
№ 個人または団体名 活動概要 具体的な活動内容

1 とよたプロモ部 とよたの魅力発信
とよたのいいとこ発信をみんなで行って、豊田市をよりわくわくする楽しいふるさとにするようにしてい
ます。

2 桑山 奈々香 さくらのいえと地域の魅力発見

学生を主体とした若い世代が、小学生や地域の方など幅広い世代と関わり、地域全体で子どもを育てる環
境の定着化を目指した「さくらのいえ」という地域密着型のコミュニケーションの場を作り、藤岡南地区
の仲間と活動しています。また、豊田のわくわくする活動に積極的に参加したり、広報とよたの学生レ
ポーターとなったりして、Facebookやinstagramを通して様々な人に豊田の魅力を伝えています。

3 うたれん シンガーソングライター

シンガーソングライターとして豊田市内のイベントでライブを行っているほか、地元アイドルへの楽曲、
地元企業への社歌の提供なども行っており、また、豊田市の面白さや魅力を発信するインターネット配信
番組「We Live!」を立ち上げ精力的に取り組むなど、WELOVEとよたサポーターズとして豊田市に貢献
しています。

4 和久田 朱里 アイドル、タレント 及び モデル
ご当地アイドルのリーダー で最近は運営にも携わっている。イベントではメンバーを率いてしっかりと豊
田市の名産品、名店をPRしている。また、豊田市内の企業のモデル、サロンのモデルを勤めたり市内のフ
リーペーパーのモデルも勤めたりして地域貢献をしている。

5 南平 晃良 劇団 笑劇派 座⾧
劇団 笑劇派を率いて20年。イベントで司会をこなしたり、その地域にあった話題や社会問題をテーマとし
た笑劇を豊田市内外で行っています。劇では防犯、交通安全、詐欺撃退などの堅く難しい内容も、笑いを
交え、楽しく容易に理解できる様にし、みんなに笑いと笑顔を届けてくれています。

6 正木 隆
市内各種イベントの音響、豊田市民音楽祭、TOYOTA CITIZEN
MUSIC PARK

豊田市で最も腕が良く安心できる音響屋さん。各種イベントで陰からイベントを盛り上げています。ま
た、豊田市民音楽祭の復活に尽力したり、TOYOTA CITIZEN MUSIC PARKを立ち上げたりと、音楽界を
活性化して楽しい豊田市に貢献してくれています。

7 劇団 笑劇派 演劇 全国各地で舞台やイベントの司会などをされている。

8 とよた下町おかみさん会 とよた下町おかみさん会

毎月第一金曜日の朝実施している豊田市駅周辺のごみ拾い・吸殻拾いのクリーンアップ活動や、豊田マラ
ソン開催時に来街者、参加者へお汁粉の振る舞いを行うなど、下町商業者の「おかみさん」として、これ
からの豊田らしさと自らが住む下町の「まちづかい」を考えつつ、異業種間の交流によるコラボレーショ
ンや新しい発想を活かして、中心市街地の発展やまちづくりに貢献してます。

9 Team D.O.M 仮装&ダンスを中心としたおいでんまつり等の盛り上げ活動

愛知県豊田市を中心に活動するふれあい型Michael Jackson Amusement Team。
とよたおいでんまつり最古参の踊り連として⾧年の参加しており、動画「おいでんジャー」の規格＆制
作、ペデストリアンデッキでのフラッシュモブ、とよたハロウインパーティ、ふれ愛フェスタ等、市内各
所でイベント参加、事業協力、夜盛り上げ活動etc・・・。おいでんアワードにふさわしい活動団体だと思
います。

10 O-team おいでんまつり 踊り連
おいでんまつりに⾧年出場し、おいでんを盛り上げてくれている連です。毎年、 衣装、メイク、フリ付け
に努力を惜しまず、去年はより観客と触れ合える飛び込み連として参加しすることで、各地のマイタウン
おいでんを盛り上げてくれました。
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11
豊田市青少年センター
ユースクラブ

「とよたを面白くする」を合言葉とした事業の企画・運営、青年の交
流促進

青少年センターを拠点に「とよたを面白くする」を合言葉に活動している若者の集まりです。婚活イベン
ト、謎解きイベント等の企画・運営や、フリーペーパーの作成、スキルアップ研修や交流会の実施等、青
年の交流促進を図っています。

12 ヴェーネレ豊田 豊田1万人笑顔プロジェクト
顔・身体・心を自分で磨くセルフ美容方式(ボディメイキング、表情筋、ウォーキング等)のレッスン。仲
間づくりの為のイベント、交流会等。

13
野外保育とよた森のたま
ご

『野外保育とよた森のたまご』の保育活動(自然体験活動型の共同保
育)

