名、ご意見を郵送、ファック 

ス、Ｅメールか直接生涯スポーツ推進課（〒471・8501、西町 
３－60、☎34・6632、FAX32・9779、✉sports@city.toyota.aichi.jp）

■そのほか　同期間中に、「豊田市市民スポーツ調査」を実施し 
ます。二次元バーコードから、回答にご協力ください

HP番号／1043998
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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
▲

住宅種別 募集の概要

市営住宅

■対象者　次の全てに該当する人 
①市内在住か在勤　②現に住宅に困っている　③市町村税の滞納がない　④収入基準に該当
する　⑤暴力団員でない

■家賃　 
入居者の所得や住宅の規模などに応じ毎年算定

■収入基準（年収）　 
一般世帯／約399万円未満　子育て・高齢者・障がい者世帯／約483万円未満

　※収入は３人家族の場合の参考例で世帯全員の合計収入。子育て世帯は未就学児がいる世 
　帯。高齢者世帯は60歳以上のみで構成されている世帯（18歳未満の同居者は可）

■対象住宅　 
手呂住宅、京ケ峰住宅、神上住宅、志賀第１住宅、志賀第２住宅、丸山住宅、桑田和住宅、千
野住宅、一ノ木住宅、飯野住宅

特定公共賃貸住宅

■対象者　次の全てに該当する人 
①収入基準に該当する　②市町村税の滞納がない　③暴力団員でない

■家賃　 
単身向住宅／２万4,000円～２万8,000円

　家族向住宅／４万5,000円～７万4,000円
■収入基準（年収）　 

約345万円以上約867万円未満
　※収入は３人家族の場合の参考例で世帯全員の合計収入

地域定住化促進住宅

■対象者　次の全てに該当する人 
①市内在住か在勤　②市町村税に滞納がない　③暴力団員でない

■家賃　 
１万9,000円～５万円

■収入基準（年収）　 
なし

小原活性化促進住宅

■対象者　次の全てに該当する人 
①主たる生計維持者が37歳未満の既婚者である　②同居者が配偶者のみ又は配偶者及び子で
ある　③収入基準に該当する　④市町村税の滞納がない　⑤暴力団員でない　⑥入居期間が
12年を超えない

■家賃　 
入居者の所得に応じ毎年算定　３万6,000円、４万8,000円、６万円

■収入基準（年収）有り　 
世帯全員の合計収入が約721万2,000円以下

農山村定住応援住宅

■対象者　次の全てに該当する人 
①主たる生計維持者が45歳未満　②単身者か同居する親族がある（単身赴任は不可）　③現に
住宅に困っている　④市町村税の滞納がない　⑤暴力団員でない　⑥入居期間は５年間

■家賃　 
１万9,000円

■収入基準（年収）　 
なし

■入居日　 
来年２月～12月の毎月１日（申込み住宅に空き家が出た場合、申込み受付順に入居審査し入居手続き）

■そのほか　 
住宅ごとに世帯人数などの入居要件有り。対象住宅以外の公営住宅は、定期募集（抽選）を実施。詳細は広報とよた
11月号に掲載予定

■申込み　 
11月15日（月）から。いずれも初日は午前９時～９時15分に市営住宅管理事務所に来所した人で公開抽選により空き
家待ちの順番を決定。以後は先着順。申込書と申込案内書は10月15日（金）から同事務所で配布。農山村定住応援住
宅は、11月16日（火）から旭支所でも申込み可

市営住宅等入居者（常時募集）
●問合せ　市営住宅管理事務所（☎36・0655 FAX36・0656）
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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

イルミネーションストーリー実行委員会
（☎33・0002
✉illumi.toyota@gmail.com）

●イルミネーションストーリーinと
よた2021　市民協賛
時10月９日（土）午前10時から　所Ｔ
－ＦＡＣＥ、商工会議所、市民文化
会館ほ

か　内協賛１口（500円）ごとに
オリジナルピンバッジを進呈

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11月２日（火）～30日（火）　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　￥搬入・
搬出や展示にかかる費用などは自己
負担　申10月６日（水）午前10時から
電話か直接同会場

紙ふうせん
（☎89・2445）

●10月ふれあいフリーマーケット出
店者
時10月31日（日）午前10時～午後３時　
※雨天中止　所猿投棒の手ふれあい
広場　募集区画数先着80ブース　出
店料１区画（約2.5×２㍍）1,000円　※
車での出店可　申10月11日（月）午前
９時から電話で紙ふうせん

WE LOVE とよたフェスタ実行委員会
（☎090・8498・1040　
✉promo.t@toyotasu.com）

●WE LOVE とよたフェスタ出展者
対WE LOVE とよたフェスタで活動
の紹介や展示、ワークショップなど
をしたい人　※調理や加工が必要な

飲食物の販売は不可　時来年３月13
日（日）　所スカイホール豊田　他出
展する場合は、説明会への参加が必
要。説明会日時はWE LOVE とよた
フェスタホームページで確認　申11
月７日（日）までにＥメールで同委員
会　※WE LOVE とよたフェスタホ
ームページからも申込み可
●WE LOVE とよたアワード
対豊田市に関わる個人・団体　※昨
年度受賞者も応募可　内とよたのま
ちを楽しんでいる、楽しくしようと
する活動や取組　※WE LOVE とよ
た条例の主旨に沿っていれば自由。 
自薦、他薦、個人、団体、内容や規
模は不問　他素敵な活動・取組は、
WE LOVE とよたフェスタで表彰。
金色のWE LOVE とよた缶バッチを
進呈。とよたのりのりチャンネルホ
ームページなどで紹介　申12月19日

（日）までにＥメールで同委員会　※
とよたのりのりチャンネルホームペ
ージからも申込み可

●自治総合センターの宝くじの助成
を受けました
　宝くじの受託事業収入を財源とし
た自治総合センターのコミュニティ
助成事業により、幼年消防クラブが
火災予防啓発を行う際の、鼓隊用の
楽器などが整備されました。

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11月20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10月５日（火）午前９時から電話で
同ステーション

豊田調停協会（豊田簡易裁判所内）
（☎32・0329）

●裁判所の調停委員による無料調停
相談会
時10月18日（月）午前９時～正午、午
後１時～４時　所市民相談課　内①
交通事故、借入債務、土地・建物明
渡しなどの民事トラブル　②相続、
離婚など家庭内や親族間のもめごと、
裁判所の調停で解決する手続き　相
談員①豊田簡易裁判所の民事調停委
員　②名古屋家庭裁判所岡崎支部の
家事調停委員　他秘密厳守

総務省中部管区行政評価局
（☎052・972・7415 FAX052・972・7419）

●行政・法律なんでも相談所（無料）

　国、県、市のほか、弁護士、司法
書士、税理士、行政書士、自分史活
用アドバイザーなどが様々な相談に
応じます。
時10月27日（水）午後１時～４時（受
付は正午から）　所市民ギャラリー　
内税金、登記、雇用、年金、道路、
消費生活、ＤＶ、女性・家庭の悩み
ごと、交通安全、高齢者福祉、相続、
離婚、金銭貸借、終活に関するエン
ディングノート・生前整理・供養な

ど　
定弁護士／先着20人　司法書士／先
着10人　税理士／先着10人　行政書
士／先着５人　申弁護士、司法書士、
税理士、行政書士への相談は10月14
日（木）午前９時から電話で同局。そ
の他の相談は当日直接会場

HP番号／1005152

都市計画課
（☎34・6620 FAX32・3794
✉toshikei@city.toyota.aichi.jp）

●豊田南インター周辺地区計画の原
案の縦覧（16条縦覧）
時10月８日（金）～22日（金）午前８時
30分～午後５時15分　所都市計画課
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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
▲

11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10月20日（水）、そのほかは10月５日（火）。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、10日（水）午前10時～午後１時、17日（水）午後１時30分～４時30分。

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） 祝日を除く毎週月曜日午後１時～４時、毎週水・金曜日午前９時～正午。１回60分

税務（税理士） 税務全般 ４日、11日、25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 17日（水）午前９時～正午。１回45分

登記 名義変更（司法書士） ４日、11日、25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） 18日（木）午前９時30分～正午。１回30分

不動産（宅地建物取引士） ９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） ５日、19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 24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） ８日（月）午後１時30分～３時00分。１回45分
くらしの人権（人権擁護委員） ９日（火）午前10時～正午

－
国などの行政困りごと（行政相談委員） ９日（火）午前10時～正午、17日（水）午後１時30分～３時30分　※17日は稲武・下山支所、

藤岡交流館でも開催

外国語による相談
市民相談課通訳職員 〈ポルトガル語、スペイン語、英語〉祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５時15分

遠隔通訳サービス
〈ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国語〉祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５時15分
※ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、ヒンディー語、ロシア語、フランス 
　語、インドネシア語、ミャンマー語各言語への対応時間は問い合わせください

■名古屋法務局豊田支局（☎32・0006 FAX35・3837）
相談名 ところ とき 予約

人権（人権擁護委員） 名古屋法務局豊田支局 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10月６日（水）午前10時から

相談名 ところ とき 予約
キャリアカウンセリング 就労支援室 ５日（金）、13日（土）、19日（金）、27日（土）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10月６日（水）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10月13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 ５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10月20日（水）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
親族後見人
相談会

司法書士 ☎63・5566 10日（水）午後１時30分～３時40分。１回60分。先着２人 要弁護士 24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

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）

●備えてますか？自分の将来の生活
に向けて
時10月30日（土）午前10時30分～正午　
所KiTARA　内人生100年時代に備え、
体・資産・生活環境について、自分
に起こりうることを知る　他オンラ
インでも可　申10月28日（木）までに
電話かＥメールで同センター

