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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

●学校図書館司書
対司書資格と普通自動車免許を持ち
稲武・小原・旭・藤岡・足助・石野
地区への勤務も可能な人　勤務時間
祝日を除く月～金曜日のうち１～５
日間、午前８時～午後５時のうち６
時間（学校行事、長期休暇中は別途
定め有り）　勤務場所市立小・中・
特別支援学校　定選考若干名（面接）　
給与時給1,220円　採用４月１日以降　
申・問１月28日（金）までに電話で教
育センター（☎48・2051、FAX48・82
51、✉ttnet@toyota.ed.jp）
●豊田特別支援学校職員
職種①看護員　②介護員　③スクー
ルバス添乗員　対①看護師免許を持
つ人　②③普通自動車免許を持つ人　
勤務時間①祝日を除く月～金曜日午
前９時～午後４時のうち６時間（週
３日～５日程度）　②祝日を除く月
～金曜日、バス添乗のある日は午前
７時45分～午後４時35分（うち休憩
１時間）、バス添乗のない日は午前８
時45分～午後４時30分（うち休憩45
分）　③祝日を除く月～金曜日午前
６時45分～９時15分、午後２時45分
～５時15分（週３日程度）　※いずれ
も学校行事、長期休暇中は別途定め
有り　勤務場所豊田特別支援学校　
勤務内容①児童生徒の看護　②児童

生徒の学校生活の介護全般、スクー
ルバスの添乗　③スクールバスの添
乗、リフト操作と介護補助　定選考
若干名（書類・面接）　給与①時給1,4
00円　②時給1,200円（期末手当有り）　
③時給1,150円　※いずれも交通費支
給、労災保険、有給休暇有り　採用
４月１日（更新の場合有り）　申・問
２月10日（木）までに電話連絡の上、
印鑑と履歴書、顔写真（縦４㌢×横
３㌢）を持って直接豊田特別支援学
校（☎44・0738、FAX44・1160、✉toy
otatoku@toyota.ed.jp）　※申込み時に
志願書を記入し面接

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

●市ジュニアマーチングバンド団員

対市内の来年度小学４年生～18歳
（初心者可）　内練習は毎週土・日曜
日（月６～８回程度）午前９時～午後
５時。そのほか大会・各種イベント
の出演　定選考20人程度　￥団費年
間３万6,000円、保護者会費年額２万
円（別途用具費、遠征費な

ど）　他１月
９日（日）、22日（土）、２月13日（日）、

26日（土）、３月６日（日）に体験入団
有り。練習見学は１月８日（土）から
随時。３月６日（日）午後３時から下
山交流館で入団説明会。保護者同伴
で参加　申３月31日（木）までに入団
説明会で配布の願書を直接同財団
●助成文化事業
対市内を基盤として文化芸術創作活
動を行う団体か個人が４月１日（金）
～12月31日（土）に行う事業　募集部
門文化体験事業、文化交流事業、ま
ちなか文化芸術活動事業　助成額５
万円（上限）　他審査会による審査有
り　申１月５日（水）～30日（日）に市
民文化会館で配布か文化振興財団ホ
ームページからダウンロードした用
紙を直接市民文化会館

HP番号／1043998

パブリックコメント意見募集
●豊田市汚水適正処理構想の見直し
ねらい・ポイント令和８年度までの
汚水処理の概成に向け、平成28年に
策定した豊田市汚水適正処理構想の
見直しを行う　時１月７日（金）～２
月７日（月）　資料閲覧上下水道局企
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
接上下水道局企画課（〒471・8501、
西町３－60、☎34・6792、FAX33・90
96、✉jyougesui-kikaku@city.toyota.aic
hi.jp）

◆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、✉hok
ansen@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
▲

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２月１
日（火）～27日（日）　所地域文化広場　
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１月７日
（金）午前10時から電話か直接同広場

文化振興財団総務課
（☎33・7222 FAX33・3584
✉tculpf@hm4.aitai.ne.jp）

●文化振興財団表彰候補者
対市内在住・在勤・在学・出身・拠
点に活動する団体かその構成員で、
市の文化・芸術の振興、青少年健全
育成活動、地域貢献に顕著な業績を
あげたか、将来の活躍が期待される
個人・団体　※自薦不可　表彰の種
類①文化表彰／豊田文化賞、豊田芸
術選奨、豊田文化功労賞、豊田文化
奨励賞、豊田市文化振興財団功労賞、
豊田文化新人賞　②青少年表彰／豊

田青少年育成功労賞、豊田青少年育
成奨励賞　③地域表彰／豊田地域貢
献功労賞、豊田地域貢献奨励賞　申
１月５日（水）～30日（日）に市民文化
会館、青少年センター、各交流館で
配布か文化振興財団ホームページか
らダウンロードした申込用紙を直接
①は文化振興財団文化事業課、②は
青少年センター、③は文化振興財団
交流館課

豊田少年少女発明クラブ
（☎31・1188）
●豊田少年少女発明クラブ会員

対市内・近郊在住の新小学１～５年
生　時主に土・日曜日（年17回程度）　
活動場所①産業文化センター　②地
域文化広場　③教職員会館　④緑ケ
丘教室　内紙・木・電気・ＩＣ工作
ほ
か 定新小学１年生／各教室抽選44
人　新小学２～５年生／各教室抽選

