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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

●地域医療センター職員
職種①訪問リハビリスタッフ　②訪
問診療・訪問看護スタッフ　③主任
介護支援専門員　対①理学療法士か
作業療法士免許を持っている人（訪
問リハビリ未経験者可、臨床経験要）　
②看護師免許を持っている人　③主
任介護支援専門員資格を持っている
人　※いずれも普通自動車免許が必
要　申・問随時履歴書、資格免許証
の写しを郵送か直接地域医療センタ 
ー総務課（〒471・0062、西山町３－ 
30－１、☎34・3051、FAX35・2841、
✉soumu@toyotachiiki-mc.or.jp）
●社会福祉協議会特定業務職員
職種①保健看護員、看護員、介護指
導員　②相談支援専門員　対昭和37
年４月２日以降生まれで次の資格を
持っている人①保健師、看護師、准
看護師、介護福祉士のいずれか　②
社会福祉士、介護支援専門員、主任
介護支援専門員、相談支援専門員

（障がい）のいずれか　申・問11月26
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（〒471・0877、錦
町１－１－１、☎34・1131、FAX32・
6011、✉soumu@toyota-shakyo.jp）
●喜多ハウスパート職員
職種世話人　申・問随時電話かファ
ックスで就労生活支援センター（☎

36・2120、FAX36・0567）
●暖パート職員
職種①運転手（ハイエースウェルキ
ャブ）　②介護員　対①昭和27年４
月１日以降生まれで普通自動車運転
免許を持っている人　②昭和32年４
月１日以降生まれで介護福祉士かホ
ームヘルパー２級の資格を持ってい
る人な

ど　申・問随時電話かファック
スで暖（☎37・1781、FAX37・1737）
●第二ひまわりパート職員
職種①運転手（マイクロバス）　②運
転手（ワンボックスカー）　③支援員　
対①昭和27年４月１日以降生まれで
中型（８㌧限定不可）か大型自動車運
転免許を持っている人　②昭和27年
４月１日以降生まれで普通自動車運
転免許を持っている人　③昭和32年
４月１日以降生まれで介護福祉士か
ホームヘルパー２級の資格を持って
いる人な

ど　申・問随時電話かファッ
クスで第二ひまわり（☎31・3370、 
FAX31・3391）

HP番号／1043998

パブリックコメント意見募集
　いずれも意見提出は〒住所、氏名、
ご意見を郵送、ファックス、Ｅメー
ルか直接各問合せ先。
●第２次豊田市文化芸術振興計画
ねらい・ポイント多くの市民が文化
芸術に親しみ、主体的に活動を続け
る生涯活躍社会の実現に向けた施策
を推進する　時11月１日（月）～30日

（火）　資料閲覧文化振興課、市民文
化会館、市民ギャラリー、コンサー

トホール・能楽堂、視聴覚ライブラ
リー、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　
問文化振興課（〒471・8501、西町３
－60、☎34・6631、FAX34・6766、✉bu
nshin＠city.toyota.aichi.jp）
●第４期豊田市市民活動促進計画
ねらい・ポイント市民活動の促進を
図り、共働によるまちづくりを推進
するための計画　時11月15日（月）～
12月14日（火）　資料閲覧とよた市民
活動センター、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　問とよた市民活動センタ
ー（〒471・0026、若宮町１－57－１、
☎36・1730、FAX34・0015、✉tec@cit 
y.toyota.aichi.jp）
●豊田市環境基本計画中間見直し
ねらい・ポイント市民・事業者・行
政が共働で取組を推進するための計
画　時11月15日（月）～12月15日（水）　
資料閲覧環境政策課、市政情報コー
ナー、各支所・出張所、各交流館、
市ホームページ　問環境政策課（〒
471・8501、西町３－60、☎34・6650、
FAX34・6759、✉kansei@city.toyota.aichi.
jp）

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

●ビブリオスピーチ発表動画
対市内在住・在学・在勤の小学５年
生～18歳　時11月９日（火）～来年１
月14日（金）　内面白いと思った本を
紹介する３分以内の発表動画ＤＶＤ

◆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

祝日を除く月～金曜日 
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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　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
▲

（編集なし）を募集　他紹介本は中央
図書館所蔵の活字本に限る。参加賞
有り。詳細は中央図書館ホームペー
ジで確認　申随時、応募用紙とＤＶ 
Ｄを郵送か直接中央図書館（〒471・
0025、西町１－200）

県交通安全協会豊田支部
（☎32・0343 FAX35・1551
✉takk@hm10.aitai.ne.jp）

●「無事故・無違反チャレンジ100日
間」参加者
対市内・みよし市在住・在勤・在学
で次を満たす人①家族の部／２～５
人のチーム（年齢不問）　②高齢者の
部／65歳以上を含む２～５人のチー
ム　③一般の部／２～５人のチーム　
④個人の部　※①②③は免許の有無
を問わないが代表者は免許を持ち、
日常的に車両を運転していること。 
④は各自免許を持ち、日常的に車両
を運転していること　時来年１月１
日（土）～４月10日（日）　他当選した
免許を持つ人は運転記録証明書（手
数料１通670円）が必要　申12月28日

（火、消印有効）午後４時までに県交 
通安全協会豊田支部（豊田警察署内）、
県交通安全協会足助支部（足助警察
署内）、交通安全防犯課で配布の申込
書を郵送で「無事故・無違反チャレ
ンジ」実行委員会（〒471・0877、錦
町１－59－１）か直接各配布場所　
※県交通安全協会豊田支部ホームペ
ージ、ひまわりネットワークホーム
ページからも申込み可

地域保健課北部地区担当
（☎41・3081 FAX41・3083
✉chiikihoken-hokubu@city.toyota.aichi.jp）

●令和３年度ヘルスサポートリーダ
ー養成講座受講者
対市内在住で健康づくり協議会に加

入しボランティア活動ができる人　
時12月17日（金）、21日（火）、来年１
月18日（火）①午前９時30分～11時　 
②午後１時～２時30分　③午後３時
～４時30分　所井郷交流館　定各先
着８人　申11月17日（水）午前９時か
ら電話で同課

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12月１
日（水）～26日（日）　内絵画や陶芸な
どの作品を１か月間展示　他搬入・
搬出や展示にかかる費用などは自己
負担　申11月５日（金）午前10時から
電話か直接同会場

納期限11月30日（火）　国民健康保険
税６期　介護保険料６期　後期高齢
者医療保険料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、✉sai 
ken-kanri@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1033358

令和３年中に納付された保険
料（税）をお知らせします

時来年１月下旬　内令和３年中に納
付された国民健康保険税、介護保険
料、後期高齢者医療保険料の納付額　
他確定申告などの社会保険料控除に
使用してください。なお、納付方法
が老齢基礎年金からの特別徴収（年
金から直接納付）のみの世帯には発
送されませんので、日本年金機構か
らの源泉徴収票で確認してください。
勤務先の年末調整などでこの通知よ
り前に必要な人は、事前に問い合わ
せてください　問国民健康保険税／
国保年金課（☎34・6637、FAX34・60 
07、kokuhonenkin@city.toyota.aichi.jp）、
介護保険料／介護保険課（☎34・66 
34、FAX34・6034、kaigohoken@city.toyo 
ta.aichi.jp）、後期高齢者医療保険料／ 
福祉医療課（☎34・6959、FAX34・67 
32、✉fukushiiryo@city.toyota.aichi.jp）

■とき　12月23日（木）午後６時～８時　※午後５時20分開場
■ところ　市民文化会館
■出演予定　エドアルド、大江裕、真田ナオキ、竹島宏、辰巳ゆうと、新浜レ

オン、パク・ジュニョン、二見颯一、松阪ゆうきほ
か（50音順）

■申込み　11月25日（木）までに郵便往復はがき（私製を除く）で申込み　※必着
【Ａ】往信あて名面 
　　（あて先）〒461・8725、ＮＨＫ名古屋放送局 
　　「新・ＢＳ日本のうた（豊田市）」係

【Ｂ】往信裏面 
　　①郵便番号　②住所　③名前　④電話番号　⑤観覧希 
　　望人数（２人まで。１歳以上の人数）

【Ｃ】返信あて名面　①郵便番号　②住所　③名前
【Ｄ】返信裏面　何も書かないでください

※当選は１人１枚まで。応募多数の場合は抽選し、12月９日（木）頃に結果をお
知らせします

※応募者の情報は抽選結果の連絡のほか、ＮＨＫでは受信契約者 
情報との照合、受信料のお願いに使用する場合有り

■そのほか　申込みについてはＮＨＫエンタープライズ中部（☎ 
052・952・7381）平日午前10時～午後６時。詳しくはＮＨＫ名 
古屋放送局ホームページを確認

豊田市制70周年記念事業
「新・ＢＳ日本のうた」公開収録の観覧者を募集します

往信 
あて名面

Ａ
返信 
裏面
Ｄ

返信 
あて名面

Ｃ
往信 
裏面
Ｂ

HP番号／1046105

●問合せ　経営戦略課（☎34・3360 FAX34・6681 ✉keiei-senryaku@city.toyota.aichi.jp）

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

HP番号／1022648

縦覧
●豊田都市計画区域区分の変更案
時11月12日（金）～29日（月）午前８時
30分～午後５時15分　※県都市計画
課は午前８時45分～午後５時30分　
所都市計画課、県都市計画課、県ホ 
ームページ　問県都市計画課（☎052・ 
954・6515）
●豊田都市計画用途地域の変更案
時11月12日（金）～29日（月）午前８時
30分～午後５時15分　所・問都市計
画課（☎34・6620、FAX32・3794、✉
toshikei@city.toyota.aichi.jp）
●豊田都市計画豊田南インター周辺
地区計画の案
時11月12日（金）～29日（月）午前８時
30分～午後５時15分　所・問都市計
画課（☎34・6620、FAX32・3794、✉
toshikei@city.toyota.aichi.jp）
●豊田都市計画生産緑地地区の変更
案
時11月26日（金）～12月10日（金）午前
８時30分～午後５時15分　所・問都
市計画課（☎34・6620、FAX32・3794、 
✉toshikei@city.toyota.aichi.jp）

