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今号の特集は交通事故が多い12月に合わ
せ、テーマを選定。12月の交通事故の特
徴を調べると、薄暗くなってきた夕方に
自動車と歩行者の間で起こる事故が多い
ようである。私も普段から安全運転を心
掛けているが、この季節はより一層気を
引き締めて、夕方から早めのライト点灯
をするなど、気持ちにゆとりを持った運
転を意識したい。市制施行70周年を迎え、
市内で様々な取組が行われた今年もあと
１か月。慌ただしい師走であるが、新年
を笑顔で迎えられるように少し余裕を持
って過ごしたい。　　　　　　　　（雅）
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　豊田市の冬の風物詩、豊田マラソン大会。これまでに
開催した40回すべてに、競技部門（10キロ㍍）で出場した
人は６人。そのうちの最高齢者が阿南高喜さんです。
　阿南さんは大分県に生まれ、高校卒業を機に豊田市へ
転入。自動車メーカーに就職しました。高校の陸上部で
行っていた長距離走は、豊田市に来てからも仕事の傍ら
で続けていました。そんな折に、広報とよたの紙面で見
つけた第１回豊田マラソン大会開催の記事。これは面白
そうだと大会にエントリーしました。しかし入賞を目指
して参加したものの、自身が期待するような結果ではあ
りませんでした。その一方で、「大勢の人と一緒に走るこ
とのできる喜びや、普段走ることができない道路を思い
切り走れることの感動があった」といいます。悔しさと

神池町在住の77歳。大分県出
身。好きな食べ物は、マラソ
ンの後に食べるおしるこ。

豊田マラソン大会全40回走者

さん阿南 高喜
あなん たかき

前回よりも今回
毎年タイムが縮まるのが楽しくて

楽しさから、次の年からも出場することに。「入賞するこ
ともあれば、しないこともありました。でも、自分のタ
イムが昨年より５分でも縮まるようにと思って臨んでい
ましたし、そうなるのが嬉しくて毎年参加しました。私
にとって、豊田マラソン大会は１年の区切り。正月を迎
えるようなものでした。おかげで病気にかかることはな
く、ずっと健康。ランニング仲間も増えました」。
　阿南さんは、令和元年の40回大会で体力の衰えを感じ
たため、マラソン大会への参加に終止符を打ちました。
しかし、毎日朝夕のジョギングは欠かさず行っていて
「もしまた、思うように走れるようになったら、やっぱ
りもう一度、豊田マラソン大会で走りた
い」と語ります。昨日よりも今日。阿南さ
んは今日も走り続けます。

動画はコチラ

ピックアップとよた　新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に関するお知らせほ
か

※新型コロナウイルスの影響により、令和２年の豊田マ
ラソン大会は中止になり、今年は代替として「とよたエ
ールマラソン2021ザ・チャレンジ」を開催します



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

特集特集

　豊田市では、歩行者が犠牲となる事故が多く発生しています。そのため「ドライバーが歩行者を守
る」ことはもちろんのこと、「歩行者自身が命を守る」行動も重要です。今回の特集では、歩行者を交
通事故から守るための市の取組や新たに策定された交通安全計画について紹介します。
　12月は１年の中でも、交通事故が発生しやすい月です。一人一人が交通安全についての意識を高め、
事故のない豊田市をつくりましょう。

道路交通法第38条第１項（抜粋）
　車両等は、横断歩道等によりその進
路の前方を横断し、又は横断しようと
する歩行者等があるときは、当該横断
歩道等の直前で一時停止し、かつ、そ
の通行を妨げないようにしなければな
らない。

横断歩道は歩行者優先横断歩道は歩行者優先 歩行者の死亡事故が最多歩行者の死亡事故が最多

　９月に実施したアンケートでは、このルー
ルについて、ほとんどの人が「知っている」と
回答しました。しかし、市内２か所の横断歩
道で行った調査（市交通安全市民会議令和２
年調査）では、一時停止率は約７割と、まだ
まだルールが徹底されていないのが現状です。

　平成28年～令和２年の５年間で発生した交
通死亡事故により、亡くなった72人中27人が

「歩行者」でした。また、横断歩道上での事故
も発生しており、横断歩道での一時停止のル
ールが守られなかったことによって、犠牲と
なった人もいます。
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知っていますか？

市の交通安全対策市の交通安全対策
　歩行者を交通事故から守るために行っている市の取組を紹介します。

とまってくれてありがとう運動 歩行者保護モデルカー活動

押しボタン式横断者明示標識の設置キッズゾーン、ゾーン30の整備

　市内の子どもたちを中心に「とまってくれてあ
りがとう運動」を広めています。この運動は、歩
行者が横断歩道を渡るとき、歩行者とドライバー
がアイコンタクトを行い、一時停止したドライバ
ーに対して、「ありがとう」と感謝を伝えるもので
す。この運動を通じて、歩行者は、安全確認した
上で横断する習慣
をつけ、ドライバ
ーには、歩行者保
護の意識を高めて
もらうことを目指
しています。

　園児の通園や散歩などの安全を確保するため、
一部のこども園付近の道路を「キッズゾーン」に設
定しています。路面表示などにより、ドライバー
へ園児が通る道であることの注意喚起を行ってい
ます。また、県公安委員会がキッズゾーンを含む
地区一帯を最高速
度時速30キロ㍍に
規制する「ゾ―ン
30」を実施するこ
とで、キッズゾー
ンの効果を高めて
います。

　歩行者がボタンを押すとＬＥＤ灯が点滅する
「押しボタン式横断者明示標識」を設置しています。
これは、ドライバーに対し横断する意思を強く示
し、横断歩道手前での停止を促すものです。信号
機のない横断歩道の両端に設置し、双方向のドラ
イバーに対して歩行者の存在を知らせます。11月
時点で、市内７か
所（四郷町、山之
手、宮上町、若宮
町、駒場町、宝来
町、志賀町）に設
置しています。

横断歩道は歩行者優先です！
歩行者を交通事故から守る
特集特集

交通安全教育の現場から
　交通安全学習センターで学ぶ子どもたちに対して、まずは横断前に「止ま
る」、次に「よく見る・よく聞く」、危なければ「待つ」ことを伝えています。そ
して、自動車が確実に停まったことを確認してから、感謝の気持ちを伝える
ことの大切さなども併せて話をしています。ただし、子どもだけで交通安全
行動を実践するのは難しいので、子どもが自分で考え、判断できるように、
保護者の声掛けが必要です。運転中や歩行中の大人の模範的な行動こそが、
子どもにとって最も効果的な教育につながると思います。

交通安全学習センター
伊藤 嘉康 センター長

いとう よしやす

　「歩行者保護モデルカー活動」は、「速度遵守」
「ハイビームの活用」「歩行者優先」の３つを重点項
目とし、委嘱された事業所が、自社の車両にステ
ッカーを貼り、安全運転のけん引役を担う活動で
す。市民にもステッカーを配布し、活動に参画し
てもらうことで、ドライバー一人一人の行動変容
を促します。

事業者用
ステッカー

市民用
ステッカー
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　豊田市域における陸上交通の安全に関する、総合的で長期的な施策をまとめた「第11次豊田市交通
安全計画」を策定しました。

第10次豊田市交通安全計画（平成28～令和２年度）の評価第10次豊田市交通安全計画（平成28～令和２年度）の評価

第11次豊田市交通安全計画第11次豊田市交通安全計画 ができましたができました

　「令和２年までに交通事故死傷者数を1,700人以下とする」という
目標は達成できましたが、死者数については減少につながりませ
んでした。
　また、亡くなった人のうち高齢者や歩行者の割合が高く、自転
車や二輪車に乗っていた人も一定数見られました。

死傷者数

死者数

基準年
（H27）

評価年
（R２） 目標数値

2,392人

13人

1,266人

16人

1,700人以下

－

第11次豊田市交通安全計画の基本構想第11次豊田市交通安全計画の基本構想
基本理念 交通事故ゼロの豊田市を目指して
目　標 令和７年までに「交通事故死傷者数を1,000人以下とする」

　以下の８つの視点と３つの柱で構築し、重大事故を防ぐための取組を着実に進めてい
くとともに、有効性が見込まれる新たな交通安全対策に取り組んでいきます。

①高齢者及び子どもの安全確保
②歩行者、自転車利用者及び二輪車運転者の安全対策
③生活道路における安全確保　
④先端技術の活用推進　

①高齢者及び子どもの安全確保
②歩行者、自転車利用者及び二輪車運転者の安全対策
③生活道路における安全確保　
④先端技術の活用推進　

Ⅰ　道路交通環境の整備　　  Ⅱ　交通安全思想の普及徹底  　　Ⅲ　先端技術の活用及び調査研究の充実Ⅰ　道路交通環境の整備　　  Ⅱ　交通安全思想の普及徹底  　　Ⅲ　先端技術の活用及び調査研究の充実

交通安全対策を考える８つの視点

講じようとする対策３つの柱

主な掲載事業主な掲載事業
・ゾーン30の整備、ゾーン30と併せたキッズゾーンの整備、押しボタン式横断者明示標識の導入
・交通安全学習センターにおける段階的で体系的な交通安全教育の実施
・とまってくれてありがとう運動などの取組による歩行者保護の徹底
・自転車安全利用講習会の開催、自転車用ヘルメットの購入補助による着用促進
・二輪車運転者に向けた安全利用推進の強化
・スマートポール等新たな技術の実装に向けた実証の推進
・ビッグデータ、ドライブレコーダーデータ、ヒヤリハットデータを活用した交通事故対策の実施

とよた事故削減スマートプランとよた事故削減スマートプランができましたができました
計画期間 令和３～７年度

　「第11次豊田市交通安全計画」の策定に合わせて、交通事故が多発する箇所の事故削減を図るため
「とよた事故削減スマートプラン」を策定しました。国土交通省、愛知県、警察などと連携しながら、
国道、県道、市道の交通事故対策を進めていきます。

とよた事故削減あんしんプラン2020（平成28～令和２年度）の評価とよた事故削減あんしんプラン2020（平成28～令和２年度）の評価
　「とよた事故削減あんしんプラン2020」に基づき対策を実施した箇所では、対策前に比べて、着目し
た事故類型の事故（追突事故や横断中事故など）が約８割減少しました。また、対策前後の調査で、走行
速度の低下や、運転挙動が改善されたことが確認できました。

とよた事故削減スマートプランの取組とよた事故削減スマートプランの取組

対策のイメージ１１
　効果的で即効性のある基本
対策と事故の特性や現地状況
を踏まえた対策を行います。

対策箇所マップ２２
　死亡・重傷事故につながる事故などが多発している箇所（市内49か所）を中心に事故対策を推進し
ていきます。道路を利用する皆さんも注意して通行してください。

マップ２

マップ３

マップ１

●問合せ　建設企画課（☎34・6682 FAX31・3540 ✉kensetsukikaku@city.toyota.aichi.jp）●問合せ　建設企画課（☎34・6682 FAX31・3540 ✉kensetsukikaku@city.toyota.aichi.jp）

　　　パブリックコメントの結果公表
　計画の策定にあたり、パブリックコメントを実施しました。寄せられた意見の要旨と市の考え方
などは、12月15日（水）～来年１月31日（月）に交通安全防犯課、市政情報コーナー、各支所・出張所、
各交流館、市ホームページで閲覧できます。

意見募集期間／９月１日～30日　　意見数／62通、95件

右
折
事
故
対
策

基本対策 事故特性などを踏まえた対策
右折導流線・停止指導線

エスコートライン

注意喚起看板（大型文字）

高齢者の事故が多い

高視認性の路面表示

夜間の事故が多い
＋

計画期間 令和３～７年度

前計画
前計画

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

豊田市全図

❶喜多町４丁目※
❷下市場町５丁目※
❸梅坪町１丁目※
❹貝津町下川原
❺渡刈町上郷中
❻福受町山王前
❼浄水町南平
❽鴛鴨町小畔屋敷
❾三軒町７丁目
福受町山王前※
西三河車検場北※
朝日町６丁目※
トヨタ町南※
挙母町４丁目※
若林東町棚田※
東梅坪町８丁目※
曙町※
山之手小学校南東※
加茂川橋西※
上郷町１丁目※
平成記念橋北※
梅坪町９丁目※
足助記念橋北※
岩神町仲田
駒新町坂上

対策箇所一覧（※は交差点名称）

⑤交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進
⑥地域主体の交通安全対策の推進
⑦交差点等における対策の推進
⑧交通安全教育の推進

⑤交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進
⑥地域主体の交通安全対策の推進
⑦交差点等における対策の推進
⑧交通安全教育の推進

シグナルちゃん

※詳細は市ホームページで確認できます

緑ケ丘３丁目
小渡町
大林町10丁目
小坂本町１丁目
月見町３丁目
貝津町鉄炮迫
本新町５丁目
細谷町１丁目
篠原町黒坪
挙母町２丁目
西町４丁目
東新町５丁目
新町４丁目
十塚町４丁目
堤町寺池上
田町２丁目
東梅坪町２丁目
鴛鴨町新林
東新町２丁目
山之手４丁目
鴛鴨町長根
生駒町東山
浄水町伊保原南
堤本町本地
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マップ２

マップ３

マップ１
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　豊田市域における陸上交通の安全に関する、総合的で長期的な施策をまとめた「第11次豊田市交通
安全計画」を策定しました。

第10次豊田市交通安全計画（平成28～令和２年度）の評価第10次豊田市交通安全計画（平成28～令和２年度）の評価

第11次豊田市交通安全計画第11次豊田市交通安全計画 ができましたができました

　「令和２年までに交通事故死傷者数を1,700人以下とする」という
目標は達成できましたが、死者数については減少につながりませ
んでした。
　また、亡くなった人のうち高齢者や歩行者の割合が高く、自転
車や二輪車に乗っていた人も一定数見られました。

死傷者数

死者数

基準年
（H27）

評価年
（R２） 目標数値

2,392人

13人

1,266人

16人

1,700人以下

－

第11次豊田市交通安全計画の基本構想第11次豊田市交通安全計画の基本構想
基本理念 交通事故ゼロの豊田市を目指して
目　標 令和７年までに「交通事故死傷者数を1,000人以下とする」

　以下の８つの視点と３つの柱で構築し、重大事故を防ぐための取組を着実に進めてい
くとともに、有効性が見込まれる新たな交通安全対策に取り組んでいきます。

①高齢者及び子どもの安全確保
②歩行者、自転車利用者及び二輪車運転者の安全対策
③生活道路における安全確保　
④先端技術の活用推進　

①高齢者及び子どもの安全確保
②歩行者、自転車利用者及び二輪車運転者の安全対策
③生活道路における安全確保　
④先端技術の活用推進　

Ⅰ　道路交通環境の整備　　  Ⅱ　交通安全思想の普及徹底  　　Ⅲ　先端技術の活用及び調査研究の充実Ⅰ　道路交通環境の整備　　  Ⅱ　交通安全思想の普及徹底  　　Ⅲ　先端技術の活用及び調査研究の充実

交通安全対策を考える８つの視点

講じようとする対策３つの柱

主な掲載事業主な掲載事業
・ゾーン30の整備、ゾーン30と併せたキッズゾーンの整備、押しボタン式横断者明示標識の導入
・交通安全学習センターにおける段階的で体系的な交通安全教育の実施
・とまってくれてありがとう運動などの取組による歩行者保護の徹底
・自転車安全利用講習会の開催、自転車用ヘルメットの購入補助による着用促進
・二輪車運転者に向けた安全利用推進の強化
・スマートポール等新たな技術の実装に向けた実証の推進
・ビッグデータ、ドライブレコーダーデータ、ヒヤリハットデータを活用した交通事故対策の実施

とよた事故削減スマートプランとよた事故削減スマートプランができましたができました
計画期間 令和３～７年度

　「第11次豊田市交通安全計画」の策定に合わせて、交通事故が多発する箇所の事故削減を図るため
「とよた事故削減スマートプラン」を策定しました。国土交通省、愛知県、警察などと連携しながら、
国道、県道、市道の交通事故対策を進めていきます。

とよた事故削減あんしんプラン2020（平成28～令和２年度）の評価とよた事故削減あんしんプラン2020（平成28～令和２年度）の評価
　「とよた事故削減あんしんプラン2020」に基づき対策を実施した箇所では、対策前に比べて、着目し
た事故類型の事故（追突事故や横断中事故など）が約８割減少しました。また、対策前後の調査で、走行
速度の低下や、運転挙動が改善されたことが確認できました。

とよた事故削減スマートプランの取組とよた事故削減スマートプランの取組

対策のイメージ１１
　効果的で即効性のある基本
対策と事故の特性や現地状況
を踏まえた対策を行います。

対策箇所マップ２２
　死亡・重傷事故につながる事故などが多発している箇所（市内49か所）を中心に事故対策を推進し
ていきます。道路を利用する皆さんも注意して通行してください。

マップ２

マップ３

マップ１

●問合せ　建設企画課（☎34・6682 FAX31・3540 ✉kensetsukikaku@city.toyota.aichi.jp）●問合せ　建設企画課（☎34・6682 FAX31・3540 ✉kensetsukikaku@city.toyota.aichi.jp）

　　　パブリックコメントの結果公表
　計画の策定にあたり、パブリックコメントを実施しました。寄せられた意見の要旨と市の考え方
などは、12月15日（水）～来年１月31日（月）に交通安全防犯課、市政情報コーナー、各支所・出張所、
各交流館、市ホームページで閲覧できます。

意見募集期間／９月１日～30日　　意見数／62通、95件

右
折
事
故
対
策

基本対策 事故特性などを踏まえた対策
右折導流線・停止指導線

エスコートライン

注意喚起看板（大型文字）

高齢者の事故が多い

高視認性の路面表示

夜間の事故が多い
＋

計画期間 令和３～７年度

前計画
前計画

●問合せ　交通安全防犯課（☎34・6633 FAX32・3794 ✉signal@city.toyota.aichi.jp）●問合せ　交通安全防犯課（☎34・6633 FAX32・3794 ✉signal@city.toyota.aichi.jp）
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対策箇所一覧（※は交差点名称）

⑤交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進
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マップ２