若干名　※抽選は２月11日（金）　￥
入会金6,000円、年会費１万円　※別
途材料費1,000円～2,000円　申１月31
日（月、消印有効）までに申込み事項
と活動場所の希望順位、新学年、性
別、保護者氏名（ふりがな）を往復ハ
ガキ（１人１枚）で豊田少年少女発明
クラブ（〒471・0034、小坂本町１－
25）

豊田高等職業訓練校
（☎32・5454）
●豊田高等職業訓練校訓練生
訓練科木造建築科、左官・タイル施
工科　対次の全てを満たす人①建築・
左官関係の事業所で働きながら実技
指導を受けることができる　②中小
企業の雇用労働者で雇用保険加入者
か一人親方・家族従業員で労災保険
特別加入者　訓練期間３年間　※４
月18日（月）入校式、以後週２回程度
（午後６時～９時）　資格・特典県認
定修了証明書・技能士補を交付。２
級技能検定受験の資格と学科試験の
免除　申４月８日（金）までに電話で
同校

令和４年度とよたシニアアカデミー「通年コース」の学生を募集します
●問合せ　とよたシニアアカデミー（☎36・6363 FAX34・0015 t-saj@hm.aitai.ne.jp）

■対象　１年を通じて受講できる市内在住の人
■参加費　１万5,000円（別途教材費、実習費な

ど）
■申込み　１月８日（土）～２月16日（水）にとよたシニアアカデミー、市政情報コーナー、市民活躍支
援課、各支所・出張所、各交流館、福祉センターほかで配布の入学願書、84円切手、身分証明書を
本人が直接とよたシニアアカデミー　※火曜日は休み。入学願書はシニアアカデミーホームページ
からダウンロード可

学科名 内容 場所 定員 主な活動日

環境園芸 野菜や花の栽培方法などの学習 農ライフ創生センター、西山公園、
とよた市民活動センターな

ど
抽選24人 木曜日

健康増進 体操・健康に関する学習 柔道場（スカイホール豊田）、とよた
市民活動センターな

ど
抽選36人 金曜日

文化工芸
陶芸コース ものづくり体験、伝統文化・食

文化・音楽・豊田市の歴史など
の学習

とよた市民活動センター、民芸館な
ど

抽選16人
水曜日竹工芸コース

抽選10人
木版画コース

令和３年度とよたシニアアカデミー「通年コース」活動発表展を開催
■とき　２月12日（土）、13日（日）午前10時30分～午後３時　※13日は正午まで
■ところ　とよた市民活動センター
■内容　各学科の学習発表、作品展示な

ど

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

HP番号／1005401

稲武支所
（☎82・2511 FAX82・3272
✉inabu-shisho@city.toyota.aichi.jp）

●帰農者滞在施設利用者
対次の全てを満たす人①都市部の住
民で稲武地区に滞在する意思がある　
②農地を積極的に耕作し十分な管理
ができる　③施設と農地の利用に関
し定められた事項を遵守できる　所
／募集区画（使用料）夏焼みどりのふ
るさと村／１戸（28万円／年）　野入
みどりのふるさと村／２戸（27万円
／年）　※光熱水費別途　規格木造
一部２階建（１階／29.16平方㍍、２
階／14.58平方㍍）、キッチン、ユニッ
トバス、水洗トイレ、駐車場　利用
期間４月１日～来年３月31日　※認
められた場合５年まで更新可　他２
月18日（金）、19日（土）午前10時30分
から現地説明会を開催（２月16日
（水）までに稲武支所に予約が必要）　
申３月１日（火）までに現地説明会で
配布の申込書を直接同支所　※審査
会で選考後、３月下旬に確定通知発
送

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

●令和４年度市ソフトボール協会登
録チーム
対市内在住・在勤・在学の人で編成
されたチーム　登録費１万5,000円
（令和３年度登録チーム１万円）　※
リーグ参加費別途必要　申１月22日
（土）、23日（日）午前９時30分～午後
３時に登録費を添えて直接運動公園
体育館
●令和４年度ママさんバレーボール
連盟登録チーム
対市内の同一小学校区か中学校区の
ママさんチーム（９人制）　登録費5,5
00円　申１月26日（水）午前10時～午
後２時に登録費を添えて直接スカイ
ホール豊田
●軟式野球連盟審判員
申随時電話かファックスで軟式野球
連盟（安藤☎090・8731・0144、FAX80・

8478）
●令和４年度軟式野球連盟登録チー
ム
対18歳以上（高校生を除く）の10人以
上で編成したチーム　登録費４万1,0
00円（令和３年度登録チーム２万6,0
00円）　他２月13日（日）午後１時30
分から福祉センターで総会開催　申
２月13日（日）正午～午後１時15分に
登録費を添えて直接福祉センター　
※小幡杯の申込みも同時受付（参加
費別途１万5,000円）

納期限１月31日（月）　市県民税４期　
国民健康保険税８期　介護保険料８
期　後期高齢者医療保険料７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@city.toyota.aichi.jp）

HP番号／1003817

清掃施設課
（☎28・2000 FAX28・2212
✉seisoshisetsu@city.toyota.aichi.jp）

●ecoグリーン、チップの製造販売
の停止
時２月１日（火）から　※販売再開は
来年４月頃を予定　内緑のリサイク
ルセンターの改修工事に伴い、eco
グリーン（堆