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）成人式着物ファ
ー、ベビーベッド、衝立、ベビーハ
イローラック、布団乾燥機、椀器、
中型マッサージ機　ゆずります（有
料）中学校男子制服（170～175㌢）、
空気清浄機、ベビー布団、ＢＳアン
テナ、ジューサー、大型コンテナボ

ックス、家具調こたつ　ゆずってく
ださいこども園体操ズボン、事務机、
２人用食卓テーブル、おもちゃのピ
アノ、ビニールハウス、介護用シャ
ワーチェア、照明器具（リビング用）　
他９月７日現在の登録品の一部

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10月６日（水）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・個別相談

時11月６日（土）、10日（水）、14日
（日）は午前10時15分～午後１時、24
日（水）は午後１時15分～４時　対市
内在住・在勤か、市内で就職活動か
セカンドライフを考えている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。オンライン相談
も可
●55歳以上　出張相談 in 豊田市
時11月29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

10月分の税金・料金
納期限11月１日（月）　市県民税３期　
国民健康保険税５期　後期高齢者医
療保険料４期　介護保険料５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、✉saiken-kanri@city.toyota.aichi.jp）

ヒューマンアカデミー
（☎052・561・2372）

●高年齢者のための就職相談会
時11月11日（木）正午～午後３時　所
就労支援室　対おおむね55歳以上の
再就職を希望する人　内企業との個
別相談、求職者向けセミナー　他雇
用保険の求職活動実績として認定

地域支援課
（☎34・6629 FAX35・4745
✉chiikishien@city.toyota.aichi.jp）

●自治総合センターの宝くじの助成
を受けました
　宝くじの受託事業収入を財源とし
た自治総合センターのコミュニティ
助成事業により、足助地区・上郷地
区コミュニティ会議で活動の促進に
必要な設備（机・椅子・アンプな

ど）が
整備されました。

10月18日（月）～24日（日）は「行政相談週間」です
●問合せ　市民相談課（☎34・6626 FAX31・8252 ✉s_soudan@city.toyota.aichi.jp）

行政相談委員は総務大臣の委嘱を受け、皆さんの身近な相談相手として、行
政などへの意見や要望を広く聴き、相談者への助言や関係行政機関に対する通
知などを行っています。

●行政相談委員（50音順・敬称略）

宇
うい

井　亮
りょうじ

次（北小田町） 柘
つげ

植　高
たかじ

治（穂積町）

太
おおた

田　幹
みきお

男（押山町） 中
なかね

根　秀
ひではる

治（沢田町）

神
かみや

谷のり子
こ

（上挙母） 成
なるもと

本　博
ひろふみ

文（榊野町）

澤
さわだ

田　好
よしゆき

幸（藤岡飯野町） 野
のだ

田　五
いつお

夫（桝塚西町）

杉
すぎうら

浦　明
あきみち

道（上野町） 圡
ひじかた

方百
ゆりこ

合子（駒新町）

高
たかはし

橋　光
みつや

弥（下山田代町） 本
ほんだ

多　剛
ごうしょう

生（四郷町）
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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.20文化・芸術 p.22知識・教養 p.26食・自然 p.28祭・体験 p.30スポーツ
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て

子　育　て

地域文化広場
（☎53・0671 FAX53・5086
✉chibun@homex-co.com）
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　新型コロナウイルス感染症の影響で、広報とよた（今号や過去の号）に掲載した内容が中止や変更
になる場合があります。実施状況については、各問合せ先にご確認いただくか、市ホームページを
ご覧ください。 市ホームページ
▲

藤岡支所
（☎76・2102 FAX76・4852
✉fujioka-shisho@city.toyota.aichi.jp）

●藤岡民俗資料館の臨時休館
時10月12日（火）　理由収蔵物の防虫
消毒のため

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

●臨時休館のお知らせ
時10月19日（火）　理由展示資料入替
えのため

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11月６日、20日の土曜日午後１時
～３時50分　所就労支援室　対早期
就労を目指す15～49歳の人　内就労
に関する不安や悩みの相談と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10月５日（火）午前10時か

ら電話、ファックス、Ｅメールか直
接同ステーション　※知立若者サポ
ートステーションホームページから
も申込み可

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

●包丁とぎ

時10月20日（水）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

HP番号／1045444

ささえあい
（☎052・581・4677）

　いずれも対象はおおむね60歳以上。
●シニア世代×企業の交流会
時10月21日（木）午前11時～午後４時　
所福祉センター　定先着50人　他途

中入退室自由。定員に満たない場合
は当日参加可　申10月５日（火）午前
10時から電話でささえあい
●シニアのための企業見学会
時11月～来年１月頃　内シニア雇用
を積極的に考えている企業を訪問し
働くための知見を広げる　申10月30
日（土）までに電話でささえあい

●ベビースキンシップ＆ママヨガ教
室

時11月17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10月20日（水）午前11時から電
話で同広場

　国民年金・厚生年金保険の障がい年金は、障がいの程度により、一定の要件を満たしていると受けることができます。
■対象　
　次の全てを満たす人

①初診日の時点で被保険者である 障がいの原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日（初診日）
に年金に加入していること。

②一定の障がい状態にある

初診日から１年６か月を経過した日か１年６か月以内に症状が固定した場合
（障がい認定日）の症状が、障がい等級表に定める障がい状態にあること。
ただし、障がい認定日時点の障がいの状態が軽くても、その後65歳までに症
状が重くなった時は申請可。

③保険料を一定期間以上納付している 初診日の属する月の前々月までに一定期間以上の保険料納付済期間があるか
直近１年間に保険料の未納期間がないこと。

　※いずれも細かな要件など有り。詳しくは問合せ先に要確認
■問合せ
　厚生年金や国民年金３号（会社員などの配偶者）の加入期間に初診日がある人 

／豊田年金事務所（☎33・1123、FAX33・1211）
　上記以外の期間（国民年金１号加入期間、20歳未満か60～65歳未満）に初診日がある人 

／国保年金課（☎34・6638、FAX34・6007、✉kokuhonenkin@city.toyota.aichi.jp）

障がい年金をご存じですか？
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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

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

　いずれもところは保健センター。
申込みは申込み開始日午前９時から
市ホームページに必要事項を入力。

HP番号／1037601

●ふれあい子育て教室
時10月25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10月～12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10
月５日（火）

HP番号／1009078

●２ndマタニティ教室
時11月２日（火）午前９時40分～10時
40分　対市内在住の２人目以降出産
予定の妊婦と家族　内保育士による
講話な

ど　定先着25組　持ち物妊娠中
の子の母子健康手帳、筆記用具　申
込み開始日10月12日（火）

HP番号／1023701

●パパママ教室～１stマタニティ～
時11月６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
10月13日（水）

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10月６日（水）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10月25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10月29日（金）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10月22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10月
９日（土）午前９時から電話か直接同
センター

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

●エコ・キッズスペース～親子で秋
の森の遊びを楽しもう～
時11月４日（木）午前10時～11時30分　
所トヨタの森　対未就園児と保護者　
定先着15組　￥100円　申10月５日

（火）午前10時から電話でエコット

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

●赤ちゃんのための絵本講座
時①11月17日（水）　②18日（木）　※
いずれも午前10時30分～11時20分　
所中央図書館　対①０歳児と保護者　
②１歳児と保護者　内赤ちゃんと触
れ合いながら楽しめる絵本の読み方・

選び方　定①抽選８組　②抽選６組　
申11月３日（水）までに申込み事項と
赤ちゃんの生年月日、希望コースを 
ハガキで中央図書館（〒471・0025、
西町１－200）　※中央図書館ホーム
ページからも申込み可。当選者のみ
11月10日（水）までに連絡

井郷交流館
（☎45・4807 FAX45・4824
✉ph-isato@city.toyota.aichi.jp）

●ペピイキッズ　おやこで己書
時11月11日（木）午前10時～11時　所
井郷交流館　対未就園児と保護者　
内己書で年賀状作り　定先着12組　
￥200円　申10月21日（木）午前９時
30分から電話か直接同館

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

　いずれもところは猿投棒の手ふれ
あい広場。申込みは申込み開始日午
前９時から電話か直接同広場。
●子育てママのための英会話教室
時10月14日～11月11日の毎週木曜日
午前10時45分～11時45分　対未就園
児の母親（子ども同伴可）　定先着12
人　￥5,000円　申込み開始日10月７
日（木）
●親子フィットネス
時10月19日～11月30日の毎週火曜日
午前10時～11時　※11月23日は休み　 
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　
￥4,200円　申込み開始日10月５日 

（火）

　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10月12日（火）午前８
時30分から電話で同センター。
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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
▲

●レディース検診
時11月４日、18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11月２日、16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

トヨタ記念病院
（☎28・0100）

●リンパ浮腫を学ぼう
時11月６日（土）午後２時～３時30分　
所トヨタ記念病院　対乳がん婦人科
がん手術後の患者と家族、医療関係

者　内女性特有のがん手術後におけ
るむくみ（リンパ浮腫）の基礎知識に
ついて外部講師から学ぶ　定先着50
人（当日直接会場）　他Ｗｅｂ開催も
予定　※現地・Ｗｅｂどちらも事前
にトヨタ記念病院ホームページを確
認