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

●中央図書館の特別整理休館
時11月29日（月）～12月３日（金）　理
由蔵書点検のため　他コミュニティ
センター・交流館図書室、参合館返

却ポストは通常通り利用可。一部資
料の貸出期間の変更有り。11月23日

（火）から７階閉架書庫からの取出し
不可

HP番号／1045720

とよた宿割事務局
（☎070・1217・7701
✉mikawa_support3@jtb.com）

●「とよた宿割」を開始
時来年３月31日（木）まで　対対象宿
泊施設の宿泊・日帰りプラン　補助
率５割　他利用方法や利用対象など
は、とよた宿割ホームページを確認

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

●セカンドライフ・個別相談
時12月４日（土）、８日（水）、12日

（日）午前10時15分～午後１時　所就
労支援室　対市内在住・在勤か市内
で就職活動や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　定各日先着３人　
他１回45分。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11月５日（金）午前10
時から電話、ファックス、Ｅメール
か直接同室

猿投台交流館
（☎45・2838 FAX45・2943
✉ph-sanagedai@city.toyota.aichi.jp）

●猿投台交流館の休館
時11月16日（火）、17日（水）午前９時
～午後９時　理由受変電設備工事に
よる停電のため　他工事期間中（15
日（月）～17日（水））は電話がつなが
りません

豊田税務署
（☎35・7777）

●税に関する作品展示
時11月10日（水）～18日（木）午前10時
～午後９時　所ＧＡＺＡ　内「税を
考える週間」にちなみ、小・中学生
の応募作品を展示
●確定申告について
　確定申告には、自宅からパソコン・
スマートフォンで利用できるｅ－Ｔ
ａｘが便利です。確定申告に備え、
マイナンバーカードの申請手続を検
討してください。

ねんきん加入者ダイヤル
（☎0570・003・004（ナビダイヤル）） 
※050から始まる電話は（☎03・6630・2525）

●「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」が発行されます
　国民年金保険料は、所得税と住民
税の申告において全額が社会保険料
控除の対象となります。その年の１
月１日から12月31日までに納付した
保険料が対象です。控除を受けるた
めには、納付したことを証明する書
類の添付が義務付けられており、日
本年金機構から順次送付されます。　
送付時期１月１日～９月30日に納付
した人／11月上旬　10月１日～12月
31日に今年初めて納付した人／来年

市道中垣内九久平１号線　開通のお知らせ
●問合せ　土木課（☎34・6646 FAX34・6301 ✉doboku@city.toyota.aichi.jp）

●松平中学校
●松平支所

（
主
）岡
崎
足
助
線

●九久平小学校

巴
川

●岩倉小学校

九久平団地

林添駐在所●

●大給城址

至 下山
至 岡崎

至 足助

中垣内町元屋敷

301

開通区間
延長0.6キロ㍍

　市道中垣内九久平１号線(中垣内町～九久平町)が完成し、11月下旬から通行
が可能となります。
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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
▲

２月上旬　他家族の国民年金保険料
を納付した場合も本人の社会保険料
控除に加算可。家族宛の控除証明書
を添付して申告

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12月４日、18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　内パソコン
教室はWord・Excel・PowerPoint
の基礎　定各日先着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11月５日（金）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

名古屋法務局人権擁護部
（☎052・952・8111 FAX052・952・8156）

●全国一斉「女性の人権ホットライ
ン」強化週間における電話相談
　ＤＶ、セクハラ、ストーカー行為
といった女性に関する人権問題につ
いて相談に応じます。相談内容の秘
密は固く守られますので、気軽に相
談してください。
時11月12日（金）、15日（月）～18日

（木）午前８時30分～午後７時、11月
13日（土）・14日（日）午前10時～午後
５時　相談員法務局職員、人権擁護
委員　相談専用電話番号☎0570・070・
810（女性の人権ホットライン）

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）電子オルガン、
着物用バック・草履（23.5㌢）、介護
用シャワーチェア、ベビーソフトチ
ェア、二段ベッド、歩行器、鉄アレ 
ー（２キロ㌘）、座椅子、卓袱台ほ

か　 
ゆずります（有料）シンセサイザー、

卓球用ラケット、豊野・豊田南高校
男子制服（175～180㌢）、鳥かごほ

か　 
ゆずってください三味線、ベビー用
木製食卓椅子、コードレス掃除機、
石油ストーブ、草刈機、電子ピアノ、
弓道の弓、パソコン用キーボード　
他10月８日現在の登録品の一部

県社会保険労務士会三河中支部 
（春日井☎34・2839 FAX34・2793
✉ｙ_kasu@d5.dion.ne.jp）

●社会保険労務士による年金・労務
無料相談会
時12月４日（土）午前10時～午後２時
30分　所メグリア本店　内年金問題、
解雇・賃金・職場のトラブルなどの
労働問題、健康保険・労災保険・雇
用保険など社会保険の手続きな

ど

豊田労働基準監督署
（☎35・2323）

●愛知県最低賃金の改定
　県最低賃金は、10月１日から時間
額955円に改定されました。県内の事

業所で働く常用、臨時、派遣、パー
トアルバイトなど全ての労働者に適
用されます。

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）

●資産の寿命を延ばすには？資産運
用の基本セミナー
時11月27日（土）午前10時30分～正午　
所KiTARA　内我が家に合ったお金
の管理や運用ができる知恵を身につ
ける　他オンラインでも可　申11月
25日（木）までに電話かＥメールで同
センター

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

●包丁とぎ　
時11月22日（月）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

■募集の概要

対象
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
※家族形成期支援世帯向は、①の要件を除く

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歳以上の人のみで構
成されている世帯（18歳未満の同居者は可）

対象住宅
（予定）

朝日ケ丘住宅、市木町住宅、牛車住宅、樹木住宅、水源町住宅、中河
原住宅、中根住宅、仲道住宅、流田住宅、東山住宅、美和住宅、青木
住宅、すまいる聖心、松平志賀住宅

■入居日　来年３月１日（火）
■そのほか　住戸ごとに世帯人数などのその他入居要件有り。福祉枠は一般の

申込み資格のほかに母子世帯、高齢者世帯、障がい者などに該当しているこ
とが必要

■申込み　12月３日（金）～17日（金）午前９時～午後５時に入居を希望する住戸
を１戸選び、直接市営住宅管理事務所　※申込書と募集住戸一覧表は11月12
日（金）から同事務所、定住促進課、市政情報コーナーで配布。12月21日（火）
に公開抽選で仮当選者１人と補欠２人を決定

■追加募集　定期募集で申込みのなかった住戸は後日先着で受付

市営住宅入居者（定期募集）
●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

ごみ減量推進課
（☎71・3001 FAX71・3000
✉gomigenryou@city.toyota.aichi.jp）

●レトロな家具を展示販売
時11月２日（火）～18日（木）の毎週日・ 
火・木曜日午前10時～午後３時（18
日は正午まで）　所リユース工房　
内家庭から粗大ごみとして排出され
た家具類を清掃・補修し、リユース

（再使用）家具として展示販売（入札
方式）　他11月18日（木）午後に落札
決定。その後リユース工房で引渡し

●ベビースキンシップ＆ママヨガ教
室
時12月15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11月17日（水）午前11時から電
話で同広場

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。
HP番号／1037601

●ふれあい子育て教室
時11月22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11月～令和３年１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11月
５日（金）午前９時から市ホームペー

ジに必要事項を入力
HP番号／1030011

●多胎パパママ教室
時11月27日（土）午前９時30分～11時
30分　対市内在住の多胎妊婦と家族　
内助産師による講話、多胎児親の会
の紹介、疑似妊婦体験（希望者のみ）
な

ど　定先着15組　持ち物筆記用具、
母子健康手帳（多胎分）　申11月５日

（金）午前９時から電話、ファックス、
Ｅメールか直接同課

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11月26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11月
12日（金）午前９時から電話か直接同
センター

HP番号／1023466

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

　いずれもところはとよた子育て総
合支援センター。内容はむし歯予防
についての講話、相談。定員は先着
15組。申込みは11月８日（月）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11月24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11月29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

県多文化共生推進室
（☎052・954・6138）

●身近なもので科学あそび＆多文化
交流をしよう！
時11月13日（土）午前10時～正午　所
末野原運動広場　対乳幼児と保護者

（日本語が話せなくても可）　内シャ

ボン玉やスライム作りなど、遊べる
科学を体験しながら多文化交流　定
抽選18組　申11月７日（日）午前10時
までにＥメールでぶんぱっぱ（info@
bunpappa.com）

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。
●産後ヨガ
時11月12日～12月17日の毎週金曜日
午前９時30分～10時20分　対１か月
半～12か月頃の子と母親（兄弟の同
伴不可）　内産後のお母さんの身体
のケアな

ど　定先着15組　￥5,100円　 
申込み開始日11月５日（金）
●子育てママのための英会話教室
時11月25日～12月23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　定先着12人　￥5,000円　
申込み開始日11月11日（木）
●親子フィットネス
時12月７日～来年１月25日の毎週火
曜日午前10時～11時　※12月28日は
休み　対１歳６か月以上の未就園児
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　￥4,900円　申込み開始日
11月16日（火）

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

●ペピイキッズえいごDEあそぼう

時12月９日（木）午前10時～11時　所
井郷交流館　対未就園児と保護者　
内リズム遊び、クリスマスのクラフ
ト　定先着12組　￥200円　申11月
18日（木）午前９時30分から電話か直
接同館
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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
▲

12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11月22日（月）、そのほかは11月５日（金）。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）。　※29日（水）～31日（金）は休み

相談名（相談員） とき 予約
法律（弁護士） 毎週火・木・金曜日、１日、15日の水曜日午後１時30分～４時30分、８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） 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 ２日、９日、23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 １日、15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） ２日、９日、23日の木曜日木曜日午前９時30分～正午。１回30分
境界・分筆（土地家屋調査士） 16日（木）午前９時30分～正午。１回30分

不動産（宅地建物取引士） 14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） ３日、17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 22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） 13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） 14日、28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） 14日、28日の火曜日午前10時～正午、15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）　※29日（水）～31日（金）は休み
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11月５日（金）午前10時から。雇用保険求職活動の実績として認定

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 ４日（土）、17日（金）、20日（月）、25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11月５日（金）午前10時から。雇用保険求職活動の実績として認定