たいひ

肥）とチップの製造販売
は１月31日（月）まで。刈草・せん定
枝の持ち込みは工事期間中も継続

資産税課
（☎34・6613 FAX31・8969
✉sisanzei@city.toyota.aichi.jp）

●償却資産（事業用資産）の申告は１
月31日（月）までに
対１月１日現在で市内に償却資産
（土地、家屋以外の事業の用に供す
ることができる資産）を所有してい
る人　償却資産①構築物／駐車場舗

装、門、塀、庭園、フェンス、よう壁、
下水道接続工事費な

ど　②機械・装置
／太陽光発電設備、産業用機械、ブ
ルドーザー、パワーショベルな

ど　③
船舶／ボート、釣り船な

ど　④航空機
／ヘリコプターな

ど　⑤車両・運搬具
／台車な

ど　⑥工具・器具・備品／測
定工具、治具、金型、医療機器、理・
美容機器、机、いす、パソコン、複写
機、冷蔵庫、エアコン、看板な

ど 他
申告書は資産税課で配布。eLTAX地
方税ポータルシステムを使って電子
申告可

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２月５日、19日の土曜日午後１時
～４時　所就労支援室　対早期就労
を目指す15～49歳の人　内パソコン
教室はWord・Excel・PowerPoint
の基礎　定各日先着３人　他１回50
分、予約優先。雇用保険求職活動の
実績として認定　申１月５日（水）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

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

●出張！リユース工房in中央図書館

時１月21日（金）～26日（水）午前10時
～午後７時45分　※24日（月）は休み　
所中央図書館　内家庭から粗大ごみ
として排出された家具類を清掃・補
修し、リユース（再使用）家具として
展示・入札受付　他１月27日（木）午
前に落札者のみに電話連絡。30日
（日）以降に清掃事業所で引き渡し
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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１月20日（木）、そのほかは１月５日（水）。いずれも午前８時30分から電

話か直接同課で予約受付。各相談年度内２回まで相談可（重複しての予約は不可）。
相談名（相談員） とき 予約

法律（弁護士） 祝日を除く毎週火・木・金曜日、２日、16日の水曜日午後１時30分～４時30分、９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

登記 名義変更（司法書士） ３日、10日、24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） 17日（木）午前９時30分～正午。１回30分

不動産（宅地建物取引士） ８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） ４日、18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 16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） 14日（月）午後１時30分～３時00分。１回45分
くらしの人権（人権擁護委員） ８日、22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） ８日、22日の火曜日午前10時～正午、16日（水）午後１時30分～３時30分

外国語による相談

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

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

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

人権（人権擁護委員） 名古屋法務局豊田支局 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１月５日（水）午前10時から。

相談名 ところ とき 予約
キャリアカウンセリング 就労支援室 ７日（月）、12日（土）、21日（月）、25日（金）午後２時～５時。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１月５日（水）午前10時から。

相談名 ところ とき 予約
カウンセリング 女性しごとテラス 火曜日を除く毎日。１回45分。各日先着10人　※電話での相談、WEB面談も可 優先
■子ども家庭課（☎34・6636 FAX32・2098 ✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）
　相談員は不妊症看護認定看護師。対象は市内在住の人。申込みは１月11日（火）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 10日（木）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１月20日（木）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。法律相談は各日先着５人。年

度内１回まで 要親族後見人
相談会 司法書士 ☎63・5566 ９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
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
■とよた子どもの権利相談室（こことよ）（☎33・9317 FAX33・9314 ✉kodomo-soudan@city.toyota.aichi.jp）
18歳未満の子どものことならどなたでも相談できます

相談名 専用電話 とき
こことよ 0120・797・931 毎週水・木・土・日曜日午後１時～６時、毎週金曜日午後１時～８時
■若者サポートステーション（☎33・1533 FAX32・6298 ✉tyss@nponiji.org）　15～39歳までの自立に困難な若者とその家族が相談できます

相談名 専用電話 とき
自立に悩む若者の相談 ☎33・1533 毎週火～日曜日午前９時～午後５時
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申込み時には次の内容を記載してください。 ●催し名　●〒住所　●氏名（ふりがな）　●電話番号申込み事項

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

●PASS THE NOTE
時①回収／１月８日（土）～３月４日
（金）　②譲渡会／３月５日（土）午前
10時～午後２時　所青少年センター　
対①大学受験参考書・問題集が不要
となった人　②大学受験を控えてい
る人　内参考書などを引き継ぐ

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

●女性のための無料法律相談

時２月18日（金）午前９時30分～午後
４時20分　所市内　対市内在住・在
勤の女性　内夫婦関係やＤＶなど女
性が抱えている問題について弁護士
がアドバイス　定先着12人　他相談
時間は１人30分。託児有り（有料、
２月９日（水）までに要予約）　申１
月５日（水）午前10時から電話でクロ
ーバーコール（☎33・9680）　※受付

時間は祝日を除く火・木・金・土曜
日午前10時～午後４時、水曜日午前
10時～午後１時、午後４時～７時

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）男性用バスケッ
トシューズ（29～30㌢）、プリンター、
学習机・椅子、化粧台、衣装ケース、
雛人形、ショッピングカート　ゆず
ります（有料）石油ファンヒーター、
足踏ミシン、電動せん定枝粉砕機、
エンジン式草刈機　ゆずってくださ
い毛糸、竹馬、プロパン用ガスコン
ロ、庭用バリカン、職業用ミシン　
他12月３日現在の登録品の一部