マップ３

マップ１
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提供：東京2020組織委員会

とよた
の202

1年

③

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ ⑫

⑬

藤岡のフジ（４月） ⑮

※下線は、市制70周年記念事業

⑭

①

②

④

4月 5月⑩美術館企画展「ボイス＋パレルモ」
⑪東京2020オリンピック聖火リレー
⑫高齢者施設でコロナワクチン接種

⑬鞍ケ池公園リニューアル
⑭コロナワクチン接種　インターネ　
　ット予約支援
⑮高齢者対象のコロナワクチン集団　
　接種

とよた映えする写真でつづる

写真で振り返る2021年

５月市議会臨時会で選任された
太田博康議長、深津眞一副議長

special

しょうま

きひら　  りか

うの

シー ポッド1月 2月

3月

①フィギュアスケート宇野昌磨選手
　と紀平梨花選手の市長訪問
②コロナ感染対策をし開催した新成
　人を祝う会
③一級河川安永川改修工事完了

④地域医療センターの訪問診療用超
　小型ＥＶ「Ｃ＋ｐоｄ」納車式
⑤オリジナルフレーム切手「市制施
　行70周年記念」販売
⑥市制70周年記念式典

⑦ＳＤＧｓ国際会議（オンライン）
⑧松平トンネル開通式典
⑨豊田上郷スマートインターチェン　
　ジ開通式典

⑪
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①フィギュアスケート宇野昌磨選手
　と紀平梨花選手の市長訪問
②コロナ感染対策をし開催した新成
　人を祝う会
③一級河川安永川改修工事完了

④地域医療センターの訪問診療用超
　小型ＥＶ「Ｃ＋ｐоｄ」納車式
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　ジ開通式典

⑪
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⑯

稲武のラベンダー（６月）

⑰

広瀬やな（７月）

⑲

⑳

⑱

㉑

㉒

㉓ ㉔

逢妻のヒガンバナ（９月） ㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

※下線は、市制70周年記念事業

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会でメダルを
獲得した選手に「豊田市スポーツ栄誉賞」を贈呈（７～９月） あつみ　まな ごとう　みう

やまざき　さき みね ゆきよ

まうり

みよし　なほ

ながおか も え こ

むとう　ひろき

❶ ❷

❸ ❹ ❺

金メダル 銀メダル

銀メダル 銅メダル

　　（敬称略）
すずき　ともき

❶ソフトボール競技　　
   渥美万奈　後藤希友　
　山崎早紀　峰幸代
❷ソフトボール競技
　モニカ・アボット
❸バスケットボール競技　
　長岡萌映子　
　三好南穂　
　馬瓜エブリン
❹アーチェリー競技　　
　武藤弘樹
❺陸上競技　　
　鈴木朋樹

7月 8月 10月

11月

⑰美術館企画展「モンドリアン展　純
　粋な絵画をもとめて」
⑱市少年少女合唱団が参加した映画
　「神在月のこども」主題歌レコーデ
　ィング

6月 ⑯足助の重伝建地区選定10周年事業
　キックオフイベント

⑲ＬＧＢＴを対象とした「ファミリ
　ーシップ宣言」制度
⑳東京2020大会に出場するわがまち
　アスリート「応援プロジェクト」

㉑官民連携介護予防「ずっと元気！
　プロジェクト」プログラム体験会
㉒東京2020パラリンピック採火式
㉓豊田国際紙フォーラム　ＩＡＰМＡ展
㉔松坂屋閉店

㉕映画「僕と彼女とラリーと」舞台挨拶
㉖豊田国際紙フォーラム　紙市
㉗デトロイト市姉妹都市提携60周年
　記念講演会

㉘食品ロス削減全国大会 in 豊田で
　の基調講演
㉙地域リハ　イノベーションセンタ
　ーがオープン

とよた映えする写真でつづる

special

9月かみありづき ヤ　プ　マ
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⑰

広瀬やな（７月）

⑲

⑳

⑱

㉑

㉒

㉓ ㉔

逢妻のヒガンバナ（９月） ㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

※下線は、市制70周年記念事業

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会でメダルを
獲得した選手に「豊田市スポーツ栄誉賞」を贈呈（７～９月） あつみ　まな ごとう　みう

やまざき　さき みね ゆきよ

まうり

みよし　なほ

ながおか も え こ

むとう　ひろき

❶ ❷

❸ ❹ ❺

金メダル 銀メダル

銀メダル 銅メダル

　　（敬称略）
すずき　ともき

❶ソフトボール競技　　
   渥美万奈　後藤希友　
　山崎早紀　峰幸代
❷ソフトボール競技
　モニカ・アボット
❸バスケットボール競技　
　長岡萌映子　
　三好南穂　
　馬瓜エブリン
❹アーチェリー競技　　
　武藤弘樹
❺陸上競技　　
　鈴木朋樹

7月 8月 10月

11月

⑰美術館企画展「モンドリアン展　純
　粋な絵画をもとめて」
⑱市少年少女合唱団が参加した映画
　「神在月のこども」主題歌レコーデ
　ィング

6月 ⑯足助の重伝建地区選定10周年事業
　キックオフイベント

⑲ＬＧＢＴを対象とした「ファミリ
　ーシップ宣言」制度
⑳東京2020大会に出場するわがまち
　アスリート「応援プロジェクト」

㉑官民連携介護予防「ずっと元気！
　プロジェクト」プログラム体験会
㉒東京2020パラリンピック採火式
㉓豊田国際紙フォーラム　ＩＡＰМＡ展
㉔松坂屋閉店

㉕映画「僕と彼女とラリーと」舞台挨拶
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　記念講演会

㉘食品ロス削減全国大会 in 豊田で
　の基調講演
㉙地域リハ　イノベーションセンタ
　ーがオープン

とよた映えする写真でつづる

special

9月かみありづき ヤ　プ　マ
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問合せ

03
「元気アップ教室」
仲間を集めて実施しませんか？

問合せ

☎34・6602　FAX34・2192
✉kikaku@city.toyota.aichi.jp03

わたしたちのまち　豊田市をどう思いますか？
第23回市民意識調査の結果報告

　市では、市の取組に対する評価やこれからのまちづくりに対する市民の皆さんの考えをお聞きし、今後の市
政経営の基礎資料とするため、定期的に市民意識調査を実施しています。このたび、第23回市民意識調査を実
施しましたので、主な結果についてお知らせします。ご協力ありがとうございました。

02

　｢住みよい・どちらかといえば住みよい｣（以下、『住
みよい』）と回答した人の割合は75.5㌫で、過去最も高
い数値となりました。
　地区別にみると、『住みよい』と回答した人の割合が
高い地区は、①崇化館（87.3㌫）、②井郷（86.7㌫）、③
梅坪台（85.4㌫）でした。

「住みよさ満足度」は75.5㌫で、前回調査より0.8ポイン
ト増加し過去最高値

まちづくりの満足度・期待度

　市が進めるまちづくりの取組40項目について、ど
の程度満足しているかを７段階（７が最高値、４が
中間値）で聞き、平均値を算出しました。併せて、
力を入れて取り組んでほしいと期待している項目

（40項目のうち３つまで選択）について聞きました。
満足度の平均値は4.19点で前回（4.26点）とほぼ同水準
でした。

●対　　象　市内在住３か月以上で、満18歳
　　　　　　以上の市民
●調査期間　６月９日～30日
●抽出方法　住民基本台帳から無作為抽出 
●調査方法　調査票の配布は郵送。回収は郵
　　　　　　送、インターネット
●回収結果　配布数6,500票の内、有効回答数
　　　　　　4,295票（有効回答率66.2㌫）
●そのほか　今回からインターネット回答を
　　　　　　導入（回答割合は全体の24.5㌫）

調査の概要

○満足度が高い上位５項目

○期待度が高い上位５項目

■回答者の年齢■回答者の性別

住みよさ

項　目

項　目

順位
企業活動が盛んなまち
必要な医療が受けられるまち
消防・救急体制が充実しているまち
出産、子育てがしやすいまち
良好な水辺環境のあるまち

利用しやすい公共交通が整っているまち
高齢者が安心して暮らすことのできるまち
必要な医療が受けられるまち
犯罪に対して安全で安心なまち
出産、子育てがしやすいまち

１
２
３
４
５

順位

１
２
３
４
５

女性
52.4％

その他
0.1％

無回答
2.5％

18・19歳
1.6％無回答

1.9％
80歳代
6.9％

男性
45.0％

30歳代
12.6％

40歳代
16.3％

50歳代
16.4％

60歳代
16.3％

70歳代
18.7％

0
10
20
30
40
50
60
70
80

○「住みよさ満足度」の推移

住みよい＋どちらかといえば住みよい
どちらともいえない
どちらかといえば住みにくい＋住みにくい

9.5％ 10.8％ 10.9％ 8.5％

68.6％

8.3％ 8.0％
7.0％

7.5％

22.4％20.9％ 20.9％ 19.1％ 17.4％ 18.6％ 16.8％17.3％

（％）

65.4％ 67.6％ 71.6％ 73.3％ 72.3％
75.5％74.7％

平成17年 平成19年 平成21年 平成23年 平成26年 平成28年 令和３年令和元年

第23回市民意識調査報告書は、市ホームページで公開しています

企画課
☎34・6975　FAX34・6929
※午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日も受付）

平均値

割合

20歳代
9.3％
20歳代
9.3％

01
新型コロナウイルスワクチンの
３回目接種に関するお知らせ

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

5.33
4.91
4.82
4.77
4.61

27.8㌫
17.0㌫
15.0㌫
14.8㌫
14.1㌫

ホームページ ホームページ

　国は、国内外の感染動向やワクチンの効果の持続期間、科学的知見、諸外国の対応状況などから、３回目接
種を実施する方針を示しました。
　豊田市では、国の方針に基づき、12月から医療従事者への３回目接種を開始します。その後は、２回目接種
から８か月経過した人が接種できるよう、順次接種券を発送していきます。
　なお、３回目接種に関する新たな情報は、広報とよたや市ホームページなどで随時お知らせします。

　対　　象　２回目接種から８か月以上経過した18歳以上の市民
　　　　　　※ご自身の２回目接種の時期は、ワクチン接種時にお渡しした「新型コロナワクチン予防
　　　　　　　接種済証」などで確認してください。
　　　　　　（例）２回目接種時期が６月中旬の場合→３回目接種は来年２月中旬以降
　接種回数　１回（無料）
　接種方法　個別接種…かかりつけ医などの市内医療機関
　　　　　　集団接種…市内の公共施設な

ど

　　　　　　※予約方法やスケジュールなどは決まり次第お知らせします

気になる！　新型コロナウイルスワクチンQ＆A

Q　３回目接種には効果がありますか
Ａ　２回のワクチン接種後、時間の経過とともにワクチンの有効性が減少していくことが海外の研究で

報告されています。３回目接種をすることで、感染を防ぐ中和抗体の値が増加し、感染予防効果を
高めることができると期待されています。ただし、ワクチン接種は、本人の意思に基づき受けてい
ただくものです。接種を望まない人に強制することはありません。

Q　３回目接種の接種券はいつ送られてきますか
Ａ　２回目接種をした日から８か月が経過する約１か月前に順次発送していきます。

２回目接種時に豊田市に住民票がなかった人で、現在豊田市に住民票がある人は、接種券が発送さ
れませんので、接種券発行のための申請が必要です。また、３回目接種時に市外に転出している場
合には、転出先自治体で申請してください。なお、２回目接種をしていない人には、接種券は発送
されません。

※11月12日時点の情報であり、今後内容が変更になる可能性があります

　集団接種は終了していますので、医療機関で接種してください。接種可能な医療機関は、市ホームペ
ージやコロナワクチンナビ（厚生労働省）で確認してください。

　これから１・２回目接種を希望する人へ

令和３年12月号10
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05
水道管を冬の寒さから
守りましょう

料金課

06

04

トヨタヴェルブリッツをみんなで
応援しよう！

マイナンバーカード
受取日時の予約を開始します

市民課マイナンバーカード交付窓口

野焼き・ゴミ焼却は禁止です

禁止されている焼却は絶対に行わない　

　家庭から発生した生活ごみや、家庭菜園で発生した
草木などの焼却は原則禁止されています。このような
焼却を行った場合、廃棄物処理法により懲役や罰金に
処せられることがあります。
　また、禁止の例外となる焼却においても、周辺の生
活環境に影響がないように行う必要があります。風向
きや火の管理をし、
周辺に被害が及ばな
いよう注意してくだ
さい。

禁止されている焼却例

受取日が

インターネット（スマートフォンな
ど）で

　　 ☎0570・083・130（予約専用）

・祝日を除く月～金曜日
　午前８時30分～午後５時15分
・休日窓口開設日
　午前９時～午後５時

電話で

廃棄物対策課

☎34・6773　FAX37・1617
✉siminka@city.toyota.aichi.jp

・家庭から発生したごみの焼却
・家庭菜園の田畑や庭で発生した木、雑草などの焼却
・事業で発生したごみの焼却
・ドラム缶や簡易焼却炉での焼却

禁止の例外となる焼却例

・どんど焼きなどの風俗慣習上・宗教上の行事を行
　うために必要な焼却
・害虫駆除などを目的として行う農業を営むために
　やむを得ない焼却

☎34・6710　FAX34・6976
✉haitai@city.toyota.aichi.jp

毛布、布など

ビニールテープ

☎34・6680　FAX34・6655
✉ryoukin@city.toyota.aichi.jp

バルブ

03

　マイナンバーカードの受取にかかる待ち時間の短縮や混雑の緩和を目的として、事前に受取
日時の予約ができるようになります。

　世界最高水準を目指すラグビー新リーグ「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」が来
年１月７日（金）に開幕します。新リーグへの参入に合わせて、「トヨタ自動車ヴェル
ブリッツ」は、「トヨタヴェルブリッツ」にチーム名称を変更し、チームロゴも一新
しました。トヨタヴェルブリッツをみんなで応援しよう！

市内在住の人を対象にチケットを30㌫引きで販売します

豊田市民
優待専用ページ

生涯スポーツ推進課
☎34・6632 FAX32・9779
✉sports@city.toyota.aichi.jp

●12月の場合　　　　　 予約優先制（予約なしでも受け取れますが、予約した人が優先）
●来年１月以降の場合   祝日を除く月～金曜日：予約優先制
　　　　　　　　 　　　休日窓口開設日：完全予約制（予約した人のみ受取可。必ず予約が必要）

■そのほか
　予約できる手続は、マイナンバーカードの受取のみです。マイナンバーカードの申請、電子証明書更新な　
　どの手続は来庁順に受付します

■予約方法　※受取日の３日前までに予約してください

予約受付開始　　12月１日（水）午前８時30分　※12月６日（月）受取分から

■対象試合　第１節：静岡ブルーレヴズ戦　来年１月９日（日）午後３時30分キックオフ　
　　　　　　第３節：ＮＴＴドコモ レッドハリケーンズ大阪戦　来年１月22日（土）午後２時30分キックオフ
■試合会場　豊田スタジアム
■対象席種　メイン・バック３階指定席、メイン・バック４階指定席、１階サイドスタンド指定席（北・南）、
　　　　　　２階サイドスタンド指定席（北・南）
■販売期間　各節チケット一般販売開始日時～各試合前日　※予定枚数がなくなり次第受付終了
■購入方法　トヨタヴェルブリッツ「豊田市民優待専用会員（無料）」に登録後、申込み
　　　　　　※電話、店頭、当日窓口での販売はありません
■問合せ　　チケット購入、会員登録に関すること　✉verblitz_fanclub@linkst.jp
　　　　　　市民優待販売に関すること、そのほか　✉oq-rugby@mail.toyota.co.jp
■そのほか　チケット一般販売開始日時はトヨタヴェルブリッツホームページで確認してください

　水道管が凍結すると、水が出なくなるだけではなく、破裂して漏水することがあります。

　水道管にタオルをかぶせ、上か
らゆっくりとぬるま湯をかける。
注意！熱湯をかけるとひび割れす
ることがあります

①毛布、布などの保温材を
　巻く
②保温材が濡れないように、
　上からビニールテープな
　どを巻く

　水道を長期間使用しないと、漏水が発生しやすくなります。給湯器や宅内の配管から漏水した場合、漏
水分の水道料金や修理費は、個人の負担となります。旅行などで長期間留守になる場合は、水道メーター
付近のバルブを閉め、漏水を防止しましょう。

　気温が－４℃以下になると、水道管が凍ったり、
破裂したりするおそれがあります。むき出しの水道
管、北向きや風がよくあたる水道管は要注意です。

①水道メーター付近のバルブを
　閉めて水を止める
②破裂した部分に布かテープを
　巻き付ける
③市指定給水装置工事事業者（市ホー
　ムページ掲載）へ修理を依頼する

夜の冷え込みに注意！

水道管が破裂したときは？

凍って水が出ないときは？

長期不在中の漏水に注意！

防寒の方法は？

　 マイナンバーカード来庁予約サイト
24時間受付可能（初日のみ午前８時30分から）

【利用者ID】 交付通知書に記載された
　　　　　 「問合せ番号」（数字12桁）

【パスワード】 生月日（数字４桁）
　　　　　 ４月10日生まれ→「0410」

ホームページ

ホームページ

ホームページ

　※休日窓口開設日は、市ホームページで確認できます

令和３年12月号12
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水道管を冬の寒さから
守りましょう

料金課
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トヨタヴェルブリッツをみんなで
応援しよう！
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さい。

禁止されている焼却例

受取日が

インターネット（スマートフォンな
ど）で

　　 ☎0570・083・130（予約専用）

・祝日を除く月～金曜日
　午前８時30分～午後５時15分
・休日窓口開設日
　午前９時～午後５時

電話で

廃棄物対策課

☎34・6773　FAX37・1617
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バルブ
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＃夜景 ＃豊田スタジアム ＃グランパス

飯盛山

台風で枝が落ちた跡
落ちた枝の枝周りが約
３㍍あったことからも、
このスギの大きさを知
ることができます。

　杉本の貞観スギは、杉本町の神明神
社境内にある県内最大のスギです。神
明神社の創建は貞観年間（859年～877
年）と伝えられ、このスギが創建当時
に植えられたといわれていることから

「貞観スギ」と呼ばれます。胸高囲11.7㍍、
根囲14.5㍍、樹高45㍍で、ひときわ目立
つ大きさです。
　貞観年間は、794年の平安遷都から始
まる平安時代の初め頃です。1,000年以
上前からこの地で地域を見つめ続ける
貞観スギは、昭和19年に国の天然記念
物に指定されました。平成30年９月に
は、台風の被害により枝の一部が落ち
てしまいましたが、今もなお、この地
にどっしりと立っています。

樹齢1,000年以上
県内最大のスギ

所在地／杉本町鳥井前　アクセス／とよたおい
でんバス「杉本」下車　問合せ／文化財課（☎32・
6561 FAX34・0095  ✉bunkazai@city.toyota.
aichi.jp）