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、29日（水）～31日（金）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11月10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 11日（土）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11月20日（土）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 ８日（水）午後１時30分～３時40分。１回60分。先着２人 要弁護士 22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。28日（火）～31日（金）は休み 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 祝日を除く月～土曜日午前９時～午後５時　※29日（水）～31日（金）は休み

■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　※27日（月）～31日（金）は休み

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　※27日（月）～31日（金）は休み
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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

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。対象
は未就園児と保護者。申込みは11月
５日（金）午前10時から電話でエコッ
ト。
●めぐり座と一緒にメリークリスマ
ス
時12月10日（金）午前10時～正午　内
環境劇やゲーム　定先着20組
●エコ・キッズスペース～はらぺこ
音楽隊と遊ぼう！～
時12月22日（水）午前10時～11時30分　
内音楽遊び　定先着15組

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

●おはなしひろば
時11月23日（火）午前10時15分～10時
45分　所高橋コミュニティセンター　
対６か月～６歳の子と保護者　内絵
本・大型絵本の読み聞かせ、エプロ
ンシアター　定先着30組　※当日直
接会場

　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11月10日（水）午前８
時30分から電話で同センター。
●レディース検診
時12月２日、16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12月７日、21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
を含む

エポレ
（☎25・0052）

●精神保健福祉家族教室
時①11月27日　②12月11日（オンラ
イン配信）　※いずれも土曜日午後
２時30分～４時　所①エポレ（広美
町）　対精神障がいがある人の家族、
病気や障がいに関心のある人　内講
演「こころの病気と障がい～地域生
活の支援と、家族～」　定各先着30
人　申11月５日（金）午前９時から電
話でエポレ

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12月22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
12月21日（火）までに電話かＥメール
で同課

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

●自分自身の体をケアする方法を学
ぶ～初めての棒ビクス～
時12月10日（金）午前10時～11時　所
石野交流館　対成人　定先着20人　
￥300円　申11月９日（火）午前９時
30分から電話か直接同館

総務監査課
（☎34・6706 FAX34・6755
✉soumu-kansa@city.toyota.aichi.jp）

●社会福祉大会
時11月27日（土）午前10時から　所福
祉センター　内社会福祉功績者の顕
彰　他顕彰者の随行は３人まで

HP番号／1045363

保健部総務課
（☎34・6723 FAX31・6320
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）

●こころの健康づくり講演会（オン
ライン開催）
時11月10日（水）～23日（火）　内アル
コールとこころの健康の関係、正し
いお酒との付き合い方な

ど　他市ホー
ムページから視聴

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12月１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）　内医師による
講話「認知症とは？」、交流会　申11
月30日（火）までに電話で同センター

日本赤十字豊田看護大学
（☎36・5111）

●こころの健康づくりシンポジウム
時12月18日（土）午後１時～３時　内
自然との調和を考える音楽の演奏と
ホスピタルアートを通して、こころ 
のケアを考える　定先着300人　他
オンライン開催　申12月12日（日）ま
でに日本赤十字豊田看護大学ホーム
ページに必要事項を入力

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11月17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
動で腰痛改善　定先着15人　￥500
円　申11月５日（金）午前10時から電
話か直接豊田ほっとかん
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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
▲

地域会議とは
　地域課題やまちづくりについて、地域住民の多様な意見の集約と調整をして対応方法を立案し、市の事業に反映
させるために法令や条例に基づき設置された審議機関。中学校区域ごとに設置され「地域の公共的団体から推薦さ
れた人」「識見を有する人」「公募で選考された人」で構成
地域会議・委員の役割
・地域課題の解決策に係る検討・行政への提言
・｢わくわく事業｣の審査（公開審査会）、成果の確認（実績発表会）
・情報発信（地域会議だよりほ

か）
■任期・報酬 

任期／来年４月１日～令和６年３月31日の２年間　※再任する場合は令和８年３月31日までの４年間 
報酬／無し（交通費相当は支給）

■応募資格 
地域会議の対象区域（中学校区の区域と同じ）に住所がある人

■定員 
地域会議ごとに数人（各地域会議の総委員数は20人以内）

■選考方法 
原則小論文（テーマは地域会議ごとに設定）と面接

■そのほか 
地方公務員法による非常勤特別職となるため、委員の地位を利用した選挙運動の制限有り。該当の区域外に転居し
たときは失職

■応募方法 
提出期限までに各支所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
接各地区担当 
※提出期限などの詳細は地域会議で異なるため各支所に問合せ。持参以外で提出の場合は提出期限までに電話など 
　で応募用紙が届いているか必ず確認

■提出・問合せ
該当地区 担当 住所 電話 ファックス Ｅメール

逢妻・朝日丘・梅坪台・
浄水・崇化館・豊南 地域支援課 〒471・8501

西町３－60 34・6629 35・4745 chiikishien@city.toyota.aichi.jp

高橋・益富・美里 高橋支所 〒471・0014
東山町２－１－１ 80・0077 80・0092 takahashi-shisho@city.toyota.aichi.jp

上郷・末野原 上郷支所 〒470・1218
上郷町５－１－１ 21・0001 21・5095 kamigou-shisho@city.toyota.aichi.jp

前林・竜神・若園・若林 高岡支所 〒473・0933
高岡町長根51 53・2694 53・3516 takaoka-shisho@city.toyota.aichi.jp

井郷・石野・猿投・猿投
台・保見 猿投支所 〒470・0373

四郷町東畑70－１ 45・1214 45・4824 sanage-shisho@city.toyota.aichi.jp

松平 松平支所 〒444・2216
九久平町寺前16 58・0001 58・0049 matsudaira-shisho@city.toyota.aichi.jp

藤岡・藤岡南 藤岡支所 〒470・0493
藤岡飯野町田中245 76・2101 76・4852 fujioka-shisho@city.toyota.aichi.jp

小原 小原支所 〒470・0592
小原町上平441－１ 65・2001 65・3695 obara-shisho@city.toyota.aichi.jp

足助 足助支所 〒444・2424
足助町宮ノ後26－２ 62・0601 62・0606 asuke-shisho@city.toyota.aichi.jp

下山 下山支所 〒444・3242
大沼町越田和37－１ 90・2111 90・3344 shimoyama-shisho@city.toyota.aichi.jp

旭 旭支所 〒444・2892
小渡町船戸15－１ 68・2211 68・3476 asahi-shisho@city.toyota.aichi.jp

稲武 稲武支所 〒441・2513
稲武町竹ノ下１－１ 82・2511 82・3272 inabu-shisho@city.toyota.aichi.jp

地域会議公募委員を募集します
●問合せ　地域支援課（☎34・6629 FAX35・4745 ✉chiikishien@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1033360
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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

●豊田フィルハーモニー管弦楽団フ
ァミリーコンサート
時12月19日（日）午後２時～４時　所
市民文化会館　曲目カルメン前奏曲、
ミッキーマウスマーチ、威風堂々ほ

か　 
￥500円（全席自由）　申11月21日

（日）午前９時から直接市民文化会館　
※当日券有り

コンサートホール・能楽堂
（☎35・8200 FAX37・0011）

　いずれも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。全席指定。※市民演能会を
除く
●か～るくラシック♪オペラ×狂言

「奥様女中」 in 能楽堂
時11月11日（木）午後７時開演　所能
楽堂　出演セルピーナ：奥村育子

（ソプラノ）、ウベルト：鈴木健司
（バス・バリトン）、召使：茂山千五
郎（狂言方大蔵流）、台本・演出・指
揮：中村貴志　￥500円　※４歳未満
入場不可
●かとうかなこカルテット in 能楽
堂
時11月20日（土）午後３時開演　所能
楽堂　出演かとうかなこ（アコーデ
ィオン）、青木研（４弦バンジョー）、
秦進一（ヴァイオリン）、田島隆（タ
ンバリン）　曲目かとうかなこ／ふ
たりのビッグショー、ピアソラ／リ
ベルタンゴほ

か　￥2,000円（25歳以下
半額）　※未就学児入場不可
●パイプオルガンを楽しむための講
座「オルガニストのお仕事」
時11月18日（木）午後２時から　所コ
ンサートホール　講師近藤岳（オル
ガニスト、作・編曲家）　内オルガ
ニストの仕事内容に関する話と演奏　
￥1,000円（25歳以下半額）　※未就学
児入場不可
●菊月能
時11月13日（土）午後２時開演　所能

楽堂　演目／出演能「清経」（宝生流）
／髙橋憲正ほ

か　狂言「鎌腹」（和泉流）
／野村太一郎ほ

か　￥正面席6,000円、
脇・中正面席4,000円（25歳以下は脇・
中正面席半額）　※未就学児入場不
可
●冬月能　特別公演
時12月４日（土）午後２時開演　所能
楽堂　演目／出演能「定家」（観世流） 
／片山九郎右衛門ほ

か　狂言「痺」（和
泉流）／小笠原由祠ほ

か　￥正面席6,0 
00円、脇・中正面席4,000円（25歳以
下は脇・中正面席半額）　※未就学
児入場不可
●市民演能会
時12月11日（土）、12日（日）午前10時
30分開演　所能楽堂　内能楽愛好家
による仕舞・連吟・舞囃子・狂言な
どの発表

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

●電子雑誌閲覧サービス　実証実験
開始
時11月１日（月）～12月24日（金）　対
市内在住で図書館利用カードを所持
している人　内自宅のパソコンやス
マートフォンなどから雑誌の閲覧が
可能　利用方法中央図書館ホームペ
ージで確認
●WE LOVE CINEMA 変わらぬ感
動を伝えたい
時12月４日（土）午後１時30分～３時
30分　所中央図書館　対小学生以上　
内映画「アナと雪の女王」上映と本の
展示　定先着40人　申11月６日（土）
午前10時から電話か直接同館　※中
央図書館ホームページからも申込み
可
●つくってみよう！クリスマスフラ
ワー
時12月18日（土）午前10時15分～正午　
所中央図書館　対幼児～小学生の子
１人と保護者１人　内クリスマス用
の花器を作り、フラワーアレンジを
する。ミニおはなし会とクリスマス
本の展示有り　定抽選10組　￥500
円　申11月13日（土）～27日（土）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。当選者
のみ12月４日（土）までに連絡