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

●セカンドライフ・個別相談
時２月５日（土）、９日（水）、13日
（日）午前10時15分～午後１時　※１
回45分　所就労支援室　対市内在住・
在勤・在活動中の45歳以上　内生き
がいづくりや就労の情報提供や専門
機関とのマッチング　定各日先着３
人　他オンライン相談も可。雇用保
険求職活動の実績として認定　申１

月５日（水）午前10時から電話、ファ
ックス、Ｅメールか直接同室

HP番号／1046796

ささえあい
（☎052・581・4677 FAX052・414・4032)
●シニア世代×企業の交流会
時２月４日（金）午前10時～午後３時　
所産業文化センター　対おおむね60
歳以上の人　内働き方についての意
見交換　定先着50人　他途中入退室
自由。参加者が定員に満たない場合
は当日参加も可　申１月５日（水）午
前10時から電話かファックスでささ
えあい　※ささえあいホームページ
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）

●家族に思いを伝えよう！エンディ
ングノート作成セミナー
時１月29日（土）午前10時30分～正午　
所KiTARA　他オンライン可　申１
月28日（金）までに電話かＥメールで
同センター

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

●包丁とぎ
時１月20日（木）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

交流館の休館
時①上郷交流館／２月11日（金）～13
日（日）　②松平交流館／１月10日
（月）、２月11日（金）～13日（日）　理
由受変電設備工事による停電のため　
他工事期間中は電話がつながりませ

豊田市駅東口駅前広場で交通規制を行います
●問合せ　都市整備課（☎34・6622 FAX34・6764 ✉tosiseibi@city.toyota.aichi.jp）

■とき
１月19日（水）午前５時
～22日（土）午前０時

■ところ　
豊田市駅東口駅前広場

■内容　
①ロータリーへの一般
　車両の交通規制

　②バス停乗降場の移設
■理由　
実証実験のため

GAZA

駅
市
田
豊
鉄
名

現在：乗り場 ⇒　 仮設：乗り場
現在：降り場 ⇒　 仮設：降り場

[乗降場移設 ]

通行止め箇所
一般車両交通規制区域
デッキ

車両相互通行可能経路

東口西口

仮設
②乗り場

仮設
①乗り場

仮設降り場

HP番号／1046795
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（☎52・0362 FAX52・0363
✉astenasa@aste-toyota.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
▲

ん　問①上郷交流館（☎21・1881、
FAX21・5025、✉ph-kamigou@city.toyota.
aichi.jp）　②松平交流館（☎58・00
73、FAX58・0049、✉ph-matsudaira@ci
ty.toyota.aichi.jp）

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

●市郷土資料館の臨時休館
時１月11日（火）～21日（金）、３月21
日（月）～27日（日）　理由展示替えの
ため

HP番号／1046502

開発調整課
（☎34・6744 FAX34・6011
✉kaihatsu@city.toyota.aichi.jp）

●違反開発の情報提供のお願い
　造成工事などで周辺の住環境に悪
影響が生じている開発事業があれば
情報をお寄せください。
対次のいずれかに該当する開発事業
①騒音や振動、粉じんが発生してい
る　②現場から土砂や濁水が流出し
ている　③法令などに基づく看板が
設置されていない

HP番号／1046594

厚生労働省社会・援護局事業
課鑑定調整室
（☎03・3595・2219）

●戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定の申請手
続
　遺留品などの手がかりのない戦没
者遺骨の身元特定のため、遺族と思
われる人からのＤＮＡ鑑定の申請を
募っています。親族関係が判明した
場合、遺骨を遺族に返還します。Ｄ
ＮＡ鑑定を希望する場合は、厚生労
働省ホームページからダウンロード
した申請書を郵送、ファックスかＥ
メールで厚生労働省社会・援護局事
業課ＤＮＡ鑑定担当（〒100・8916、
東京都千代田区霞が関１－２－２、
FAX03・3595・2229、✉dnakantei@mhl
w.go.jp）。※申請書は電話での取寄せ
可
ＤＮＡ鑑定対象地域硫黄島、インド、

インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連
等（旧ソ連、モンゴル）、タイ、中部
太平洋地域（ウエーク島、ギルバー
ト諸島、ツバル、トラック諸島、パ
ラオ諸島、マーシャル諸島、マリア
ナ諸島、メレヨン島）、東部ニューギ
ニア、ノモンハン、ビスマーク・ソ
ロモン諸島、フィリピン、ミャンマ
ー（令和３年11月時点）

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

●固定価格買取制度終了後の太陽光
発電・蓄電池に関する相談会
時２月27日（日）午後１時30分～３時
30分　所高橋コミュニティセンター　
対成人　内太陽光発電、蓄電池、電
気の賢い使い方などに関する講演、

事業者による個別相談会　※オンラ
イン視聴可　定先着50人　申１月５
日（水）午前10時から電話でエコット

●親子で楽しむ体験ＤＡＹ「日本と
カンボジアの子どもたちのために」
時１月23日（日）①午前10時～11時30
分　②午後１時～２時30分　所あす
て　対①１歳６か月～３歳の子と保
護者　②年少～年長の子と保護者　
内リトミックレッスン、親子体操、
簡単な工作　定各先着10組　￥500
円　申１月７日（金）午前９時からあ
すてホームページに必要事項を入力