『森のたまご』は豊田市周辺の森や里山で活動している、森のようちえんです。豊田の自然の中を散歩し
て、木登り、虫取り、水遊び、植物観察などの活動をして、晴れた日も雨の日も野外でたっぷり遊び1日を
過ごします。一人ひとりに寄り添い、人のあたたかさの中で子どもも大人も育ち合う園を目指して、保育
スタッフと親が共同で運営し、豊田の自然の中での子育てを応援しています。

14
親子コミュケの会／とよ
た子育てサークルネット
ワークの会「コネット」

とよた子育て支援総合WEBサイト“わいわい”を通じて人と人をつない
でいます。

子育てに役立つ便利な情報をたくさん盛り込んだ、みんなで作る子育て情報サイトです。子育てに関わる
全ての人に活用していただければと思います。
豊田市は結婚を機に引っ越してこられる人が多い都市です。また、⾧く住んでいても、子どもが生まれる
と初めてのことが多いものです。そんな子育て初心者の家族へ、先輩家族から子育て情報を! 公共発信の
情報よりも分かりやすく! 子連れで出かけられる地域の情報を! たくさん載せていきたいと思っていま
す。
休日、夜間に緊急で診療してもらえる病院や託児所、健康診断や予防接種、子連れで行けるお店やイベン
トなど、子育てがより楽しくなるようにとの願いを込めて、子育てママの視点から制作しています。
さらに、利用者同士のつながりができるよう、妊活交流会、パパ交流会、ハンドメイドサークルを開催
し、イオンやメグリアでのママ出店なども行っています。 豐田市が子育てにやさしい街であることを世界
に発信していきます!

15 親子コミュケの会
親と子のコミュニケーションの向上をはかる講座を企画運営していま
す。

親と子のコミュニケーションをサポートする活動をしている団体です。子育ての不安やあせりを緩和し、
子どもが嫌いな大人を減らして、子育てしやすい社会になることを目指しています。また、弧育てをなく
して、子育てをみんなでできる社会をめざします。夢は大きく、やれることから少しずつ…のスタンスで
活動しています。絵本講座、子供も一緒のクラシックコンサート、ベビー・キッズビクス、親子フィット
ネス、笑いヨガ、子連れバランスボールなどなど多くの活動実績を持っています。

16 水野功 挙母まつり保存会、七州城城下町まちづくり協議会など
挙母まつり保存会や七州城城下町まちづくり協議会などで、挙母地区の小学生や市内外の団体などを対象
にした郷土文化の解説活動を行うほか、模型や資料を作成したりする活動や城下町の景観保全の活動など
を続けています。

17 牧野凪紗 アイドル
Star☆TのチームSolのリーダーとしてまた、全体としても中心的な存在で元気いっぱいとよたの魅力を豊
田市内外に発信してくれています。WeLoveとよたの動画の CM曲は彼女が担当してくれています。

18 いなぶ観光協会 山里体験プログラム企画・実施
地域の資源（人・こと・もの）を活かした体験プログラムをコーディネートし、訪れた人との交流を通し
て地域の魅力発信に力を入れている。
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19
NPO稲武まちづくり協議
会

稲武まつり・雪み街道、稲武みらい構想～「稲武学」推進事業～
稲武の魅力を次世代や地域外に向けて発信・ＰＲするために、稲武の地域資源の調査・検証をし、地域全
体の活性化を図っています。活性化を図るイベントとして雪み街道や汁―１グランプリを行っているほ
か、今年度は大学と連携し、プロジェクションマッピングイベントを行いました。

20 暴れん坊チキン トヨタご当地からあげ
北は千葉、南は九州までからあげフェス出店。トヨタおいでんグランプリ受賞したトヨタチキン南蛮をは
じめ、足助塩ハーブソルトのからあげが全国の方に食して頂けるよう活動しています。

21 地域人文化学研究所 とよた世間遺産認定事業 豊田市域のヒト・モノ・コトを独自の視点で遺産に認定し、展開している。

22 シットルカン編集部 地域情報誌シットルカン発行事業
旭地区内外の多くの方に旭地区のことを知ってもらうために、地域情報誌「シットルカン」を年２回の
ペースで発行しています。また、専門講師を招いたライター講座なども開催し、地域の魅力を発掘してい
くための仲間作りにも取り組んでいます。

23 あすけ聞き書き隊 足助の聞き書き 第８集作成事業
足助で暮らしてきた先人たちの知恵や苦労を、次代に受け継ぐべき心や事柄を記録に残している。また
「聞き書き講座」を開催して新たな仲間を増やし、若い世代に先人たちの話を聞いてもらって郷土への愛
着と誇りを持ってもらっている。

24 小原宴火 手筒花火の製作と実演
手筒花火の製作を行い、小原夏まつりでの手筒花火放揚や小原地区新成人を祝う会にてお祝いの披露など
の実演をしています。手筒花火をきっかけとして、地域で活躍する若者の育成を行い、小原の将来を考え
る若者の団体を目指しています。