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

●高次脳機能障がいのある人の家族
の教室
時11月24日（水）午前10時～11時30分　
所市役所　対高次脳機能障がいのあ
る人の家族　内交流会、個別相談会　

定先着11人　申10月５日（火）午前９
時から電話、ファックス、Ｅメール
か直接同課

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

●認知症介護家族会

時11月10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）　内精神保健福
祉士による講話「認知症の人の病院
へのかかり方」、交流会な

ど　申11月９
日（火）までに電話で同センター

「マイナンバーカード出張申請窓口」を開設します
●問合せ　市民課（☎34・6773 FAX37・1617 ✉siminka@city.toyota.aichi.jp）

各支所・出張所で「マイナンバーカード出張申請窓口」を開設し、顔写真の撮影などマイ
ナンバーカードの申請のお手伝いをします。

■対象　
　豊田市に住民登録している人
■持ち物

① 本人確認書類　a１点とb１点か、b２点　 
※いずれも有効期限内のもので原本に限る

a 官公署が発行した顔写真付
きのもの 運転免許証、パスポートな

ど

b「氏名と住所」か「氏名と生
年月日」が記載されたもの 保険証、年金手帳、診察券な

ど

② 通知カードか個人番号通知書（有る人のみ）
③ 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書（有る人

のみ）
④ 住民基本台帳カード(有る人のみ）
※②～④を紛失している・持っていない場合も受付可

■そのほか
・天候などにより開設を中止する場合があります
・申請から交付までに１か月程度かかります
・紛失などで再交付の場合は手数料が発生します
・市民課マイナンバーカード交付窓口（東庁舎５階）では、開庁

日はいつでも申請のお手伝いをしています

とき ところ
10月20日（水） 石野出張所

10月21日（木） 保見出張所

10月27日（水） 足助支所

10月28日（木） 小原支所

11月２日（火） 下山支所

11月５日（金） 猿投支所

11月９日（火） 藤岡支所

11月10日（水）、11日（木） 高岡支所

11月16日（火） 稲武支所

11月18日（木）、19日（金） 上郷支所

11月24日（水） 高橋支所

11月25日（木） 旭支所

11月26日（金） 松平支所

※いずれも受付時間は午前９時30分～午後３時

HP番号／1040834
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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11月24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
11月22日（月）までに電話かＥメール
で同課

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11月29日（月）午前10時30分～正午　
所市役所　対発達障がい児の保護者　
内発達障がい児の子育てについて、
子育て経験のある親が話を聞く　定
先着20人　申10月５日（火）午前９時
から電話、ファックス、Ｅメールか
直接同課

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10月20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10月５日（火）午前10時から電話か
直接豊田ほっとかん

　いずれもところは発見館。
●企画展「綿から糸への物語－とよ
た市域のガラ紡－」
時10月22日（金）～来年２月27日（日）
午前９時～午後５時　内三河地方で

100年以上にわたって営まれたガラ
紡を紹介
●ギャラリートーク
時11月６日（土）午前10時～10時30分　
内企画展の見どころを解説　定先着
15人（当日直接会場）
●自由散策「秋のぶらコロモ～グル
めぐり編～」　
時11月30日（火）まで　午前９時～午
後４時　内地図を片手に挙母の街の
旧跡や代々続くお店などを散策（約
3.5キロ㍍。ガイドなし）　他参加者
には粗品贈呈

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

●高岡茶席（抹茶）
時10月24日（日）午前10時～午後１時　
所六鹿会館　内抹茶作法の体験　定
先着15人　￥400円　申10月９日 

（土）午前９時から電話か直接同セン
ター

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

　いずれもところは民芸館。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
●特別展「柳

やなぎむねよし

宗悦と民藝運動の作家
たち」
時10月26日（火）～来年１月30日（日）　
内民藝美に触発され、柳宗悦ととも
に民藝運動を推進した作家約20人の
作品を紹介　他入館料300円（高校・
大学生200円）

●復元猿投古窯で焼成する穴窯陶芸
講座
時①焼成コース（粘土６キロ㌘）／作
陶10月29日（金）～31日（日）のいずれ
か１日午前９時～午後４時、窯詰め
11月24日（水）午前９時から５時間程
度、窯焚き11月25日（木）～28日（日）
のうち指定の８時間、窯出し12月12
日（日）午前９時～正午　②体験コー
ス（粘土３キロ㌘）／作陶10月29日 

（金）～31日（日）のいずれか１日午後
１時～４時　対①②全日程参加可能
な高校生以上　定各抽選11人　￥①
3,400円　②3,100円　申込み期限10月
７日（木）
●はじめてのやきものづくり「正月
のお祝い皿」
時10月24日（日）午後１時～３時　対
小学生以上　内粘土１キロ㌘で正月
のおめでたい形の皿を制作　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10月14日（木）
●窯焚き陶芸体験
時作陶／11月13日（土）午前10時～正
午、窯焚き／28日（日）午前10時～11
時　対両日参加できる小学生以上

（小学生は保護者同伴）　内粘土（１
キロ㌘）で作陶し、古代から使用さ
れている窯を移設復元した穴窯で薪
をくべる焼成体験　定抽選12人　￥
2,900円（中学生以下2,400円）　他作品
は12月19日（日）以降お渡し　申込み
期限11月４日（木）

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

●E-IFF英語サロン「Tour of Ame
rica」

時10月24日（日）午後１時30分～３時　
所産業文化センター　内アメリカ出
身講師による英語でのアメリカ文化
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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
▲

紹介　定先着50人　他オンライン参
加も可　申10月５日（火）午前10時か
ら電話でＴＩＡかＥメールでE-IFF

（✉enjoytoyotaeiff@gmail.com）

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

●企画展「あつまれ　じょうもんの
土器」
時10月23日（土）～12月８日（水）午前
９時～午後５時　所足助中馬館　内
足助中馬館や足助の町並みの店舗な
どに縄文土器を展示

とよた手作り絵本展実行委員会
（小山内☎58・3195）

●とよた手作り絵本展

時10月23日（土）～11月７日（日）午前
10時～午後５時（最終日は午後２時
まで）　所中央図書館　内全応募作
品の展示、気に入った本への来場者
投票を受付　他11月７日（日）午後３
時から来場者投票で票の多かった本
の表彰式を開催

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

　いずれもところは民芸の森。
●森のアート展Vol.15　「ガラスの
装飾　とんぼ玉」
時10月23日（土）～11月28日（日）午前
９時～午後５時　他10月31日（日）午
後１時30分からギャラリートークを
開催
●森のいきもの～小さい森の獣

じゅうみん

民～
時10月23日（土）～11月28日（日）午前
９時～午後５時　内民芸の森と周辺
に生息している動物をかたどった木
製パネル作品（彫刻家・本多晋一郎
氏作）の屋外展示

●こま犬を作って飾ろう作品展
時10月23日（土）～12月５日（日）午前
９時～午後５時

センチュリー室内管弦楽団
（樹神☎090・3386・8813）

●センチュリー室内管弦楽団　第51
回定期演奏会
時10月24日（日）午後５時～７時　所
コンサートホール　内ベートーヴェ
ン交響曲第２番ほ

か　￥1,000円（高校
生以下は学生証の提示により無料）　
他未就学児不可　申10月５日（火）か
ら直接市民文化会館かコンサートホ
ール

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

　いずれもところは視聴覚ライブラ
リー。
●ロビー展「とよたのむかしばなし
セル画展」
時10月２日（土）～30日（土）午前９時
～午後９時
●市民文化講座・映画塾
時11月10日（水）午後２時～４時　内
映画「ヨランダと盗賊」の鑑賞・レク
チャーを通じて人生の機微を味わう　
定先着30人　￥300円　申10月15日

（金）午前９時から電話か直接同ライ
ブラリー

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

●秋季市民茶会

時11月14日（日）午前10時～午後３時　 
所一歩亭（童子苑大広間）、美術館庭
園（野点）　席主矢田宗翠（表千家）、
荒川宗純（裏千家）　呈茶券１席600

円　申前売りは10月９日（土）午前９
時から直接市民文化会館、当日券は
当日午前９時30分から直接会場
●とよたこども創造劇場公演「多世
界ジャーニー」
時11月14日（日）午後の部／午後１時
開演、夜の部／午後５時30分開演　
所市民文化会館　作・演出鹿目由紀　
内市内在住・在学の小・中学生が出
演する新作演劇公演と歴代参加者出
演の10周年特別公演　￥各1,000円 

（全自由席）　申10月５日（火）午前９
時からとよたこども創造劇場チケッ
ト予約サイトに必要事項を入力

コンサートホール・能楽堂
（☎35・8200 FAX37・0011）

　いずれもところはコンサートホー
ル。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。
※参合館ロビーコンサートを除く
●か～るくラシック♪イブニング・
コンサート「ダブルリードの調べ」
時10月27日（水）午後７時開演　出演
名古屋ダブルリードアンサンブル　
曲目ビゼー／歌劇「カルメン」組曲ほ

か　
￥500円　※全席指定。４歳未満入場
不可
●パイプオルガンを楽しむための講
座「バッハだけじゃない“フランス・
オルガン音楽入門”」
時10月13日（水）午後２時開演　講師
新山恵理（東京芸術劇場副オルガニ 
スト）　￥1,000円（25歳以下半額）　
※全席自由。未就学児入場不可
●参合館ロビーコンサート
時11月４日（木）午後０時20分～０時
50分　出演横井麻子（ピアノ独奏）　
曲目ドビュッシー／月の光、シュー
マン（リスト編）／献呈ほ

か

豊田短歌協会
（那須☎45・3669）

●市民短歌大会
時11月３日（水）午後１時～４時　所
福祉センター　内郷土豊田にちなん
だ短歌一句と自由題一句の発表・互
選・表彰



ら し の ひ ろ ば暮 p.12募集 p.14生活 p.17子育て p.18健康・福祉

令和３年10月号

知 識・教 養

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

　      