障がい者控除とおむつ代の
医療費控除に必要な認定書発行について

●問合せ　介護保険課　認定事務係（☎34・6911）

　要介護認定を受けている人は、確定申告で控除の対象となる場合があります。
申告時に使用する証明書が必要な人は申請してください。
■申込み　介護保険課配布か市ホームページからダウンロードした申請書を郵
送か直接介護保険課（〒471・8501、西町３－60）

障がい者控除（所得控除）
■対象　65歳以上で令和３年12月31日時点（死亡者は死亡時点）に要介護認定期
　間が継続していて認定基準に該当する人

認定 基準
障
が
い
者
控
除

知的障がい者（軽度・中度）
に準ずる人

要介護１以上で主治医意見書の認知症高齢者の日
常生活自立度Ⅱ以上に該当

身体障がい者（３級から６
級）に準ずる人

要介護１以上で主治医意見書の障がい高齢者の日
常生活自立度Ａ以上に該当

特
別
障
が
い
者
控
除

知的障がい者（重度）等に準
ずる人

要介護４以上で主治医意見書の認知症高齢者の日
常生活自立度ⅣかＭに該当

身体障がい者（１級、２級）
に準ずる人

要介護４以上で主治医意見書の障がい高齢者の日
常生活自立度Ｃに該当

ねたきり老人 要介護１以上で６か月以上常に臥床及び主治医意
見書の障がい高齢者の日常生活自立度Ｃに該当

おむつ代の医療費控除
■対象　次の要件をすべて満たす人①寝たきり　②おむつの使用が必要である
ことを医師が認めている　③要介護認定を受け、主治医意見書の障がい高齢
者の日常生活自立度Ｂ以上で尿失禁の可能性がある　※前年に続き控除を受
ける人が対象。初めての人は医師発行の「おむつ使用証明書」で申告

HP番号／1003233
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申込み時には次の内容を記載してください。 ●催し名　●〒住所　●氏名（ふりがな）　●電話番号申込み事項

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

　いずれもところは保健センター。
申込みは１月５日（水）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１月24日（月）①午前９時15分～10
時　②午前10時～10時45分　対令和
３年１月～３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　持ち物フェイス
タオル

HP番号／1009078

●２ndマタニティ教室
時１月29日（土）午前９時40分～10時
40分　対市内在住の２人目以降出産
予定の妊婦と家族　内保育士による
講話な

ど 定先着25組　持ち物妊娠中
の子の母子健康手帳、筆記用具

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
時①はじめての歯みがき／１月20日、
２月17日の木曜日午前10時30分～11
時15分　②親子ピカピカ教室／１月
28日（金）、２月９日（水）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①市内在住で６～
11か月の子と保護者　②市内在住で
１歳以上の未就園児と保護者　内む
し歯予防についての講話、相談　定
各先着15組　申１月７日（金）午前９
時から市ホームページに必要事項を
入力

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

●エコ・キッズスペース～おには外
！節分だ！～
時２月３日（木）午前10時～11時30分　
所エコット　対未就園児と保護者　

内鬼の遊具を使って豆まき遊びをす
る　定先着15組　申１月５日（水）午
前10時から電話でエコット

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１月21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１月８日（土）午前
９時から電話か直接同センター

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。
●親子フィットネス
時２月１日～３月22日の毎週火曜日
午前10時～11時　対１歳６か月以上
の未就園児と保護者　定先着25組　
￥5,600円　申込み開始日１月18日
（火）
●産後ヨガ
時１月21日～３月11日の毎週金曜日
午前９時30分～10時20分　※２月11
日、３月４日は休み　対１か月半～
12か月頃の子と母親　※きょうだい
の同伴は不可　内産後のお母さんの
身体のケアな

ど 定先着15組　￥5,100
円　申込み開始日１月12日（水）

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
●古家優里さんの「赤ちゃんとダン
ス」
時１月15日（土）午前10時～11時　持
ち物抱っこ紐　申込み期限１月14日
（金）
●工作＆絵本の読み聞かせ
時２月１日（火）午前10時30分～11時　
申込み期限１月31日（月）

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２月16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　定先着20組　￥800円　
申１月19日（水）午前11時から電話で
同広場

●若年性認知症本人・家族会スマイ
ル
時２月16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
２月15日（火）までに電話かＥメール
で同課

地域医療センター
（☎34・3002 FAX33・8710）
　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回のみ。
申込みは１月11日（火）午前８時30分
から電話で同センター。
●レディース検診
時２月３日、17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
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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
●骨粗しょう症検診
時２月１日、15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

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

●高次脳機能障がいのある人の家族
の教室
時２月16日（水）午前10時～11時30分　
所市役所　対高次脳機能障がいのあ
る人の家族　内交流会　定先着11人　
申１月５日（水）午前９時から電話、
ファックス、Ｅメールか直接同課

HP番号／1045363

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

●こころの健康づくり講演会
時１月26日（水）午後１時30分～３時　
所市役所　※オンライン併用　対市
内在住・在勤・在学の人　内睡眠と
心の健康の関係、質の良い睡眠のポ
イントな