25
地域のつどいの家作り実
行委員会

多世代が気軽に集う地域住民の憩いの場作り事業
多世代の交流による地域づくりを目的とし、空家を利用して交流の場を提供しています。今年度は空き家
を整備しつつ『あそびとくらしとまなびの家 ちゃぽっと』をお披露目し、集いの場として「ちゃぽっと
会」を隔週で開催することを目標に活動しています。

26 逢妻女川を考える会 逢妻女川の環境ふれあい事業
逢妻地区のシンボルである逢妻女川の自然を守りながら地域のふれあいの場所にすることを目的に活動し
ています。毎週日曜日の草刈りとゴミ拾い、毎月の水質調査と打ち合わせ会議を実施しながら、親子体験
教室の開催や交流館での水槽展示等、地域住民が逢妻女川にふれあう機会を創出しています。

27 三軒屋子ども交流教室 子供プログラミング教室
小学校でのプログラミング必修化の未来を見据えたプログラミング教室事業を立ち上げ、教室を通じ、子
どもと高齢者の新たな交流の機会創出、居場所づくりを行っています。また、小学生のプログラミングへ
の興味のきっかけとなっています。

28
うめつぼファミリークラ
ブ

おかえり食堂と地域での社会交流
梅坪台地区を中心に、おかえり食堂（こども食堂）の実施を通じて、地域の子どもたちの見守り機能を
担っています。また、様々なイベントの実施を通じて、世代や居住歴を問わない地域交流の場づくりを行
い、地域活性化や地域の問題の共有を促進する活動を実施しています。

29 浄水里山づくりの会 浄水町内 自然体験林（浄水北小学校隣接）の整備
浄水北小学校隣接の里山の自然体験林を住民が憩える場となるように整備します。世代を超えたコミュニ
ケーションを図り、新しい地域の担い手を育成することを目的に、各イベントを積極的に開催し、参加者
を広く地域に募集することで、地域活動の活性化に寄与しました。
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30 桜町まちづくりの会 チーム八日市と遊ぼう
地域のふれあい、コミュニティ創出、賑わいづくりを目的とし、豊田東高校や地元企業とタイアップした
商店街の活性化事業を実施しています。特にふれ愛フェスタ（地域の歩行者天国イベント）時には、豊田
東高校の生徒が手作りしたゲーム等を桜町本通りで実施し、多くの子ども連れを呼び込んでいます。

31 丸山まちづくり協議会 みんなで子育てを楽しむ地域づくり事業
子どもの健やかな育ちを促進し、親同士が互いに学び合い、支え合い、子育てを楽しめる場をつくること
を目的に、年齢にあわせた子育てサークルを月１回開催しています。また、子育てをサポートできる地域
づくりを目指し、3世代交流ふれあい会、家族交流ふれあい会を年に数回開催しています。

32 御船 希少植物を守る会 名所旧跡を巡る散策路の整備
御船町の名所旧跡を巡る散策路の維持管理と、希少植物シラヒゲソウやシデコブシのの保全活動を行い、
市民が四季を通じて楽しめ、憩える場所づくりに取り組んでいます。平成３０年度は、散策路の案内板設
置と周辺の草刈りや倒木除去に取り組みました。

33 広瀬駅前ひろば産直部会 高齢者の生きがいの場づくり事業
４～９月、１０～１２月の土・日曜日に、旧名鉄三河線の三河広瀬駅前で、地元の高齢者が育てた野菜や
特産品を販売しています。お客様との交流を通じ、参加者の生きがいと健康づくりを目的にしています。

34
乙部ケ丘わくわく事業推
進委員会

乙部ケ丘地域づくり事業2018
地域の生活環境の改善と景観づくりを目的に、広い団地内の花壇整備や環境美化に取り組んでいます。ま
た東保見小学校の校門付近で、みかんの木を育てており、収穫時期には児童と共にみかん狩りを行い、世
代間交流や子どもの健全育成にも寄与しています。

35 枝下町環境整備グループ 枝下町歴史散策路の整備
枝下町の魅力を向上し、散策する人を増やすことを目的として、枝下町の三つの広場（ふれあい広場・わ
くわく広場・ちびっこ広場）と旧飯田街道と枝下用水の史跡などを結ぶ散策路を、廃線跡を利用して整備
しています。

36 豊田保見マジッククラブ マジックによる交流推進事業 マジック公演をとおして行事を盛り上げ、地域貢献とマジックの普及に寄与します。

37 下山わくわくファーム 和合ヤギの里ふれあい牧場事業
ヤギによる「エコ」除草により高齢者の作業軽減、子ども達が体を動かし自然を学ぶコミュニティ広場に
することを目的とし、ヤギ牧場を整備し運営しています。完成したふれあい牧場では、不定期でイベント
を開催し、多くの子ども達と地元の方で賑わっています。