22

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

風来舎
（西田☎090・9956・2357）

●とよたデカス芸術祭「江戸太神楽、
足助屋敷を門付ける」
時①10月９日（土）午後１時から、午
後３時から　②10日（日）午前11時か
ら、午後２時から　所三州足助屋敷　
内三州足助屋敷の傘屋で制作された
和傘を使った傘回しや東京都無形民
俗文化財に指定される獅子舞や曲芸
の上演　他三州足助屋敷の入場料が
必要

紫乃～murasakino～＆容子
（☎0573・28・2172
✉murasakino714@gmail.com）

●とよたデカス芸術祭「森とつなが
る。アートでつながる」
時10月26日（火）～31日（日）　所美術
館　内森をテーマにしたアート作品
の展示やアクリル絵の具などでエコ
バッグをペイントする参加型ワーク
ショップ　￥ワークショップ500円

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

　いずれもところは地域文化広場。
●けやき茶房
時11月６日（土）、７日（日）、27日

（土）、28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11月６日（土）、７日（日）、20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10月９日（土）午前10時から参加費
を添えて直接同広場
●フラワーアレンジメント教室
時①11月４日、18日の木曜日　②11
月７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10月７日（木）午前10時から
参加費を添えて直接同広場

お散歩アートラボ
（安斎☎090・5113・2060
✉k-anzai@msg.biglobe.ne.jp）

●とよたデカス芸術祭「お散歩アー
トラボ　作品展」
時11月５日（金）午前10時～午後８時、
６日（土）午前10時～午後４時　所末
野原交流館　内地域の自然を活用し
たアート作品の展示とワークショッ
プ

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

●千
ちばまさや

葉雅也＋町
まちやりょうへい

屋良平「小説を書く
こと。そしてピアノについて」

時10月24日（日）午後５時～６時30分　
所中央図書館　内オンライントーク　
定抽選100人　申10月10日（日）まで
に中央図書館ホームページに必要事
項を入力。抽選は市内在住・在勤・
在学の人を優先。当選者のみ10月15
日（金）までに連絡

●老犬セミナー
時11月20日（土）午後１時30分～３時
30分　所市動物愛護センター　対イ

ヌを飼養している市民　※イヌの同
伴不可　内老犬の飼い方と介護の仕
方　定抽選15人　申10月15日（金）ま
でにハガキ、電話、Ｅメールか直接 
市動物愛護センター（〒471・0002、
矢並町法沢715－４）

豊寿園
（☎27・2200 FAX28・7343
✉houjuen@toyota-shakyo.jp）

●かんたんスマホ講座
時10月20日（水）、22日（金）午後１時
30分～３時30分　所豊寿園　対市内
在住の60歳以上　内スマートフォン
の初期操作、Wi-Fiとは？な

ど　定先
着15人　申10月６日（水）午前９時か
ら電話か直接豊寿園

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

●なりたい自分になるためのセルフ
マネジメント

時11月19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
目標を達成するための行動を考える　
定先着11人　￥500円　他託児有り

（有料、11月10日（水）までに要予約）　
申10月５日（火）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

とよた小さな片づけの会
（☎070・1627・7625）

●いつもの服に自信を持つためのク
ローゼット作り
時10月27日（水）午前10時30分～正午　
所キラッ☆とよた（産業文化センタ
ー内）　対30～40歳代の女性　内服
選びとクローゼットの見直しを学ぶ　
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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
▲

定先着20人　￥500円　申10月６日
（水）午前10時からとよた小さな片づ
けの会ホームページに必要事項を入
力

岡崎友の会豊田もより
（服部☎090・9945・8021 FAX32・2844）

●朝のお助けアイテム「おしたくば
こ」をつくってみよう
時10月17日（日）午前10時30分～11時
30分　所キラッ☆とよた（産業文化
センター内）　対幼児・小学生と親　
内子ども／マイおしたくばこ作り　 
親／朝の時間の悩みや工夫を話し合
う　定先着10組　￥100円　申10月
５日（火）午前10時から電話かファッ
クスで岡崎友の会豊田もより

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

　いずれも申込みは10月５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
●明らかにされてこなかった性暴力
～大切な身体と心を守ろう～
時11月６日（土）午後１時30分～３時　
所キラッ☆とよた（産業文化センタ
ー内）　内性暴力被害の現状と被害
者への支援について学び、正しい理
解を深める　定先着40人　他未就学
児の託児有り（有料、10月27日（水）
までに要予約）
●こころと身体のセルフケア
時11月18日（木）午前10時～11時30分　
所市内　対市内在住・在勤でパート
ナーからのモラルハラスメントなど
ＤＶに悩む女性　内ＤＶが起きる社
会背景、被害を受けた女性や子ども
が受ける影響、ストレス軽減・リフ

レッシュ法などを学ぶ　定先着12人　
他未就学児の託児有り（有料、11月
11日（木）までに要予約）
●家族の介護　時間とお金の使い方
～仕事との両立にむけて～
時10月23日（土）午前10時～12時　所
キラッ☆とよた（豊田産業文化セン
ター内）　対市内在住・在勤の人　
内制度やサービスをフル活用する方
法を学ぶ　定先着40人　他未就学児
の託児有り（有料、10月16日（土）ま
でに要予約）

市民文化会館
（☎33・7111 FAX35・4801）

●恐竜ラボ！ディノサバイバル

時12月25日（土）、26日（日）午前10時
30分から、午後１時30分から　所市
民文化会館　大ホール　内恐竜ライ 
ブステージ　￥Ｓ席4,200円・Ａ席3,8 
00円（全席指定）　※２歳以下は保護
者１人につき１人まで膝上鑑賞無料、
席が必要な場合は有料　申10月９日

（土）午前10時から市民文化会館ホー
ムページに必要事項を入力か電話で
同館　※席は選択不可

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

●ビジネスコラボ交流会
時11月８日（月）午前10時～正午　所
参合館　対市内在住・在勤・在学で
起業したい・している女性、起業家
を支援したい人　内起業家や先輩事 
業者とのつながり作り　※女性起業
家によるトークセッション、ビジネ
スコンテストの発表も有り　定先着
35人　申10月５日（火）午前10時から
eightホームページに必要事項を入
力

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

●ふじおか野の花さんぽ
時11月６日（土）午前８時45分～午後
１時　所木瀬公民館　対市内在住・
在勤の人　内木瀬秋葉山からの眺望
と大沢滝の紅葉を楽しみながら周遊　
定先着15人　￥300円　※別途食事
代　申10月23日（土）午前９時から電
話か直接同館

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

●Monthly pickup book　10月　
～紙～
時10月２日（土）～31日（日）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

HP番号／1045445

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

●市史講座「市史にみる近代豊田」
時11月７日（日）午後１時30分～４時　
所崇化館交流館　内通史編「近代」の
内容を解説　定先着65人　申10月12
日（火）午前10時から電話、ファック
スかＥメールで同室

都市交通研究所
（☎31・7543 FAX31・9888）

●豊田まちと交通勉強会

時10月20日（水）午後６時～７時　所
都市交通研究所　内リアルタイム情
報に基づいた信号制御システム　定
先着15人　他オンライン参加も可　
申10月13日（水）午前10時から電話で
同研究所
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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。※星を見る会「秋の星座と木星・
土星」を除く
●10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

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。10月３日（日）午後は中止
●街中の星見会「まちぼし」
時10月９日（土）午後６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５時から整理券配布）
●サイエンスショー「すごいぞ！！
大気圧」
時10月２日（土）～31日（日）毎週土曜
日午後１時15分、日曜日午前10時15
分、午後１時15分　内大気圧を使っ
た実験を紹介　他10月３日（日）午前
は休み
●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①10月２日（土）・３日（日）／
バランスとんぼ　②９日（土）・10日

（日）／玉乗りピエロ　③16日（土）・
17日（日）／くるくるアニメ　④23日

（土）・24日（日）／ぷらばんキーホル
ダー　⑤30日（土）・31日（日）・11月
３日（水）／くるくるマシーン　※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

●豊田高専ワークショップ「スマホ
アプリを作ってみよう」
時11月６日（土）午前10時～正午　対
小学５年～中学生　内簡単な操作で
自分だけのアプリを作る　定先着12
人　￥300円　他基本的なＰＣ操作

（キーボード入力、マウス操作）がで
きること　申10月９日（土）午前10時
から電話で同館
●星を見る会「秋の星座と木星・土
星」

時11月６日（土）①午後４時～４時45
分　②午後６時～７時　所①とよた
科学体験館　②総合野外センター　 
内①プラネタリウムで当日見える星
座・天体を解説　②大型望遠鏡で惑
星など天体を観望（天候不良時は中 
止）　定①先着100人　②先着50人　
他①プラネタリウム入場料が必要　
②中学生以下保護者同伴　申10月９
日（土）午前10時から電話で同館
●熟睡プラ寝たリウム
時11月20日（土）午後２時～３時　対
小学生以上　内満天の星を見上げな
がら篠笛とピアノのデュオによる生
演奏で眠りを誘う癒しのプラネタリ
ウム　定先着70人　￥300円　申10
月10日（日）午前10時から電話で同館

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10月５日（火）午前10時から電話
でエコット。
●紙パックで遊べるおもちゃを作ろ
う
時11月６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20人
●リメイク講座
時11月12日（金）午前９時30分～11時
30分　対大人　内お気に入りのハン

