
№ 個人または団体名 活動の概要 活動内容 主な活動場所

1 愛石クラブとよた
日本古来の自然石文化の普及と、保存、研究、実
践活動で文化伝承

会員所蔵の銘石を展示し、伝統文化を普及。若い世代、女性、子供向けに、小さい
石の展示会を開催。

とよた市民活動センター、つどいの丘、カバハウス

2 Active People
親子で楽しめるイベントやウォークラリー、ゲー
ムの企画

親子で楽しめるマルシェ＆ステージイベントを企画。イベントでウォークラリー、
ゲームブースを設け会場全体を楽しんでもらえる工夫をしています。

豊田青少年センター、市民活動センターほか

3 Azuly
豊田市近郊のイベント、介護ホーム、敬老会など
で演奏活動

2004年、地元のイベントを盛り上げようと立ち上がったバンドグループ。名前の
由来は、メンバーが旧阿摺村地区に住んでいることから、昔を想い受け継ごうと
Azulyと名づけました。昭和歌謡～子供向けアニメソングまで幅広く《聴いていた
だける方とともに音楽を楽しむ》ことを主観にしています。

足助地区

4 あそびとくらしとまなびの家 ちゃぽっと
誰もが集いつながれ、人も資源も循環する家を目
指しています。

「あそびとくらしとまなびの家ちゃぽっと」は、あそこに行けば誰かに会える家。
参加者と一緒に昼食を作って食べることを軸に赤ちゃんから高齢者までどなたでも
大歓迎。多世代でのつながりを通して地域での暮らしが豊かになりますように!

あそびとくらしとまなびの家ちゃぽっと

5 イルチブレインヨガ豊田スタジオ
地域貢献グループ「豊田happy brain CLUB」を
2012年に発足。豊田市交流館などで活動をして
います。

豊田市で15年間、地域市民の共生ムーブメントをコンセプトに、体と心と脳のバ
ランス回復トレーニングをしています。

交流館

6 X－bamboo 河畔の竹林整備で伐採した竹の有効活用
竹林整備活動や親子が楽しめる竹製品製作、竹のおもちゃづくりを通した竹の有効
活用を実施しています。

矢作川河畔

7 ＮＰＯ法人アニマル体操クラブ 体操教室
親子体操、幼児、小学生体操教室、競技クラス、シニア健康体操、ヨガＧＹＭボー
ル教室等を行っています。

スポーツハウスアニマル、スカイホール他

8 己書わっしょい道場
豊田市内で己書の普及活動、己書幸座(＝講座)や
己書作品展

親子3人とも日本己書道場の師範で、己書の普及活動をしています。手描き文化が
薄れ、デジタルが主流の現代に、手描きの楽しさや温かさ、自分の世界観を表現す
る楽しさを、毎月豊田市内で己書幸座開催や不定期の作品展示でお伝えしていま
す。

豊田市内6カ所の交流館、飲食店、区民会館など

9 おひさま 演奏活動
音楽好きの仲間が集まり、豊田市の山里や社会問題を替え歌で歌ったり、子供向け
の曲の演奏など、聞いている人達がホッコリと癒される演奏活動をしています。

さまざまなイベント

10 オフィスJAPANトレニア 社会貢献 雑誌を無駄にしないよう、様々な物にリサイクルしています。 豊田市内

11 親子コミュケの会
孤育てが少しでもなくなるように子育て講座・交
流・外出情報発信

SNS・WEBを通じて子育て世代が子育て情報を受け取り安くし、子育てに理解あ
る人を増やし自ら主体となって行動できる人や場つなぎを目指し活動をしていま
す。

とよた市民活動センター、豊田健康生活センター
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12 キッズプランナー
子育てが楽しくなるよう、親子に寄り添い活動を
しています。

子育て親子向けイベントの企画開催や子育て支援施設「柳川瀬子どもつどいの広
場」の運営、小学生の居場所づくりを行っています。

上郷交流館・柳川瀬子どもつどいの広場・畝部小学
校

13 黒木 雅也 ゆめぱレット 豊田市内で障がい者スポーツを広める活動
豊田市の市民活動団体ゆめぱレットにて軽スポーツ講座を開催。自身が軽度の知的
障がい者でありながら、市民活動に自主的に取り組んでいます。

とよた市民活動センター

14 COPAIN 豊田おいでんまつりに参加している踊り連 浄水地区の子供たちとお母さんで元気に踊るおいでん踊り連です! 浄水、豊田市全域

15 白浜公園parkrun 白浜公園parkrun
毎週土曜日の朝に5キロのコースをウォーキング・ジョギング・ランニング、ボラ
ンティアとして参加できる無料の交流イベントを開催しています。