市民文化会館
（☎33・7111 FAX35・4801）

　いずれもところは市民文化会館。
全席指定。申込みはチケット発売日
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。
※席の選択は同館ホームページから
のみ可。残席がある場合は発売翌日
午前10時から市民文化会館でも販売
●劇団四季ファミリーミュージカル
「はじまりの樹の神話　こそあどの
森の物語」
時来年１月26日（水）午後６時30分開
演　内岡田淳著「こそあどの森の物
語」第６巻を元に書かれた家族向け
新作ミュージカル　￥Ｓ席／5,500円

（中学生以下3,300円）、Ａ席／3,300円
（中学生以下2,200円）　※３歳未満は
膝上鑑賞の場合無料　チケット発売
日11月20日（土）
●とよた寄席　柳家喬太郎・桃月庵
白酒　二人会
時来年２月23日（水）午後７時開演　
出演柳家喬太郎　桃月庵白酒　￥4,0 
00円（学生2,000円）　※未就学児入場
不可　チケット発売日12月４日（土）

市民ギャラリー
（☎33・2112 FAX33・2144
✉tcul19@hm5.aitai.ne.jp）

●歳末チャリティー作品展
時12月３日（金）～５日（日）午前10時
～午後６時（５日は午後４時まで）　
所市民ギャラリー　内文化振興財団
会員の作品展示と販売　他豊田茶友
会による呈茶を３日（金）に開催　※
呈茶券は前売り300円を市民ギャラ
リー・市民文化会館で販売（当日400
円）
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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
▲

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11月14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

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

●市民美術展　展覧会
時12月５日（日）～12日（日）午前10時
～午後６時　※６日（月）は休み。５
日（日）、10日（金）は午後８時まで。
12日（日）は午後４時まで　所市民文
化会館　内絵画、彫刻・インスタレ
ーション、工芸、書道、写真、デザ
インの部の作品展示　他５日午後２
時から修復家田中善明氏による講演

「額装・修復について」、12日午後１
時から表彰式、午後２時から各部門
受賞者による作品解説

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

　いずれもところは発見館。
●冬のものづくり体験2021
時11月13日（土）～来年１月30日（日）
午前９時～午後４時　内とんとん紙
ずもう、びゅんびゅんごまな

ど

●お正月飾り
時11月13日（土）から　※午前９時～

午後４時　内しめ縄にまゆ・折り紙
などを飾って、お正月飾り（直径20
㌢）を作る　定先着100セット（なく
なり次第終了）　￥500円
●えと絵馬・寅
時11月27日（土）から　※午前９時～
午後４時　内まゆを使って来年の干

え

支
と

のオリジナル絵馬を作る　定先着
50セット（なくなり次第終了）　￥400
円
●「まゆ雪だるまのオーナメント」
時12月11日（土）から　※午前９時～
午後４時　内まゆを使って雪だるま
の飾りを作る　定先着50セット（な
くなり次第終了）　￥50円
●講座「干

えと

支まゆ人形・十二支」
時12月11日（土）、12日（日）午後１時
～３時30分　対小学生以上　※小学
生１人につき保護者１人同伴　内ま
ゆを使って十二支の置物を作る　定
各先着12人　￥1,000円　申11月23日

（火）午前10時から電話か直接同館

農ライフ創生センター農作物栽培技術研修生を募集します
●問合せ　農ライフ創生センター（☎43・0340 FAX43・0341 ✉nou-life@city.toyota.aichi.jp）

　いずれも参加費は年額２万円。申込みは申込み期限までに農ライフ創生センター、各支所・交流館、農業振興課、市
政情報コーナーで配布か市ホームページからダウンロードした申込書を本人が直接農ライフ創生センター。

●担い手づくりコース19期生（農業を本格的に始める人向け・２年）
科目 ところ 開催日 内容 定員

新規就農科 四郷研修所（四郷町）毎週水曜日か金曜日の午前 平地での営農を想定した作物づくり 選考16人
山間営農科 旭研修所（槙本町） 毎週土曜日の午前 山間地域での営農を想定した作物づくり 選考８人

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●桃梨専門コース４期生（豊田市内でモモ・ナシ農家として独立自営を考えている人向け・２年）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●生きがいづくりコース４期生（農業を楽しむ人向け・１年）

科目 ところ 開催日 内容 定員

生きがいづくり科
四郷研修所（四郷町）毎週火曜日の午前

野菜づくりの基礎を学ぶ 各抽選 
15人下山研修所（和合町）毎週金曜日の午前

■研修期間　来年３月～令和５年２月（研修は週１日、年間50日程度）
■対象　市内在住（下山研修所は県内在住）の健康な70歳以下（来年４月１日時点）
■申込み期限　来年１月21日（金）

HP番号／1003916

■研修期間　来年３月～令和６年２月（研修は週１日、
年間50日程度）

■対象　市内で就農する健康な66歳以下（来年４月１日
時点）

■そのほか　２年目は研修日以外に約200平方㍍の畑を
個人で栽培管理する実践栽培を実施。修了者には希望
に応じて農地（市内）の借受を支援

■申込み期限　来年１月21日（金）

■研修期間　来年４月～令和６年３月
■対象　昭和49年４月３日以降に生まれた人
■定員　選考１～２人程度

■そのほか　２年目は約2,000平方㍍の果樹園を個人で
実践管理。修了者には果樹園のあっせんなどを支援

■申込み期限　12月17日（金）
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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

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

●ロビー展「続とよたの小鳥たち」
時11月３日（水）～28日（日）午前９時
～午後９時　所視聴覚ライブラリー　
内野鳥写真の展示

HP番号／1046057

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

●障がい者作品展
時12月３日（金）～12日（日）午前10時
～午後５時　※12日は正午まで　所
美術館　内市内在住・在勤・在学の
障がいのある人の作品展示　他優秀
作品は12月20日（月）～24日（金）に市
役所で展示

足助支所
（☎62・0601 FAX62・0606 
✉asuke-shisho@city.toyota.aichi.jp）

●企画展示「昭和30年頃の足助の町
並み図屏風展」
時12月８日（水）まで　※いずれも午
前10時～午後４時　所旧田口家住宅

（足助町）　内足助の町並み（西町～
新田町）の様子を描いた八曲図屏風
を展示

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

●曽剣雄　洋画展
時11月24日（水）～28日（日）午前10時
～午後５時　所市民文化会館　内豊
田芸術選奨を受賞した曽剣雄氏のこ
れまでの代表作を展示
●少年少女合唱団定期演奏会
時12月25日（土）、26日（日）午後４時

開演（午後３時15分開場）　所コンサ
ートホール　内小学２年～大学生の
合唱、ミュージカル「美女と野獣」ほ

か　
申11月27日（土）午前９時から市民文
化会館、コンサートホールで整理券
配布　※３歳以下入場不可

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

●足助重伝建地区選定10周年事業
時①11月13日　②20日　※いずれも
土曜日午後１時30分～３時30分　内
①紙屋鈴木家の茶会記を読む（オン
ライン講座）　②足助中馬館ほかで
展示中の縄文土器の解説　申①11月
８日（月）までにＥメールで同課　②
当日直接足助中馬館

産業文化センター
（☎33・1531 FAX33・1535）

●喜楽亭こども茶会
時11月21日（日）午前10時～正午、午
後１時～３時　所喜楽亭　定各先着
50人　呈茶料350円　申11月９日 

（火）午前10時から電話で同センター
（事前予約か当日直接会場）

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12月４日（土）、５日（日）、25日

（土）、26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12月４日（土）、５日（日）、18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11月６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①12月２日、16日の木曜日　②12

月５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11月18日（木）午前10時から
参加費を添えて直接同広場

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

●高岡茶席（煎茶）
時11月28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11月14日 

（日）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。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・03 
31、平戸橋町波岩86－100）。※民芸
館ホームページからも申込み可
●はじめてのやきものづくり「植木
鉢」
時11月21日（日）午後１時～３時　対
小学生以上　内粘土１キロ㌘で植木
鉢を制作　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11月11
日（木）
●絞り染め体験「ランチョンマット
かハンカチ作り」
時11月28日（日）午後１時～３時　内
糸や針で縫い絞る技法や輪ゴムや洗
濯ばさみを用いる技法を用いて布を
染める　定抽選12人　￥1,200円（中
学生以下1,000円）　申込み期限11月
18日（木）
●裂

さきおり

織体験
時12月12日（日）①午前10時～正午　
②午後１時～３時　対小学生以上　
内卓上織機を使って裂織布を制作　
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（☎34・6636 FAX32・2098
✉kodomokatei@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
▲

定抽選12人　￥1,700円（中学生以下
1,500円）　申込み期限11月30日（火）

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

●Xmasスペシャル　おはなしひろ
ばとはらぺこ音楽隊
時12月５日（日）午前10時15分～11時
15分（午前10時開場）　所高橋コミュ
ニティセンター　対12歳以下の子と
保護者　内クリスマスコンサート、
読み聞かせ、ブラックシアター　定
先着50組　申当日直接会場

アート×リトリート in とよた
（後藤☎080・6620・0791
✉kaorug22@gmail.com）

●とよたデカス芸術祭「アート×リ
トリート in とよた」
時11月27日（土）午後２時開演　所能

楽堂　内心を整えた状態で楽しむフ
ォルクローレ音楽　￥500円（６歳以
上入場可）　申電話か直接能楽堂

（☎35・8200）か市民文化会館（☎33・
7111）

とよたフェスティバーレ実行委員会
（鈴木☎090・4404・0286）

●とよたデカス芸術祭「とよたフェ
スティバーレ」

時11月28日（日）午後２時～７時　内
豊田市を中心に活動する様々なジャ
ンルの表現者から募集した動画をY 
ouTubeチャンネルでライブ配信　
※とよたフェスティバーレで検索

●調剤薬局事務講習（豊橋）

時来年１月29日～３月12日の毎週土
曜日午前10時～午後３時40分　所中
部コンピュータ・パティシエ・保育
専門学校（豊橋）　対市内在住のひと
り親家庭の父・母か寡婦で、全日程
出席できる人　内調剤の基礎知識・
試験対策な

ど　定抽選20人　￥5,600円
（教材費）　他交通費は自己負担　申

11月１日（月）～22日（月）までに子ど
も家庭課で配布の申込書を直接同課

■新成人を祝う会開催日程
とき（来年１月） 地区名 会場

３日(月) 午後１時 稲武 稲武交流館
８日(土) 午前10時30分 松平 ホテルフォレスタ

９日(日)