杉本の貞観スギ

動画はコチラ

じょうがん
国指定文化財（天然記念物）

澄んだ空気と暗闇に包まれた標高650㍍の夜
空には、数多くの星が幻想的に輝いています。

わいわいランドから見上げた星空

雪そりゲレンデ

新登場のカレー鍋

　これから寒い季節がやってきますが、ときには体を動かすことも大切です。今回
は、冬に遊べるスポット、旭高原元気村を紹介します。自然に囲まれたこの場所に
は、約50㍍の滑り台などが楽しめるわいわいランドや、毎年冬に大好評のそり滑り
専用ゲレンデがあります。今年のゲレンデのオープンは12月４日（土）で、幅30㍍、滑
走距離100㍍の広々としたコースで小さなお子さんも安心して楽しめます。そりや子
ども用ウエアはレンタルできるので気軽に訪れて遊べます。日中楽しんだ後は、「と
よた宿割」でお得に泊まれるファミリーロッジなどの宿泊施設の利用がおすすめで
す。キッチン付きで食事の準備はできますが、手ぶらで訪れたい人や手間をかけた
くない人のためにカレー鍋セットが今冬新登場。市内の飲食店と協力し作り上げた
本格的なカレー鍋は寒い冬にぴったりです。そして１日の終わりには空を見上げる
と満天の星が楽しめます。寒さに負けず、外で冬らしい１日を過ごしませんか。

具材たっぷりの鍋で、体がとても温まり
ます。

「動く歩道」があるため登りは楽々。営業
時間は午前９時～午後４時です。

と よ た の 魅 力 を 再 発 見 ！

行こう！
MY
とよた

旭八幡町旭八幡町

寒
い
冬

　外
で

寒
い
冬
で
も

　外
で
元
気
に
！

旭高原元気村旭高原元気村旭高原元気村旭高原元気村

旭高原元気村
■所在地　旭八幡町根山68ー１　☎68・27
55
■休村日　木曜日（祝日の場合は翌日）、12
月28日～１月１日　※春・夏・冬休み期間
は木曜日も営業
■アクセス　東海環状自動車道「豊田勘八
ＩＣ」より北東へ45分
■駐車場　第１～５／約260台
■ゲレンデ料金　入場／３歳以上500円　そ
りレンタル／550円　子ども用ウエアレンタ
ル／2,550円

※写真は昨年撮影

※写真はイメージ

2021ＪリーグＹＢＣルヴァンカップ準決勝第１戦で盛り上がる豊
田スタジアムを炮烙山から撮影。観戦も好きですが、試合日に光
り輝くスタジアムは豊田市の特別な風景です。

@kinokobell 撮影場所／炮烙山

投稿者コメント

インスタグラムに「#豊田市の魅力発見」「#toyotacity_photo」をつけて投
稿された写真の中から、素敵な1枚を厳選して紹介します。

今回紹介するのは、炮烙山から望む市街の夜景。この日はグランパスの
試合があり、明るく照らされたスタジアムの存在感が際立っています。

@toyotacity_official

@toyotacity_official
豊田市公式アカウントで豊田市の魅力を発信しています！

さんの1枚

ほうろくさん
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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

●（仮称）豊田市再犯防止推進計画
ねらい・ポイント再犯の防止などに
関する施策を総合的・計画的に推進
し、市民が安全で安心して暮らせる
社会の実現を目指す　時12月６日 

（月）～来年１月５日（水）　資料閲覧
地域包括ケア企画課、市政情報コー
ナー、各支所・出張所、各交流館、
市ホームページ　意見提出・問〒住
所、氏名、ご意見を郵送、ファック
スかＥメールで地域包括ケア企画課 
（〒471・8501、西町３－60、☎34・
6787、FAX34・6793、✉hokatsu-care@
city.toyota.aichi.jp）
●（仮称）第３次豊田市国際化推進計
画

ねらい・ポイント第８次豊田市総合
計画後期実践計画における国際分野
の実行計画として位置づけ、豊田市
の国際化の発展を推進する　時12月
13日（月）～来年１月12日（水）　資料
閲覧国際まちづくり推進課、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　意見募集・

問〒住所、氏名、ご意見を郵送、フ
ァックス、Ｅメールか直接国際まち
づくり推進課（〒471・8501、西町３
－60、☎34・6963、FAX34・6681、ko
kusai@city.toyota.aichi.jp）

とよたファミリー・サポート・センター
（☎37・7135 FAX37・7072
✉kosodateshien-aiai@city.toyota.aichi.jp）

●とよたファミリー・サポート・セ
ンター協力・両方会員
対市内在住で子どもの送迎や自宅で
の預かりができる人　他来年１月23
日（日）午前10時15分～午後３時30分
にとよた子育て総合支援センターで
会員登録手続きと講習会。新規入会
者は写真（縦４㌢×横３㌢）２枚、身
分証明書、筆記用具を持参　申来年
１月22日（土）までに電話か直接同セ
ンター

職員募集
●市立こども園会計年度任用職員
職種正看護師①フルタイム　②パー
トタイム　勤務時間月～金曜日午前
８時30分～午後５時のうち①７時間
30分　②６時間（週３日程度）　勤務
場所市内こども園　内定期的に自宅
から数園を訪問。園児の健康管理、
園の衛生管理、医療的ケアな

ど　※フ
ルタイム者は固定園になる可能性有
り　定各選考若干名　報酬①時給1,4 

00円（医療的ケア業務有り）　②時給
1,300円（医療的ケア業務なし）　※い
ずれも交通費支給。賞与有り（勤務
形態による）　採用来年４月１日　
申・問来年１月31日（月）までに資格
証の写し、証明写真を直接保育課 
（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku 
@city.toyota.aichi.jp）
●庁舎警備員
対昭和30年４月２日以降生まれの人

（施設警備業務経験者優遇）　勤務時
間月～金曜日午後４時30分～翌午前
８時30分、土・日曜日、祝日午前８
時30分～午後４時30分、午後４時30
分～翌午前８時30分な

ど　※月９日程
度　勤務内容夜間・休日の庁舎管理、 
電話・各種戸籍届出受付な

ど　定選考
若干名（面接）　※試験は来年１月６
日（木）に実施。応募多数の場合は７
日（金）も実施　報酬時給1,300円（研
修期間中別途規定額を支給。賞与・
昇給有り）　採用来年４月１日（３
月に研修期間有り）　申・問12月27
日（月）までに履歴書記載の準備をし
て写真１枚（縦４㌢×横３㌢）、本人
確認書類（運転免許証な

ど）を本人が直
接財産管理課（☎34・6615、FAX31・
6881、✉zaisankanri@city.toyota.aichi.jp）
●学校公務手
対普通自動車免許を持つ人　勤務時
間祝日を除く月～金曜日午前７時30
分～午後６時のうち４時間30分～５
時間30分（学校行事、長期休業中は
別途定め有り）　勤務場所市立小・

◆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。
　なお、県ホームページで診療・検査医療機
関（公表の了承が得られた医療機関）を確認で
きます。
　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

※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、✉ho
kansen@city.toyota.aichi.jp）

◆「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

◆「新型コロナワクチン接種」に関する相談
電話相談窓口

土・日曜日、祝日を含む 
午前９時～午後５時 ☎34・6975

 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 

県ホーム 
ページ

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
▲

中学校　勤務内容校舎の開錠・施錠、
校内環境整備、給食準備・片付け、
来客接待な

ど　定選考15人程度（面接）　
報酬時給1,030円（交通費支給有り）　
採用来年４月１日以降　申・問12月 
20日（月）までに顔写真（縦４㌢×横
３㌢）を持って直接学校教育課（☎
34・6661、FAX31・9145、✉gakkou_k@
city.toyota.aichi.jp）
●学校給食協会正規職員
職種調理職、技術事務職　対昭和37
年４月２日以降生まれの人　申・問
12月14日（火、消印有効）までに受験
志願書を郵送か直接学校給食協会

（〒471・0067、栄生町５－１、☎32・
2110、FAX32・7354）
●文化振興財団の特定業務職員
職種主事職　対昭和41年４月２日以
降生まれで高校以上を卒業した人　
申・問12月19日（日）までに文化振興
財団総務課で配布の受験申込書を直
接文化振興財団総務課（☎33・7222、
FAX33・3584）
●交流館夜間管理業務会員
職種事務　対パソコンの基本操作が
できる市内在住の満59～71歳　※来
年１月１日時点　申・問来年１月13
日（木）までに電話か直接シルバー人

材センター（☎31・1007、FAX34・32 
38）

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　時来年１
月５日（水）～31日（月）　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12月８日（水）午前10時
から電話か直接同会場

令和４年度こども園等当初入園２次申込みの受付をします
●問合せ　保育課（☎34・6809 FAX32・2088 ✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

　旧幼稚園型幼保連携型認定こども園（※１）は０～２歳児が対象（３～５歳児は各園に問合せ）

受付期間
来年１月７日（金）～18日（火）午前８時30分～午後５時15分 
※土・日曜日、祝日は休み。先着順ではありません。初日は混雑するため待ち時間が長く 
　なる可能性有り

申込み方法 （１）か（２）のどちらかの方法で申込みをしてください
（１）保育課または希望園のある地区の支所（上郷、猿投、高岡、高橋、松平を除く）で申込み
保育課窓口 全園受付可能
旭・足助・稲武・小原・
下山・藤岡支所 希望園のある地区の支所で受付可能

（２）郵送で申込み

１．受付期間内に書類を郵送で保育課　※住所の記入は不要、「当初入園２次申込み」と朱書きしてください。
２．受付後、１週間程度で入園希望登録書などの控え、今後の注意点を記載した通知を申込者へ発送　※目安の日にちを

経過しても届かない場合は、確認のため保育課に連絡してください。

提出書類（※２）

● 入園希望登録書（第５希望園まで記入可）
● 入園要件（※３）を証明する同居の父母の就労証明書な

ど（入園要件が不要な学齢で、集団保育を
希望する場合は提出不要）

● 育児休業復帰者の希望確認書（申込み時点で育児休業取得者のみ）
※書類不備の場合は受付不可

定員を超えた場合

● １次申込者の枠確保後に空きがある場合のみ案内
● 受付時に空きがない場合でも、キャンセルが出れば案内できる場合有り
● 提出書類をもとに入園調整を実施
● 空席がない、入園調整により入園できない場合は保育の必要度が高い順に待機

注意事項

● 入園日は原則入園式以降
● 園や学齢によっては募集を行わない場合有り（御作こども園の０～２歳児、北栄こども園は募

集なし）
● 受入可能な場合、来年２月中旬に通知

（※１）旧幼稚園型幼保連携型認定こども園：五ケ丘大和、井上、挙母ルーテル、浄水松元、豊田聖霊、豊田東丘、中　 
　山松元、名古屋柳城短期大学附属豊田、林丘、保見ケ丘、美山

（※２）提出書類は、受付場所で事前に配布か市ホームページからダウンロード可
（※３）入園要件は次のいずれか

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月60時間以上の就学　⑥月60時間以上の通園・通学の付き添い　⑦求職活動　⑧その他災害な

ど

※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

HP番号／1016133
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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／1011700

国際まちづくり推進課
（☎34・6963 FAX34・6681
✉kokusai@city.toyota.aichi.jp）

●市トレヴェリアン基金奨学生
対イギリスの大学や大学院などで勉
学を希望し次の要件を全て満たす人
①市内在住・在勤・在学か、本人か
両親のいずれかが市内出身　②18～
29歳（令和３年４月１日現在、高校
生は除く）　③大学などの推薦が受
けられる　④イギリスでの勉学、研
究、研修に必要な語学力と体力があ
る　⑤留学期間が半年以上ある　⑥
出発前か帰国後に市長を訪問し、イ
ギリス滞在中はＳＮＳなどで市の魅
力を発信できる　定選考１人　試験
書類審査、筆記（英語）、面接（日本 
語、英語）　※来年２月27日（日）に
実施　奨学金5,000ポンド以内　※原
則返済不要　申来年１月31日（月）ま
でに国際まちづくり推進課などで配
布か市ホームページからダウンロー
ドした申込書と必要書類を郵送か直
接国際まちづくり推進課（〒471・85 
01、西町３－60）　※市ホームペー
ジからも申込み可

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

●市少年少女合唱団員
対市内在住・在学で来年度小学２年
生～18歳　活動練習は原則毎週土曜
日午後４時～８時。各種演奏会の出
演・合宿は年間10回程度有り　￥団
費／年間１万2,000円程度、保護者会

費／年間１万2,000円程度、制服費用
／年間5,000円（初年度のみ１万5,000
円）　※その他教材費・飲食費・交
通費・宿泊費などは実費　他来年１
月22日（土）午後３時から体験入団有
り。来年１月29日（土）午後３時から
視聴覚ライブラリーでオーディショ
ンを開催。課題曲は「七つの子」（現
小学１～３年生）、「エーデルワイス」

（現小学４～６年生）、「夏の思い出」
（現中学生以上）　申12月22日（水）～
来年１月22日（土）に各交流館で配布
の用紙を直接市民文化会館　※市少
年少女合唱団ホームページからも申
込み可

納期限12月27日（月）　固定資産税・
都市計画税３期　国民健康保険税７
期　介護保険料７期　後期高齢者医
療保険料６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
預金残高を確認してください。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@ci 
ty.toyota.aichi.jp）

縦覧
●豊田四郷駅周辺土地区画整理事業
の事業計画変更案
時12月１日（水）～14日（火）午前８時
30分～午後５時15分　所区画整理支
援課　※土・日曜日は南庁舎１階警

備室　他事業計画変更案に関して意
見のある利害関係者の意見書の提出
は12月15日（水）～28日（火）　問区画
整理支援課（☎34・6769、FAX33・23 
69、✉kukaku@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1046556

農政企画課
（☎34・6640 FAX33・8149
✉nousei@city.toyota.aichi.jp）

●農用地区域内での開発許可の権限
が愛知県から豊田市に変わります
時来年１月１日　他開発行為の許可
を申請する場合は農政企画課まで相
談してください

農業振興課
（☎34・6785 FAX33・8149
✉nougyou@city.toyota.aichi.jp）

●農地転用許可の権限が愛知県から
豊田市に変わります
時来年１月１日　他農地転用許可に
関する相談、申請書の提出先は農業
委員会事務局から変更ありません

産業文化センター
（☎33・1531 FAX33・1535）

●工事に伴い産業文化センター駐車
場を一時閉鎖
　12月19日（日）午後10時までに必ず
退去してください。
閉鎖期間12月20日（月）終日　※荒天
の場合は12月27日（月）に延期

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12月５日（日）午前10時から電
話、ファックス、Ｅメールか直接同

年末年始のおいでんバス・地域バスの運行について
●問合せ　交通政策課（☎34・6603 FAX33・2433 ✉koutsu@city.toyota.aichi.jp）

　いずれも期間は12月29日（水）～来年１月３日（月）。

休日ダイヤ
運行

おいでんバス全路線（「快速いなぶ」除く）、高岡地域バス、稲武地域
バス（根羽線、押山線）、藤岡地域バス（西市野々線、三箇線　※１
月１日（土）は運休）

運休
おいでんバス（「快速いなぶ」のみ）、保見地域バス、松平地域バス、
稲武地域バス（予約バス）、上郷地域バス、小原地域バス、藤岡地
域バス（川口・飯野線）、下山地域バス、旭地域バス、石野地域バ
ス、足助地域バス（12月29日（水）は運行）
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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
▲

室。
●セカンドライフ・個別相談
時来年１月９日（日）、15日（土）、19
日（水）午前10時15分～午後１時、26
日（水）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歳以上対象 出張相談 in 豊田市　
時来年１月24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

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）剣道防具一式

（女子中学生用）、ピアノ、おもちゃ
収納箱、犬用キャリーケージ（小型 
～中型犬）、豊田東高校制服（女子・
Мサイズ）、冬用敷パット（Ｓ）、ポー
タブルトイレ　ゆずります（有料）男

児用自転車（20～22㌅）、座卓、照明
器具、事務机、介護用歩行器、囲碁
セット、豊田南高校制服（女子・150
㌢）、社交ダンス用ドレス（150㌢）・ダ
ンスシューズ（23㌢）　ゆずってくだ
さい婦人スキーウエア（２Ｌ～３Ｌ）、
ベビーカー、本棚、電動ミシン、卓
球台、婦人用自転車、女児服（130～ 
140㌢）、通学用自転車（26㌅）　他11
月８日現在の登録品の一部

どんぐりの里いなぶ
（☎82・3135 FAX82・3138
✉info＠dongurinosato.com）

●どんぐり横丁の時間短縮営業
時12月４日（土）～来年３月27日（日）
の土・日曜日、祝日　内営業時間は
午後５時まで
●どんぐりの湯、どんぐり横丁の臨
時休館
時12月７日（火）～９日（木）　内施設
メンテナンスのため

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
時来年１月15日、29日の土曜日午後
１時～４時　所就労支援室　対15～
49歳までの早期就労を目指す人　内
パソコン教室はWord・Excel・Po
wer Point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12月７
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

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）

●健康に暮らす住まいづくりのポイ
ント
時12月25日（土）午前10時30分～正午　
所KiTARA　内ヒートショック防止
を中心に、健康寿命を延ばす快適な
空間づくりのポイントを学ぶ　他オ
ンライン可　申12月24日（金）までに
電話かＥメールで同センター

募集職種 募集 
人数 業務内容 資格要件

学歴・資格免許等 年齢

行政職土木 ２人 
程度

公園、道路、河川、上下水道等の建設に
伴う設計、現場における監督・施工、維
持管理な

ど

大学か短大（専門学校※１を含む）を卒
業か来年３月までに卒業見込みの人

平成６年４月２日
以降に生まれた人

行政職獣医 １人 
程度

食品施設監視に同行し監視補助、食品衛
生、動物愛護に関する業務な

ど

獣医師免許を取得か来年３月までに取
得見込みの人

昭和51年４月２日
以降に生まれた人

※１　学校教育法に規定する「専修学校」で、修業年限２年以上４年未満の専門学校
■採用予定　来年４月１日以降
■募集要項の配布　※市ホームページでも閲覧可。配布、閲覧は12月１日（水）から 

市役所（人事課、市政情報コーナー、受付窓口）、各支所・出張所／土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５
時15分　駅西口サービスセンター／午前10時～午後７時

■申込み　12月６日（月）～17日（金）に市ホームページに必要事項を入力
■試験　１次／ＳＰＩ検査（来年１月上旬～中旬）、個人面接（来年１月15日（土））　２次／個人面接、プレゼンテーシ

ョン試験（来年１月29日（土））
■そのほか
・職種の併願不可。令和３年度豊田市職員採用試験（Ⅰ種）を受験した人は受験不可
・詳細は募集要項で必ず確認

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

HP番号／1041424



ら し の ひ ろ ば暮 p.16募集 p.18生活 p.20子育て p.22健康・福祉

令和３年12月号

子　育　て

中央図書館
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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）