カチやバンダナをリメイクして、か
わいい巾着袋（ポーチ）を作る　定先
着15人
●かんたんエコ手芸教室
時11月13日（土）午前９時30分～午後
０時30分　対中学生以上　内不要に
なったワイシャツやブラウスで流行
のショートブラウスを作る　定先着
15人
●ダンボールコンポスト基礎講座
時11月17日（水）午前10時～11時30分　
内ダンボール箱を利用した生ごみか
らの堆肥作りを学ぶ　定先着20人　 
￥500円　他子どもの同伴可

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。雇用保険求職活動の実績として
認定。申込みは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
●セミナー　働き方とマネープラン
時10月29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　内働き方
における税制や社会保険の違いを知
り、キャリアプランやマネープラン
を考える　定先着11人　他託児有り 
（先着５人、500円、10月20日（水）ま
でに要予約）。オンライン受講可（先
着20人）　申込み開始日10月６日

（水）午前10時
●ジョブトレーニング

時11月８日（月）、10日（水）午前10時
15分～午後４時　対全日参加可能で
女性しごとテラスへの相談利用歴が
有り、市内で再就労を目指す女性　
内Word初級講座と企業交流会　定
抽選12人　他託児有り（500円、10月
25日（月）までに要予約）　申込み期
限10月25日（月）



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.20文化・芸術 p.22知識・教養 p.26食・自然 p.28祭・体験 p.30スポーツ

知
識
・
教
養

 　   　   　 　

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
▲

韓国民団豊田支部
（☎32・4350 FAX32・4351
✉mindantoyota@ia5.itkeeper.ne.jp）

●豊田地区日韓親善協会「韓国語講
座」
時①初級／毎週火曜日午前10時～11
時、水曜日午後１時30分～２時30分、
日曜日午前10時～11時　②中級／毎
週水曜日正午～午後１時　所韓国民
団豊田支部（陣中町）　対韓国語の読
み書きがある程度できる人　￥月額
5,000円（教材費別）　申月・水・木曜
日の午前９時～午後３時に電話かＥ
メールで韓国民団豊田支部　※韓国
民団豊田支部ホームページからも申
込み可

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10月６日

（水）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11月12日（金）午後２時～４時　対
市内在住・在勤・在学・在活動中の
人　内誰にでも伝わる、自分のこと
を紹介する方法を考える就活応援セ
ミナー
●セカンドライフ・キャリアセミナ
ー
時11月20日（土）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤か市内で就職活動
やセカンドライフ設計を考えている
45歳以上の人　内ライフプラン＆マ
ネープランセミナー　他予約優先。
オンライン参加も可

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10月５

日（火）午前９時から電話で同センタ
ー。※清掃技能講習を除く
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時11月１日～22日の毎週月曜日午前
９時15分～正午　￥7,000円

●Windows10（中級編）
時11月１日～22日の毎週月曜日午後
１時15分～４時　￥7,000円
●楽しく・やさしい年賀状作成講座
時11月２日～16日の毎週火曜日午前
９時15分～正午　￥5,000円
●ホームページ作成講座
時11月２日～12月７日の毎週火曜日
午後１時15分～４時　※11月23日は
休み　￥１万1,000円
●ワードで作品作り
時11月５日～19日の毎週金曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円
●よくわかるワード基礎講座
時11月10日～12月15日の毎週水曜日
午前９時15分～正午　￥１万2,200円
●テレワークでふれあいましょう
時11月10日～24日の毎週水曜日午後
１時15分～４時　￥6,000円
●よくわかるエクセル基礎講座
時11月11日～12月16日の毎週木曜日　
午前９時15分～正午　￥１万2,200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①11月５日、12日の金曜日　②18
日、25日の木曜日　※いずれも午後
１時～３時　￥各5,500円
●県シルバー人材センター連合会主
催　清掃技能講習
時11月９日（火）午前10時30分～午後
４時30分　所福祉センター　対市内
在住の60歳以上の人　定先着20人　 
申10月５日（火）午前９時から電話で

県シルバー人材センター連合会（☎
052・961・9521）

県多文化共生推進室
（☎052・954・6138）

●「子連れの防災」を学ぼう！
時10月16日（土）午前10時～11時30分　
所逢妻交流館　対乳幼児と保護者　
内日本人と外国人が共に災害から子
ども達を守るために必要な多文化防
災について学び、考える　定先着15
組　申10月５日（火）午前10時からＥ
メールでぶんぱっぱ（✉info@bunpap
pa.com）　※ぶんぱっぱホームペー
ジからも申込み可

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

　いずれもところは中央図書館。
●BOOK DIARY～めざせ、20冊! !
読書チャレンジ～
時10月１日（金）～11月28日（日）　対
幼児～中学生　他よみりん・かたる
んのBOOK DIARY（読書の記録帳）
の配布。達成者には４階総合案内で
プレゼント有り（１人１回のみ）
●読み聞かせボランティアステップ
アップ講座
時11月10日（水）午前10時30分～正午　
対学校・園などで読み聞かせボラン
ティアをしている人　内選書やプロ
グラム作りのポイント、おすすめ本
の紹介　定先着30人　申10月13日 

（水）午前10時から直接同館　※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「地球のために
できること～矢作川から世界へ～」
時11月27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　内矢
作川研究所研究員の話やワークショ
ップ　定先着30人　申10月６日（水）
午前10時から電話でＴＩＡ
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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

●ぶらり石野散歩～文化財をめぐる
～
時11月13日（土）午前９時30分～午後
０時30分　所石野交流館、如意寺、
岩倉神社　対成人　定先着30人　￥
300円　他徒歩往復２㌔程度　申10
月８日（金）午前９時30分から電話
か直接同館

知育ism
（☎090・3946・8449）

●キッズおシゴト体験ラボ
時11月13日（土）午前10時～午後２時　
所エコット　対小学生（保護者同伴
可）　内様々な職業を体験し、性別
役割に捉われずに職業を選択する考
え方を学ぶ　定先着32組　￥500円　
申10月10日（日）午前10時からで知育
ismホームページに必要事項を入力

　いずれもところはトヨタの森。
●森歩きで二十四節気を楽しもう
時11月16日（火）午後１時～３時　内
小雪：色とりどりの落ち葉を拾って
楽しむ　定先着20人　￥100円　申
10月５日（火）午前９時から電話、メ
ールでトヨタの森
●夜のムササビに会いに行こう！
時11月23日（火）午後３時30分～７時　
対小学３年生以上　内夜のムササビ
を観察する　定抽選20人　￥300円 

（小学生以下200円）　申11月10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

高岡農村環境改善センター
（☎52・9931 FAX52・9932）

●「洋菓子作り」講習会
時10月26日（火）午前９時30分～午後
０時30分　所高岡農村環境改善セン
ター　内洋菓子店主に学ぶガトーシ
ョコラ作り　定抽選12人　￥1,500円　
申10月12日（火）までに往復ハガキで
高岡農村環境改善センター（〒473・
0933、高岡町長根17）

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

　いずれもところは西山公園。講座
の申込みは申込開始日午前９時から
電話で同公園。※申込み開始日は電
話１回につき１講座２人まで
●花とみどりの講座「ホームフルー
ツの楽しみ方」
時11月12日（金）午前10時～正午　対
市内在住の人　内シャインマスカッ
トを鉢植えで育てる　定先着30人　 
￥2,600円　申込み開始日10月12日 

（火）
●花とみどりの講座「フェミニンカ
ラーのプランツギャザリング」

時11月17日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　内ビオラをメインに
ヤシの実チップを使った寄せ植え　
定先着30人　￥3,600円　申込み開始
日10月19日（火）

●花とみどりの講座「冬の花飾り」
時11月19日（金）午前10時～正午　対
市内在住の人　内冬の花を使ったハ
ンギングバスケットの寄せ植え　定
先着30人　￥3,600円　申込み開始日
10月21日（木）
●花育講座「X'masのミニ寄せ植え」
時11月23日（火）午前10時～正午　対
小学生以下の子と保護者　内花の寄
せ植えと木の実でクリスマス飾りを
作って楽しむ　定先着30組　￥1,600
円　申込み開始日10月26日（火）

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「アサギ
マダラに会えるかな」
時10月13日～11月３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
開始日各回の１週間前
●親子で野遊びしよう　秋編
時10月23日（土）午前10時～正午　※
雨天中止　所自然観察の森　対未就
学児と親　内野遊びしながら、ゆっ 
くりと森を歩く　定先着15人　￥100
円　申込み開始日10月13日（水）
●矢並湿地自由観察の日

時10月24日（日）午前10時～午後０時
30分　※雨天中止　所矢並湿地　内
ウメバチソウなどを観察する　定先
着15人　他鞍ケ池公園旧展望台駐車
場の利用可　申込み開始日10月14日

（木）
●森でおしゃれな楽器作り
時10月30日（土）午前10時～正午　※
雨天中止　所自然観察の森　対５歳
以上　内森で拾ったものを使って楽
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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
▲