午前10時

逢妻 西部コミュニティセンター
足助 足助交流館
井郷 猿投コミュニティセンター
上郷 上郷交流館

猿投台 猿投台中学校
豊南 ホテルフォレスタ
前林 前林中学校
美里 美里中学校
竜神 竜神中学校

午前10時30分
朝日丘 市民文化会館
梅坪台 福祉センター
崇化館 コンサートホール

とき（来年１月） 地区名 会場

９日(日)

午前10時30分

猿投 猿投棒の手ふれあい広場
高橋 高橋コミュニティセンター
保見 保見交流館
若林 若林交流館

午前11時
下山 下山基幹集落センター
藤岡 藤岡ふれあいの館
益富 益富中学校

午前11時30分 藤岡南 つどいの丘

午後１時
旭 旭交流館

若園 若園中学校
午後１時30分 石野 石野交流館

午後２時
小原 小原交流館

末野原 ホテルフォレスタ
午後２時30分 浄水 福祉センター

新成人を祝う会の会場・開始時刻が決定しました
●問合せ　次世代育成課（☎34・6630 FAX34・6938 ✉jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp）

参加地区変更の受付について
　市内在住で参加地区の変更を希望する人や市外在住で豊田市での参加を希望する人（過去に豊田市 
に住民票があった人に限る）の参加地区の変更申込みを受付中です。
■申込み　稲武地区は12月17日（金）、その他の地区は来年１月５日（水）までに申込み専用ページに必 

要事項を入力
■そのほか　市外の新成人を祝う会に参加したい人は、参加を希望する市町村に直接問合せ

HP番号／1002786

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

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

　いずれもところは中央図書館。抽
選の場合、申込みは申込み期限まで
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。
●小林エリカ＋坂本美雨「わたしは　
しなない　おんなのこ」
時11月21日（日）午前11時～午後０時
30分　内オンライントーク、朗読　
定抽選100人　申込み期限11月10日

（水）　※当選者のみ11月13日（土）ま
でに連絡
●小山田浩子＋川上弘美「区別の前
にあるもの」
時12月11日（土）午後４時30分～６時　
内２人の芥川賞作家が小説で大切に
していることをオンライントーク　
定抽選100人　申込み期限11月28日

（日）　※当選者のみ12月３日（金）ま
でに連絡

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

●民芸バス探訪「日本遺産・有松を
巡る」
時12月10日（金）午前９時30分～午後
５時　所名古屋市緑区有松　内伝統
工芸「有松絞り」について学ぶ　定抽
選20人　￥2,000円（入館料、昼食代、
保険料、資料代を含む。バス代無料）　
他未就学児の同伴不可　申11月25日

（木）までに参加者全員の申込み事項
を往復ハガキ（１枚で２人まで）で民
芸館（〒470・0331、平戸橋町波岩86
－100）

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

●イヌのしつけ方教室
時①12月７日（火）午後１時30分～３
時30分　②14日（火）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イヌ

の基本的な飼い方としつけ方の講義
（飼い主のみ）　②イヌのしつけ方実
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11月12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）

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

●日本の冬　伝統ハーブとアロマテ
ラピー
時11月20日（土）午前９時30分～11時
30分　所高橋コミュニティセンター　
対成人　内和ハーブの特徴と活用法
を知り、屠

とそ

蘇の素をつくる　定先着
15人　￥2,000円　申11月５日（金）午
前９時から電話か直接同センター

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

　いずれもところは藤岡ふれあいの
館。対象は市内在住・在勤の人。申
込みは申込み開始日午前９時から電
話か直接同館。
●ふれあい秋まつり
時／内11月21日（日）午前10時～午後
３時／青空ピアノ、午後１時から／
紙飛行機大会　他青空ピアノは雨天
の場合中止　申込み開始日11月７日

（日）
●筆もじ講座
時12月３日（金）午前10時～11時　内

筆もじで描く年賀状　定先着15人　
￥1,000円　申込み開始日11月12日

（金）
●アレンジキャンドル
時12月10日（金）午前10時～正午　内
オリジナルのサシェやキャンドルを
作る　定先着15人　￥1,500円　申込
み開始日11月26日（金）

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

●離婚という選択
時12月９日（木）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた　対市内在住・在勤
の女性　内自分らしさを取り戻す手
段のひとつとして離婚を捉え、前向
きな生活設計を立てられるよう制度
を学ぶ　定先着40人　他未就学児の
託児有り（有料、12月２日（木）まで
に要予約）　申11月５日（金）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

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

●市史講座「現代豊田のコミュニテ
ィと文化」
時12月11日（土）午後１時30分～４時　 
所崇化館交流館　内新修豊田市史

「通史編　現代」から市域のコミュニ
ティと戦後復興期の文化活動を中心
に講演　定先着65人　申11月10日 

（水）午前10時から電話、ファックス
かＥメールで同室

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

●Monthly pickup book 11月～お
風呂～
時11月２日（火）～30日（火）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
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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
▲

参加期間 参加者負担金
４月の春休み／３月の春休み 各3,000円
７月の夏休み 4,000円
８月の夏休み 8,000円
12月の冬休み／１月の冬休み 各1,000円

●放課後児童クラブ一覧
学校名 クラブ名 電　話
青　木 青木子どもクラブ 44・0674
朝　日 いちご 31・2880
市　木 わかば教室 80・0201
五ケ丘 すくすくルーム 80・1025

五ケ丘東 にこにこ 80・0217
井　上 スマイル 45・8676
伊　保 せんだん 48・1016
岩　倉 たけの子クラブ 58・0185
畝　部 あすなろ学級 21・0899
梅　坪 プラムハウス 31・6230
大　畑 おおばたっ子 48・7455
大　林 なかよし 24・3017
加　納 なかま学級 45・2568
上鷹見 ささゆりクラブ 41・2011
九久平 みどりっ子 58・5022
幸　海 こだまクラブ 58・1153
小清水 どんぐり学級 31・1299
古瀬間 なかよし教室 80・0623
駒　場 ちえのわ 57・0031
挙　母 どんぐり 31・1335
衣　丘 さくらんぼ 31・0173
四　郷 たんぽぽ 45・0798
浄　水 ふぁみりぃクラブ 45・4597
浄水北 紙ひこうき 45・0033

学校名 クラブ名 電　話
寿恵野 のびのび 24・5190
高　嶺 わいわいくらぶ 21・1015
滝　脇 しじゅうからっこ 58・4066
竹　村 くれよんハウス 52・1533
土　橋 グリーンランド 24・2008

堤 ふれあい 52・1184
寺　部 あいあい 80・2029
童子山 わらべっ子 31・0575
豊　松 豊松っ子クラブ 58・5805
中　金 なんざんクラブ 42・1230
西広瀬 あゆっこ 42・1332
西保見 ハーモニー 48・2032
根　川 根川っ子クラブ 31・2027
野　見 のみっこ 80・1127
東広瀬 おひさまクラブ 42・1220
東保見 パレットハウス 48・0120
東　山 いずみ学級 80・1015
平　井 山びこクラブ 80・0234
広川台 すずらん 80・2031
平　和 コスモス 28・0288
前　山 前山キッズ 24・0034
美　山 みやまっこ 24・1009
元　城 ひまわり学級 31・0354
矢　並 あおぞら 80・1180

学校名 クラブ名 電　話
山之手 とらぐみ 24・0068
若　園 ゆうゆうクラブ 52・3360
若林西 ほたる 52・0661
若林東 つばめクラブ 52・1226
飯　野 中央児童クラブ 76・2744
石　畳 北部児童クラブ 76・0673
中　山 南部児童クラブ 76・1141
御　作 ふじっこクラブ 76・0076
本　城 おばらっこクラブ 65・1511
足　助 あすっ子クラブ 62・0306萩　野
追　分 なかよしクラブ 62・4646
大　蔵 にじいろクラブ 64・2277
新　盛 げんきっこ 67・2366
則　定 よつば 63・2030
冷　田 うりぼたる 63・2620
御　蔵 まるっこクラブ 64・2350
明　和 あかだわクラブ 67・2350
大　沼 大沼クラブ 90・2121
花　山 花山クラブ 90・4600
小　渡 コッキーズ 68・3520
敷　島 キラキラ 68・2011
巴ケ丘 ともえクラブ 90・2525

令和４年度放課後児童クラブの参加申込みの受付をします
●問合せ　次世代育成課（☎34・6630 FAX34・6938 ✉jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1011770

■対象　 
新小学１～４年生、支援を要する５、６年生　※療育
手帳（Ａ・Ｂ判定）の写しか医師の意見書などが必要

■参加要件　 
①放課後帰宅しても保護者が就労などで不在　②その
ほか家庭で適切な保育ができない　※保護者は父、母、
パートナー、同一地番内に居住の65歳未満の祖父母　
※パートナーとは、豊田市のファミリーシップ宣言制
度による「宣言証明書」を受け取り、児童を現に監護し
ている人をいう

■開設日・開設時間　 
授業のある日／授業終了後～午後６時30分　祝日、振
替休日、学校代休日、春・夏・冬休み／午前７時30分
～午後６時30分　※土・日曜日、５月３日～５日、年
末年始は休み

■参加者負担金　 
月額5,500円　※ただし８月と長期休業のみの申込みの
場合は表のとおり。過去に参加した兄弟を含め、負担
金に未納がある場合は参加不可

■申込書　 
11月１日（月）から各放課後 
児童クラブ、次世代育成課、 
藤岡・足助・下山・小原・ 
旭支所で配布　※新１年生 
の参加申込書はこども園な 
どでも配布。市ホームペー 
ジからもダウンロード可

■申込み・受付　
　①11月１日（月）～30日（火）に直接各放課後児童クラブ、

次世代育成課、藤岡・足助・下山・小原・旭支所　②
11月１日（月）～12日（金）に郵送で次世代育成課（〒471・
8501、西町３－60）か市ホームページに必要事項を入
力　※申込期間以降の申込みは定員に余裕のあるクラ
ブのみ受付。夏休みだけの参加など、年度当初（４月）
から利用しない場合も必ず申込期間内に申込み