ど 申１月19日（水）午後５時
までに市ホームページから必要事項
を入力

若者サポートステーション
（☎33・1533 FAX32・6298
✉tyss@nponiji.org）

●親と子のセミナー　市民公開講座
「私たちの声を聴いて」
時２月19日（土）午後１時30分～３時
30分　所青少年センター　対自立に
悩む15～39歳の若者を持つ家族、支
援に携わっている人　内若者たちが

自らの体験を語る、質疑応答　定先
着60人　申１月５日（水）午前９時か
ら電話で同ステーション

社会福祉協議会
（☎31・1294 FAX33・2346
✉vc@toyota-shakyo.jp）

●住民のための地域福祉活動実践セ
ミナー
時２月５日（土）午後１時～４時　所
福祉センター　対市内在住・在勤・
在学の人　内第２次豊田市地域福祉
計画・地域福祉活動計画の基調報告、
市内各地で実践されている住民主体
の活動事例発表　定先着270人　申

１月５日（水）午前８時30分から電話、
ファックスかＥメールで同協議会

成年後見支援センター　　
（☎63・5566 FAX33・2346　
✉s-shien@toyota-shakyo.jp）

●終活セミナー　認知症になる前に
時２月３日（木）午前10時～正午　所
福祉センター　内司法書士を講師に
招き、任意後見制度や遺言について
学ぶ　定先着30人（オンライン参加
も可）　申１月７日（金）午前10時か
ら申込み事項と参加方法（会場かオ
ンライン）を電話、ファックスかＥ
メールで同センター

豊田浄水特定土地区画整理事業の宅地を分譲します
●問合せ　豊田浄水特定土地区画整理組合事務所（☎46・3600）

分譲
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）
１ 141 １－２ 232.54 70.34 12万5,000 41万3,223 2,906万7,500
２ 141 １－６ 226.42 68.49 14万5,000 47万9,339 3,283万0,900
３ 141 ３－１ 204.60 61.89 13万4,000 44万2,975 2,741万6,400
４ 141 ３－２ 204.60 61.89 13万4,000 44万2,975 2,741万6,400
５ 141 ３－３ 204.60 61.89 13万4,000 44万2,975 2,741万6,400
６ 141 ３－４ 233.67 70.68 13万3,000 43万9,669 3,107万8,110
７ 141 ３－５ 214.58 64.91 14万 46万2,810 3,004万1,200
８ 141 ３－６ 211.24 63.90 14万9,000 49万2,562 3,147万4,760
９ 141 ３－７ 219.62 66.43 13万 42万9,752 2,855万0,600
10 141 ３－８ 219.62 66.43 13万 42万9,752 2,855万0,600
11 141 ３－９ 189.27 57.25 13万2,000 43万6,364 2,498万3,640
12 141 ３－10 228.11 69.00 10万6,000 35万0,413 2,417万9,660
13 141 ３－11 228.14 69.01 10万6,000 35万0,413 2,418万2,840
14 141 ３－12 189.23 57.24 13万2,000 43万6,364 2,497万8,360
15 142 ９－１ 180.00 54.45 12万9,000 42万6,446 2,322万
16 142 ９－２ 180.00 54.45 13万2,000 43万6,364 2,376万
17 142 ９－３ 180.00 54.45 13万2,000 43万6,364 2,376万
18 142 ９－４ 180.00 54.45 13万9,000 45万9,504 2,502万
19 142 ９－５ 180.00 54.45 13万7,000 45万2,893 2,466万
20 142 ９－６ 180.00 54.45 14万5,000 47万9,339 2,610万
21 142 ９－７ 180.00 54.45 14万8,000 48万9,256 2,664万
22 142 ９－８ 224.19 67.81 12万4,000 40万9,917 2,779万9,560
23 146 ２－１ 227.67 68.87 13万6,000 44万9,587 3,096万3,120
24 146 ２－２ 230.00 69.57 13万2,000 43万6,364 3,036万

■ところ　浄水町地内　■分譲区画　24区画　■分譲方法　公開
抽選　■抽選　２月19日（土）、20日（日）に産業文化センターで開
催　■申込み　１月20日（木）までに浄水特定土地区画整理組合ホ
ームページか直接同組合事務所　※土・日曜日、祝日、12月29日
～１月３日を除く（１月15日（土）、16日（日）は同組合事務所で申
込み可）

HP番号／1005217

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

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１月19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、水分補給できるもの（必要
な人）　申１月５日（水）午前10時か
ら電話か直接豊田ほっとかん

●高岡茶席（紅茶）
時１月28日（金）午前10時～午後１時　
所六鹿会館　内国産紅茶の新しい楽
しみ方　定先着21人　￥400円　申
１月14日（金）午前９時から電話か直
接同センター

コンサートホール・能楽堂
（☎35・8200 FAX37・0011）
　いずれも申込みはコンサートホー
ル・能楽堂ホームページに必要事項
を入力。全席指定。※参合館ロビー
コンサートを除く
●知りたい！大人のためのクラシッ
ク「シューベルトvsシューマン」
時１月12日（水）午前11時開演　所コ
ンサートホール　講師加藤昌則　内
「室内楽対決！弾くために書くのか、
聴かせるために書くのか」ほ

か ￥1,0
00円（25歳以下は半額）　※未就学児
入場不可
●市制70周年記念事業「オペラ紅白
歌合戦」
時１月16日（日）午後３時開演　所コ
ンサートホール　出演腰越満美（ソ