38 駒新五葉会 ソバの栽培・花の栽培で景観造りと蓮池の再生・ビオトープ事業
ソバの栽培や蓮池の再生を通じて、多くの人々のコミュニティー創りに寄与しています。また、駒新既存
団体との交流等により、年齢・性別を超えたふれあいを通して駒新町住民の多くが相手を気遣う関係を構
築しています。

39 竹村文化振興会 人と人がつながる目で見る竹村文化史づくり

郷土資料のデータベース化による保存・活用拡大、地域住民や子ども達の郷土愛の育成を目的に活動して
います。「わがふるさと竹村」や「竹村風土記」のデータベース化や自治区等での昔写真展、地域の史跡
を巡る歴史探訪企画「竹村・小さな旅」、竹村小学校４年生に対して出前講座「枝下用水」等を実施して
います。

40 ひだまり会 多世代交流サロン ひだまりの運営
イベントや講座の企画と場の提供を行う「多世代交流サロン ひだまり」を運営しています。多くの方が同
世代で繋がることができ、異世代と交流する機会ができ、楽しみとひと時の安らぎを感じられ、普段の生
活の活力になることを目的としています。
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41 藤岡歌舞伎 伝統文化の継承事業
郷土藤岡に昔から広く親しまれてきた歌舞伎の復活を目的として、歌舞伎公演の実施や後世へ伝えていく
活動として小中学生への指導等を行うことで、伝統文化の継承を図っていきます。

42
藤岡石畳地区地域づくり
協議会

藤岡石畳地区地域活性化事業
石畳ふれあい広場、藤岡山村広場で足湯の運営、朝市や季節イベント等の実施のほか、豊田マラソン等市
内各地のイベントで出張足湯を行うなど、藤岡地区の活性化を目指した取組を行っています。

43 つばさと根っこの会 滝脇学区 元気!プロジェクト推進事業
滝脇小学校を中心とした特色ある地域づくりやそのＰＲ活動を行い、滝脇地区の知名度を上げることで滝
脇小学校に通う児童を増やし、地域活性化をねらた取組を行っています。小学校周辺にある野鳥観察の森
の整備や地域をＰＲするための「滝っ子まつり」を実施しています。

44 豊松お野人会 まつだいらんど ～自然体験と魅力発掘で地域活性～
豊松小学校区の地域資源を生かした自然体験（キャンプやロッククライミングなど）活動を行っていま
す。地元の地域資源を活用した自然体験を通じて、子どもたちや保護者の地元愛を育み、地域活性化と将
来の定住者の増加を図ることを目的としています。

45
心と体のトータルアシス
タントGlanz(グランツ）

心と体のトータルアシストグループ
心と体のトータルアシストグループ。心身症と言う名がある通り、病気の発症や進展には心理要因が関係
しています。セラピーを通して、心と体を同時にメンテナンスすることで、体感を通した健康への一歩を
踏み出すきっかけとなり、気付ける体作りにより市民の健康自立を応援をします。

46 ぷらっと バウンスパーク

バランスボールを使ったエクササイズを、PTA講座、交流館での産後ケアレッスン、各スポーツ施設での
バランスボールレッスン、各種イベント参加などにより行っています。キッズからシニアまで、そして産
後のママも性別や年齢制限なくでき、カラダだけではなくココロも弾む有酸素運動で、メタボ予防はもち
ろん自律神経も整え、毎日元気に過ごせる様に活動しています。

47 本多勝幸 豊田おいでんまつり 踊り部会⾧
「豊田おいでんまつり」踊り部 会⾧として「おいでん総踊り」の企画や運営、進行に携わり、豊田おいで
んまつりの市民のための変革に活躍されています。

48 小林 真 豊田おいでんまつり マイタウンおいでん連絡協議会会⾧
「豊田おいでんまつり」マイタウンおいでん豊田市内15会場と事務局で構成された「マイタウンおいでん
連絡協議会」の会⾧を務め、各地マイタウンおいでんの発展に活躍してくれています。

49 創作和太鼓集団 火ノ丸 和太鼓
夏祭りや秋祭りでの和太鼓の出張演奏や、老人ホームでの演奏や体験などをしています。子どもから大人
まで幅広いメンバーで活動しており、太鼓を何台も使用する団体演奏や自分よりも大きな太鼓を使用する
大太鼓の演奏もある。とにかく楽しくをモットーに元気いっぱい活動しています。

50 豊田happybrainCLUB 豊田happybrainCLUB

私を愛し、私の街も愛し、地球まで愛するハッピーブレインシティづくりを目指します。誰でも簡単にで
きるブレイン体操、ブレイン瞑想、ブレインヒーリング、気功。体で遊びながら、心は軽く、脳も明るく
します。子どもたちが自分の価値を見出すこと、高齢者が生き生きとした人生を送ること。全ての人が夢
と希望をもつこと。個人の健康・幸せが家族から地域、地球まで繋がることを伝えています。