■参加決定　 
来年２月上旬までに郵送で保護者へ通知

■そのほか　 
・申込書の他に保護者全員分の就労証明 
　書などが必要

　・５年生以上は定員に余裕のあるクラブ 
　のみ申込み可。申込み期間は来年２月 
　１日（火）～７日（月） 申込みページ
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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

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。
●ダンボールコンポスト基礎講座
時①12月10日（金）午後１時30分～３
時30分　②17日（金）午前10時～11時
30分　内ダンボール箱を利用した生
ごみからの堆

たいひ

肥作りを学ぶ　定各先
着20人　￥500円　他子どもの同伴
可　申11月５日（金）午前10時から電
話でエコット
●フラワーアレンジメント講座
時12月15日（水）午前10時～正午　対
大人　内エコな素材を活用してクリ
スマスカラーの作品を作る　定先着
15人　￥1,000円　申11月５日（金）午
前10時から電話でエコット
●かんたんエコ手芸教室
時12月18日（土）午前９時30分～午後
０時30分　対中学生以上　内不要に
なった古布で布ぞうりを作る　定先
着12人　￥100円　申11月５日（金）
午前10時から電話でエコット
●もった博士のかがく倶楽部
時12月19日（日）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
内ＬＥＤライトの仕組みを学んでク
リスマスツリーを作る　定先着15人　
￥300円　申11月５日（金）午前10時
から電話でエコット
●エコットのボランティア「インタ
ープリター」育成講座

時来年１月18日、２月１日、15日の
火曜日午前10時～正午　対市内在住・
在勤の18歳以上で、全日参加可能な
人　内展示室や渡刈クリーンセンタ
ーの案内、講座の企画や実施を通し
て、環境に配慮した暮らしを広める
ボランティアの育成　定先着12人　 
申11月５日（金）午前10時から申込み
事項、簡単な受講動機をファックス、
Ｅメールか直接エコット

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

●地域の日本語教室のコーディネー
ター養成講座
時12月11日～来年３月12日の毎週土
曜日午後１時～５時　※12月11日は
午前10時30分～午後５時。12月25日、
来年１月１日、15日、２月12日は休
み　所産業文化センター　内日本語
教室の運営を通じ、地域と教室参加
者をつなぐ担い手の養成　定選考15
人程度　申12月３日（金）までに電話
かＥメールでＴＩＡ

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。
●11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～

定各回先着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　※６日（土）午後４時、
７日（日）午前11時、20日（土）午後２
時は中止
●プラネタリウムの改修工事に伴う
投映休止
時12月７日（火）～来年３月下旬
●サイエンスショー「回転体！ジャ
イロくん」
時11月３日（水）～28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　内回転

している物体の持つ「ジャイロ効果」
を身近なものを使って紹介
●サイエンステラス　トヨタ技術会

「こども乗りものデザイン展」
時11月20日（土）～28日（日）午前９時
～午後５時　内小学生が描いたイラ
ストを元に製作されたミニチュア模
型の展示
●街中の星見会「まちぼし部分月食
スペシャル」
時11月19日（金）午後５時～８時　※
天候不良時は中止　内天体望遠鏡で
月を観望　定先着70人
●プラネタリウムコンサート「冬空
を彩る星からの贈りもの」
時12月５日（日）①午後２時～３時30
分　②午後５時～６時30分　対４歳
以上（乳幼児は不可）　内寺本みなみ

（ピアノ）と寺本みずほ（ヴァイオリ
ン）姉妹による演奏　定各先着70人

（全席指定）　￥500円　申11月６日
（土）午前10時から直接同館　※７日
（日）午前10時から電話受付も開始

●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①11月６日（土）・７日（日）・
13日（土）・14日（日）／皿回し名人　
②20日（土）・21日（日）・23日（火）／
CDこま　③27日（土）・28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

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11月５日

（金）午前10時から電話、ファックス、
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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
▲

Ｅメールか直接同室。
●キャリアプランニングセミナー
時12月10日（金）午後２時～４時　対
市内在住・在勤・在学・在活動中の
人　内採用されるまでのアクション
プランの立て方を学ぶセミナー
●セカンドライフ・キャリアセミナ
ー
時12月18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　内自分の強みや好き
を再確認する　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12月26日（日）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
ネープランを一緒に立てる　他予約
優先

都市交通研究所
（☎31・7543 FAX31・9888）

●豊田まちと交通勉強会
時11月17日（水）午後６時～７時　所
都市交通研究所（オンライン併用予

定）　内停電災害時の電動車両活用
に関するレビュー報告　定先着15人　
申11月10日（水）午前10時から電話で
同研究所
●都市交通研究所設立30周年記念シ
ンポジウム
時11月26日（金）午後１時30分～４時
30分　所産業文化センター　内記念
講演、研究所所長と名古屋大学教授
による公開対談　定先着100人　申
11月５日（金）午後１時からファック
スで同研究所　※都市交通研究所ホ
ームページからも申込み可

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

●セミナー　自分に向いている仕事
の探し方
時11月26日（金）午前10時30分～正午　
所女性しごとテラス　対市内在住・
在勤・在学・在活動中か市内で就職
希望の女性　内自己分析ワークで自
己理解を深め、自分に向いている仕
事の探し方を見つける　定先着11人　
他託児有り（先着５人、500円、11月
17日（水）までに要予約）。オンライン

参加も可（先着20人）。雇用保険求職
活動の実績として認定　申11月５日

（金）午前10時から電話か直接女性し
ごとテラス　※女性しごとテラスホ
ームページからも申込み可

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

●かんたんスマホ講座
時12月21日（火）、24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　内スマホ初期操作、
写真の撮り方な

ど　定各先着20人　申
11月５日（金）午前９時から電話か直
接豊寿園

とよた小さな片づけの会
（☎070・1627・7625）

●自分を満たす時間の整理
時11月20日（土）午前10時30分～正午　 
所キラッ☆とよた　内時間の使い方 
を見直す　定先着20人　￥500円　
申11月６日（土）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

食・自 然

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

●問合せ　キラッ☆とよた（☎31・7780 FAX31・3270 ✉clover@city.toyota.aichi.jp）
男女共同参画で自分らしく輝こう！さんかくフェスタ2021

■とき　 
11月28日（日）午前10
時～午後３時

■ところ　 
産業文化センター

■そのほか　 
産業文化センター駐
車場が満車の場合は
周辺３時間フリーパ
ーキング駐車場を利
用してください。未
就学児の託児有り 

（有料、要予約）
■申込み　 

11月５日（金）午前10
時からキラッ☆とよ
たホームページに必
要事項を入力か電話
でキラッ☆とよた

さんかく講演会 
「ダブルハッピネス　
辛さが２倍なら楽しさ
も２倍！」

■とき　午前10時30分～正午
■ゲスト　杉山文野（ＮＰＯ法人東京レインボープライド共同代表理

事・ＪＯＣ理事）
■内容　トランスジェンダー当事者としての自身の体験談を交え、誰

もが抱えるそれぞれの「生きづらさ」を乗り越えるヒントを学ぶ
■定員　先着120人

女性リカレント講座 
～あなたがやりたいこ
とは何ですか？～

■とき　午後１時～３時
■内容　整理収納・クラフト・カラーセラピーなど６つのブースから

２つ選んで参加
■対象　市内在住・在勤の女性
■定員　先着48人
■参加費　500円（別途材料費が必要なブース有り）

パパと作ろう！ 
家族がよろこぶ 

「生パスタグラタン」

■とき　午前10時～午後１時
■対象　市内在住・在勤の父と子
■定員　先着８組
■参加費　1,800円、子ども１人追加300円

パパといっしょに 
楽しくリトミック♪

■とき　１歳児クラス／午前９時30分～10時10分、２歳児クラス／午
前10時30分～11時10分

■対象　市内在住・在勤の父と子
■定員　各クラス先着８組
■参加費　500円

※ほかにも展示・体験コーナー（人形劇、紙芝居、手作り小物、手作りおもちゃな
ど）有り
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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

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12月18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「あなたは
一人じゃない～様々な支援の形・地
域編～」の視聴・話し合い　定先着
30人　申11月５日（金）午前９時から
電話で同ステーション

岡崎友の会豊田もより
（岩月☎090・9663・3597）

●家事と家計の講習会
時11月13日（土）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた　内家計簿で我が家
のお金を「見える化」し、家庭ででき
るＳＤＧｓについて考える　定先着 
20人　￥350円　他子ども同伴可　
申11月５日（金）午後１時から電話で
岡崎友の会豊田もより

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

●やってみよう！ちっちゃなコンピ
ュータでプログラミング！
時12月24日（金）午前９時30分～午後
０時30分、午後１時30分～４時30分　
所豊田高専　対小学４年～中学２年
生　内オリジナルプログラムで競い
あう　定各抽選15人　申11月30日 

（火）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）

　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11月５
日（金）午前９時から電話で同センタ
ー。
●楽しく・やさしい年賀状作成講座
時12月１日～15日の毎週水曜日午後
１時15分～４時　￥5,000円
●ワードで地域だより作成
時12月２日～16日の毎週木曜日午後
１時15分～４時　￥6,000円
●スマホ・デジカメ写真を編集して
楽しもう
時12月３日～24日の毎週金曜日午前
９時15分～正午　￥8,000円
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時12月３日～24日の毎週金曜日午後
１時15分～４時　￥7,000円
●インターネット・メール講座
時12月６日～20日の毎週月曜日午後
１時15分～４時　　￥6,000円
●エクセルでミニ家計簿作成
時12月７日～21日の毎週火曜日午前
９時15分～正午　￥6,000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①12月６日、13日の月曜日午前９
時30分～11時30分　②14日、21日の
火曜日午後１時～３時　￥各5,500円

　いずれもところは西山公園。講座
の申込みは申込み開始日午前９時か
ら電話で同公園。申込み開始日は１
通話につき２人まで。
●花とみどりの講座「ハボタンでリ
ースの寄せ植え」
時12月１日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　内リング型バスケッ
トを使用　定先着30人　￥3,600円　 
申込み開始日11月５日（金）