器を作る　定先着15人　￥100円　 
申込み開始日10月20日（水）
●旭高原で野鳥ビンゴ！
時10月31日（日）午前９時30分～11時
30分　※雨天時は室内　所旭高原元
気村　対５歳以上　内野鳥を観察す 
る（初心者向け）　定先着15人　￥100
円　他双眼鏡貸出有り　申込み開始
日10月21日（木）
●湿地の水辺ガサガサ隊　秋の陣
時11月３日（水）午前９時30分～正午　
※雨天中止　所自然観察の森　対小
学生以上　内網で水辺の生き物を観
察する　定先着15人　￥100円　申
込み開始日10月24日（日）
●おはなし散歩会「森を歩いて秋を
見つけに行こう」
時11月６日（土）午後２時～３時30分　
所自然観察の森　内森を歩き絵本を
紹介　定先着12人　申込み開始日10
月27日（水）
●森の生き物の巣箱を観察しよう！
時11月７日（日）午前９時30分～午後
３時30分　所自然観察の森　対小学
生以上（保護者同伴。未就学児同伴
不可）　内観察と巣箱作り　定先着 
15人　￥100円　他雨天時は巣箱作
りのみ　申込み開始日10月28日（木）
●森あそび「ドングリで遊ぼう」
時11月７日（日）午前10時～正午　所
自然観察の森　対親子　内ドングリ
を使ってどんぐりゴマなどを工作す
る　定先着15人　￥３歳以上100円　
申込み開始日10月28日（木）
●秋の落ち葉で押し葉標本を作ろ
う！
時11月13日（土）午前９時30分～正午　
※雨天時は室内　所自然観察の森　
定先着15人　￥300円　申込み開始
日11月３日（水）

●竹切って竹ポックリ作り
時11月14日（日）午前10時～正午　所
自然観察の森　対親子　定先着15人　 

￥３歳以上100円　申込み開始日11
月４日（木）

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

●夜の森だ ze こんばんは♪
時10月９日（土）午後４時30分～７時　
所鞍ケ池公園　内自然とふれあうネ
イチャーゲームを楽しみながら、夜
の生きものに会いに行く　￥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

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

　いずれもところは旭高原元気村。
申込みは申込み開始日午前９時から
電話で旭高原元気村。
●秋のノルディックウオーキング教
室

時11月７日（日）午前10時～午後１時
30分　内インストラクターが同行し、
約５キロ㍍を歩く　定先着20人　￥
1,850円（食事付き、お子様セット選
択可1,260円）　他ノルディックポー
ルを持参かレンタル（310円）　申込
み開始日10月６日（水）
●五平餅みそ＆五平餅作り
時11月14日（日）午前９時30分～11時
45分　内自分で作った味

みそ

噌を塗って
五平餅をつくる　定先着20人　￥３ 
歳以上810円　※別途材料費１セッ 
ト800円　申込み開始日10月８日

（金）　
●冬支度　柿収穫と干し柿づくり体
験
時11月27日（土）、28日（日）午前10時

～正午　定各先着20人　￥３歳以上
310円　他干し柿２個付き（追加購入
可）　申込み開始日10月12日（火）

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10月５日（火）午前10時から電話
でエコット。
●エコット映画会
時11月３日（水）午前10時～正午　対
中学生以上　内ドキュメンタリー映
画「グリーン・ライ～エコの嘘」の鑑
賞　定先着50人　￥300円
●渡刈クリーンセンターの煙突にの
ぼろう！
時11月７日（日）①午前10時～正午　
②午後１時30分～３時30分　対身長
150㌢以上の人（小学生は保護者と参
加）　内工場見学をしてごみの処理
の状況を学ぶ　定各先着12人
●積み木ドームで遊ぼう
時11月20日（土）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者と参加）　
内たくさんの積み木でドームを作っ
て遊ぶ　定先着40人
●エコット版フードドライブ
時11月２日（火）～30日（火）午前９時
～午後５時　内消費しきれない食材
を募集し、12月10日（金）～12日（日）
のエコットフェスタで必要な人に配
布する　※集める食材は、賞味期限
が残り３か月以上、未開封、常温保
存ができるもの

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

●六所山デイキャンプ「たき火でク
ラフトをしよう！」
時11月14日（日）午前10時～午後３時　
所総合野外センター　対市内の小学
４～中学３年生　内クラフト、たき
火、散策　定抽選44人　￥1,000円　 
他昼食・送迎バス有り　申10月18日 

（月）までに申込み事項と学年をＥメ
ールで同センター
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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

HP番号／1045446

猪鹿工房山恵
（☎98・0836 FAX77・7196
✉inosisi-yamakei@asuke.aitai.ne.jp）

●ジビエマルシェ in 鞍ケ池公園
時10月23日（土）午前10時～午後２時　
所鞍ケ池公園　内鹿肉・猪肉を使用
した料理・商品の販売、鹿革などを
使用したワークショップ、かほなん
トークショーほ

か

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

●平戸橋いこいの広場軽トラ産直朝
市ミニ
時10月19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

藤岡交流館
（☎76・1612 FAX76・5660
✉ph-fujioka@city.toyota.aichi.jp）

●ふじバスで行く「下川口紅葉ウオ
ーク」
時11月19日（金）午前10時～午後４時　
集合藤岡交流館　定先着16人　￥400
円　申10月８日（金）午前９時30分か
ら電話か直接同館

●石野ウエルカムツアー「住んで！
笑って！上鷹見見学会」
時11月６日（土）午前９時30分～午後

２時　所勘八町ほ
か　対石野地区への

転入を検討している人　内石野地区
の住宅候補地見学と先に転入した住
民との交流　定先着20人　申10月５
日（火）午前９時から電話、ファック
ス、Ｅメールか直接同支所

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。
●スポーツパルクール教室
時11月18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10月21日（木）
●はじめてのヨガ
時11月の毎週火曜日午前９時30分～
10時20分　※23日は休み　内呼吸を
整え、柔軟性や体力を向上　定先着
15人　￥3,000円　申込み開始日10月
12日（火）
●はじめてのＺＵＭＢＡⓇ

時11月の毎週火曜日午前10時35分～
11時25分　※23日は休み　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10月12日

（火）
●社交ダンス教室

時11月の毎週木曜日午後３時45分～
４時45分　※11日は休み　定先着30
人　￥3,000円　申込み開始日10月14
日（木）
●運動神経バツグン！キッズ教室
時11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10月14日（木）
●やさしい気功と太極拳
時11月の毎週金曜日午後１時30分～
３時　定先着15人　￥3,000円　申込
み開始日10月８日（金）　
●中学生サッカー教室
時11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　￥各回200円　※当日直
接会場

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

　いずれもところは民芸の森。
●竹と和紙で作るミニランプシェー
ド
時10月５日（火）～11月７日（日）午前
10時～午後３時受付　内民芸の森の
竹と小原和紙を使った工作　定先着
50個（当日直接会場）　￥200円　他
ろうそく型ミニライト付き

●民芸の森　観月会
時10月16日（土）午後１時～６時30分　
内森の中に竹行灯を灯し、舞台演奏
や展示などを楽しむ　他飲食などの
出店有り

豊田高等職業訓練校
（☎32・5454）

　いずれもところは豊田高等職業訓
練校。対象は市内在住・在勤の成人。
参加費は3,000円。申込みは10月５日

（火）午後１時から電話で同校。
●大人の板金教室
時11月４日（木）、８日（月）、11日

（木）午後６時～９時　内板金の基礎
技術の習得、銅板ウエルカムボード
の製作　定先着15人
●大人の左官教室
時11月15日（月）、18日（木）、22日

かほなん
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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
▲

（月）午後６時～９時　内左官の基礎
技術の習得、タイルのテーブルの製
作　定先着11人

HP番号／1020097

予防課
（☎35・9703 FAX35・9719
✉shoubou-yobou@city.toyota.aichi.jp）

●消防こども写生大会
時10月23日（土）午前10時～午後２時　
※受付は午前９時30分から。荒天中
止　所消防本部・中消防署　対小学
生以下　内消防車、救急車などの写
生　定先着200家族（当日直接会場）　
持ち物絵具、クレヨン、画板など絵
を描く道具　他参加賞有り。入賞作
品は防災学習センターで展示

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

　いずれもところは猿投棒の手ふれ
あい広場。先着の場合、申込みは申
込み開始日午前９時から電話か直接
同広場。
●じゃんだら祭りん
時10月31日（日）午前９時45分～午後
３時　内こどもでも乗れるゴーカー
ト、棒の手演技、芸能発表会、鎧甲

かっ

冑
ちゅう

騎馬武者体験、うまいもの広場な
ど

●骨盤体操教室

時10月20日～12月22日の毎週水曜日
午前10時～11時　※11月３日、24日
は休み　対女性　内骨盤のゆがみ矯
正や体幹部を強化し、痩せやすい身
体をつくる　定先着30人　￥5,600円　
申込み開始日10月６日（水）

●大人の簡単パンづくり教室
時10月24日（日）午前10時～正午、午
後１時30分～３時30分　対高校生以
上　内アップルパンとフォカッチャ　
定各先着12人　￥2,000円　申込み開
始日10月５日（火）

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。
申込みは10月５日（火）午前９時から
電話で同工房。
●落花生収穫体験「茹で落花生は絶
品！」
時10月10日、17日の日曜日午前10時
～11時、午前11時～正午　定各回先
着20組　￥1,000円
●草木染め～「アカネ」で鮮やかな茜
色を染めよう～
時10月23日（土）午前10時～午後３時　
定先着15人　持ち物軍手、ゴム手袋　
￥3,000円（別途布代）
●名倉川ビンゴ「紅葉の名倉川を散
策しよう」
時11月５日（金）、６日（土）、７日

（日）午前10時～正午　定先着15人
￥2,200円（昼食付き）
●フィルムステンド体験会「あなた
だけのスタンドミラーを作ろう！」
時11月６日（土）、７日（日）午前10時
～正午　定先着15人　￥3,000円

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

　いずれもところは地域文化広場。
●けやきフェスタ2021
時10月30日（土）、31日（日）午前10時
～午後３時　内ゲームコーナー、屋
台販売、茶房、屋外の催し物な