51 キッズプランナー 子育て支援イベント・柳川瀬子どもつどいの広場運営
キッズプランナーは「みんなであそぼう!楽しもう!」をテーマに親子が笑顔で楽しくなれるよう、子育
て支援をしています。豊田市の子育て支援施設「柳川瀬子どもつどいの広場」を運営し、また月に1回、上
郷交流館で親子向けイベントを開催しています。
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52 藤岡愛石会 第２２回 愛石、山野草、尺八演奏コラボ展示会

「愛石、山野草、尺八演奏コラボ展示会」を開催し、日本の伝統である水石と山野草、尺八に触れられる
場所と時間を作りました。今回で２２回目を数え、特に豊田の自然石である「菊石、矢作川、御船の石」
等も20石特別展示し、「We love とよた」の幟立てとハッピ衣装を着て、展示活動等を盛り上げました。
来場者は、約３００名で、例年にない会員25名全員のハッピ衣装を着用した展示説明等で好評でした。

53 とよた学生もりあげ隊
ラグビーワールドカップPR、市民いきいきウォーキングinほうろくで
のみたらしだんご提供などイベントの企画・運営

豊田市の魅力発信と大学生同士の交流を目的にイベントの企画やまちづくりに興味のある大学生が集まっ
て活動をしています。イベントでのラグビーPRのブース運営、磐田市の学生との交流会、焙烙山でウォー
キング参加者にみたらしだんごを提供する「がくもり茶屋」の運営、豊田市のおしゃれな飲食店を紹介す
る「#とよまっぷ」の作成などに取り組んでおり、学生の力でとよたを盛り上げ隊!(たい)

54 生田サヨ子 西広瀬町自治区ふれあい盆踊りの『西広瀬音頭』
50年に渡り盆踊り指導を務められています。45年前に一度は立ち消えになっていた『西広瀬音頭』制作の
きっかけを作り、『西広瀬音頭』は平成24年以降、自治区ふれあい盆踊りの定番曲となっています。

55
自立のための道具の会・
TFSR Japan

地球サイズのリサイクル
日本国内で使われなくなって眠っている「道具」の提供を受けこれらを必要としている発展途上国へ送る
という活動

56 豊森小屋 街と森をつなぐ秘密基地
旭地区の間伐材を利用した薪力?グッズを販売する事により森林の大切さをPRしています。2018.11.18
にはデカスプロジェクト「薪-1グランプリ」を主催し、間伐材の丸太や薪の新たな使い方、みちを募集し
表彰しました。

57
一級建築士事務所 風とガ
レ

空き家・空き店舗×リノベーション＝新しい価値
豊田市を中心に空き家・空き店舗を再生・リノベーションして新しい価値のある空間にして、活用する。
近年DIYなどでも出来る部分もありますが、職人でないと出来ない部分や法令などコンプライアンス遵守な
どの専門知識が必要な部分を請ける。

58 岩藤泰司 足助、松平、まちなか等豊田市の文化や環境を紹介するガイドの活動
足助、松平などで豊田市の文化や環境を紹介するガイドの活動をしています。幅広い方々の興味を惹くガ
イドは、豊田市を訪れる方を楽しませてくれています。

59 大橋猛 松平のガイド養成の講座、清掃等 松平のガイド養成の講座、地域の清掃等、もくもくと

60 山川良雄 子ども（幼児～小学生）の健全育成や地域の活性化
「マジックゼロ」「わくわく７」という団体で中心となって子どもから高齢者までHAPPYにしています。
紙芝居、マジック、おもちゃ作りなどで楽しませてくれます。

61 parklife@和合公園 場所の楽しみと交流の機会づくり
京町にある和合公園で、地域のご家族や暮らしている方々が集まれる、人と人のつながりを生む場を作り
出す活動をしています。

62 THE消防ロッカーズ 消防団活動のＰＲ発信
消防団活動への理解を広めるため、石野地区の消防団員とＯＢで結成したロックバンド。誰もが知ってい
る有名ソングの替え歌で、消防団員の日常や活動内容を愉快に解りやすく伝えてくれます。

63 豊田寺部武将隊 寺部の歴史紹介、甲冑を使ったパフォーマンス
江戸時代の城下である寺部町の歴史を次の世代に伝えることを目的に、イベントでの甲冑を使ったパ
フォーマンスや手作り甲冑教室等を行っている。
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64 伊藤大佳 松平地域を中心に、豊田市の情報発信 松平地域を中心に、豊田市の情報発信を様々なSNSツールを使い積極的に発信してくれています。