●親の居場所
時来年１月22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12月７日（火）午前９時から
電話で同ステーション

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

●包丁とぎ
時12月20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・鎌類も受付可

市民文化会館
（☎33・7111 FAX35・4801）

●舞台お困りごと相談窓口
時12月14日（火）午後１時～４時30分　
所市民文化会館　対ホールの利用者、
利用希望者　内小ホールの見学や利
用方法、コロナ対策の相談　定先着
５組　申12月５日（日）午前10時から
電話で同会館

●赤ちゃんのための絵本講座
時①来年１月19日（水）　②20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　
申来年１月５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・00 
25、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１月12日（水）までに連絡

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12月20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12月～令和３年２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12月６日（月）　

HP番号／1023701

●パパママ教室～１stマタニティ～
時来年１月４日（火）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12月８日（水）

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

●子育てママのための英会話教室
時来年１月13日～２月10日の毎週木
曜日午前10時45分～11時45分　所猿
投棒の手ふれあい広場　対未就園児
の母親（子ども同伴可）　定先着12人　
￥5,000円　申12月16日（木）午前９時
から電話か直接同広場

西部体育館
（☎32・5541 FAX35・7123）

　いずれもところは西部体育館。定
員は抽選20組。参加費は5,500円（10
回分）。申込みは12月７日（火）午後９
時までに直接同体育館。
●ママとベビーのタッチケア
時来年１月12日～３月23日の毎週水
曜日午前９時30分～10時30分　対２
か月～11か月の乳児と保護者
●幼児体操教室
時来年１月７日～３月18日の毎週金
曜日午後５時～６時　対年少～年長

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

●ベビースキンシップ＆ママヨガ教
室
時来年１月19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12月15日（水）午前11時か
ら電話で同広場

年末年始に市営駐車場を開放
いずれも終了時刻までに必ず退去してください。駐車場内での事故や盗

難には、十分注意してください。
①市役所前・元城・児ノ口の各駐車場 

来年１月１日（土）午前８時～３日（月）午後10時
②新豊田駅西駐車場 

来年１月１日（土）～３日（月）の終日
③産業文化センター駐車場 

12月28日（火）午前８時～来年１月４日（火）午後10時
■問合せ　 

①②は財産管理課（☎34・6615、FAX31・6881、✉zaisankanri@city.toyota.aichi.
jp）、③は産業文化センター（☎33・1531、FAX33・1535）
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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
▲

１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12月20日（月）、そのほかは12月６日（月）。いずれも午前８時30分から電
話か直接同課で予約受付。各相談年度内２回まで相談可（重複しての予約は不可）。※３日（月）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、５日、19日の水曜日午後１時30分～４時30分、12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 13日（木）午後１時30分～４時30分。１回45分
相続税・贈与税 ５日、19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） ６日、13日、27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） 20日（木）午前９時30分～正午。１回30分

不動産（宅地建物取引士） 11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） ７日、21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 26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） 17日（月）午後１時30分～３時。１回45分
くらしの人権（人権擁護委員） 11日、25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） 11日、25日の火曜日午前10時～正午、19日（水）午後１時30分～３時30分　※19日は足助・旭・小原支所でも開催

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合わせてください。

■名古屋法務局豊田支局（☎32・0006 FAX35・3837）　※３日（月）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 祝日を除く月～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。雇用保険求職活動の実績として認定。申込みは12月５日（日）午前10時から。

相談名 ところ とき 予約
キャリアカウンセリング 就労支援室 ８日（土）、15日（土）、22日（土）、28日（金）午後２時～４時50分。１回50分。各日先着３人 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。雇用保険求職活動の実績として認定。申込みは12月５日（日）午前10時から。

相談名 ところ とき 予約
カウンセリング 女性しごとテラス 火曜日を除く毎日。１回45分。各日先着10人。　※電話での相談、WEB面談も可。１

日（土）～３日（月）は休み 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12月13日（月）午前９時から

相談名 ところ とき 予約
不妊症・不育症相談 子ども家庭課相談室 ７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12月21日（火）午前８時30分から
相談名 専用電話 とき 予約

法律（弁護士） ☎31・9671 祝日を除く第１・３土曜日午後１時～４時。１回30分。各日先着５人。年度内１回まで。
※１日（土）は休み 要親族後見人

相談会
司法書士 ☎63・5566 12日（水）午後１時30分～３時40分。１回60分。先着２人
弁護士 26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

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。４日（火）は休み
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　※１日（土）、３日（月）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　※１日（土）～２日（日）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　※１日（土）、２日（日）、４日（火）は休み
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地域医療センター
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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／1023466

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

●親子むし歯予防教室（はじめての
歯みがき）
時12月20日（月）午前10時30分～11時
15分　所とよた子育て総合支援セン
ター　対市内在住で６～11か月の子
と保護者　内虫歯予防についての講
話、相談　定先着15組　申12月６日

（月）午前９時から市ホームページに
必要事項を入力

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12月24日（金）午前10時～10時30分　
所高岡コミュニティセンター　対乳
幼児と保護者　申12月10日（金）午前
９時から電話か直接同センター

県多文化共生推進室
（☎052・954・6138）

　いずれもZoom開催。対象は乳幼
児と保護者（日本語が話せなくても
可）。申込みは申込み期限午後５時ま
でにＥメールでぶんぱっぱ（✉info@
bunpappa.com）。※ぶんぱっぱホーム
ページからも申込み可
●図書館で遊ぼう＆バーチャルツア
ー
時12月７日（火）午前10時～11時　他
多言語で絵本の読み聞かせ有り　申
込み期限12月６日（月）
●季節の遊びで多文化交流
時12月18日（土）午前10時～10時40分　
内福笑いや季節の遊びを通した多文
化交流　申込み期限12月17日（金）

　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12月10日（金）午前８
時30分から電話で同センター。
●レディース検診
時来年１月６日、20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
時来年１月４日、18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

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
時来年１月26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　
申来年１月25日（火）までに電話かＥ
メールで同課

HP番号／1046170

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

●エイズ・梅毒検査
時12月９日（木）午後６時～７時　所
保健所検査室　内エイズ・梅毒の自
己採血による検査　他当日受付。先
着25人。結果は約１週間後にスマー
トフォンやパソコンなどで確認

社会福祉協議会
（☎34・1131 FAX32・6011
✉soumu@toyota-shakyo.jp）

●介護の仕事セミナー in とよた
時来年１月14日（金）午前10時～正午　
所福祉センター　内講座（介護の仕
事の種類な

ど）、介護スタッフとの交流

会　定抽選30人　申12月17日（金）ま
でに電話かＥメールで同協議会

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12月15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
動で体幹・筋力トレーニング　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12月５日（日）午
前10時から電話か直接豊田ほっとか
ん

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

●訪問看護師との交流・相談
時来年２月18日（金）午前10時30分～
正午　所地域医療センター　対看護
師有資格者で、育児中・休職中の人
な

ど　内訪問看護師との交流、ライフ
スタイルに合わせた訪問看護ステー
ションでの働き方の相談な

ど　定先着
15人　申12月６日（月）午前９時から
電話、ファックスかＥメールで同セ
ンター

●市民文化講座・映画塾１月
時来年１月12日（水）午後２時～４時　
所視聴覚ライブラリー　内映画「ロ
ーマの休日」の鑑賞・レクチャー　
定先着30人　￥300円　申12月10日

（金）午前９時から電話か直接同ライ
ブラリー
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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
▲

年末年始のごみ収集・清掃関係施設の休業日をお知らせします
　12月29日（水）～来年１月３日（月）は通常のごみ収集はありませんが、「燃やすごみ」・「資源の日」は臨時収集を実施
します。プラスチック製容器包装の臨時回収はありません。

収集のない日・休業日■

ごみ収集・清掃関係施設
12月 来年１月

28日 29日 30日 31日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日
火 水 木 金 土 日 月 火 水

「燃やすごみ」の収集（月・木曜日地区） 臨時 
収集

「燃やすごみ」の収集（火・金曜日地区）

「資源の日」の収集（第１回目の月曜日地区） 臨時 
収集

渡刈クリーンセンター（☎28・2000）① 臨時受入れ

藤岡プラント（☎76・2027）① 臨時受入れ

グリーン・クリーンふじの丘（☎75・2101）① 臨時受入れ

緑のリサイクルセンター（☎43・2080）②

粗大ごみ受付センター（☎25・5353）

リサイクル 
ステーション

広路町（イオンスタイル豊田西駐車場）③

大沼町④

稲武町、小原町、下切町④

上記以外③

し尿 市直営（☎71・3003）

し尿・浄化槽 
汚泥

トヨタ衛生保繕（☎32・4666）

豊環（☎28・2020）

猿投衛生社（☎45・0676） 午後 
休業

東邦清掃（☎0566・92・1605）

ヤハギエコノス（☎76・6330） 午後 
休業

光商事（☎0564・21・5265） 
※下山地区の浄化槽のみ
東海環境衛生社（☎0536・62・1464）　 
※稲武地区
浄化槽管理センター（☎87・1025）　 
※浄化槽のみ
豊田環境事業協同組合（☎32・7088）　 
※直営地域の仮設トイレ受付

午後 
休業

■施設の開設時間　①午前８時30分～午後４時　※渡刈クリーンセンターは月曜日のみ午前７時30分～午後４時 
　　　　　　　　　②午前９時30分～午後５時　③午前10時～午後６時　④午前９時～午後５時 
■粗大ごみの収集　12月29日（水）～来年１月３日（月）は収集を行いません。 
■し尿の収集　定期の収集予定日が休業期間にあたる地区では予定日の前後で収集を行います。
■問合せ　ごみ分別・リサイクルステーションに関すること／ 
　　　　　ごみ減量推進課（☎71・3001、FAX71・3000、✉gomigenryou@city.toyota.aichi.jp） 
　　　　　ごみ収集・し尿に関すること／清掃業務課（☎71・3003、FAX71・3000、✉seisougyoumu@city.toyota.aichi.jp） 
　　　　　ごみ処理施設に関すること／清掃施設課（☎28・2000、FAX28・2212、✉seisoshisetsu@city.toyota.aichi.jp）
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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
時来年１月15日（土）、16日（日）、29
日（土）、30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
時来年１月15日（土）、16日（日）、29
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
での参加も可　定先着20人　￥3,000
円　申12月18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①来年１月13日、20日の木曜日　
②１月16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5,000円　申12月16日（木）午前10時
から参加費を添えて直接同広場

市民文化会館
（☎33・7111 FAX35・4801）

●グッドアフタヌーンコンサート
時来年１月11日（火）午後１時開演　
所市民文化会館　出演クラスペディ
アカルテット（フルート演奏）　曲目
糸、ひこうき雲　定先着20人　他ワ
ンオーダー制　申12月17日（金）午前
10時から電話で同会館

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

　いずれもところは発見館。
●自由散策「冬のぶらコロモ～運気
アップ編～」
時12月１日（水）～来年２月27日（日）
午前９時～午後４時　内地図を片手
に挙母の町の旧跡などを散策、福の
神を見つけクイズに挑戦（約3.5キロ

㍍。ガイドなし）　他参加賞有り
●ものづくり講座「ガラ紡糸の壁飾
り」
時来年１月15日（土）①午前10時～11
時　②午後１時30分～２時30分　内
ガラ紡糸を卓上手織機で織り、壁飾
りを作る　定先着12人　￥500円　 
申12月21日（火）午前10時から電話か
直接同館

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
ルホームページに必要事項を入力。
※狂言体験教室、参合館ロビーコン
サートを除く
●クリスマスの情景
時12月５日（日）午後３時開演　所コ
ンサートホール　出演今井奈緒子

（パイプオルガン）、鈴木美紀子（ソ
プラノ）　曲目J.S.バッハ／カノン
風変奏曲《高き御空よりわれは来た
り》全５変奏、シャルパンティエ／
トランペットを持った天使ほ

か　￥2,0 
00円（25歳以下半額）　※全席指定。
未就学児入場不可
●クリスマスフェスティバル　音楽
物語
時12月18日（土）①午前11時開演　②
午後２時開演　対②４歳から　所コ
ンサートホール　出演坂入健司郎

（指揮）、愛知室内オーケストラほ
か　 

内チャイコフスキー／バレエ音楽
「くるみ割り人形」よりほ

か　￥500円
（３歳以下50円）　※全席指定
●か～るくラシック♪スペシャル版
時12月23日（木）午後７時開演　所コ
ンサートホール　出演迫昭嘉（ピア
ノ）、清水和音（ピアノ）　内ベートー
ヴェン（リスト編曲）／交響曲第９番　
ニ短調　op.125（２台ピアノ版）　￥
1,000円（４歳～中学生は半額）　※全
席指定。３歳以下入場不可
●ニューイヤー・コンサート
時来年１月７日（金）午後６時45分開
演　所コンサートホール　出演大友
直人（指揮）、市原愛（ソプラノ）、京
都市交響楽団　内ヨハン・シュトラ
ウスⅡ世／喜歌劇「こうもり」序曲ほ

か　

￥１階席5,000円、バルコニー席3,500
円（25歳以下は全席半額）　※全席指
定。未就学児入場不可

●狂言体験教室
時来年１月11日～２月22日の毎週火
曜日午後６時30分～８時30分　所能
楽堂楽屋　対全日参加できる人（小
学生以下は保護者同伴）　内狂言の
基本や所作・狂言小舞を体験する　
※最終日は成果発表会有り　定先着
20人　￥3,000円（高校生以下半額）　 
申12月７日（火）午前10時から電話で
能楽堂
●参合館ロビーコンサート
時12月14日（火）午後５時～５時30分　
所参合館　出演Duo le lien（ソプ
ラノ・ピアノ）　曲目シューベルト
／アヴェマリア、モーツァルト／ハ
レルヤ、プッチーニ／ムゼッタのワ
ルツほ

か

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

●正月花を生けよう
時12月26日（日）午前10時30分～11時
30分　所高橋コミュニティセンター　
内アレンジメントフラワーで正月花
を生ける　定先着15人　￥3,000円　 
申12月５日（日）午前９時から電話か
直接同センター

高橋交流館
（☎88・4887 FAX88・4891
✉ph-takahashi@city.toyota.aichi.jp）

●クリスマスコンサート
時12月18日（土）午後４時～５時30分　
所高橋交流館　対小学生以上　内ヴ
ァイオリンとピアノの演奏　定先着
60人　￥300円　申12月５日（日）午
前10時から電話か直接同館

©Akira Muto ©Rowland Kirishima
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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
▲

年末年始の主な施設の休業予定 休業日午後休業

※体育館／スカイホール豊田（武道館含む）、西部体育館、運動公園体育館、東山体育センター、高岡公園体育館、地 
域文化広場、柳川瀬公園体育館、藤岡体育センターほ

か　テニスコート／土橋・井上・加茂川・毘森・高岡・柳川瀬
公園、高岡・高橋・東山・保見の各運動公園、地域文化広場、平戸橋いこいの広場、猿投棒の手ふれあい広場ほ

か　 
野球場／運動公園野球場、毘森公園、足助グラウンド、稲武夏焼グラウンドほ

か　そのほか／五ケ丘運動広場、柳川 
瀬公園サッカー場、運動公園陸上競技場、保見運動広場、井上公園プール、地域文化広場プールほ

か　そのほかは
TOSS（市スポーツ施設予約システム）か各施設で確認

分
野 施設

12月 来年１月
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 ６ ７
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

生
活

市役所、各支所・出張所、農ライフ創生センター
就労支援室・女性しごとテラス、とよた市民活動センター
消費生活センター
駅西口サービスセンター
キラッ☆とよた、西部コミュニティセンター、地域文化広場、農林漁家高齢者
センター、高岡コミュニティセンター、高橋コミュニティセンター、各交流館、
高岡農村環境改善センター、下山基幹集落センター
朝日ケ丘自転車等保管所
乙ケ林診療所
南部休日救急内科診療所
リユース工房
古瀬間聖苑（12月25日、来年１月５日は火葬施設休み、式場は午後５時から。
12月30日の式場利用は午後４時まで。来年１月２日は午前９時から）

福
祉
・
子
ど
も

下山保健福祉センターまどいの丘、藤岡福祉センターふじのさと、稲武福祉セ
ンター、こども発達センター（おひさまを除く）、山之手子育て支援センター
豊寿園
とよた子どもの権利相談室、市福祉センター、障がい者福祉会館、サン・アビ
リティ―ズ豊田、寿楽荘、若者サポートステーション
老人福祉センターぬくもりの里、小原福祉センターふくしの里、志賀子どもつ
どいの広場、柳川瀬子どもつどいの広場、各地域子育て支援センター（山之手
は除く）、障がい者就労・生活支援センター
青少年相談センター
足助まめだ館
温浴施設じゅわじゅわ
福祉就業センター
とよた子育て総合支援センター

教
育
・
文
化

美術館、市郷土資料館、民芸館、民芸の森、発見館、喜楽亭、平戸橋いこいの広場、
猿投棒の手ふれあい広場、市民文化会館、視聴覚ライブラリー、各スポーツ施設（※）、 
スカイホール豊田、とよた科学体験館、青少年センター、藤岡ふれあいの館、石畳
ふれあい広場（来年１月２日は午前10時～午後３時に足湯、温泉スタンドのみ営業）、
藤岡民俗資料館、総合野外センター、歌舞伎伝承館、中央図書館、こども図書室、
コミュニティセンター・交流館等図書室、自然観察の森、エコット、とよたエコフ
ルタウン、産業文化センター、西山公園、小原和紙のふるさと、下山憩いの家
豊田スタジアム、市民ギャラリー、防災学習センター
足助中馬館
交通安全学習センター
コンサートホール・能楽堂
下山保健福祉センター・生きがい活動センター、どんぐり工房
足助資料館、旭郷土資料館、旧松本家長屋門
城跡公園足助城
稲武郷土資料館（12月20日（月）～来年２月10日（木）は休み）
旭高原自然活用村（宿泊施設は12月27日から休み）
どんぐりの湯、どんぐり横丁
三州足助屋敷（12月23日（木）から休み）
松平郷館（来年１月８日（土）～13日（木）は休み）
鞍ケ池公園
香恋の館、手づくり工房山遊里
ものづくり創造拠点ＳＥＮＴＡＮ
国際交流協会
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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

まさき
（☎21・8080）

●豊田市民音楽祭2021
時12月11日（土）午後２時開演、12日

（日）午前10時開演　所市民文化会館　
内アマチュアバンドによる演奏会　
￥500円

豊田楽友協会吹奏楽団
（中島☎080・4841・9301）

●豊田楽友協会吹奏楽団定期演奏会
時12月12日（日）午後３時開演　所コ
ンサートホール　内エール・マーチ、
春の猟犬、鬼滅の刃メドレーほ

か　￥
700円（全席自由）

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
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