白浜公園

16 自立生活センター十彩
ごちゃまぜ運動会～インクルーシブ社会ってなぁ
に?～

多様な人たちが自分らしく生きていく社会（インクルーシブ社会）を目指して、障
害のある方の自立支援、権利擁護、地域の方たちに向けた啓発活動を行っている障
害者団体です。一人ひとり「ちがい」があることが当たり前だと感じられるような
社会になってほしいと思ってこの活動を続けています。

とよた市民活動センター

17 STUDIO Shine
SHINE DANCE/SHINE otona dance (ダンスス
クール)

KIDSから大人までどなたでも元気に楽しくダンスが習えるスクールを運営。初心
者でも始めやすく、ダンスの楽しさを広めています。また、「あそべるとよた」の
広場などを活用したイベントも開催!

STUDIO Shine(豊田市松ヶ枝町)

18 スマイルキャッチ
普段子どもが経験できないようなことを出来るよ
うな活動をしています

子ども向けのイベントの企画やボランティアをしています。 豊田市（特に上郷地区）

19 だがし屋きのこ 子どもの居場所づくり、フードバンク
豊田市十塚町にフードバンクを作りました。その一角で、だがし屋きのこをやって
います。今の子ども達にも、だがし屋を楽しんで欲しい、子どもの居場所を作りた
いという思いでだがし屋きのこを立ち上げました。

だがし屋きのこ

20 高住 彰浩
地元豊田で愛され続けてきた鞍ケ池公園を、全国
で愛される公園へ

昨年春にリニューアルオープンした鞍ケ池公園を、大空を飛ぶ鳥目線で描きまし
た。この巨大な鞍ケ池公園鳥瞰図が公園を飛びだし、『移動鞍ケ池公園』として鞍
ケ池公園の素晴らしさを広め、日本一の豊田の公園を目指します!

FIELDSTYLE JAMBOREE 2022、とよた産業フェス
タ2022

21 チームおいでん
マイタウンおいでん「エコフルタウンおいでんま
つり」開催

豊田おいでんまつりや踊りのPR活動、マイタウンおいでん「エコフルタウンおい
でんまつり」を開催!

豊田市全域
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22 TCOC
トヨタ社員およびOBなどクラシックカー好きが
集まる約40名程度の団体です。

トヨタ社員およびOBなどクラシックカー好きが集まる約40名程度の団体です。豊
田市内の地域のイベントなどでメンバー所有のクラシックカー展示などを通じて、
来場者との交流を図り、地域の活性化と自動車文化の醸成、クルマを通した楽しい
まちづくりに微力ながら協力しています。

豊田市内

23 とよた衣の里プロジェクト
養蚕・日本の伝統文化、「豊田市民の誓い」の継
承

桑畑の管理・拡大や養蚕（卵から飼育し桑畑の拡大や量産する蚕室づくりなど）を
行い、養蚕文化の継承を行っています。

豊田市小原トレーニングセンター近くの桑畑

24 豊田市互助会ロープレスキュー部（TKC）
ロープを使った木登り体験や高い所から降りる技
術の紹介

ロープを使った高い所での活動や重量物を持ち上げるための技術を学ぶ有志の自主
研究サークルです。

豊田スタジアム

25 豊田市自然愛護協会
市内の貴重な動植物や湿地の保全と愛護・自然愛
護思想の啓発

湿地の巡視と保全活動や豊田市指定天然記念物ウシモツゴ繁殖池の巡視活動等、市
内の貴重な動植物や自然愛護の活動を行っています。

各湿地、自然観察の森ネイチャーセンターなど

26 とよた下町おかみさん会 豊田市駅周辺のクリーンアップ活動
毎月第１金曜日の朝に実施している豊田市駅周辺のごみ拾い、吸い殻拾いのクリー
ンアップ活動を中心に、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」を考えています。

豊田市駅周辺

27 トヨタ自動車 PBベース 車いす旅気分♪の実施
小学生向けの夏休みイベント、企業プロボノ研修、福祉施設などに出展し、少し無
機質な福祉車両をデコレーションすることで、身近に感じてもらう活動を行ってい
ます。

愛知県内

28 豊田市民 陣中太鼓連盟
和太鼓の演奏技術の継承による地域貢献と仲間作
り

和太鼓を通じた地域貢献と仲間づくり。 崇化館交流館

29 とよたミュージックケアの会
音楽活動プログラムで、心身の健康作りをサポー
トしています

豊田市のシニアの方々を対象に、音楽を使った健康体操講座や歌声ひろばを開催。
住み慣れた町で元気に暮らしていけるよう、健康⾧寿を目指しています!年齢、性
別、障がいのある無し関係なく、太鼓(リズム)を使った活動で、コミュニケーショ
ンを促進しています。