65
横田幸史朗（OPEN
INABU）

OPEN INABU

稲武地区で新規定住者の受け入れ支援団体OPEN INABUの代表。稲武で始まる働き方改革として新しい働
き方の提案をして、働きやすさと山間部の魅力を伝え、地区外から若い人材を呼び込むことを目指し取り
組んでおり、稲武地区へ移住定住、雇用促進に貢献してくれています。MTBトレイルを通しての交流にも
尽力されています。

66 伊藤和久 工芸技術などの伝承
⾧年稲武で暮らし、竹スコップや竹細工等、暮らしに根付いた道具などを持ち前のアイデアで開発し、ど
んぐり工房で販売しています。また、培った技術を生かした工芸体験プログラムによりまわりに伝えた
り、里山暮らしに関する知識の伝承等、地域に貢献していただいています。

67 つくラッセル みんなが集う場
廃校を活用した旭地区の新拠点。働く場であり、暮らしの集う場であり、暮らしづくりの場でもある。地
域の未来をみんなで一緒に創っていく拠点だ。

68 カッパ 矢作川の象徴
矢作川の魅力を多くの市民に広めたい気持ちが、カッパの姿かたちになって表れました。とよた世間遺産
にも認定されています。

69 豊田・ほら貝隊 法螺貝を使ったイベント等の盛り上げ
祭りの盛り上げに欠かせない法螺貝。棒の手や武将隊など、他の団体ともコラボし、様々なイベントなど
で活躍しています。さらに後継者を若者や女性にも広げる活動をされています。

70 夢農人とよた 農家の魅力発信
農業の未来に本気で向き合う若手プロ農家集団。「将来の夢は農家!」と子どもたちに言ってもらえるよ
う、農家の魅力発信に力を入れています。

71 正晴会 旭元気野菜プロジェクト
旭地区でとれた野菜を町まで運搬し、スーパーで販売してもらうことで、高齢者の方の元気につなげよう
というプロジェクトをしています。

72
WE LOVEとよたフェスタ
実行委員会

豊田市が世界一わくわくするふるさとを目指して活動している
豊田市内で様々な活動を続けているプレイヤーの力が集結し、市民活動の博覧会ともいえる「WE LOVEと
よたフェスタ」を開催しています。

73 ヒトトキ～人と木～ 人と木をつなぐ活動

豊田市の里山で、家具や暮らしの道具のショールーム、食の提案、自分たちの活動を一緒に楽しんでもら
う場所としてヒトトキ～人と木～がオープンしました。国産材や地域材にこだわり、心地よい暮らしや住
まい、子育て、食それぞれの面からやさしい生活の提案をし、食やイベントの開催を通して地域の魅力発
信に貢献しています。

74 ウッディーラー豊田 人と木をつなぐ活動

「ものづくりをしたい人」と「森づくりをしている人」をつなぐことで、森と人の距離を近づけ、豊田に
住む人、森に関わる人の暮らしと心を豊かにするプロジェクト。豊田産材100％の「ＣＲＡＦＴ ＷＯＯ
Ｄ」、県内産や流域産材を中心とした木材で大きな需要にも応える「ＭＡＫＥＲ ＷＯＯＤ」の2ブランド
を創設。また都市部でのオシャレな木使いを発信しています。
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75 大洞町四季桜を守る会 大洞町四季桜を守る事業

小原地区大洞町に四季桜の里をつくり、地域住民の憩いの場や四季桜の名所となる観光地にすることを目
指して、四季桜の保護育成に取り組んでいます。 ①四季桜の挿し木での苗木づくり②事業地内の草刈り、
剪定、肥料入れ作業③遊歩道北東コースのコンクリート舗装④パンフレット作成とまつり期間中の休憩所
設置などの活動を行っています。

76 小原ソフトテニス連盟 ソフトテニス教室
ソフトテニスを通じて健康維持増進、コミュニケーション能力の向上を図り、地域住民と密に関わる人材
育成を行っています。①ソフトテニス教室の開催（週１回）②小学生大会への参加（２回）

77 小原ガイドボランティア おばら杉田久女俳句大会

郷土ゆかりの俳人「杉田久女」を顕彰する俳句大会を開催し、地域の文化の振興を図ります。
 ①杉田久女俳句大会（9月）、表彰式（12月）開催、句集発行
 ②小原俳句会の開催（月１回）
 ③久女句碑の清掃

78
小原地区防災ボランティ
ア

地域で協力!安心・安全な地域づくり事業
ボランティアによる防災意識の啓発や家具転倒防止策等の実施により、地域住民と協力して防災に対して
安心・安全な地域づくりを推進します。①作業ボランティアの募集及び実技研修の実施 ②防止対策の希望
調査を実施③希望家屋への防止対策作業の実施