●花とみどりの講座「和モダンの寄
せ植え」
時12月８日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　内根付きの華道、迎
春を楽しむ　定先着30人　￥3,600円　
申込み開始日11月９日（火）
●花とみどりの講座「松竹梅のミニ
寄せ植え」
時12月11日（土）午前10時～正午　対
市内在住の人　内迎春の寄せ植え　
定先着30人　￥1,100円　申込み開始
日11月16日（火）
●花とみどりの講座「迎春のプラン
ツギャザリング」
時12月15日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　内ハボタンをメイン
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11月24日（水）
●展示会「山野草の展示・販売」
時11月６日（土）、７日（日）午前９時
～午後４時　内豊田蘭友会による作
品

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

　いずれも申込みは11月５日（金）午
前10時から電話でエコット。
●お菓子な国のエコハウスＺＯＯＭ
講座
時12月11日（土）午後１時30分～３時
30分　対ＺＯＯＭが利用できる人　
内オリジナルのお菓子の家を作る　
定先着30人　￥700円　他お菓子の
家キットを事前にエコットで受け取
る
●エコットフェスタ特別映画会
時12月12日（日）午前10時～正午、午
後１時～３時　所エコット　対中学
生以上　内ドキュメンタリー映画
「いただきます２　ここは、発酵の
楽園」の鑑賞　定各先着50人
●固定価格買取制度終了後の太陽光
発電・蓄電池に関する相談会
時12月19日（日）午前10時～正午　所
高橋コミュニティセンター　対大人　
内太陽光発電、蓄電池、電気の賢い
使い方などに関する講演、事業者に
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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
▲

よる個別相談会　※オンライン視聴
可　定先着50人

トヨタの森
（☎58・2736 FAX58・2855
✉event@toyotanomori.jp）

　いずれもところはトヨタの森。小
学生以下保護者同伴。
●ちびっこワンダーランド！落ち葉
にどっぼ～ん
時12月14日（火）午後１時～２時30分　
対未就学児を含む家族（小学生不可）　
内落ち葉に埋もれたり泳いだりする　
定抽選15人　申12月１日（水）までに
申込み事項と年齢をＥメールでトヨ
タの森　※氏名と年齢は全員分を記
載
●森歩きで二十四節気を楽しもう
時12月21日（火）午後１時～３時　内
冬至：焚き木となる木々の特徴を知
り、焚火を楽しむ　定先着20人　￥
100円　申11月５日（金）午前９時か
ら電話でトヨタの森
●焚き火の会
時①12月23日（木）　②来年１月10日

（月）　※いずれも午前10時～午後３
時（解散自由）　内持参した食材を焚
き火で調理する　定各抽選15人　申
12月15日（水）までに申込み事項と年
齢、参加希望日をＥメールでトヨタ
の森　※氏名と年齢は全員分を記載

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
時11月10日～12月１日の毎週水曜日
午前10時～正午　※雨天中止　所自
然観察の森　申当日直接会場
●六所山で自然を満喫しよう
時11月27日（土）午前９時30分～午後
３時30分　所総合野外センター　対
５歳以上の子と親　内野鳥を観察し、
巣箱を作る　定先着７組　￥1,000円　
申込み開始日11月17日（水）

●自然素材を使ってクリスマス飾り
を作ろう
時11月28日（日）午後１時～３時　所
自然観察の森　対小学生以上　内木
の実を使いリースやツリーを作る　
定先着15人　￥600円　申込み開始
日11月18日（木）
●冬鳥を見に行こう
時12月４日（土）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　所自然観察の森　
対小学生以上　内渡ってきた冬鳥た
ちの様子を観察（初心者向け）　定先
着15人　￥100円　他双眼鏡の貸出
し有り　申込み開始日11月24日（水）
●森のおはなし会「森の冬じたく」
時12月４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11月24日

（水）
●森あそび～竹切って竹馬作り
時12月５日（日）午前10時～正午　所
自然観察の森　定先着15人　￥３歳
以上100円　申込み開始日11月25日

（木）

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

●家族で探そう！六所の宝！？
時11月21日（日）午前10時～午後０時
30分　所総合野外センター　対市内
在住の小・中学生とその家族　内オ
リエンテーリング（宝探し）　定抽選
12家族　￥１家族200円　申11月８

日（月）までに申込み事項と参加人数
をＥメールで同センター

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

●落ち葉でアートしようze♪
時11月14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、秋の森でアートする　￥
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

高岡農村環境改善センター
（☎52・9931 FAX52・9932）

　いずれもところは高岡農村環境改
善センター。申込みは申込み期限ま
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）。
●「和菓子作り」講習会
時11月17日（水）午前９時30分～正午　
内和菓子店主に学ぶ、いちご大福作
り　定抽選16人　￥1,500円　申込み
期限11月９日（火）
●「寄せ植え」講習会
時12月12日（日）午前10時～11時30分　
内正月・クリスマス用の寄せ植えを
作る　定抽選12人　￥2,000円　申込
み期限11月13日（土）

食・自 然

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

●問合せ　農ライフ創生センター 
　（☎43・0340 FAX43・0341 ✉nou-life@city.toyota.aichi.jp）

家庭菜園利用者を募集します

菜園名 募集区画数 運営費（３年分） 区画面積 水道
宮上町 45 １万800円 30平方㍍ 有
美里 54 7,800円 20平方㍍ 有

市木町 25 9,000円 30平方㍍ 無
高岡町 25 9,000円 30平方㍍ 無

■利用期間　来年４月１日（金）～令和７年２月28日（金）
■注意事項　利用は１世帯１区画。申込み多数の場合は抽選。結果は来年２

月上旬に通知。継続して利用希望の場合も申込み必要
■申込み　12月28日（火、消印有効）までに申込み事項と利用希望の園名をハ

ガキ（１世帯１通）で家庭菜園協会（〒470・0373、四郷町松本105－1）

HP番号／1003905
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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

　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。
●社交ダンス教室
時12月２日～23日の毎週木曜日午後
３時45分～４時45分　定先着30人　 
￥4,000円　申込み開始日11月18日

（木）

●運動神経バツグン！キッズ教室
時12月２日～16日の毎週木曜日午後
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　￥2,250円　申込み開始日11月
11日（木）
●やさしい気功と太極拳
時12月３日～24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11月12日（金）
●中学生サッカー教室
時12月３日～24日の毎週金曜日午後
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　申当日直接会場
●はじめてのヨガ
時12月７日～21日の毎週火曜日午前
９時30分～10時20分　内呼吸を整え
柔軟性や体力向上　定先着15人　￥
2,250円　申込み開始日11月９日（火）
●はじめてのＺＵＭＢＡⓇ

時12月７日～21日の毎週火曜日午前
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　￥2,2 
50円　申込み開始日11月９日（火）
●ALOHAたのしいフラダンス
時12月９日、23日、来年１月13日、
27日の木曜日午後１時～２時　定先
着15人　他抱っこひもで子との参加
可　￥3,000円　申込み開始日11月11

日（木）
●スポーツパルクール教室
時12月16日（木）①午後５時30分～６
時25分　②午後８時～８時55分　対
①未就学児、小学生　②中学生以上　
内走る、飛ぶ、登るといった運動の
体の動かし方の基本を学ぶ　定各先
着15人　￥3,000円　申込み開始日11
月18日（木）
●骨盤体操教室
時来年１月13日～３月17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20人　 
￥7,500円　申込み開始日12月２日

（木）

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。
●やさしい英会話
時11月18日～来年１月27日の毎週木
曜日午前９時30分～10時30分　※12
月30日、来年１月６日は休み　対英
語初級レベルの人　内ネイティブ講
師が教える初心者向け講座　定先着
15人　￥9,000円　申込み開始日11月
５日（金）
●キッズコーディネーション
時11月30日～来年２月１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　※12月28日、 
来年１月４日は休み　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11月９日（火）
●フラトレ
時①11月30日～来年１月25日の毎週
火曜日午前10時～11時（12月28日、 
来年１月４日は休み）　②12月３日
～来年１月21日の毎週金曜日午後２
時30分～３時30分（12月31日、来年
１月７日は休み）　内フラダンスの
動きを取り入れた体幹運動・脳トレ
ーニング　定先着25人　￥①4,200円　
②3,600円　申込み開始日①11月16日

（火）　②11月12日（金）

●卓球教室
時12月２日～来年１月27日の毎週木
曜日午後５時～６時30分　※12月30
日、来年１月６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11
月18日（木）

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12月１日～来年１月19日の毎週水
曜日午前10時～10時50分　※12月22
日、29日は休み　内ストレッチ、筋
トレ、有酸素運動をバランスよく取
り入れたエクササイズ　定先着20人　 
￥3,900円　申込み開始日11月７日

（日）　
●上級ヒップホップ
時12月４日～来年１月29日の毎週土
曜日午後７時～８時　※来年１月１
日、８日は休み　対小学４年生以上　
定先着18人　￥5,600円　申込み開始
日11月６日（土）
●ズンバⓇ火曜教室
時12月７日～来年１月25日の毎週火
曜日午後２時～２時50分　※12月28
日、来年１月４日は休み　対成人　
内ダンスフィットネス　定先着25人　
￥3,900円　申込み開始日11月９日 

（火）
●ズンバⓇ水曜教室
時12月１日～来年１月19日の毎週水
曜日午前11時～11時50分　※12月22
日、29日は休み　対成人　内ダンス
フィットネス　定先着20人　￥3,900
円　申込み開始日11月10日（水）

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。申込みは申込み開始日午前９
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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
▲

時から電話か直接同広場。
●平戸橋いこいの広場健康フェア20 
21
時／内11月28日（日）①午前10時～11
時／ジュニアヒップホップダンス教
室　②午前11時15分～午後０時15分
／ボディリメイクヨガ教室　③午後
０時30分～１時30分／ベリーエクサ
サイズ教室　④午後２時30分～３時
30分／フラダンス教室　⑤午後３時
45分～４時45分／ズンバ教室　※午
後２時～２時15分にベリーダンスミ
ニ発表会有り　対①小学生以上　③
④女性　※④は子連れ可　定①～⑤
各先着15人　申込み開始日11月14日

（日）
●ジュニアヒップホップダンス教室
時12月５日～来年２月６日の毎週日
曜日①午前９時～10時　②午前10時
15分～11時15分　③午前11時30分～
午後０時30分　※来年１月２日、９
日は休み　対①年中～年長　②小学
１～３年生　③小学４～中学３年生　