とよた市民活動センター、豊田市内の学校、施設等

30 ドローンチームNadeshiko ドローンを使って介護予防をしています
毎月1回、高齢者の方を対象にドローンの操縦や安全について教えたりしていま
す。

市民活動センター、デイサービス施設

31 永谷 永一
バルーンアートやシャボン玉での子どもたちとの
交流や子育て支援

バルーンを使って子育て中の親子にバルーンアートのワークショップを行ったり、
家庭では体験できないような様々な大きさのシャボン玉の親子向けイベントを行っ
たりしています。

子育て支援センター、こども園、交流館など

32 名古屋学院大学濱ゼミNonsense Sentence 名古屋マーケティングインカレ 豊田市でタバコのポイ捨てを減少させる活動をしています。 豊田市
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33 NEGAPOSI FILM
自分の足元でみずから映画をつくることで、様々
な才能をつなぎ、クリエーティブな土壌をつくる
全国でも例を見ない「地産地創」の映画祭!

とよたいかんぬ映画祭やとよたおいでん映画祭の開催により、様々な才能をつな
ぎ、クリエーティブな土壌づくり「地産地創」の取組を行っています。

市民活動センター

34 農家の井手さん
「みんなを笑顔に」をモットーに、農業やイベン
トを企画し地域の魅力を発信している

新たな豊田の魅力作りとして蕎麦を栽培。また蕎麦打ち体験や地域活性化に繋げる
サーカスイベントやマルシェを企画しています。

足助地区

35 Heart Beats 豊田おいでんまつりに参加している踊り連
豊田市内の10～60代の幅広いメンバーで助け合いながら楽しく踊っているおいで
ん踊り連。2022年、第54回ではおいでん総踊りを初受賞しました!

崇化館交流館、豊田市全域

36 バイオクラブ すいじん 水無瀬川のユートピアプロジェクト
水無瀬川の水質の清流化や散策道の景観アップ活動、川遊びできる川に変身させる
ための活動など、水無瀬川をユートピア（理想郷）にするための活動を行っていま
す。

井郷中学校横水無瀬川 井郷橋～水無川橋

37 はらぺこ音楽隊
参加型の演奏で人や地域がつながることを目指し
て活動しています。

子育て支援センターや交流館、子育てサークルのイベント、こども園行事などから
の演奏依頼にお応えし、演奏活動を豊田市全域で行っています。

豊田市全域

38 バルーンアート キュート12
バルーン（風船）を用いて、子どもたちや高齢者
とのふれあいを楽しむ

子どもたちや高齢者とふれあいながらバルーンアートワークショップをしたり、バ
ルーンで各種イベント会場のデコレーションをしています。

交流館、こども園、子育て支援センター、各種イベ
ント会場

39 バルーンスタジオ夢輝(ダンディふくちゃん) とよたアーティストコレクション
豊田市で活動する大道芸人・アーティストを中心に中部地区の演者をキャスティン
グ。多種多様なジャンルのステージを持続的に発信しています。

豊田市全域

40 BYBS非認知能力育児コーチング
豊田市ママに家庭内で子供の非認知能力を育む環
境作りのサポート

非認知能力を育むワークショップやお話会などを開催しています。女性が、ママ
が、子どもが人生を切り開いていけるチカラを、非認知能力に格差はない!をモッ
トーに広めています。

豊田市全域

41 ビジネスホテルこさなぎ
地域コミュニティ活性化、健康のための食事や
フィットネスの運営。

創業42年のビジネスホテルです。地域の方達にも使いやすくしようと、地域密着
ホテルへの挑戦をしています。フィットネスクラブを整備し、近隣住民向けに解放
したり、レストランで地域の方達のコミュニケーションの場を作っています。

ビジネスホテルこさなぎ

42 ぷらっと
「ぷらっとフェスタ」「ぷらっとカフェ」の主催
や豊田市内のイベントへの参加

「年齢、性別、障害の有無など関係なく、人と人が出会い、つながるきっかけをつ
くりたい!」そんな想いでそれぞれ違う色（個性）の"つなぎ"を着て活動していま
す。

豊田市全域

43 ふわほっぺ 豊田おいでんまつりに参加している踊り連です。
「ふわほっぺ」は今はなき保育ママ施設の名前です。仲間とふれあい、人の輪を大
切にし、ほっとするあたたかいおいでん踊り連です!

美里交流館、豊田市全域
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44 防犯食劇割烹着レンジャー 防犯交通安全啓発劇、豊田昔話朗読
割烹着(豊田を包む衣の意味)を着て、回覧板を持って啓発劇や朗読劇をしていま
す。

豊田市全域

45 めっちゃいなぶ!DSI 豊田おいでんまつりに参加している踊り連です。
豊田市の稲武地区の住民やメンバーで和気あいあいとおいでんを踊っている踊り連
です!