79 織り姫クラブ 織り居りサロン
機織り作業等を実施し、高齢者が気軽に集まることができる場所をつくります。また、ものづくり体験を
通じて、生き生きとした高齢者の増加を目指します。①機織りや染色の研修の実施②サロンを開設し機織
りによる作品づくり体験③出張機織り体験会の実施

80
オバラ＜あかりの華＞プ
ロジェクト

軽トラあんどん オバラ＜あかりの華＞パレード
「あかりの華パレード」を開催します。光のパレードが小原をひとつに結び、地域の魅力と団結力を高
め、郷土への愛着を喚起します。①あんどん製作の参加者募集（子ども部門を新たに実施）②あんどんパ
レードの開催（８月）③パレードを盛り上げるための取り組み実施 ③コンテストの実施

81 里山 和 地域でやろう!環境改善事業
矢作川周辺の環境を整備して水害対策を行います。また、竹・支障木の除伐やビオトープの維持管理を通
じて有害獣対策のための緩衝帯を整備します。①市道沿いの緑化、支障木除去②緩衝帯や自然水路の整備
③水源地の認識と水環境保全のＰＲ活動

82 城山元気会 城山住民元気アップ事業
脳トレーニングや筋力トレーニング等を行い、高齢者を始めとした住民の健康寿命を延ばし、心身共に元
気な高齢者の増加を目指します。①集会所にて脳トレ、筋力トレーニング等の実施 ②ヘルサポ、健康づく
りリーダー等の出前講座の実施③四季の自然を鑑賞するウォーキング会の開催

83 チャレンジ大平 みんなで楽しく運動をして健康寿命を延ばそう!

認知症予防体操やレクリエーションスポーツ等を取り入れた運動を楽しみ、また、運動の効果を検証する
ために血圧や体組成測定を行い、地域住民の安心・安全な暮らしを目指します。①「よってカフェ」開催
時に認知症予防や筋力低下防止の運動を行う②効果を把握するため、血圧測定や体組成計でのデータ数値
目標を立てる③ボッチャやベリーダンスを取り入れた運動の実施

84 小原観光協会 小原地区の観光事業
小原地区の観光資源の開発並びに観光施設、観光事業の紹介及び宣伝を行い、観光客の誘致を図っていき
ます。 ①小原四季桜まつりの企画・運営 ②小原四季桜愛護会の企画・運営
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85 小原軽トラック市 軽トラック市の開催
小原軽トラック市の開催。 月例開催、定例開催（毎週金・土・日曜日開催）、小原地区外へのイベントに
参加（移動販売）、収穫した野菜の一部を「小原寮＆さくや」様へ寄付

86
おばら米ブランド化研究
会

地域米のブランド化の研究 小原のお米をブランド化するための研究を行っています。

87
おばらマルシェ実行委員
会

おばらマルシェの開催

小原の農産物、和紙、四季桜などの地域資源を有効活用したおばらマルシェを開催しています。小原の地
域性を生かし、小原や小原に関わりのある人や物の情報をお届けし、作り手から使い手へ直接ものづくり
の心を伝え、地域とのつながりを大切にし、みんなでマルシェを作り上げます。地域経済の活性化と農業
経営の持続化につなげていきます。

88 三江 正躬 東加茂猟友会⾧
地区猟友会の代表として有害鳥獣の駆除に取り組み、農林業を中心にした産業振興・地域振興に携わる活
動を継続的に行っています。

89
小田木人形座（代表者:
山田 良稲）

「小田木人形浄瑠璃」復活事業
途絶えてしまった地域に伝わる人形浄瑠璃の復活に向けて、浄瑠璃の研鑽、練習を行い、適宜、地域イベ
ント等での披露を行っている。

90 松井 徹 氷瀑の制作
来訪者が減る冬期の目玉として、大きな氷瀑の制作を続けています。寒さ厳しい12月～2月にかけて、水
の管理を行い、夜間はライトアップを行う取組を体を張って行っています。

91 宮下工房 中当豆腐の生産・販売
市内産の大豆を使って、稲武地区中当町にある工房でおいしい豆腐を作り、道の駅で販売。また、訪問販
売も行い、高齢者の見守りを含めた活動を精力的に行っています。

92
いなぶ観光やな開設実行
委員会（代表者:鈴木健
氏）

おいでん・やなの運営
おいでん・やなを開設し、３年営業を続け、観光振興・産業振興の取組を進めている。また、道の駅どん
ぐりの里いなぶ内に「おいでん・やな２号店」を平成30年8月に開店した。

93 WELIVE WELIVE
WELOVEとよたスペシャルサポーターズのうたれんが中心となり、定期的（毎週月曜日夜）にとよたの魅
力を発信するインターネット番組を配信中。

94 豊田市地球市民会議 WELOVEとよたサポーターズ

豊田市内に住む様々な国籍の人が集まった市民会議。豊田市が、住む人、訪れる人、国籍を問わず誰に
とっても優しく魅力あふれるまちになることを目指して活動しています。具体的な活動としては、いろい
ろな国の視点から市政に対して意見や提案を述べたり、外国人の困りごとについて話しあったりしていま
す。また、豊田市の様々な魅力を、SNSを通じて外国語で発信しています。