●とんぼ玉体験「クリスマスツリー
のガラス細工作り」
時12月19日（日）①午前10時～正午　
②午後１時～３時　対小学５年生以
上（小学生は保護者同伴）　内３㌢ほ
どのミニクリスマスツリーの置物を
１つとクリスマスカラーの水玉模様
のとんぼ玉３個　定抽選12人　￥3,2 
00円（中学生以下2,800円）　申込み
期限12月７日（火）
●はじめてのやきものづくり「おひ
なさま」
時12月19日（日）午後１時～３時　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
内粘土１キロ㌘で内裏雛を制作　定
抽選12人　￥1,500円（中学生以下1,0 
00円）　他作品は焼成して後日お渡
し　申込み期限12月９日（木）
●しめ縄作り体験
時12月19日（日）午後１時30分～３時　
対小学生以上（小学生は保護者同伴）　
内わらを編んで１重のしめ縄を制作　
定抽選11人　￥1,000円　申込み期限
12月９日（木）
●絞り染め講座
時来年１月13日、27日、２月10日、
24日、３月10日の木曜日午前10時～
正午、午後１時～３時　対全日程参
加できる人　内巻上げ・板締など絞

りの伝統的な技法で制作（化学染料
で染色）　定各抽選11人　￥初級者
6,000円、上級者8,500円　※いずれも
材料費別途5,000円程度　申込み期限
12月16日（木）
●藍染め講座
時来年１月15日、29日、２月12日、
26日、３月12日の土曜日午前10時～
午後３時　対全日程参加できる人　
内巻上げ・板締など絞りの伝統的な
技法で制作（藍で染色）　定抽選11人　 
￥初級者１万2,000円、上級者１万5,0 
00円　※材料費別途6,000円程度　申
込み期限12月16日（木）
●とんぼ玉講座
時①来年１月21日、２月４日、18日、
３月４日、18日の金曜日　②来年１
月22日、２月５日、19日、３月５日、
19日の土曜日　※いずれも午前10時
～正午、午後１時～３時　対全日程 
参加できる人　定各抽選12人（初級
者は６人まで）　￥初級者7,000円、
上級者１万3,000円　※いずれも材料
費別途4,500円程度　申込み期限12月
16日（木）
●ガス窯陶芸講座

時①来年１月15日、29日、２月12日、
26日、３月12日、26日の土曜日午前
９時～正午　②午後１時～４時　③
来年１月16日、30日、２月13日、27
日、３月13日、27日の日曜日午前９
時～午後３時（１月30日、２月27日
は正午まで）　対全日程参加できる
人　内ひも作り、タタラ成形などに
よる作品作り　定各抽選14人　￥①
②5,100円　③7,900円　申込み期限12
月16日（木）
●挙母木綿手紡ぎ手織り講座（初級）
時来年１月12日、26日、２月９日、
23日、３月９日の水曜日午前10時～
午後３時　対全日程参加できる人　
内木綿の歴史を学び、糸車を使った
糸紡ぎとはた織り体験　定抽選11人　 
￥6,500円　※初めての受講者は別途

午前９時15分～11時10分
※国道301号東進全車線

午前８時50分～午後０時５分
※全車線通行止め

午前10時30分～11時45分
※国道153号南進

※全車線

豊田スタジアム

梅坪町10

落合町

平成記念橋北

高橋

豊田大橋

久澄橋

水間町６

高橋町４
高橋町２

上野町２

上野町９

鶯橋北

森町３

御立町１

加茂川橋西

十塚町５

挙母町４

喜多町５

喜多町４

日之出町１

上野町６南

豊田スタジアム東

スカイ
ホール豊田

午前10時15分～11時25分
※全車線通行止め

午前10時30分～11時25分
※全車線通行止め

午前10時35分～11時28分
※全車線通行止め

午前９時15分～11時55分
※全車線通行止め

午前10時25分～11時40分
※北進片側１車線

平
成
記
念
橋

午前10時30分～
11時28分頃は
東西通行不可

午前10時30分～
11時28分頃は
東西通行不可

153

419

248

301

矢作川梅
坪
駅

とよたエールマラソン2021ザ・チャレンジ 
交通規制の案内

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

　大会当日（12月12日（日））
は豊田スタジアムと周辺道
路がマラソンコースとなる
ため交通規制を行います。
会場周辺は混雑が予想され
ますので、ご理解・ご協力
をお願いします。
　また、新型コロナウイル
ス感染症対策のため、沿道
での応援はご遠慮ください。
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時とき 所ところ 対対象 内内容 ￥参加費・入場料 他その他 HP番号は市ホームページのページ番号です。定定員 申申込み 問問合せ省略記号

ら し の ひ ろ ば暮 p.22文化・芸術 p.27知識・教養 p.30食・自然 p.31祭・体験 p.33スポーツ

文
化
・
芸
術

知 識・教 養

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

500円（テキスト代な
ど）　申込み期限

12月16日（木）
●染織講座（初級）
時来年１月18日、２月１日、15日、
３月１日、15日の火曜日午前10時～
午後３時　対全日程参加できる人　
内草木を使った染色と卓上織機での
簡単な織り　定抽選11人　￥7,000円　
※材料費別途3,600円程度（初めての
受講者は1,000円）　申込み期限12月
16日（木）

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12月19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12月５日

（日）午前９時から電話か直接同セン
ター

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

●鉄道模型の世界へようこそ！
時12月26日（日）①午前10時30分～午
後０時30分　②午後１時～４時　所
浄水交流館　内鉄道模型の展示、操
作体験　定①先着60人　②先着90人　
申12月７日（火）午前９時30分から電
話か直接同館

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

●とよたまちなか芸術祭
時12月４日（土）～25日（土）　所まち
なかの協力店舗や緑陰歩道などの公
共空間、市民文化会館ほか公共施設　
内公募アーティストによるアート作
品の展示やライブパフォーマンス、
マルシェな

ど

●特別展示　ホー・ツーニェン《旅
館アポリア》
時12月４日（土）～来年１月23日（日）　
※月曜日、12月27日（月）～来年１月

４日（火）は休み。来年１月10日（月）
は開館　所喜楽亭　
●市制70周年記念　青少年音楽３団
体ジョイントコンサート
時来年２月６日（日）午後３時開演　
所市民文化会館　出演市ジュニアオ
ーケストラ、市ジュニアマーチング
バンド、市少年少女合唱団　内各団
体による単独ステージ、ジョイント
演奏ほ

か　他全席指定　※３歳以下入
場不可　申12月10日（金）午前10時か
ら直接市民文化会館か市民文化会館
ホームページに必要事項を入力

HP番号／1046448

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

●市制70周年記念コンサートへの招
待
時来年１月16日（日）午後４時開演　
所コンサートホール　対市内在住・

在勤の医療機関や介護施設、障がい
者福祉施設などの従事者とその家族　
公演市制70周年記念「オペラ紅白歌
合戦」　出演宮元益光（バリトン・
司会）、名古屋フィルハーモニー交響
楽団ほ

か　定抽選70組（２人１組）　申
12月24日（金）までに市ホームページ
から申込み　※結果は12月31日（金）
までにメールで通知

●Monthly pickup book　12月～
クリスマス～
時12月２日（木）～28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

宅地
番号

街区 
番号 

（ブロック）

画地 
番号 

（ロット）

地積 単価（円）
分譲価格（円）平方㍍ 坪（約）平方㍍当た

り
坪当たり

（約）
１ ８ ５ 242.48 73.35 12万7,000 41万9,835 3,079万4,960
２ 29 ５ 199.87 60.46 13万2,000 43万6,364 2,638万2,840
３ 32 １ 152.97 46.27 13万4,000 44万2,975 2,049万7,980
４ 32 ２－１ 170.00 51.43 13万1,000 43万3,058 2,227万
５ 32 ２－２ 170.00 51.43 13万2,000 43万6,364 2,244万
６ 34 ４ 252.19 76.29 12万4,000 40万9,917 3,127万1,560
７ 40 ２ 322.05 97.42 12万1,000 40万 3,896万8,050
８ 40 19 257.89 78.01 12万4,000 40万9,917 3,197万8,360
９ 42 ７－１ 178.88 54.11 14万 46万2,810 2,504万3,200
10 42 ７－２ 178.89 54.11 14万1,000 46万6,116 2,522万3,490
11 47 ７ 170.11 51.46 13万5,000 44万6,281 2,296万4,850
12 47 ９ 253.73 76.75 13万2,000 43万6,364 3,349万2,360
13 51 ４ 272.00 82.28 12万8,000 42万3,140 3,481万6,000
14 51 10 227.19 68.72 12万8,000 42万3,140 2,908万0,320
15 52 ６ 182.39 55.17 13万6,000 44万9,587 2,480万5,040
■ところ　寺部町・高橋町・上野町地内　
■分譲区画数　15区画
■分譲方法　公開抽選　
■抽選　来年１月８日（土）・９日（日）に寺部区画整理事務所で開催　
■そのほか　抽選日までに応募のない宅地については来年１月17日（月）から先

着順で販売　
■申込み　12月６日（月）～24日（金）午前９時～午後５時に直接寺部区画整理事

務所　※土・日曜日を除く

豊田寺部土地区画整理事業の宅地を分譲します
●問合せ　寺部区画整理事務所（☎87・3088 FAX88・2801 ✉terabe@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1005217

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

ブルーバード（☎77・6910）
　いずれもところはキラッ☆とよた。
対象は市内在住・在勤の女性。定員
は各先着20人。参加費は500円。申込
みは12月６日（月）午前10時からブル
ーバードホームページに必要事項を
入力。
●女性のためのマインドアップセミ
ナー「Coco＋（ココプラス）」
時／内①来年２月２日／「表現」を生
かして子どもと交信　②２月16日／
周りに振り回されない、私であるた
めのヒント　③３月９日／笑顔で無
理なく「変化」を楽しもう　※いずれ
も水曜日午前10時30分～11時50分
●働く女性のためのセミナー「Coc 
o＋（ココプラス）キャリア」
時／内①来年１月29日／働く女性の
セルフマネジメント　②２月19日／
自分でできる心と身体の整え方　③
３月19日／自然体で能力発揮するた
めのヒント　※いずれも土曜日午前
10時～11時40分

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12月５日（日）午前10時から電話
でエコット。
●eco☆ゲームでウオームシェア
時来年１月８日（土）午前10時～正午　
対小学生以上（小学生は保護者と参

加）　内カードゲームやボードゲー
ムなどで遊ぶ　定先着15人
●かんたんエコ手芸教室～古布でネ
ックレスを作ろう～
時来年１月15日（土）午前10時～正午　
対小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着15人
●ダンボールコンポスト基礎講座
時来年１月23日（日）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　定先着
20人　￥500円　他子どもの同伴可
●折り紙でくねくねあおむしを作ろ
う
時来年１月30日（日）午前10時～正午　
対未就園児～小学校低学年の親子　
定先着10組

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。
●サイエンスショー「光のファンタ
ジー」
時12月４日（土）～26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　内空や夕焼け、
イルミネーションなど光の不思議を
探る　他12月12日（日）はイベントの
ため休止
●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①12月４日（土）・５日（日）・

11日（土）・12日（日）／クリスマスリ
ース　②18日（土）・19日（日）／光の
万華鏡　③24日（金）・25日（土）／ぷ
らばんオーナメント　④26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
●サイエンススクール発表会
時12月12日（日）午前10時～午後３時　
内市内中学・高校生によるサイエン
スショー　申当日直接会場
●プラネタリウム投映番組
　12月５日（日）、７日（火）～来年３
月下旬は、催し・改修工事のため中
止。12月４日（土）の投影番組はとよ
た科学体験館ホームページを確認。

こども図書室
（☎88・1322 FAX88・1322）

●「絵本作家・まついのりこ」原画展・
希少本の展示
時来年１月20日（木）～30日（日）午前
10時～午後４時（30日は午後２時ま
で）　※休館日は月・火曜日　所こ
ども図書室
●講演会「母まついのりこの世界を
語る～絵本の中で育って～」
時来年１月22日（土）午後１時30分～
３時　所高橋交流館　内パントマイ
ミストとして活躍する講師が絵本・
紙芝居作家の母を語る　定先着60人　
申12月９日（木）午前11時から直接同
室

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）

　いずれもところは中央図書館。
●クリスマスおはなし会

時12月25日（土）午後２時～３時　対
３歳以上の子と保護者　定先着12組　
他おはなし会スタンプ２倍　申当日

種別 とき 申込期間

普通救命講習Ⅰ 
午前９時～正午

来年１月18日（火） 12月７日（火）～来年１月11日（火）

来年２月15日（火） 来年１月４日（火）～２月８日（火）
応急手当普及員再講習 

午前９時～正午 来年３月５日（土） 来年１月24日（月）～２月28日（月）

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

学ぼう応急手当（来年１月～３月）
●問合せ　中消防署管理課 
　　　　　（☎35・9720 FAX35・9729 ✉shoubou-naka@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1028225
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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
▲

直接会場
●新聞切りぬき作品づくりにチャレ
ンジ
時12月26日（日）午前10時15分～午後
０時15分　対小～中学生（小学３年
生以下は保護者同伴）　内自分のテ
ーマに合わせて選んだ記事を貼りつ
け、書きこみをしながら作品を作る　
定先着15人　申12月５日（日）午前10
時から電話か直接同館
●トラブルに備えよう！自動車運転
に関する法律のイロハ
時来年１月22日（土）午後２時～４時　
内弁護士が道路交通法改正や法律相
談事例を交えて自動車運転トラブル
を解説　定先着20人　申12月５日 

（日）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

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

●働き方いろいろ　私に合う働き方
時12月17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労
希望の女性　内働き方の雇用形態別
特徴や選び方のポイントなどを紹介　
定先着11人　他託児有り（先着５人、 
500円、12月８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12月５日（日）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

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12月５日

（日）午前10時から電話、ファックス、
Ｅメールか直接同室。
●キャリアプランニングセミナー
時来年１月14日（金）午後２時～４時　

対市内在住・在勤・在学・在活動中
の人　内自分仕様の未来を手にする
自己分析
●セカンドライフ・キャリアセミナ
ー
時来年１月22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　内起業、複業、
転職な

ど　他予約優先。オンライン参
加も可

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

●ミドル世代のキャリアデザイン
（介護・病気との両立）
時来年１月７日（金）午後１時30分～
３時　所キラッ☆とよた　対市内在
住・在勤の人　内突然の介護や病気
に向け、今からできる備えを考える　

定先着11人　￥500円　他未就学児
の託児有り（有料、12月22日（水）ま
でに要予約）　申12月５日（日）午前
10時からとよたキャリアカレッジホ
ームページに必要事項を入力

都市交通研究所
（☎31・7543 FAX31・9888）

●豊田まちと交通勉強会

時12月15日（水）午後６時～７時　所
都市交通研究所　内「クルマのまち」
ならではの歩行者優先施策を考える　
定先着15人　他オンライン可　申12
月８日（水）午前10時から電話で同研
究所

　人権は、人間が人間らしく生きていく権利で、全ての
人が生まれながらにして持っている権利です。互いに相
手を思いやり、自分の人権も相手の人権も大切に守りな
がら、共に幸せに暮らせる社会を築きましょう。
■令和３年度啓発活動重点目標 
　「誰か」のこと　じゃない。 
　　～人権は　自分ごと　お互いの人権を尊重し合う社会を～
■人権相談（予約不要）　※祝日除く 

名古屋法務局豊田支局
（☎32・0006、FAX35・3837） 月～金曜日午前10時～正午、午後１時～４時

市民相談課 第２・４火曜日午前10時～正午
●人権擁護委員～あなたの街の相談パートナー～　　氏名は50音順、（　）は中学校区名

青
あおきやすし

木康次（藤岡）

阿
あべけいいち

部惠一（上郷）

石
いしかわ

川みつ子
こ

（前林）

猪
いづかみさこ

塚美佐子（高岡）

伊
いとうすみよし

藤純義（稲武）

伊
いとうふさじ

藤房治（美里）

岩
いわつき

附まゆみ（猿投台）

宇
うのまちこ

野真知子（松平）

太
おおたたかふみ

田高史（朝日丘）

小
おがさわらまさみ

笠原政巳（石野）

岡
おかじまなおふみ

島尚文（猿投）

加
かとうあきたか

藤昭孝（豊南）

加
かとうあきら

藤章（小原）

加
かとうともこ

藤智子（足助）

川
かわはたかつあき

畑勝亮（浄水）

倉
くらちまさひろ

地雅博（下山）

小
こせがきいすず

瀨垣五十鈴（崇化館）

後
ごとうやすひろ

藤康仁（旭）

佐
さとうゆうこ

藤祐子（逢妻）

中
なかしまふみこ

島文子（足助）

深
ふかつたかこ

津孝子（末野原）

星
ほしだけいこ

田恵子（益富）

堀
ほりたかあき

隆昭（藤岡南）

松
まつざわあきお

澤昭夫（高橋）

水
みずたにまさこ

谷雅子（竜神）

三
みやけやちよ

宅八千代（井郷）

山
やまうちちさこ

内知佐子（若園）

山
やまうちとしゆき

内敏之（保見）

山
やまだまさあき

田正秋（梅坪台）

12月４日（土）～10日（金）は人権週間です
●問合せ　市民相談課（☎34・6626 FAX31・8252 ✉s_soudan@city.toyota.aichi.jp）
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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

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12月６
日（月）午前９時から電話で同センタ
ー。
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時来年１月の毎週金曜日午前９時15
分～正午　￥7,000円
●ホームページ作成講座
時来年１月７日～２月４日の毎週金
曜日午後１時15分～４時　￥１万1,0 
00円
●エクセルＶＢＡでアンケート集計
時来年１月11日～25日の毎週火曜日
午前９時15分～正午　￥6,000円
●よくわかるワード基礎講座
時来年１月11日～２月15日の毎週火
曜日午後１時15分～４時　￥１万2,2 
00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①来年１月12日、19日の水曜日　
②20日、27日の木曜日　※いずれも
午前９時30分～11時30分　￥各5,500
円
●よくわかるエクセル基礎講座
時来年１月13日～２月17日の毎週木
曜日午後１時15分～４時　￥１万2,2 
00円
●ワードで会報作成
時来年１月17日～31日の毎週月曜日
午後１時15分～４時　￥6,000円