プラノ）、針生美智子（ソプラノ）、小
野綾香（メゾソプラノ）、宮里直樹
（テノール）、宮本益光（バリトン・
司会）、加藤宏隆（バスバリトン）、柴
田真郁（指揮）、名古屋フィルハーモ
ニー交響楽団　曲目モーツァルト／
歌劇「魔笛」より“夜の女王のアリア”、
プッチーニ／歌劇「トゥーランドッ
ト」より“誰も寝てはならぬ”ほか ￥
１階席5,000円、バルコニー席3,500円
（25歳以下はいずれも半額）　※未就
学児入場不可
●ギタリストたちの饗宴
時１月21日（金）午後６時45分開演　
所コンサートホール　出演福田進一、
鈴木大介、大萩康司、村治奏一　曲
目ビゼー／カルメン組曲ほ

か ￥１階
席4,000円、バルコニー席3,000円（25
歳以下はいずれも半額）　※未就学
児入場不可
●か～るくラシック♪加羽沢美濃の
ピアノ・ファンタジー
時１月26日（水）午前11時30分開演　
所コンサートホール　出演加羽沢美
濃（ピアノ）　曲目カッチーニ／アヴ
ェ・マリア、当日リクエスト曲ほ

か

￥500円　※４歳未満入場不可
●METライブビューイング　ヴェ
ルディ《アイーダ》　
時１月29日（土）午後２時開演　所コ
ンサートホール　￥3,200円（25歳以
下2,100円）　※未就学児入場不可
●新春能
時１月15日（土）午後２時開演　所能
楽堂　演目／出演能「二人静」（観世
流）／浦田保親・浦田保浩ほ

か　狂言
「鬼瓦」（和泉流）／佐藤友彦ほ

か ￥正
面席6,000円、脇・中正面席4,000円
（25歳以下は脇・中正面席半額）　※
未就学児入場不可
●日本の伝統芸能シリーズ「民謡お
国自慢」
時１月30日（日）午後２時開演　所能
楽堂　出演剣持雄介、原田直之ほ

か

￥4,000円（25歳以下半額）　※未就学
児入場不可
●参合館ロビーコンサート
時１月14日（金）午後０時20分～０時
50分　所参合館　出演高橋ハーモニ
カフレンズ（ハーモニカ合奏）　曲目

フランク・W・ミーチャム／アメリ
カンパトロール、いずみたく／恋の
季節、菅野よう子／花は咲くほ

か

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

●森の本多コレクション展　日本六
古窯－常滑
時１月22日（土）～４月10日（日）午前
９時～午後５時　所民芸の森　内古
陶磁研究家・本多静雄氏のコレクシ
ョンから常滑のやきものを展示紹介　
他１月22日（土）午後２時～２時30分
にギャラリートークを開催（先着15
人、当日直接会場）

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

●特別展「新修豊田市史」通史編刊行
記念　はじめてのとよた史
時１月22日（土）～３月20日（日）午前
９時～午後５時（入館は午後４時30
分まで）　所市郷土資料館　内「新
修豊田市史」の成果を踏まえ、豊田
市の自然と歴史を紹介　￥300円（高
校・大学生200円、中学生以下無料）
●愛知県民俗芸能大会（豊田市大会）
時１月30日（日）午後１時　所市民文
化会館　内豊田市からは棒の手、打
ちはやしが出演

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

　いずれもところは視聴覚ライブラ
リー。
●ロビー展「石塚美根子書展」
時１月７日（金）～30日（日）午前９時
～午後９時
●スマホでつくろう１分映画
時２月５日～19日の毎週土曜日午前
10時～正午　対全日程参加できる高
校生以上の初心者　内動画撮影から
編集までスマホを使って映画制作の
基礎を学ぶ　定先着20人　受講料1,0
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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
▲

00円　申１月15日（土）午前９時から
電話か直接同ライブラリー
●市民文化講座・映画塾
時２月９日（水）午後２時～４時　内
映画「静かなる男」の鑑賞・レクチャ
ー　定先着30人　￥300円　申１月
14日（金）午前９時から電話か直接同
ライブラリー
●シニアのための「フォトムービー
づくり」
時１月22日（土）午前９時30分～正午
対市内在住・在勤の50歳以上　内写
真素材で映像制作　定先着12人　￥
500円　申１月８日（土）午前９時か
ら電話か直接同ライブラリー

いなぶ観光協会観光案内所
（☎83・3200）
●雪み街道いなぶ～魅・美・見・味
～
時２月５日（土）午後５時～８時　所
道の駅どんぐりの里いなぶ　内雪と
氷でできた「雪灯ろう」の展示

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２月５日（土）、６日（日）、26日
（土）、27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２月12日（土）、13日（日）、26日
（土）午前９時30分～正午　内成形か
ら焼き、絵付けまでを行う。親子で
参加も可　定先着20人　￥3,000円　
申１月15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①２月３日、17日の木曜日　②２
月６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　②5,000円　

申１月６日（木）午前10時から参加費
を添えて直接同広場

足助交流館
（☎62・1251 FAX62・1252
✉ph-asuke@city.toyota.aichi.jp）

●中馬のおひなさん体験イベント
時２月19日（土）、20日（日）、23日
（水）、26日（土）、27日（日）午前10時
～正午、午後１時～３時（20日、23
日は午後のみ）　所足助交流館　内
デコパージュ、つまみ細工、バルー
ンアートほ