定各先着15人　￥6,000円　申込み開
始日11月13日（土）

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

●ふじおかプレミアム
時11月20日（土）午前10時～午後３時　
所藤岡支所・藤岡交流館　内藤岡の
オリジナルな商品や普段売っていな
い特別なものが集まるマルシェ

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

●森の木の実でリース作り
時11月27日（土）～12月25日（土）　※
受付は午前10時～午後３時　所民芸
の森　内市販のリース素材に民芸の
森の木の実などで装飾する　定先着
150個（当日直接会場）　￥200円　他

接着にはグルーガンを使用。小学生
以下は保護者同伴　
●勘八峡紅葉ウオーキング
時11月20日（土）午前10時～午後１時

（受付は11時30分まで）　所民芸の森
ほ

か　内民芸の森から、景勝地である
勘八峡や民芸館など約４キロ㍍を巡
る　他民芸館特別展優待

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

●秋の勘八峡紅葉ウイーク
時11月13日（土）～28日（日）　※月曜
日は休み　所民芸館、民芸の森、平
戸橋いこいの広場　内茶室勘桜亭の
平日営業（午前10時～午後４時）、ウ
オーキングマップを持って民芸館・
民芸の森・平戸橋いこいの広場を巡
る（受付は民芸館・民芸の森／午前
９時～午後４時30分、平戸橋いこい
の広場／午前９時～午後９時）

●問合せ　スポーツ戦略課（☎34・6950 FAX32・9779 ✉sports-senryaku@city.toyota.aichi.jp）
11月はラリーで盛り上がろう！とよたラリーウイーク2021

 

ホームページ

鞍ケ池公園の利用を一部制限します

TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ in 豊田
■とき　11月７日（日）午前９時～午後５時（予定）
■ところ　鞍ケ池公園周辺ほ

か

■内容　ラリー初心者も参戦するラリーシリーズ。ラリーカー約90台がスペシャル
ステージでタイムを競う。愛知県出身でＦＩＡ世界ラリー選手権に参戦中のラリ
ードライバー勝田貴元選手によるデモラン、ラリーカーの展示、飲食ブース（予
定）な

ど

■そのほか　ラリー観戦者は勘八広場駐車場からの臨時シャトルバスを利用してく
ださい。詳細は「TOYOTA GAZOO Racing」ホームページを確認

フォーラムエイト・セントラルラリー2021
■とき　11月13日（土）、14日（日）午前９時～午後３時
■ところ　豊田スタジアム　※スタート・フィニッシュ地点、サービスパーク（車両の整備場所）は東駐車場
■内容　国内トップクラス選手などが参戦する競技ラリー。ラリーカーなどの車の展示、キッズ向け

カート体験、飲食ブース（予定）な
ど

■そのほか　市内各所で行われるスペシャルステージは無観客で開催。豊田スタジアムに駐車場はありません。
詳細は「フォーラムエイト・セントラルラリー2021」ホームページを確認

■とき　11月６日（土）、７日（日）　※いずれも終日
■ところ　駐車場、パークトレイン、旧ドライブコース、植物園から鞍ヶ池ＰＡへの園路な

ど

ホームページ

勝田貴元選手
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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

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11月５日（金）午前９時から
電話で同工房。
●稲武特産！ミネアサヒの新米で五
平餅を作って食べよう！
時11月14日（日）午前11時～午後１時
30分　定先着５組（１組４人まで）　
￥1,650円
●草木染め「どんぐりの殻

かくと

斗でウー
ルを染めよう！」
時11月27日（土）午前10時～午後３時　
定先着15人　持ち物軍手、ゴム手袋　
￥2,750円（布代別、持込み応相談）
●そば打ち体験
時11月28日（日）午前11時～午後２時　
定先着４組（１組４人まで）　￥3,000
円

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
時11月27日（土）～来年１月10日（月）　
所駅西口ペデストリアンデッキ、豊
田市駅前ロータリー、コモスクエア
前、KiTARA前

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12人。申込みは申込み開
始日午前９時から電話で同屋敷。
●暮らしの手作り講座「しめ縄作り」
時12月11日（土）午前10時～正午　￥
1,200円　申込み開始日11月15日（月）

●暮らしの手作り講座「ミニ門松作
り」
時12月18日（土）午前９時30分～午後
０時30分　￥2,200円　申込み開始日
11月17日（水）

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

●エコットフェスタ2021
時12月10日（金）～12日（日）午前10時
～午後３時　※10日のみ午前９時30
分から　所エコット　内食品ロス削
減やごみ減量をテーマにした展示・
講座　

小原観光協会
（☎65・3808 FAX66・0015
✉info@kankou-obara.toyota.aichi.jp）

●小原四季桜まつり

時11月13日（土）～12月５日（日）　所
小原ふれあい公園、小原和紙のふる
さと、川見四季桜の里、北部生活改
善センター　他13日（土）に小原交流
館でオープニングイベント開催（小
原歌舞伎公演、アニメ「シキザクラ」
ファンミーティングな

ど）

HP番号／1023552

小原支所
（☎65・2001 FAX65・3695
✉obara-shisho@city.toyota.aichi.jp）

●四季桜ウオーク大会
時11月28日（日）午前８時40分～正午　
所緑の公園　対２～６人のチーム　
内緑の公園を起終点とし、四季桜の
咲く約５㌔のコースを歩く　定先着
200人　￥小学生以上200円　申11月
19日（金）までに小原支所で配布か市
ホームページからダウンロードした
申込み用紙をファックスか直接同支
所

おばらマルシェ実行委員会
（☎090・9932・5105
✉obaramarche@gmail.com）

●おばらマルシェ
時11月13日（土）午前10時～午後３時　
所四季桜公園　内地元産の野菜や特
産品、グルメ、クラフト品の販売な

ど

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。
●大人向け水中運動教室
時12月の毎週土曜日午前９時10分～
10時　対18歳以上　定先着20人　￥
4,400円　申11月26日（金）午前９時か
ら参加費を添えて直接同プール
●ものづくりひろば
時12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　￥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12月７日～21日の毎週火曜日午後
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　￥2,400円　申11月
９日（火）午前10時から参加費を添え
て直接同広場
●クリスマスフェスタ
時12月25日（土）午前10時～午後３時　
内抽選会・茶房・ゲームコーナーな

ど

西三河イベントだより
●安城市　デンパーク「ウィンター
フェスティバル」
　北欧のクリスマスをイメージし、
イルミネーションが光り輝く夜空を
演出します。
時11月27日（土）～来年１月17日（月）　
※毎週火曜日（12月28日、来年１月
４日を除く）、12月31日（金）、来年１
月１日（土）は休み　所・問安城産業
文化公園デンパーク（☎0566・92・
7111）
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HP番号／1044001

豊田市×中京大学イーグルス
スポーツスクール
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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
▲

●刈谷市　かきつばた「オンライン」
マラソン大会
時２月６日（日）～19日（土）　内期間
内に１日１キロ㍍以上、累計10キロ
㍍走る　※アプリ「TATTA」のイン
ストールが必要　定先着500人　￥
1,000円　申11月18日（木）午後８時か
らRUNNETホームページに必要事
項を入力　問刈谷市スポーツ課（☎ 
0566・63・6040、FAX0566・63・6889）

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

●ＺＯＯＭオンライン婚活～クリス
マスパーティー編～
時12月12日（日）午後１時30分～３時
対市内在住・在勤の22～39歳の独身
者　定先着男女各６人　申11月５日

（金）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

●はじめての野球教室
時12月４日（土）、５日（日）、11日

（土）、12日（日）、18日（土）午前９時
30分～11時　所中京大学豊田キャン
パス　対小学１～３年生　定各学年
抽選20人　￥4,000円　※初回申込時
に入会金2,000円が必要　申11月15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　問中京大
学スポーツ振興部（☎46・6935）

豊田スタジアム
（☎87・5200 FAX87・5201）

11月の主なイベント３日（水）午後３
時／Ｊ１リーグ明治安田生命34節　
名古屋グランパスvs柏レイソル　13
日（土）、14日（日）午前９時～午後３
時／「フォーラムエイト・セントラ
ルラリー2021」イベント　15日（月）
午前６時30分／リバーサイドＭウオ
ーク　20日（土）午前11時から／豊ス

タリレーマラソン2021　休館日３日
（水）、13日（土）、14日（日）／スポー
ツプラザ　※イベント開催などで休
館の場合有り。来館前に豊田スタジ
アムホームページで確認

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11月20日（土）午後１時～５時　所
西部体育館　対市内在住・在勤・在
学の高校生以上　￥500円　申当日
直接会場

●12月のフリークライミング体験会

時①12日（日）、18日（土）午後３時～
６時　②３日（金）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

ピックで銀メダルを獲得した際は、
自分が何を成し遂げたのか実感がな
かった。その後、皆さんが喜んでい
る姿や涙する姿を見て、オリンピッ
クという大会で獲得したメダルの重
みを実感した」そうです。
転んでも「またやりたい」と思い、
始まったスケート人生。「いつまでも
成長していたい。成長を実感できた
ときに、スケート人生を楽しめてい
ると感じる。北京オリンピックまで
成長し続ける毎日を過ごしたい」と、
来年開催を迎える北京オリンピック
に向け、強い思いをにじませます。
スケートを通して、成長し続ける
姿を見せる宇野昌磨選手を、みんな
で応援しましょう！

「自分で完成・完璧を定めずに、
「未完」の気持ちで挑戦し続ける」と、
落ち着いた口調でありながら、スケ
ートへの熱い思いを話すのは、宇野
昌磨選手です。コロナ禍で大会の中
止が相次ぐ中、2020年に開催された
全日本選手権では、他の選手の演技
から強い刺激を感じ、自分をさらに
奮い立たせる機会となったそうです。
豊田市では、2018年の平昌オリン
ピックで宇野昌磨選手が銀メダルを
獲得した際に、パブリックビューイ
ングを開催し、エールを送りました。
「応援は、皆さんが思う以上に選手
にとって力になる」と話し、「オリン

「未完」の気持ちを持ち続ける。
北京オリンピックでは、
成長した姿を見てほしい。

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

日々成長を目標に毎日練習
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

2018年　平昌オリンピック　２位
2019年　全日本選手権　　　優勝
2020年　全日本選手権　　　２位

宇野　昌磨  選手

フィギュアスケート

中京大学卒業
トヨタ自動車所属

 うの　      しょうま