　いずれもところはエコット。申込
みは12月５日（日）午前10時から電話
でエコット。
●ごみのゆくえ　見て聞いて分かっ
たことをまとめよう！
時来年１月10日（月）午後１時30分～

３時30分　対小学３年生以上（小学
生は保護者と参加）　内渡刈クリー
ンセンターを見学し、学んだ成果を
まとめる。終了後、本の出張貸出が
利用可能　定先着20人
●エコット映画会
時来年１月22日（土）午前10時～正午　
対中学生以上　内海洋プラスチック
問題に関するドキュメンタリー　定
先着50人　￥300円
●住民主体で取り組む「気候変動の
適応策」セミナー
時来年１月22日、２月５日、26日の
土曜日午後１時30分～３時30分　対
全日参加できる大人　内持続可能な
地域づくりを考える　定先着30人

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

●家族でクリスマス飾りを作ろう！
時12月19日（日）午前10時～午後２時　
所総合野外センター　対市内在住の
小・中学生とその家族　内スワッグ
作り　定抽選12家族　￥１家族800
円　申12月６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

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。申込
みは申込み開始日午前９時から電話
で同公園。※申込み開始日は電話１
回につき２人まで
●特別講座　本家幸大の「クリスマ
スローズのコツ」
時来年１月22日（土）午前10時～正午　
対中学生以上　内栽培のコツを学ぶ

（夏越しや肥料、植え替え時期な
ど）　

定先着30人　￥100円　申込み開始
日12月７日（火）
●花とみどりの講座「カジュアル盆
栽の仕立て方」
時来年１月26日（水）午前10時～正午　
対市内在住の人　内枝垂桜のミニ盆
栽づくり　定先着30人　￥1,600円　 
申込み開始日12月14日（火）

自然観察の森
（☎88・1310 FAX88・1311
✉toyota@wbsj.org）

　いずれもところは自然観察の森。
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
森あるきを除く
●あべまきの会と森あるき「落ち葉
に冬芽、冬の楽しみ」
時12月８日、15日、22日、来年１月
５日の水曜日午前10時～正午　※雨
天中止　他当日直接会場
●森のおはなし会「冬、生き物たち
はどうしてる？」
時来年１月８日（土）午後２時～３時　 
内絵本の読み聞かせ　定先着12人　
申込み開始日12月23日（木）
●森あそび「木の実コロコロ」
時来年１月９日（日）午前10時～正午　
対親子　内枝や木の実でドングリを
転がす遊び板を作る　定先着15人　 
￥３歳以上100円　申込み開始日12
月24日（金）
●森の生き物の巣箱を観察しよう！
時来年１月16日（日）午前９時30分～
正午　※雨天時は23日（日）　対小学
生以上　内森の中に新しい巣箱を設
置して、生き物の暮らす環境につい
て考える　定先着15人　￥100円　 
申込み開始日来年１月６日（木）

豊田野鳥友の会
（☎58・1039）

●豊田市民の探鳥会
時12月19日（日）午前９時～正午　※
雨天中止　所水源公園（集合は水源
神社）　対小学生以上　内カモなど
冬鳥のバードウオッチング　￥100
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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
▲

円　他双眼鏡が有れば持参。オリジ
ナル野鳥カードプレゼント

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。
●ドングリ拾ってクッキーづくり
時来年１月11日、18日の火曜日午後
１時～３時　対両日参加できる18歳
以上　定抽選15人　￥300円　申12
月22日（水）までに催し名と参加者全
員の氏名（ふりがな）・年齢・電話番
号をＥメールでトヨタの森
●森歩きで二十四節気を楽しもう
時来年１月25日（火）午後１時～３時　
内大寒：里山の植物・ヒメカンアオ
イを探しながら落ち葉の積もった森
を歩く　定先着20人　￥100円　他
小学生以下保護者同伴　申12月６日

（月）午前９時から電話でトヨタの森

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

●わいわい野山のクリスマスだze♪
時12月12日（日）午前９時30分～正午　 
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、森
の素材でクリスマスパーティー　￥
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@hm10.aitai.ne.jp）

●旭高原味
みそ

噌仕込み
時来年１月21日（金）午後１時～３時　
所旭高原元気村　内古民家での味噌
作り体験　定先着５組　￥３歳以上
310円　※持ち帰り用材料費別途１
セット3,600円必要（味噌５㌔相当、
１組４セットまで）　申12月６日 

（月）午前９時から電話で旭高原元気
村

●冬休みこども週間
時12月14日（火）～来年１月６日（木）
午前９時～午後５時　※12月27日

（月）～来年１月４日（火）は休み　所
市郷土資料館　内だるまの絵付け体
験（200円）、縁起のよいコラージュ製
作、火おこし体験、クイズラリー、
ぬり絵、羽根つき

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

　いずれもところは地域文化広場。
●ものづくりひろば
時来年１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
●大人向け水中運動教室
時来年１月８日～29日の毎週土曜日
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12月24日（金）午前９時から参
加費を添えて直接同プール
●スポーツ万能！キッズ教室
時来年１月11日～25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
12月14日（火）午前10時から参加費を
添えて直接同広場

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。
●大人の簡単パンづくり教室
時12月19日（日）①午前10時～正午　
②午後１時30分～３時30分　対高校
生以上　内シュトーレン　定各先着
12人　￥2,000円　申込み開始日12月
７日（火）
●骨盤体操教室
時来年１月12日～３月23日の毎週水
曜日午前10時～11時　※２月23日は
休み　対女性　内骨盤のゆがみ矯正
や体幹部強化で、痩せやすい身体を
つくる　定先着30人　￥7,000円　申
込み開始日12月15日（水）

　今年度も「とよた消防フェスタ」をウェブで開催します。スマートフォンを使
って、好きな場所で好きな時間に参加できます。
■とき　12月18日（土）～来年２月13日（日）
■対象　オンライン上で写真投稿ができる人
■内容　防火・防災に関わる10個のお題の中から好きなものを 

選び、体験・発見した様子を写真に収めて投稿をする。
■参加方法　市ホームページか専用サイトからエントリー
■そのほか　抽選で消防に関する景品有り

とよた消防フェスタ
●問合せ　予防課（☎35・9703 FAX35・9719 ✉shoubou-yobou@city.toyota.aichi.jp）

投稿例
お題：コンロを確認しよう！

賞品例

はしご車試乗体験 防火衣リメイクバッグ

専用サイト

HP番号／1046555
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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12月５日（日）午前９時から
電話で同工房。
●クリスマス飾りを作ろう
時12月11日（土）午前10時～正午　内
稲武産竹でヒンメリか、大松ぼっく
りでミニツリーを作る　定先着15人　
￥1,100円
●そば打ち体験
時12月26日（日）午前11時～午後２時　
定先着４組（１組４人まで）　￥3,000
円

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。
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「ミニわらほ
うき作り」
時来年１月15日（土）午前10時～正午　
定先着12人　￥2,200円　申込み開始
日12月17日（金）
●暮らしの手作り講座「炭作り」
時来年１月22日、29日の土曜日午前
10時～正午　対両日参加できる人　
定先着12人　￥2,200円　申込み開始
日12月17日（金）
●食の学校「味噌作り」
時①来年１月11日（火）、12日（水）、
13日（木）午前10時～正午　内地元産
の大豆で味噌仕込み体験。仕込んだ
味噌６キロ㌘は持ち帰り可　定各日
先着12人　￥各日4,000円　申込み開
始日12月15日（水）
●食の学校「寒茶作り」
時来年１月23日（日）午前10時～午後
０時30分　内山茶の話やお茶の枝採

りと寒茶作り体験。寒茶は持ち帰り
可　定先着15人　￥2,200円　申込み
開始日12月20日（月）

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。
申込みは先着の場合申込み開始日午
前９時から参加費を添えて直接同体
育館。
●はじめてのヨガ
時来年１月11日～25日の毎週火曜日
午前９時30分～10時20分　内呼吸を
整え柔軟性や体力を向上　定先着15
人　￥2,250円　申込み開始日12月14
日（火）
●はじめてのＺＵＭＢＡⓇ

時来年１月11日～25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　
￥2,250円　申込み開始日12月14日 

（火）
●スポーツパルクール教室
時来年１月20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12月16日（木）
●社交ダンス教室
時来年１月の毎週木曜日午後３時45
分～４時45分　定先着30人　￥4,000
円　申込み開始日12月９日（木）
●運動神経バツグン！キッズ教室
時来年１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　￥
3,000円　申込み開始日12月９日（木）
●やさしい気功と太極拳
時来年１月の毎週金曜日午後１時30
分～３時　内ゆっくりした動作でか
らだのバランスを整える　定先着15
人　￥3,000円　申込み開始日12月10
日（金）
●中学生サッカー教室
時来年１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

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

●ふじバスで行く「石畳ウオーク」
時来年１月16日（日）午前９時20分～ 
午後３時50分　集合藤岡交流館　定
先着12人　￥400円　申12月８日

（水）午前９時30分から電話か直接同
交流館

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

　いずれもところは平戸橋いこいの
広場。参加費は6,000円。
●楽しく簡単にエクササイズz

ズンバ

umb 
aⓇ教室
時来年１月７日～３月18日の毎週金
曜日午後２時～３時　※１月14日、
２月11日、３月４日は休み　定先着
15人　申12月11日（土）午前９時から
電話か直接同広場
●テニス教室（午前の部）
時来年１月７日～３月４日の毎週金
曜日午前９時30分～11時　※２月11
日は休み　定先着25人　申12月11日

（土）午前９時から参加費を添えて電
話か直接同広場
●テニス教室（午後の部）
時来年１月12日～３月９日の毎週水
曜日午後７時15分～８時45分　※２
月23日は休み　定先着28人　申12月
11日（土）午前９時から参加費を添え
て電話か直接同広場
●女性の美しさを引き立たせるベリ
ーエクササイズ教室
時来年１月18日～３月15日の毎週火
曜日午前10時～11時　※２月22日は
休み　対女性　定先着15人　申12月
11日（土）午前９時から電話か直接同
広場
●インナーマッスルをしっかり鍛え
るボディリメイクヨガ教室
時来年１月18日～３月15日の毎週火
曜日午前11時10分～午後０時10分　 
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豊田スタジアム
（☎87・5200 FAX87・5201）
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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22日は休み　定先着15人　申
12月11日（土）午前９時から電話か直
接同広場
●運動が苦手でも楽しめるフラダン
ス教室
時来年１月20日～３月17日の毎週木
曜日午後２時～３時　※２月24日は
休み　定先着15人　申12月11日（土）
午前９時から電話か直接同広場

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

●リラックス・ヨガ
時来年１月の毎週水曜日午前10時30
分～11時30分　所藤岡ふれあいの館　
対市内在住・在勤の人　内無理なく
始められるヨガ教室　定先着20人　 
￥2,800円　申12月22日（水）午前９時
から電話か直接同館

12月の主なイベント予定４日（土）午
後２時／明治安田生命Ｊ１リーグ第
38節　名古屋グランパスvs浦和レッ
ズ　12日（日）午前７時30分／とよた
エールマラソン2021ザ・チャレンジ　
休館日全館／７日（火）、28日（火）～
31日（金）　スポーツプラザ／４日

（土）～14日（火）（４日（土）、５日 
（日）、７日（火）、12日（日）を除き、
地下１階は通常営業）

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12月４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
●４期テニス教室
時一般／来年１月～３月の①毎週水
曜日　②③④毎週金曜日　⑤毎週土
曜日　※①②⑤午前９時15分～10時
45分　③④午後７時15分～８時45分　
健康／⑥来年１月～２月の毎週土曜
日午前９時15分～10時45分　所①④
柳川瀬公園　②③加茂川公園　⑤⑥
地域文化広場　対市内在住・在勤・
在学の人、市テニス協会員　定①～
④先着30人　⑤⑥先着20人　￥①②

１万2,000円（協会員7,000円）　③～⑥
１万4,000円（協会員8,000円）　申12月
５日（日）午前０時から市テニス協会
ホームページに必要事項を入力
●来年１月のフリークライミング体
験会
時①10日（月）午後３時～６時　②７
日（金）、18日（火）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）　申当日各回30分前から参加
費を添えて直接スカイホール豊田

できたそうです。
村岡選手は、東京2020パラリンピ
ック競技大会に陸上選手として出場
しましたが、パラアルペンスキーで
も、平昌2018パラリンピック競技大
会で金メダルをとるなどトップ選手
として長年活躍しており、2022年の
北京パラリンピック競技大会の内定
を獲得しています。
「北京パラリンピック競技大会へ
の準備期間は、東京2020パラリンピ
ック競技大会が終了してから約半年
間しかなく、私自身やったことがな
い挑戦で不安もある。ただ、自分自
身とアルペンスキーに向き合って、
メダル獲得を目指して頑張っていき
ます」と意気込みを話してくれまし
た。

「練習は本番のように、本番は練
習のように」。この言葉を大切にして
挑戦し続ける村岡桃佳選手。先日行
われた東京2020パラリンピック競技
大会の陸上女子100㍍T54クラスで
は見事６位に入賞しました。「自国開
催ということで、多くの人にパラリ
ンピック競技大会を観戦してもらい、
パラリンピアンのアスリートとして
の凄さや格好良さを知ってもらえた
ことが嬉しかった」と笑顔で話して
くれました。そんな村岡選手が競技
と出会ったのは、陸上競技が小学２
年生、チェアスキーが小学４年生の
時。その後、負けず嫌いの性格もあ
り、悔しさをバネに競技に取り組ん

陸上とアルペンスキーの二刀流で、
パラスポーツの魅力を伝えたい。

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
用具、気力、技術を駆使した
パラアスリートのプレーをお
楽しみください。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

2014年　ソチパラリンピック競技大会　大回転５位
2018年　平昌パラリンピック競技大会　５種目で金・銀・銅メダル獲得
2020年　第31回日本パラ陸上競技大会　優勝
2020年　東京2020パラリンピック競技大会　６位

村岡　桃佳  選手

パラ陸上 短距離・
パラアルペンスキー

トヨタ自動車所属

 むらおか　    ももか

©GTTA１

豊 田 市 ゆ かりの 選 手 を
み ん な で 応 援！！
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レ ン コ ン

地産地食応援店「旬菜食彩かべや」の壁谷さんに、とよたの
レンコンを使った料理のレシピを教わりました。

旬菜食彩かべや作り方作り方

レンコン ………… 400㌘
魚（タラな

ど）の切り身 … ２切れ
ニンジン ………… 50㌘
キヌサヤ ………… ５枚
キクラゲ ………… １枚

ギンナン ………… ２個
だし汁 …………… 450cc
薄口醬油 ………… 45cc
みりん …………… 45cc
酒 ………………… 少々

片栗粉 …………… 適量
塩 ………………… 少々
ユズの皮、あられ ……
……… 少 （々お好みで）

壁谷 勇治

御立町８－30－１
☎41・6068
定休日／月・第３火曜日
営業時間／午後５時～11時

レンコンをよく洗って、皮をむいてすりおろし、水気を切っておく
だし汁、薄口醤油、みりん、酒を混ぜ合わせる
食べやすく切ったニンジン、キヌサヤ、キクラゲを鍋に入れ具材が浸かるぐらい
　を加えて弱火で８分煮る
　に塩、煮汁を切った　を混ぜ合わせる
バットに魚の切り身を乗せ、その上に　、ギンナンを乗せて15分蒸す
　の残りを沸騰させ、溶いた片栗粉を加えてあんを作る
蒸し上がった　に　をかけて、お好みでユズの皮、あられを飾り付けたら完成♪

かべや   ゆうじ
さん

材料（２人分）

今月のおすすめMENU

レンコンは、秋から冬に旬を迎え
ます。ふっくらとして太く、ずっ
しりと重みがあるものが新鮮です。
市内産のレンコンは、直売所など
で購入することができます。

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業
時間が変更になっている場合があります。
最新情報は店舗までお問い合わせください

2

家庭に蒸し器がない場合は、
電子レンジでも調理できます
のでお試しください！中に火
が通るまで加熱してください。

7

5

1 3

4

5 6

26

といろ

がんのピアサポート楽（らっく）みかわ 
（☎090・9225・4141）
●がん治療体験者による相談会と患者会
　12月17日（金）午前11時～午後２時（相
談会）、午後２時～４時（患者会）、来年１
月21日（金）午前11時～午後２時（相談会）
　とよた市民活動センター

メディカルアロマとよた
（菅原☎080・3618・7339 ✉m.aroma.toyota@gmail.com）
●メディカルアロマフェスタ2022
　来年１月19日（水）午後０時30分～３時
30分　　とよた市民活動センター　　先
着15人　　2,500円　　12月５日（日）午前
９時からＥメールで同団体

なないろ　えがお
（山内☎080・3668・0062）
●季節の手足型アート作り（①節分、②
ひな祭り）とダルクローズリトミック
　①来年２月２日　②３月２日　※いず
れも水曜日午前10時30分～11時10分　　
とよた市民活動センター　　首座り～未
就園児と保護者　　各先着10組　　1,000
円　　12月６日（月）午前10時からなない
ろえがおホームページに必要事項を入力

とよた市民活動センター

時 とき　所 ところ　対 対象　定 定員　￥ 参加費・入場料　他 その他 申 申込み　問 問合せ省略記号

自立生活センター　十彩
動画はコチラ

☎36・1730　FAX34・0015
✉ tec@city.toyota.aichi.jp

☎31・1117　FAX85・8185
✉wakamiya@utopia-wakamiya.com

ウオーキング協会
（☎080・2619・8480）
●入会希望者説明会＆ウオーキング講座
　12月18日（土）午前10時～正午　　とよ
た市民活動センター　　先着15人　　12
月５日（日）午前10時から電話で同団体　
※ウオーキング協会ホームページからも
申込み可

野外保育とよた森のたまご
（遊佐☎080・5122・1052 ✉morinotamago2010@yahoo.co.jp）
●森のたまご　オープンデー！
　来年１月17日（月）午前10時～正午　　
松平地区の里山　　未就学児と保護者　
　先着６組　　１組1,500円（別途保険料
１人50円）　　山で「おもしろい」を見つ
ける　　12月５日（日）午前10時からＥメ
ールで同団体

とよたミュージックケアの会
（秋山☎090・4250・1905 ✉aki-yama@pk9.so-net.ne.jp）
●音楽DE介護予防（①リズムおんスマイ
ル、②歌声ひろば）　
　①12月12日、来年１月23日、２月20日
の日曜日　②１月21日、２月18日の金曜
日　※いずれも午前10時45分～正午　　
とよた市民活動センター　　おおむね60
歳以上　　各先着25人　　1,000円　　12
月５日（日）午前９時から電話かＥメール
で同団体　※とよたミュージックケアの
会ホームページからも申込み可