95 明川活性化プロジェクト 「しだれ桃」でふる里づくり事業 地域住民が一緒になって植栽整備をし、「しだれ桃」が咲きほこる豊かな農村景観を創出する。

96 東大島ふるさと考 梅林寺跡地、桜ケ丘の景観維持、小学校通学路の環境維持 梅林寺、桜ケ丘の景観維持や、小学生が安全に登校できるように草刈等の環境整備を行っている。

97 正三の里を育む会 正三の里を育む会
江戸時代初期の三河武士から出家し、曹洞宗の僧侶・仮名草子作家であった鈴木正三の史跡整備（正三公
園）と、地元に愛着を持つ次世代の人材育成に取り組んでいます。
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98
萩野将来計画策定プロ
ジェクトチーム

萩野将来計画策定事業
人口減少している萩野学区の将来を考え、地域としていかに動いていくか「萩野学区居住推進計画（仮
称）」を策定します。

99 五反田棒の手保存会 五反田棒の手の伝承と地域づくり
愛知県無形文化財「棒の手（鎌田流）」を後世に伝えるため小中高校生へ始動、イベント等への参加、五
反田地区への定住促進を棒の手を通してPRしている

100 阿摺川の清流を愛する会 住民みんなが憩える阿摺川作り
阿摺川上流の清流と周辺環境維持、整備、アユ、アマゴの放流や子どもたちと「川遊びの会」を実施して
清流維持の意識を高めている

101 農村舞台寶榮座協議会 農村舞台寶榮座を生かした文化による地域づくり事業
集落の再興を図るため「農村舞台寶榮座」を修復し、文化資源として活用「文化芸術村」として地域を再
生していく

102 きぼうし会 足助地区塩の道緑の景観づくり事業
足助地区塩の道緑の景観づくりとして、中馬街道に統一した植物の鉢植え（きぼうし）を配置する活動を
しています。

103 矢作新報 豊田市の情報を紹介する新聞
豊田市の情報を紹介する新聞。豊田市内の様々なＷＥ ＬＯＶＥ とよたな取り組みを、地元紙ならではの視
点で取材し発信しています。

104 新三河タイムス 豊田市の情報を紹介する新聞
豊田市の情報を紹介する新聞。豊田市内の様々なＷＥ ＬＯＶＥ とよたな取り組みを、地元紙ならではの視
点で取材し発信しています。

105 耕Life編集部 豊田市の情報を紹介するフリーペーパー
豊田市の情報を紹介するフリーペーパー。豊田市内の様々なＷＥ ＬＯＶＥ とよたな取り組みを、地元フ
リーペーパーならではの視点で取材し発信しています。

106 ひまわりネットワーク 豊田市の情報を紹介するテレビ局
豊田市の情報を紹介するテレビ局。豊田市内の様々なＷＥ ＬＯＶＥ とよたな取り組みを、地元メディアな
らではの詳しい取材で発信しています。

107 FMとよた 豊田市の情報を紹介するラジオ局
豊田市の情報を紹介するラジオ局。豊田市内の様々なＷＥ ＬＯＶＥ とよたな取り組みを、地元メディアな
らではの詳しい取材で発信している。

108 ぶらりん 豊田市の情報を紹介するフリーペーパー
豊田市の情報を紹介するフリーペーパー。豊田市内の様々なＷＥ ＬＯＶＥ とよたな取り組みを、地元フ
リーペーパーならではの視点で取材し発信しています。

109 とよたぁーの 豊田市の情報を紹介するフリーペーパー
豊田市の情報を紹介するフリーペーパー。豊田市内の様々なＷＥ ＬＯＶＥ とよたな取り組みを、地元フ
リーペーパーならではの視点で取材し発信しています。

110 Pipo 豊田市の情報を紹介するフリーペーパー
豊田市の情報を紹介するフリーペーパー。豊田市内の様々なＷＥ ＬＯＶＥ とよたな取り組みを、地元フ
リーペーパーならではの視点で取材し発信しています。

111 豊田市猟友会 鳥獣害対策
農山村の鳥獣害対策に無くてはならない存在。また熊の目撃があった際に見回りをするなど、市民生活の
安全・安心にも大きな役割を果たしています。
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112
豊田市棒の手保存会（柴
田和則会⾧）

伝統芸能「棒の手」の継承
市内各地域にある棒の手保存会を統括。横のつながりを持つことで各保存会の継承意識が高まっていま
す。また、県指定の無形文化財である棒の手を、国指定に格上げする目標を掲げ、国内外への遠征活動に
も力を入れています。