ど　￥
無料～300円
●スポーツ万能！キッズ教室
時11月の毎週火曜日午後６時～６時
50分　※23日は休み　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
10月12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11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　￥4,400円　申10月23日

（土）午前９時から参加費を添えて直
接同広場プール
●ものづくりひろば
時11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

身障協会
（☎31・2941 FAX33・0114）

●障がい者ふれあい交流ダーツ大会
時10月31日（日）午前９時30分～正午　
所サン・アビリティーズ豊田　対市
内在住・在勤・在学の障がい者　定
先着70人　￥500円　申10月５日

（火）午前９時から申込み事項と年齢、
障がい部位・等級を電話かファック
スで同協会

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

　いずれもところは三州足助屋敷。
定員は先着15人。作ったものは持ち
帰り可。申込みは10月20日（水）午前
９時から電話で同屋敷。
●食の学校「柚

ゆべし

餅子作り」
時12月10日（金）午前10時～午後０時
30分　内山里に伝わる保存食、柚餅
子を作る　￥1,800円
●食の学校「なっとうみそ（田舎の
漬物）作り」
時12月14日（火）午前10時～正午　内
山間地域に伝わる田舎のお漬物作り。
糀、醤油、みりんなどで味付け　￥
2,000円
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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

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

●まちなかでスポＧＯＭＩ・クイズ
ラリー
時10月30日（土）午前10時～午後５時
30分　所とよしば・ギャザ南広場　
内とよたSDGsパートナーによる食
品ロス削減ＰＲを目的とした、スポ
ーツ要素を取り入れたごみ拾い、ク
イズラリーな

ど　他「人と地球と動物
に優しいマルシェ」同時開催。マル
シェではベジタリアン料理・オーガ
ニック料理の販売やヨガ・ライブ・
寄席なども実施

いなぶ観光協会
（☎77・6283
✉inabukan@hm10.aitai.ne.jp）

●稲武もみじまつり
時10月30日（土）～11月14日（日）　所
大井平公園、タカドヤ湿地　他午後
８時までライトアップ有り。11月６

日（土）、７日（日）、13日（土）、14日
（日）は午前10時～午後３時にどんぐ
り工房前～稲武交流館～大井平公園
のシャトルバスを運行。タカドヤ湿
地にも散策路有り

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

　いずれも対象は市内在住・在勤の
22～39歳の独身男女。定員は男女各
先着６人。申込みは申込み開始日午
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。
●ＺＯＯＭオンライン婚活～マンガ・
アニメ好き編
時11月14日（日）午後１時30分～３時　

申込み開始日10月５日（火）
●ＺＯＯＭオンライン婚活～カフェ・
スイーツ好き編
時11月27日（土）午後６時～７時30分　
申込み開始日10月19日（火）

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

●秋の高原散策と牛のえさやり体験
時11月７日（日）午前10時～正午　所
旭高原元気村　内散策、ハナノキの
紅葉を観察、牛のえさやり体験、ク
ラフト体験　定先着20人　￥３歳以
上310円　申10月11日（月）午前９時
から電話で旭高原元気村

　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11月１日（月）
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）。
●スポーツの基本！正しい走り方教
室

時11月20日～12月18日の毎週土曜日
午前９時30分～11時　対小学１～６
年生　内姿勢・腕振り・早歩き・ス
タートダッシュ・リズム走などの練
習を行い、50㍍走のタイムアップを
目指す　定抽選100人　￥4,000円
●楽しんで体の使い方を覚える運動
教室
時11月21日～12月19日の毎週日曜日
午前９時30分～11時　対小学１～４
年生　内鬼ごっこや障害物競争を取
り入れた運動を行い、運動能力向上
を目指す　定抽選100人　￥4,000円

中京大学子どもスポーツフェスタ
●問合せ　中京大学スポーツ振興課（☎46・6935）

■とき　11月14日（日）　※雨天一部中止の場合有り
■ところ　中京大学豊田キャンパス
■対象　小学６年生以下と保護者
■内容　

定員（各回） 時間
かけっこ教室 100人 午前10時30分～正午、午後１時～２時、午

後３時～４時
サッカー教室 90人 午前10時～11時30分、午後１時～２時、午

後３時～４時野球教室 100人

ダンス教室 20組 午前10時30分～11時30分、午後１時～２時、
午後３時～４時

親子バレーボール教室 10組 午前10時～11時30分、午後１時～２時、午
後３時～４時

水泳教室 30人 午前10時30分～正午、午後１時～２時30分
キッズチア教室 30人 午前10時30分～11時30分、午後１時～２時、

午後３時～４時親子でできる体遊び教室 15組
※各種体験コーナーや協力企業などによるブース出展有り
■参加費　１組500円
■申込み　10月18日（月）午後４時までに中京大学子どもス 
　ポーツフェスタ特設ホームページ内の申込みページに必 
　要事項を入力　※家族単位で申込み
■そのほか　詳細は中京大学子どもスポーツフェスタ特設 
　ホームページを確認してください

中京大学子どもス
ポーツフェスタ特
設ホームページ
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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
▲

●親のための子どもの運動能力ＵＰ
講座
時12月５日～19日の毎週日曜日午前
９時30分～10時30分　対保護者　内
子どもが自然とやる気になる指導方
法や身につけさせておくと良いこと
を講義と実技で学ぶ　定抽選30人　 
￥2,000円

井上公園水泳場
（☎44・1291）

●井上公園水泳場プール休業
時10月25日（月）～11月１日（月）　理
由水の入換・点検作業のため　他ト
レーニングルーム、スタジオは利用
可

豊田スタジアム
（☎87・5200 FAX87・5201）

●豊田スタジアムから
10月の主なイベント予定18日（月）午
前６時30分／リバーサイドＭウオー
ク　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

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

●初心者アーチェリー教室
時10月９日～11月６日の毎週土曜日
午後１時～３時　所運動公園　対小 
学４年生以上　定先着12人　￥2,500 
円　申教室初日午後０時30分から参
加費を添えて直接会場
●11月のフリークライミング体験会
時①３日（水）、13日（土）午後３時～
６時　②９日（火）、19日（金）、25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）　
申当日各回開始30分前から参加費を
添えて直接スカイホール豊田

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）。
●市民総体インディアカ競技
時10月24日（日）午前９時から　申10

月10日（日）午後８時までに参加費を
添えて直接スカイホール豊田
●市民テニス選手権（ダブルス）
時11月14日、21日、12月５日の日曜
日午前９時30分から　申10月10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
●市民バドミントン選手権
時11月21日（日）午前９時から　申10
月29日（金）午後８時までに参加費を
添えて直接スカイホール豊田

ングが必要となる
競技です。そのた
め、ジャンプはも
ちろんですが、表
情や振り付けなど
表現力も注目して
ほしい」と、紀平
選手は話します。
そして、大舞台に
向けて、「４回転ジ
ャンプ」「トリプルアクセル」の精度
を上げ、より美しい演技へと磨きを
かけています。その練習の中では、
同じくわがまちアスリートの宇野昌
磨選手から、ステップやジャンプな
どの技術面のほか、スケートを第一
に考えて練習に取り組む姿勢からも、
非常に大きな学びがあったそうです。
　「どんな経験も前向きに気持ちを
切り替えて、後で振り返ったときに
は、良い経験だったと思えるように
したい」と、どんなときも前向きに
フィギュアスケートと向き合う紀平
選手をみんなで応援しましょう！

　「フィギュアスケートは、ジャン
プやスピンなど成功と失敗が分かり
やすい競技。その分、競技者と観戦
者の感情が共感しやすいため、皆さ
んが笑顔になれるような演技をオリ
ンピックで披露したい」と、来年開
催される北京2022オリンピック冬季
競技大会への想いを、凛とした表情
で話すのは紀平梨花選手です。
　紀平選手が競技するシングル種目
は、時間の異なる２つのプログラム、

「ショートプログラム」と「フリープ
ログラム」を音楽に合わせ演技し、
採点された得点で順位を決める競技
です。「スケートのほかにも、ダンス
やバレエなど様々な要素のトレーニ

どんな経験も前向きな気持ちで！
みんなが笑顔になれる演技を届けたい！

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
北京オリンピックに向けて、
毎日練習に取り組んでいます。
これからも応援よろしくお願
いします。