じっくり傾聴チーム
（服部☎080・5107・9135）
●ボランティアが悩みなどを傾聴する

「話せば楽になる処」傾聴カフェ
　12月16日（木）午前10時～正午　　福祉
センター　　100円

定定

時時

申申

所所

定定 ￥￥

時 所
対対

令和３年10月19日 

￥￥
他他

申申

時時
所所

対対

定定
申申

ゆさ

￥￥

時時 所所
￥￥

時時

所所

時時 所所
定定 申申

時時
所所

対対
￥￥

申申
定定

　県国際展示場で開催された「持続可能で強靭な都市・
交通に関する国際会議 Aichi 2021」で、豊田市におけ
るCO２の排出量削減に向けた取組を報告しました。市
では、山間地での高齢者の移動や、災害時の外部給電
装置として次世代自動車を活用するなど、環境面だけ
でなく安全・安心にも配慮した取組を進めています。
豊田市の取組が世界的なカーボンニュートラルの実現
に貢献できるよう市民の皆さん、企業、大学などとの
パートナーシップにより、課題の解決に取り組んでい
きます。

カーボンニュートラルの実現に向けた豊田市の
取組を報告しました

　　　　　10～60歳代　　　　　随時、運動会年１
回　　　　　　とよた市民活動センターなど　　　　
メンバーメンバー 活動日活動日

活動場所活動場所

　障がいの有無に関係なく集まれる場所を作りたい
と平成３年に活動を始めた団体。この日開催された

「ごちゃまぜ運動会」は障がいの有無に関係なく児童
生徒を募集し、互いの理解を深めながら一緒に運動
会を楽しみました。普段の活動から様々な立場の人
のニーズや思いを知ってもらい、インクルーシブ社
会の実現を目指します。

　障がいのある人が自分
らしく生きていくために
何が必要か、まず聞いて、
そして知ってください。

代表　　
長谷　由香さん

代表　　
長谷　由香さん

　  ながたに　ゆか　  ながたに　ゆか
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動画はコチラ

はす蒸し
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レ ン コ ン

地産地食応援店「旬菜食彩かべや」の壁谷さんに、とよたの
レンコンを使った料理のレシピを教わりました。

旬菜食彩かべや作り方作り方

レンコン ………… 400㌘
魚（タラな

ど）の切り身 … ２切れ
ニンジン ………… 50㌘
キヌサヤ ………… ５枚
キクラゲ ………… １枚

ギンナン ………… ２個
だし汁 …………… 450cc
薄口醬油 ………… 45cc
みりん …………… 45cc
酒 ………………… 少々

片栗粉 …………… 適量
塩 ………………… 少々
ユズの皮、あられ ……
……… 少 （々お好みで）

壁谷 勇治

御立町８－30－１
☎41・6068
定休日／月・第３火曜日
営業時間／午後５時～11時

レンコンをよく洗って、皮をむいてすりおろし、水気を切っておく
だし汁、薄口醤油、みりん、酒を混ぜ合わせる
食べやすく切ったニンジン、キヌサヤ、キクラゲを鍋に入れ具材が浸かるぐらい
　を加えて弱火で８分煮る
　に塩、煮汁を切った　を混ぜ合わせる
バットに魚の切り身を乗せ、その上に　、ギンナンを乗せて15分蒸す
　の残りを沸騰させ、溶いた片栗粉を加えてあんを作る
蒸し上がった　に　をかけて、お好みでユズの皮、あられを飾り付けたら完成♪

かべや   ゆうじ
さん

材料（２人分）

今月のおすすめMENU

レンコンは、秋から冬に旬を迎え
ます。ふっくらとして太く、ずっ
しりと重みがあるものが新鮮です。
市内産のレンコンは、直売所など
で購入することができます。

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業
時間が変更になっている場合があります。
最新情報は店舗までお問い合わせください

2

家庭に蒸し器がない場合は、
電子レンジでも調理できます
のでお試しください！中に火
が通るまで加熱してください。

7

5

1 3

4

5 6
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がんのピアサポート楽（らっく）みかわ 
（☎090・9225・4141）
●がん治療体験者による相談会と患者会
　12月17日（金）午前11時～午後２時（相
談会）、午後２時～４時（患者会）、来年１
月21日（金）午前11時～午後２時（相談会）
　とよた市民活動センター

メディカルアロマとよた
（菅原☎080・3618・7339 ✉m.aroma.toyota@gmail.com）
●メディカルアロマフェスタ2022
　来年１月19日（水）午後０時30分～３時
30分　　とよた市民活動センター　　先
着15人　　2,500円　　12月５日（日）午前
９時からＥメールで同団体

なないろ　えがお
（山内☎080・3668・0062）
●季節の手足型アート作り（①節分、②
ひな祭り）とダルクローズリトミック
　①来年２月２日　②３月２日　※いず
れも水曜日午前10時30分～11時10分　　
とよた市民活動センター　　首座り～未
就園児と保護者　　各先着10組　　1,000
円　　12月６日（月）午前10時からなない
ろえがおホームページに必要事項を入力

とよた市民活動センター

時 とき　所 ところ　対 対象　定 定員　￥ 参加費・入場料　他 その他 申 申込み　問 問合せ省略記号

自立生活センター　十彩
動画はコチラ

☎36・1730　FAX34・0015
✉ tec@city.toyota.aichi.jp

☎31・1117　FAX85・8185
✉wakamiya@utopia-wakamiya.com

ウオーキング協会
（☎080・2619・8480）
●入会希望者説明会＆ウオーキング講座
　12月18日（土）午前10時～正午　　とよ
た市民活動センター　　先着15人　　12
月５日（日）午前10時から電話で同団体　
※ウオーキング協会ホームページからも
申込み可

野外保育とよた森のたまご
（遊佐☎080・5122・1052 ✉morinotamago2010@yahoo.co.jp）
●森のたまご　オープンデー！
　来年１月17日（月）午前10時～正午　　
松平地区の里山　　未就学児と保護者　
　先着６組　　１組1,500円（別途保険料
１人50円）　　山で「おもしろい」を見つ
ける　　12月５日（日）午前10時からＥメ
ールで同団体

とよたミュージックケアの会
（秋山☎090・4250・1905 ✉aki-yama@pk9.so-net.ne.jp）
●音楽DE介護予防（①リズムおんスマイ
ル、②歌声ひろば）　
　①12月12日、来年１月23日、２月20日
の日曜日　②１月21日、２月18日の金曜
日　※いずれも午前10時45分～正午　　
とよた市民活動センター　　おおむね60
歳以上　　各先着25人　　1,000円　　12
月５日（日）午前９時から電話かＥメール
で同団体　※とよたミュージックケアの
会ホームページからも申込み可

じっくり傾聴チーム
（服部☎080・5107・9135）
●ボランティアが悩みなどを傾聴する

「話せば楽になる処」傾聴カフェ
　12月16日（木）午前10時～正午　　福祉
センター　　100円

定定

時時

申申

所所

定定 ￥￥

時 所
対対

令和３年10月19日 

￥￥
他他

申申
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定定
申申

ゆさ

￥￥

時時 所所
￥￥

時時

所所

時時 所所
定定 申申

時時
所所

対対
￥￥

申申
定定

　県国際展示場で開催された「持続可能で強靭な都市・
交通に関する国際会議 Aichi 2021」で、豊田市におけ
るCO２の排出量削減に向けた取組を報告しました。市
では、山間地での高齢者の移動や、災害時の外部給電
装置として次世代自動車を活用するなど、環境面だけ
でなく安全・安心にも配慮した取組を進めています。
豊田市の取組が世界的なカーボンニュートラルの実現
に貢献できるよう市民の皆さん、企業、大学などとの
パートナーシップにより、課題の解決に取り組んでい
きます。

カーボンニュートラルの実現に向けた豊田市の
取組を報告しました

　　　　　10～60歳代　　　　　随時、運動会年１
回　　　　　　とよた市民活動センターなど　　　　
メンバーメンバー 活動日活動日

活動場所活動場所

　障がいの有無に関係なく集まれる場所を作りたい
と平成３年に活動を始めた団体。この日開催された

「ごちゃまぜ運動会」は障がいの有無に関係なく児童
生徒を募集し、互いの理解を深めながら一緒に運動
会を楽しみました。普段の活動から様々な立場の人
のニーズや思いを知ってもらい、インクルーシブ社
会の実現を目指します。

　障がいのある人が自分
らしく生きていくために
何が必要か、まず聞いて、
そして知ってください。

代表　　
長谷　由香さん

代表　　
長谷　由香さん

　  ながたに　ゆか　  ながたに　ゆか
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乳 幼 児 健 康 診 査

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

　乳幼児健康診査は、３、４か月児・１歳６か月児・３
歳児を対象に、発達・発育の診察や身体測定などを行う
大切な健診です。健診についての詳細は、受診
対象月前月の中下旬に届く「健康診査のご案内」
か市ホームページをご確認ください。
問合せ

育児健康相談、妊産婦・乳幼児訪問

と　き

対　象
内 容
内 容
申込み・問合せ
申込み・問合せ
申 せ

祝日を除く月～金曜日
午前８時30分～午後５時15分
市内在住か市内に里帰り中の妊婦・産婦・乳幼児
保健師や助産師の家庭訪問または面接による授
乳・発育・発達・育児に関する相談（面接は保
健師のみ）
地域保健課（☎34・6627、FAX34・6186、✉chiik
ihoken@city.toyota.aichi.jp）、旭・足助・稲武・小原・
下山地区の人／東部地区担当（足助支所内☎62・
0603）、上郷・末野原・高岡・前林・竜神・若園
地区の人／南部地区担当（高岡コミュニティセ
ンター内☎85・7710）、井郷・石野・猿投・猿投
台・保見・藤岡・藤岡南地区の人／北部地区担
当（猿投コミュニティセンター内☎41・3081）

※講座などのお知らせ
は「暮らしのひろば」を
ご覧ください

母 子 健 康 手 帳 交 付

市内在住の妊婦
　母子健康手帳は、お母さんとお子さん
の健康を守り、お子さんの発育を記録し
ていくために作られたものです。交付に
ついての詳細は、「豊田市　母子
健康手帳交付」で検索か市ホー
ムページをご確認ください。

対 象

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

問合せ

ホームページ

ホームページ

子育てに関する情報を
お届けします。

　この講座では、
体を動かしたり
歌ったりする中
で英語に触れ、

楽しさを感じられるようにします。今回は０
歳から３歳の子どもが参加。子どもにとって
は親の声で英語を聞くことが大切なポイント
で、耳を傾け、発声を真似していました。

利用ママVOICEとよた子育て総合支援センター【あいあい】
英語で歌おう
ハロウィン

子どもは英語を習っ
ていて、家で歌うく
らい英語に親しんで
います。ここでも好
きな英語に触れ楽し
んでいる様子が見ら
れて満足しました。

ごとう
後藤　亜紀さん

　　　真凜ちゃん

 あき

まりん

施　設 と　き 内容（対象）年齢指定のない催しは全て未就園児が対象 身体計測

とよた子育て総合支援センター
あいあい
☎37・7071　FAX37・7072
✉kosodateshien-aiai@
city.toyota.aichi.jp
火曜日を除く午前10時～午後６時

志賀子どもつどいの広場
ゆうゆう
☎80・1522　FAX80・1533
日曜日を除く午前９時～午後５時

稲 武 ☎82・2025
FAX83・1012

大 草 ☎65・2045
FAX65・2750

大 沼 ☎90・3021
FAX90・3072

杉 本 ☎68・2701
FAX68・2852

足 助 ☎62・1145
FAX62・1728

伊 保 ☎43・1291
FAX48・4632

越 戸 ☎45・3106
FAX45・4080

堤 ☎52・0207
FAX47・2011

渡 刈 ☎74・1056
FAX28・9476

宮 口 ☎32・7118
FAX32・2977

山之手 ☎26・0775
FAX27・6963

若 園 ☎52・3102
FAX52・4140

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

飯 野 ☎75・1236
FAX75・1237

●地域子育て支援センター／施設を利用できるのは未就園児のみ。平日：午前９時～正午、午後１時～５時、土曜日：午前９時～正午（山之手は
土曜日休館）　※稲武・大草・大沼・杉本支援センターでは、子育てひろばと同時開館しています　●育児に関する相談／随時、来所・電話・出張
で相談に応じています（あいあいはＥメール、ファックスも可）。子育てに悩んだときはいつでもご利用ください　●暴風警報・暴風雪警報・特別警
報が午前６時の時点で該当地域に発令されている場合はあいあいを除き閉館。あいあいは講座開始の１時間前に発令されている場合、講座中止

★  19日水午前10時30分～11時30分
★  24日月午前10時～11時

１月生まれのたんじょう会
赤ちゃんと一緒にフラダンス（３～11か月）

★５日水
   午前９時30分～11時

柳川瀬子どもつどいの広場
にこにこ
☎25・0008　FAX21・2800
日曜日を除く午前９時～正午･
午後１時～５時

★  13日木午後１時30分～２時30分
★  17日月午前10時～11時
★  18日火午前10時～11時
★  24日月午前10時～/午前11時～
★  28日金午前10時～/午前11時～

１歳集まれ！遊ぼう話そう（１歳～１歳11か月）
ベビーリトミック（６～11か月）
親子フィットネス（２歳以上）
１月生まれのたんじょう会（１歳／２歳以上）
リズムで遊ぼう

★26日水
   午前９時30分～11時

   

おはなしのとびら
リトミック遊び（１歳６か月以上）
パパと遊ぼうパパッパパ
１月生まれのたんじょう会（１歳）
１月生まれのたんじょう会（２歳以上）

  　13日木午前11時30分～正午
★  14日金午前10時30分～11時20分
★  16日日午前10時30分～11時20分
★  27日木午前10時30分～11時20分
★  27日木午後１時30分～２時20分

★17日月
　午前10時～正午

★  28日金午前10時15分～11時 作って遊ぼう（節分）

人形劇を見よう

★の催しは予約が必要です｡ 各子育て支援施設で12月６日（月）から電話か窓口で受け付けます。(申込みは本人のみ)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３密にならないよう人数制限をしています。ご了承ください。

１ 月 の 子 育 て 支 援 施 設
保健師、

管理栄養士
の相談も

行っています
（要予約）

★  13日木午前10時15分～11時45分
★  20日木午前10時15分～11時15分

★  28日金午前10時～11時

★19日水
   午前９時30分～11時

★  11日火午前10時～11時
★  28日金午前10時～11時30分

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）
もっと楽しく離乳食（０～８か月）

★  21日金午前10時～11時30分 離乳食教室（離職開始～８か月）

★  11日火午前10時～11時
★  25日火午前10時～11時

楽しい読み聞かせ
手遊びをしよう

２回
開催

★12日水午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

★17日月
   午前９時30分～11時

★  21日金午前10時～11時 親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

★  26日水午前10時～11時 鬼の面を作ろう（１歳以上）

離乳食の進め方（３～８か月）
心肺蘇生・ＡＥＤ操作について学ぶ

親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）★  26日水午前10時～11時

ぱくぱくもぐもぐ離乳食（９～12か月）★  12日水午前10時～11時30分

★24日月
   午前９時30分～11時

★  26日水午前10時～11時 鬼を作ろう

★  26日水午前10時～11時

★11日火午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

子どもの歯を守ろう！～仕上げみがきのポイント～

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

　乳歯（子どもの歯）は永久歯（大人の歯）よりもむし歯になると速く進行してしまうため、注意が必要です。
お子さんの歯を守るためには、大人による仕上げみがきが大切です。お子さんがひとりで上手にみがけるよ
うになるには長い年月がかかるので、幼児期から親子で正しい知識と習慣を身に付けていきましょう。

問合せ

・毛のかたさはやわらかめ（材質はナイロン）
・小さいヘッド
・ネックは長め（奥歯に届きやすい）
・ハンドルは長め（持ち手が長い）

仕上げみがき用歯ブラシの選び方

ネック ハンドル ◎足の間に子どもを寝かせ、頭を固定する
【メリット】
・口の中を観察しやすい
・頭を固定しやすいため、歯ブラシでのどを
　突くなどの危険が少ない
・両手が自由に使えるため、唇や頬を指でよ
　けながら歯みがきができる

※歯ブラシは１か月で交換しましょう

仕上げみがきの姿勢（基本）

※同じ姿勢で長時間は禁物！優しく声をか
　けながら、短時間で済ませましょう

子
育
て
交
流
ひ
ろ
ば

鬼遊びをしよう
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乳 幼 児 健 康 診 査

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

　乳幼児健康診査は、３、４か月児・１歳６か月児・３
歳児を対象に、発達・発育の診察や身体測定などを行う
大切な健診です。健診についての詳細は、受診
対象月前月の中下旬に届く「健康診査のご案内」
か市ホームページをご確認ください。
問合せ

育児健康相談、妊産婦・乳幼児訪問

と　き

対　象
内 容
内 容
申込み・問合せ
申込み・問合せ
申 せ

祝日を除く月～金曜日
午前８時30分～午後５時15分
市内在住か市内に里帰り中の妊婦・産婦・乳幼児
保健師や助産師の家庭訪問または面接による授
乳・発育・発達・育児に関する相談（面接は保
健師のみ）
地域保健課（☎34・6627、FAX34・6186、✉chiik
ihoken@city.toyota.aichi.jp）、旭・足助・稲武・小原・
下山地区の人／東部地区担当（足助支所内☎62・
0603）、上郷・末野原・高岡・前林・竜神・若園
地区の人／南部地区担当（高岡コミュニティセ
ンター内☎85・7710）、井郷・石野・猿投・猿投
台・保見・藤岡・藤岡南地区の人／北部地区担
当（猿投コミュニティセンター内☎41・3081）

※講座などのお知らせ
は「暮らしのひろば」を
ご覧ください

母 子 健 康 手 帳 交 付

市内在住の妊婦
　母子健康手帳は、お母さんとお子さん
の健康を守り、お子さんの発育を記録し
ていくために作られたものです。交付に
ついての詳細は、「豊田市　母子
健康手帳交付」で検索か市ホー
ムページをご確認ください。

対 象

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

問合せ

ホームページ

ホームページ

子育てに関する情報を
お届けします。

　この講座では、
体を動かしたり
歌ったりする中
で英語に触れ、

楽しさを感じられるようにします。今回は０
歳から３歳の子どもが参加。子どもにとって
は親の声で英語を聞くことが大切なポイント
で、耳を傾け、発声を真似していました。