稲武、豊田市全域

46 （一社）モビリティ・ビレッジ＆愛菜農園 あさひ元気野菜プロジェクト

モビリティビレッジ、愛菜農園の2団体が協力して進めているプロジェクトです。
自分たちで野菜、果物の栽培を行い適宜産直市への出荷を行っています。旭地区の
住民と交流し、週に一度、旭地区で採れた野菜を集荷運搬し、やまのぶ産直市への
出荷を行っています。

豊田市旭地区

47 家下川リバーキーパーズ
上郷地区を流れる家下川での川遊びイベントや川
づくり活動

家下川探検隊／矢作川探検隊親子向けイベントの開催や家下川の環境保全等の川づ
くり活動を実施しています。

家下川、矢作川、上郷地区を流れる水路・用水

48 矢作川感謝祭 矢作川感謝祭の開催と矢作川流域の魅力発信 矢作川感謝祭を開催しています。 千石公園（豊田大橋下）

49 矢作川水族館
川遊びイベントや移動水族館などを通し、矢作川
の大切さを伝える

川遊びイベント開催やまちなかイベントでの移動水族館出展等、矢作川の大切さを
伝える活動を行っています。

矢作川流域、支流 豊田市内各種イベント会場

50 矢作川を愉快に下る会 矢作川を愉快に下る会の開催 矢作川を愉快に下る会の開催や竹林整備ボランティアを実施しています。 矢作川（越戸公園～白浜公園）

51 有志団体Burupon
足助地区を拠点にした市内住民が主体となった地
域活性化の活動

現地の方にお米や野菜作り、里山体験のノウハウを教えてもらいながら一緒になっ
て活性化に挑戦中です!豊田市産材を活用した創作活動や子ども向けのワーク
ショップも企画しています。

足助地区新盛町すげの里周辺、ものづくり創造拠点
SENTAN

52 ゆうびの里
森林保全と森林産物や間伐材を使った万華鏡や知
育ブロック作り

廃材や森林産物、小原和紙を入れて作る万華鏡キットの製作やオリジナル製品を
使った森林保全に繋げる自然保護教育講座の開催、児童養護施設へ竹製品の寄贈や
万華鏡工作等のイベントを開催しています。

豊田市全域

53 ULYSIS 豊田おいでんまつりに参加している踊り連です。
ユリシスは幸せを運ぶ青い蝶から名付けています。手作りの青い衣装を身にまと
い、見ている人が一緒に踊り出したくなるくらい、とびっきりの笑顔でおいでんを
踊る踊り連です!

青少年センター、豊田市全域

54 ゆるっと♡ほけんしつ 夢カフェ
専門職が思春期世代の体と心を大切に守る、寄り
添う居場所

月に一度土曜日午後、とよしばや中央図書館で開催。産婦人科医、保健師、看護
師、養護教諭等の専門職が病院へ行くほどでもないちょっと聞いてみたい「自分の
こと」例えば生理の困りごと、貧血、便秘、ダイエット、避妊等の相談に無料で寄
り添います。応援する大人がいる安心感、顔の見える支援に取り組んでいます。

とよしば、t-FACE 他



№ 個人または団体名 活動の概要 活動内容 主な活動場所

55 要約筆記きこえのサークルダンボ
聞こえにくい人のおしゃべり会。
要約筆記入門講座

要約筆記に関することや中途失聴者・難聴者の問題、社会参加への情報交換等を
行っています。

豊田市福祉センター、豊田市民活動センター

56 Rosemary音楽教室 いきいき大人のピアノ教室
多世代にわたる音楽教室です。シニアに特化したいきいき大人のピアノ教室はオリ
ジナルのミュージック脳トレを取り入れたユニークなレッスン手法で楽しんでも
らってます。

Rosemary音楽教室

57 （株）ワイズ＆（一社）モビリティ・ビレッジ あさひ＆とよたハラペーニョプロジェクト

旭地区に住む方たちと地区を応援する人たちが一緒になり、「ハラペーニョ栽培と
その加工品で地域を元気にしたい!」という思いで、旭ハラペーニョプロジェクト
をスタートしました。その過程で旭地区の住民・団体と地区外の参加者が一緒に活
動することにより地域全体の共助や交流拡大に寄与します。

豊田市旭地区

58 和太鼓衆 火ノ丸
演奏を観て、聞いて、太鼓を叩いて、触れて感動
の残る活動

毎週日曜日に元気一杯和太鼓の練習をしており、和太鼓を通してのまちづくりや子
どもの健全育成、芸能文化にふれることを目的に日々活動中!

浄水交流館２階 音楽室