動画はコチラ

主
な
成
績

2019・2020年 四大陸選手権 優勝

2019・2020年 全日本選手権 優勝

紀平　梨花  選手

フィギュアスケート

トヨタ自動車所属

きひら　       りか

東京2020パラリンピック競技大会　わがまちアスリートの戦績　（敬称略。最上位の種目のみ掲載）

●陸上競技　４×100ｍユニバーサルリレー　銅メダル　鈴木朋樹

●柔道競技　女子48キロ級　５位入賞　半谷静香
●陸上競技　女子100ｍT54　６位入賞　村岡桃佳
●車いすテニス競技　男子シングルス・ダブルス　９位　三木拓也

はんがい  しずか

むらおか  ももか

みき     たくや

すずき　 ともき

鈴木選手が豊田市スポーツ栄誉賞を受賞しました。受賞の様子を34㌻で紹介しています。
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園名（所在地） 電　話 受入れ可能な学齢 入園要件が必要な学齢 保育時間 土曜日保育 春・夏季保育 認可等
朝日（日南町） 32・2212 ３～５歳児 ３歳児 午前８時30分～午後５時 ― ○ 公幼
五ケ丘大和（五ケ丘） 88・1237 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
井上（井上町） 45・5010 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
伊保（保見町） 48・8188 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
いぼばら（大清水町） 31・3340 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 私保
今（今町） 28・2285 ３～５歳児 ３歳児 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
うねべ（畝部西町） 21・0405 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
梅坪（梅坪町） 32・2057 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
永新（永覚新町） 29・0732 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
大畑（篠原町） 48・8288 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
大林（大林町） 28・0012 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
上郷（上郷町） 21・1830 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
上鷹見（上高町） 41・2219 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
キッズハウスとよた（西町） 36・5025 ６か月～２歳児 全学齢 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 小規模
越戸（越戸町） 45・1073 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
こじま（金谷町） 32・2281 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 私保
駒場（駒場町） 57・2413 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
挙母（挙母町） 32・0199 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
挙母ルーテル（桜町） 32・1764 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
淨光（宮町） 32・3635 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 私保
浄水ひかり（浄水町） 63・5680 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 私保
浄水松元（浄水町） 45・6884 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
寿恵野（鴛鴨町） 28・2403 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
住吉（住吉町） 52・3807 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
青松（朝日ケ丘） 34・0065 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
第二いぼばら（大清水町） 85・0160 ６か月～２歳児 全学齢 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 私保
第二青松（朝日ケ丘） 35・0015 ６か月～２歳児 全学齢 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
第二わかば（若林東町） 41・7830 ６か月～２歳児 全学齢 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 私保
たかね（和会町）※２ 21・0404 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
高橋（水間町） 88・8088 ４～５歳児 ― 午前８時30分～午後３時 ― ― 公幼
たかはら（高原町） 34・5141 ６か月～２歳児 全学齢 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 私保
高美（若林西町） 52・3706 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
竹村（中町） 52・8508 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
中央（四郷町） 45・0066 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 私保
堤（本田町） 52・3053 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
堤ケ丘（堤町） 52・0166 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保

●こども園・幼保連携型認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所一覧

入園できるこども　（１）入園希望児と保護者が市内に居住
（入園希望日の平日５日前までに転入手続きが必要。ただし、
入園式から入園の場合は来年３月25日（金）までに転入手続き
が必要。）　（２）下記一覧「入園要件が必要な学齢」欄に記載の
学齢（※来年４月１日時点の満年齢）において入園要件が必要　

（３）定員を超えて申込みがあった場合は、入園調整を行うた
め希望する園に入園できない場合有り　（４）乳幼児の発達な
どで心配のある場合は、事前に園か保育課へ相談

入園できる要件（入園要件。原則同居の父母に必要）　（１）就
労（月60時間以上の労働が必要。来年５月11日以前に就労開
始しており、前１週間（平日５日間）の慣らし保育を含め４月
中の入園を希望する人が対象）　（２）出産（予定月とその前
後２か月を含めた５か月間、多胎児出産の場合は予定月と予
定月前２か月と予定月後４か月を含めた７か月間）　（３）病
気・障がい有り　（４）同居親族の看護・介護　（５）就学　 

（６）通園・通学の付き添い　（７）求職活動　※１次申込みは
不可　（８）その他災害な

ど

【問合せ】各園、保育課（☎34・6809 FAX32・2088 ✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）
【１次申込み】電子申請／10月１日（金）～７日（木） 　園受付／10月12日（火）～19日（火）
当初入園申込み手続き〈来年４月の入園〉　※詳細は受付時などに配付の「ご案内」などを参照

区　　分 １次申込み

新　規
申込児

受付・書類配付
ＡかＢどちらかの  

方法で受付

【Ａ電子申請による受付】
10月１日（金）～７日（木）に市ホームページの応募様式に必要事項を入力（第５希望園まで申請可能）

【Ｂ第１希望園で受付】
10月12日（火）～19日（火）に第１希望園（申込書に第５希望園まで記入可能）

面接・書類提出 面接は10月下旬～11月下旬、各園指定日に実施。11月24日（水）までに必要書類を提出（提出がない
場合は申込取下げとする）

入園決定 来年２月中旬～下旬に通知

在園児 10月中旬に園から配付される在園状況確認書を園に提出。来年４月から転園希望の場合は、新規申込児と同様の手続
が必要

注意

（１）電子申請による受付と第１希望園の受付の複数申込み不可
（２）園での申込書配付は、土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時。それ以外の時間の場合は、園に事前確認が

必要　
（３）１次申込み後に入園希望園を変更する場合は、取下げのうえ、２次申込みでの申込みが必要
（４）２次申込みは広報とよた12月号に掲載予定（申込み期間は来年１月７日（金）～18日（火）の予定）。来年５月以降の

途中入園の申込みは広報とよた令和４年３月号に掲載予定

令和４年度　こども園等の園児を募集します
HP番号/1016131
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園名（所在地） 電　話 受入れ可能な学齢 入園要件が必要な学齢 保育時間 土曜日保育 春・夏季保育 認可等
寺部（上野町） 80・2194 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
東海（神池町） 88・0599 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
童子山（小坂町） 32・3566 ４～５歳児 ― 午前８時30分～午後３時 ― ― 公幼
透成（西広瀬町） 41・2550 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
渡刈（渡刈町） 28・8300 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
トヨタ（水源町） 28・2198 ４～５歳児 ― 午前８時30分～午後３時 ― ― 公幼
豊田聖霊（聖心町） 28・2178 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
豊田大和キッズ（今町） 27・5678 ６か月～２歳児 全学齢 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 私保
豊田東丘（宝来町） 89・7570 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
豊松（豊松町） 58・1551 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
ナースリーハウス（陣中町） 31・8282 ４か月～２歳児 全学齢 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 小規模
中金（城見町） 41・2238 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
中根山（高岡本町） 52・3029 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
名古屋柳城短期大学附属
豊田（市木町） 80・0198 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
根川（下林町） 32・1082 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
野見（美里） 80・0650 ３～５歳児 ３歳児 午前８時30分～午後５時 ― ○ 公幼
林丘（大林町） 28・1074 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
東広瀬（東広瀬町） 41・2112 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
東保見（保見ケ丘） 48・2221 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
東山（渋谷町） 80・6074 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
ひかり（矢並町） 80・2280 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
ひなたぼっこ（若宮町） 34・5008 ６か月～２歳児 全学齢 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 事業所
平井（百々町） 80・2193 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
平山（平山町） 28・6187 ３～５歳児 ３歳児 午前８時30分～午後５時 ― ○ 公幼
広沢（舞木町） 44・0288 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
藤藪（豊栄町） 28・4717 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
保見ケ丘（保見ケ丘） 48・1500 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
本地（本地町） 27・2662 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
益富（志賀町） 80・0365 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
松平（九久平町） 58・0070 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
丸山（丸山町） 28・0744 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
みずほ（瑞穂町） 32・7380 ４か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
御船（御船町） 45・1215 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
宮口（宮口町） 32・6727 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
美山（美山町） 41・8812 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
みるみる園（京町） 31・5875 ６か月～２歳児 全学齢 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 事業所
美和（百々町） 88・2230 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
杜のひかり（大清水町） 45・9966 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 私保
山之手（山之手） 28・1101 ４～５歳児 ― 午前８時30分～午後３時 ― ― 公幼
竜神（竜神町） 28・8200 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（こ）
若園（中根町） 52・3820 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
わかば（若林東町） 52・1838 ４か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 私保
若林（若林東町） 52・8350 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 〇 ○ 公保
若宮（若宮町） 32・3200 ６か月～５歳児 全学齢 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
飯野（藤岡飯野町） 76・2667 ５か月～５歳児 全学齢 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
石畳（白川町） 76・1998 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
木瀬（木瀬町） 76・1765 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
中山（西中山町） 76・4436 ６か月～５歳児 ０～３歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
中山松元（西中山町） 76・3033 ６か月～２歳児※１ ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 認（幼）
御作（御作町） 76・4672 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
大草（小原町） 65・2045 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
道慈（乙ケ林町） 65・2733 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
北栄（下仁木町） ※３ ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
足助まゆみ（足助町） 62・0382 ３～５歳児 ― 午前８時30分～午後３時 ― ― 公幼
足助もみじ（岩神町） 62・0685 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後７時 ○ ○ 公保
大蔵（大蔵町） 64・2220 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
則定（則定町） 63・2051 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
冷田（冷田町） 63・2310 ３～５歳児 ― 午前８時～午後４時 正午まで ○ 公保
大沼（大沼町） 90・3021 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
東部（羽布町） 90・3173 ３～５歳児 ― 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
小渡（下切町） 68・2766 ３～５歳児 ― 午前８時30分～午後３時 ― ― 公幼
杉本（杉本町） 68・2701 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保
稲武（武節町） 82・2025 ６か月～５歳児 ０～２歳児 午前７時30分～午後６時 ○ ○ 公保

【備考】春・夏季保育：○は春休み（卒園式翌日～入園式前日）、夏休み期間中（７月21日～８月31日）も保育可　認可等：公幼は公立幼稚
園、公保は公立保育所、私保は私立保育所、認（こ）は幼保連携型認定こども園（旧こども園型）、認（幼）は幼保連携型認定こども園（旧
幼稚園型）、小規模は小規模保育事業所、事業所は事業所内保育事業所　※１認（幼）、私立幼稚園の３～５歳児の入園は直接園に問合せ　
※２たかね（旧高嶺）は来年４月から学校法人清光学園に運営を移管し、保育所から幼保連携型認定こども園（旧こども園型）に移行する
ため、3歳児の入園要件がなくても申込み可　※３北栄こども園は休園中のため、保育課に相談してください