利用ママVOICEとよた子育て総合支援センター【あいあい】
英語で歌おう
ハロウィン

子どもは英語を習っ
ていて、家で歌うく
らい英語に親しんで
います。ここでも好
きな英語に触れ楽し
んでいる様子が見ら
れて満足しました。

ごとう
後藤　亜紀さん

　　　真凜ちゃん

 あき

まりん

施　設 と　き 内容（対象）年齢指定のない催しは全て未就園児が対象 身体計測

とよた子育て総合支援センター
あいあい
☎37・7071　FAX37・7072
✉kosodateshien-aiai@
city.toyota.aichi.jp
火曜日を除く午前10時～午後６時

志賀子どもつどいの広場
ゆうゆう
☎80・1522　FAX80・1533
日曜日を除く午前９時～午後５時

稲 武 ☎82・2025
FAX83・1012

大 草 ☎65・2045
FAX65・2750

大 沼 ☎90・3021
FAX90・3072

杉 本 ☎68・2701
FAX68・2852

足 助 ☎62・1145
FAX62・1728

伊 保 ☎43・1291
FAX48・4632

越 戸 ☎45・3106
FAX45・4080

堤 ☎52・0207
FAX47・2011

渡 刈 ☎74・1056
FAX28・9476

宮 口 ☎32・7118
FAX32・2977

山之手 ☎26・0775
FAX27・6963

若 園 ☎52・3102
FAX52・4140

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

飯 野 ☎75・1236
FAX75・1237

●地域子育て支援センター／施設を利用できるのは未就園児のみ。平日：午前９時～正午、午後１時～５時、土曜日：午前９時～正午（山之手は
土曜日休館）　※稲武・大草・大沼・杉本支援センターでは、子育てひろばと同時開館しています　●育児に関する相談／随時、来所・電話・出張
で相談に応じています（あいあいはＥメール、ファックスも可）。子育てに悩んだときはいつでもご利用ください　●暴風警報・暴風雪警報・特別警
報が午前６時の時点で該当地域に発令されている場合はあいあいを除き閉館。あいあいは講座開始の１時間前に発令されている場合、講座中止

★  19日水午前10時30分～11時30分
★  24日月午前10時～11時

１月生まれのたんじょう会
赤ちゃんと一緒にフラダンス（３～11か月）

★５日水
   午前９時30分～11時

柳川瀬子どもつどいの広場
にこにこ
☎25・0008　FAX21・2800
日曜日を除く午前９時～正午･
午後１時～５時

★  13日木午後１時30分～２時30分
★  17日月午前10時～11時
★  18日火午前10時～11時
★  24日月午前10時～/午前11時～
★  28日金午前10時～/午前11時～

１歳集まれ！遊ぼう話そう（１歳～１歳11か月）
ベビーリトミック（６～11か月）
親子フィットネス（２歳以上）
１月生まれのたんじょう会（１歳／２歳以上）
リズムで遊ぼう

★26日水
   午前９時30分～11時

   

おはなしのとびら
リトミック遊び（１歳６か月以上）
パパと遊ぼうパパッパパ
１月生まれのたんじょう会（１歳）
１月生まれのたんじょう会（２歳以上）

  　13日木午前11時30分～正午
★  14日金午前10時30分～11時20分
★  16日日午前10時30分～11時20分
★  27日木午前10時30分～11時20分
★  27日木午後１時30分～２時20分

★17日月
　午前10時～正午

★  28日金午前10時15分～11時 作って遊ぼう（節分）

人形劇を見よう

★の催しは予約が必要です｡ 各子育て支援施設で12月６日（月）から電話か窓口で受け付けます。(申込みは本人のみ)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３密にならないよう人数制限をしています。ご了承ください。

１ 月 の 子 育 て 支 援 施 設
保健師、

管理栄養士
の相談も

行っています
（要予約）

★  13日木午前10時15分～11時45分
★  20日木午前10時15分～11時15分

★  28日金午前10時～11時

★19日水
   午前９時30分～11時

★  11日火午前10時～11時
★  28日金午前10時～11時30分

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）
もっと楽しく離乳食（０～８か月）

★  21日金午前10時～11時30分 離乳食教室（離乳開始～８か月）

★  11日火午前10時～11時
★  25日火午前10時～11時

楽しい読み聞かせ
手遊びをしよう

２回
開催

★12日水午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

★17日月
   午前９時30分～11時

★  21日金午前10時～11時 親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

★  26日水午前10時～11時 鬼の面を作ろう（１歳以上）

離乳食の進め方（３～８か月）
心肺蘇生・ＡＥＤ操作について学ぶ

親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）★  26日水午前10時～11時

ぱくぱくもぐもぐ離乳食（９～12か月）★  12日水午前10時～11時30分

★24日月
   午前９時30分～11時

★  26日水午前10時～11時 鬼を作ろう

★  26日水午前10時～11時

★11日火午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

子どもの歯を守ろう！～仕上げみがきのポイント～

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

　乳歯（子どもの歯）は永久歯（大人の歯）よりもむし歯になると速く進行してしまうため、注意が必要です。
お子さんの歯を守るためには、大人による仕上げみがきが大切です。お子さんがひとりで上手にみがけるよ
うになるには長い年月がかかるので、幼児期から親子で正しい知識と習慣を身に付けていきましょう。

問合せ

・毛のかたさはやわらかめ（材質はナイロン）
・小さいヘッド
・ネックは長め（奥歯に届きやすい）
・ハンドルは長め（持ち手が長い）

仕上げみがき用歯ブラシの選び方

ネック ハンドル ◎足の間に子どもを寝かせ、頭を固定する
【メリット】
・口の中を観察しやすい
・頭を固定しやすいため、歯ブラシでのどを
　突くなどの危険が少ない
・両手が自由に使えるため、唇や頬を指でよ
　けながら歯みがきができる

※歯ブラシは１か月で交換しましょう

仕上げみがきの姿勢（基本）

※同じ姿勢で長時間は禁物！優しく声をか
　けながら、短時間で済ませましょう

子
育
て
交
流
ひ
ろ
ば

鬼遊びをしよう
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健  康 ひ ろ ば

相談名

相 談 機 関
内容 とき／ところ

保健師による
健康相談

生活習慣病予防など
に関する相談

電話相談は随時地域保健課
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
来所は予約が必要

地域保健課
☎34・6627　FAX34・6186

栄養相談、
歯科相談

栄養士・歯科衛生士
による相談

電話相談は随時保健部総務課　
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
来所は予約が必要

保健部総務課
☎34・6723　FAX31・6320

来年１月11日、25日の火曜日午後１時30
分～３時

精神保健福祉
相談

保健支援課（要予約）
☎34・6855　FAX34・6051

精神科医師によるここ
ろの相談／３人程度

来年１月５日（水）午後２時30分～４時30
分

心理職員による
こころの悩み
相談

保健支援課（要予約）
☎34・6855　FAX34・6051

18歳以上が対象のこ
ころの悩み相談／２
人程度

精神保健福祉士・保健師
による
こころの悩み
相談

こころの病気などに
関する相談

電話相談は随時。来所は予約が必要
※保健支援課は土・日曜日、祝日、年末年始を除く
※エポレは月～土曜日、豊田ころもサポートは月～
金曜日の午前９時～午後４時（祝日、年末年始、施
設が定める休みを除く）

保健支援課　☎34・6855　FAX34・6051
地域生活支援センター  エポレ　☎25・0052
地域生活支援センター  豊田ころもサポート
☎32・8112

土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前
９時～正午、午後１時～５時に専用電話

（☎34・6584）

予防接種に
関する相談

市が実施する予防接
種に関する電話相談

感染症予防課 ☎34・6180　FAX34・6929
※接種歴の確認や予防接種券については
感染症予防課へ

問合せ

毎週水曜日午前10時～午後４時
※年末年始、祝日を除く

精神障がい者家族会による
こころの悩み
相談

家族会によるこころ
の悩み相談 専用電話  ☎070・2214・3397

心 と か ら だ に 関 す る お 困 り ご と 、 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い 。

●問合せ　保健部総務課
　（☎34・6956、FAX31・6320、
　　✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）新型コロナウイルス感染症が気になって受診を控えている皆さんへ

　新型コロナウイルス感染症への感染懸念から健（検）診の受診控えが続いています。自
覚症状が現れにくい病気は少なくありません。例えば、２人に１人がかかると言われて
いる「がん」も、早期がんでは無症状であることがほとんどです。定期的に健診やがん検
診を受けることが、生活習慣病の予防やがんの早期発見・早期治療につながります。
　まずは自分の体をきちんと知ることが健康維持の第一歩です。
　定期的に健診やがん検診を受けましょう。

＜注意点＞
・受診前には、体温を測定するなど体調に問題がないことを
　確認してください
・マスクの着用、受診前後の手洗いなど感染対策をしっかり
　しましょう

　市健（検）診受診期間：来年１月31日（月）まで

（11月１日現在）
豊田市の人口・世帯数 218,384人男 性

201,499人女 性
419,883人人 口

183,017世帯世 帯 数

救急診療のご案内
休日救急外科医療機関（当番制）
診療時間　午前９時～午後５時
※受付は終了30分前まで　※外科系の診療に対応

西山町 ☎32・7150

西山町 ☎34・3000

診療時間　※受付は終了30分前まで

とよた急病・子育てコール24（育救さんコール）

急なケガや病気でどうしたらいいか迷った時や応急処
置方法を知りたい時などにお電話ください。看護師・
医師・社会福祉士などの資格保有者が対応します。
※子育ての悩みについても相談可

月～金
　土

日・祝

内科系、外科系（午後７時～翌午前９時）
内科系（午後２時～翌午前９時）  外科系（午後７時～翌午前９時）
内科系、外科系（午後５時～翌午前９時）
歯科系（午前10時～午後３時）

年中無休・24時間受付0120・799192

※受付は午前９時～11時30分、午後１時～４時30分

診療日　　日曜日、祝日
　　　　　年末年始（12月30日～翌年１月３日）
診療科　　内科・小児科
診療時間　午前９時～午後５時

大人も子どもも利用できる

和会町　　上郷整形外科・リハビリテーション科 ☎25・03775

日之出町　　ひので整形外科 ☎36・551112

19 浄水町　　むつおクリニック ☎43・3688

豊栄町　　さくら病院 ☎28・369126

御立町　　吉田整形外科病院 ☎89・181830

畝部西町　　家田病院 ☎21・050031

休日救急内科診療所 西山町 ☎32・7150
南部休日救急内科診療所 和会町 ☎85 ・0099

地域医療センター救急診療 西山町 ☎34・3000

休日救急内科診療所 西山町 ☎32・7150
南部休日救急内科診療所 和会町 ☎85 ・0099
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Aichi Multicultural Coexistence Promotion Office Virtual Event Through Zoom　（Ｐ22）

Eventos virtuais da Agência Provincial de Promoção à Coexistência Multicultural　（Ｐ22）

Garbage and Recyclables Collection Schedule for Year-End & New Year Holiday Season　（Ｐ23）

Coleta de lixo durante os feriados de Ano-Novo　（Ｐ23）
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健  康 ひ ろ ば

相談名

相 談 機 関
内容 とき／ところ

保健師による
健康相談

生活習慣病予防など
に関する相談

電話相談は随時地域保健課
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
来所は予約が必要

地域保健課
☎34・6627　FAX34・6186

栄養相談、
歯科相談

栄養士・歯科衛生士
による相談

電話相談は随時保健部総務課　
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
来所は予約が必要

保健部総務課
☎34・6723　FAX31・6320

来年１月11日、25日の火曜日午後１時30
分～３時

精神保健福祉
相談

保健支援課（要予約）
☎34・6855　FAX34・6051

精神科医師によるここ
ろの相談／３人程度

来年１月５日（水）午後２時30分～４時30
分

心理職員による
こころの悩み
相談

保健支援課（要予約）
☎34・6855　FAX34・6051

18歳以上が対象のこ
ころの悩み相談／２
人程度

精神保健福祉士・保健師
による
こころの悩み
相談

こころの病気などに
関する相談

電話相談は随時。来所は予約が必要
※保健支援課は土・日曜日、祝日、年末年始を除く
※エポレは月～土曜日、豊田ころもサポートは月～
金曜日の午前９時～午後４時（祝日、年末年始、施
設が定める休みを除く）

保健支援課　☎34・6855　FAX34・6051
地域生活支援センター  エポレ　☎25・0052
地域生活支援センター  豊田ころもサポート
☎32・8112

土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前
９時～正午、午後１時～５時に専用電話

（☎34・6584）

予防接種に
関する相談

市が実施する予防接
種に関する電話相談

感染症予防課 ☎34・6180　FAX34・6929
※接種歴の確認や予防接種券については
感染症予防課へ

問合せ

毎週水曜日午前10時～午後４時
※年末年始、祝日を除く

精神障がい者家族会による
こころの悩み
相談

家族会によるこころ
の悩み相談 専用電話  ☎070・2214・3397

心 と か ら だ に 関 す る お 困 り ご と 、 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い 。

●問合せ　保健部総務課
　（☎34・6956、FAX31・6320、
　　✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）新型コロナウイルス感染症が気になって受診を控えている皆さんへ

　新型コロナウイルス感染症への感染懸念から健（検）診の受診控えが続いています。自
覚症状が現れにくい病気は少なくありません。例えば、２人に１人がかかると言われて
いる「がん」も、早期がんでは無症状であることがほとんどです。定期的に健診やがん検
診を受けることが、生活習慣病の予防やがんの早期発見・早期治療につながります。
　まずは自分の体をきちんと知ることが健康維持の第一歩です。
　定期的に健診やがん検診を受けましょう。

＜注意点＞
・受診前には、体温を測定するなど体調に問題がないことを
　確認してください
・マスクの着用、受診前後の手洗いなど感染対策をしっかり
　しましょう

　市健（検）診受診期間：来年１月31日（月）まで

（11月１日現在）
豊田市の人口・世帯数 218,384人男 性

201,499人女 性
419,883人人 口

183,017世帯世 帯 数

救急診療のご案内
休日救急外科医療機関（当番制）
診療時間　午前９時～午後５時
※受付は終了30分前まで　※外科系の診療に対応

西山町 ☎32・7150

西山町 ☎34・3000

診療時間　※受付は終了30分前まで

とよた急病・子育てコール24（育救さんコール）

急なケガや病気でどうしたらいいか迷った時や応急処
置方法を知りたい時などにお電話ください。看護師・
医師・社会福祉士などの資格保有者が対応します。
※子育ての悩みについても相談可

月～金
　土

日・祝

内科系、外科系（午後７時～翌午前９時）
内科系（午後２時～翌午前９時）  外科系（午後７時～翌午前９時）
内科系、外科系（午後５時～翌午前９時）
歯科系（午前10時～午後３時）

年中無休・24時間受付0120・799192

※受付は午前９時～11時30分、午後１時～４時30分

診療日　　日曜日、祝日
　　　　　年末年始（12月30日～翌年１月３日）
診療科　　内科・小児科
診療時間　午前９時～午後５時

大人も子どもも利用できる

和会町　　上郷整形外科・リハビリテーション科 ☎25・03775

日之出町　　ひので整形外科 ☎36・551112

19 浄水町　　むつおクリニック ☎43・3688

豊栄町　　さくら病院 ☎28・369126

御立町　　吉田整形外科病院 ☎89・181830

畝部西町　　家田病院 ☎21・050031

休日救急内科診療所 西山町 ☎32・7150
南部休日救急内科診療所 和会町 ☎85 ・0099

地域医療センター救急診療 西山町 ☎34・3000

休日救急内科診療所 西山町 ☎32・7150
南部休日救急内科診療所 和会町 ☎85 ・0099
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特集特集 歩行者を交通事故から守る歩行者を交通事故から守る
今月の表紙　交通安全学習センターで横断歩道を渡る練習中

６

とよたの文化財探訪／みんなの「今日の１枚」写真館15

暮らしのひろば16 市民活動団体だより／おおた市長ダイアリー34

今号の特集は交通事故が多い12月に合わ
せ、テーマを選定。12月の交通事故の特
徴を調べると、薄暗くなってきた夕方に
自動車と歩行者の間で起こる事故が多い
ようである。私も普段から安全運転を心
掛けているが、この季節はより一層気を
引き締めて、夕方から早めのライト点灯
をするなど、気持ちにゆとりを持った運
転を意識したい。市制施行70周年を迎え、
市内で様々な取組が行われた今年もあと
１か月。慌ただしい師走であるが、新年
を笑顔で迎えられるように少し余裕を持
って過ごしたい。　　　　　　　　（雅）

とよた・フォリオ 10
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December/2021

まちが、暮らしが、もっと好きになる広報紙

広報とよた
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　豊田市の冬の風物詩、豊田マラソン大会。これまでに
開催した40回すべてに、競技部門（10キロ㍍）で出場した
人は６人。そのうちの最高齢者が阿南高喜さんです。
　阿南さんは大分県に生まれ、高校卒業を機に豊田市へ
転入。自動車メーカーに就職しました。高校の陸上部で
行っていた長距離走は、豊田市に来てからも仕事の傍ら
で続けていました。そんな折に、広報とよたの紙面で見
つけた第１回豊田マラソン大会開催の記事。これは面白
そうだと大会にエントリーしました。しかし入賞を目指
して参加したものの、自身が期待するような結果ではあ
りませんでした。その一方で、「大勢の人と一緒に走るこ
とのできる喜びや、普段走ることができない道路を思い
切り走れることの感動があった」といいます。悔しさと

神池町在住の77歳。大分県出
身。好きな食べ物は、マラソ
ンの後に食べるおしるこ。

豊田マラソン大会全40回走者

さん阿南 高喜
あなん たかき

前回よりも今回
毎年タイムが縮まるのが楽しくて

楽しさから、次の年からも出場することに。「入賞するこ
ともあれば、しないこともありました。でも、自分のタ
イムが昨年より５分でも縮まるようにと思って臨んでい
ましたし、そうなるのが嬉しくて毎年参加しました。私
にとって、豊田マラソン大会は１年の区切り。正月を迎
えるようなものでした。おかげで病気にかかることはな
く、ずっと健康。ランニング仲間も増えました」。
　阿南さんは、令和元年の40回大会で体力の衰えを感じ
たため、マラソン大会への参加に終止符を打ちました。
しかし、毎日朝夕のジョギングは欠かさず行っていて
「もしまた、思うように走れるようになったら、やっぱ
りもう一度、豊田マラソン大会で走りた
い」と語ります。昨日よりも今日。阿南さ
んは今日も走り続けます。

動画はコチラ

ピックアップとよた　新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に関するお知らせほ
か

※新型コロナウイルスの影響により、令和２年の豊田マ
ラソン大会は中止になり、今年は代替として「とよたエ
ールマラソン2021ザ・チャレンジ」を開催します