か 定先着144人　￥50円
～500円　申１月19日（水）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）

●とよた演劇ファクトリー第３期生
修了公演「ただいま春夏冬中」
時２月19日（土）午後６時から、20日
（日）午後２時から　所市民文化会館　

￥全自由席1,000円（中学生以下500円）　
※未就学児入場不可　チケット販売
１月５日（水）午前９時から文化振興
財団ホームページに必要事項を入力
●とよた囲碁まつり　
時２月13日（日）午前10時～午後１時　
所福祉センター　内指導碁ほ

か 招待
棋士（予定）中根直行九段ほ

か 定抽選
48人　￥1,000円（高校生以下300円）　
申１月５日（水）～30日（日）に各交流
館で配布の申込用紙を郵送、ファッ
クス、Ｅメールか直接文化振興財団　
（〒471・0035、小坂町12－100）

●Monthly pickup book １月
時１月４日（火）～30日（日）午前10時
～午後５時　所とよしば　内中央図
書館がテーマ「寅」に沿って選んだ本
を設置。絵本コーナーも有り

介護の仕事相談会 in とよた
●問合せ　社会福祉協議会（☎34・1131 FAX32・6011 soumu@toyota-shakyo.jp）

■とき　１月22日（土）
■ところ　福祉センター
■内容
①「介護の仕事相談会」
　介護で働く職員に仕事のやりがいや楽しさ、
大変さなどの話を聞くことができます。

主な内容 時間

市内20以上の介護事業所による就職相談

午前10時～午後３時履歴書・職務経歴書の書き方アドバイス

履歴書用写真撮影・面接用メイクアドバイス

②「お役立ちセミナー」
　介護の仕事の種類や、どんな働き方があるのかを学ぶことができます。また、
体を動かしながら、自分の健康を考える企画もあります。

内容 時間（整理券配布）
かいご現場の１日 午前10時30分～11時15分（午前10時から）

柔軟エクササイズで体を整えよう 午前11時45分～午後０時30分
（午前10時45分から）

気分爽快！リフレッシュヨガ 午後１時30分～２時15分（午後０時30分から）
■定員　各回先着20人
■申込み　当日会場で整理券配布

HP番号／1046800
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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

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

●つる細工講座
時１月18日（火）午前８時45分～午後
２時　※雨天・路面凍結の場合は１
月25日（火）に順延　所戸越峠　※集
合は藤岡ふれあいの館　対18歳以上　
内オリジナルの作品を作る　定先着
15人　￥1,000円　申１月６日（木）午
前９時から電話か直接同館

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「静電気パチパ
チくん」
時１月８日（土）～30日（日）の毎週土
曜日午後１時15分、日曜日・祝日午
前10時15分、午後１時15分　内静電
気の性質を解明し、楽しく学ぶ
●深堀り天文講座「はじめよう！天
体写真」
時１月29日、２月５日の土曜日午後
６時～８時　対両日参加できる高校
生以上でデジタル一眼レフカメラを
持参でき、扱い慣れている人　内星
景写真の撮り方などの入門講座　定
先着20人　￥600円　申１月８日
（土）午前10時から電話で同館
●SKIPPAワークショップ「作って
体感！ファラデーの大発見」
時２月26日（土）午前10時～正午　対
小学５～中学３年生　内モーターと
発電機作りを通して電磁気について
学ぶ　定先着20人　￥300円　申１
月９日（日）午前10時から電話で同館
●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①１月５日（水）、６日（木）／
ぴこぴこレース　②８日（土）～10日
（月）／ホイール万華鏡　③15日（土）、
16日（日）／ぴちぴち魚つり　④22日
（土）、23日（日）／とんでけ！UFO　
⑤29日（土）、30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

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

●季節のアロマテラピー講座
時２月12日（土）午前９時30分～11時
30分　所高橋コミュニティセンター　
対成人　内講話、春のマスクスプレ
ー製作　定先着15人　￥1,500円　申
１月６日（木）午前９時から電話か直
接同センター

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

　いずれもところは女性しごとテラ
ス。雇用保険求職活動の実績として
認定。申込みは先着の場合申込み開
始日午前10時から、抽選の場合申込
み期限までに電話か直接女性しごと
テラス。※女性しごとテラスホーム
ページからも申込み可
●豊田市で働く！職場見学ツアー
時１月27日（木）午前10時10分～午後
４時　対市内在住・在勤・在学・在
活動中の女性　内市内４社を見学す
るバスツアー。採用担当者からの説
明、女性従業員との交流会　定先着
12人　他託児有り（先着５人、500円、
１月17日（月）までに要予約）　申込
み開始日１月５日（水）
●選ばれる応募書類・面接レベルア
ップ・効果的な自己PR
時１月28日（金）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤・在学・在活動中
の女性　定先着11人　他託児有り
（先着５人、500円、１月19日（水）ま
でに要予約）。オンライン参加も可
（先着20人）　申込み開始日１月５日
（水）

●ジョブトレーニング
時２月７日（月）、９日（水）午前10時
15分～午後４時　対全日参加可能で
女性しごとテラスへの相談利用歴が
ある女性　内Excel中級講座と企業
交流会　定抽選12人　他託児有り
（各日500円、１月24日（月）までに要
予約）　申込み期限１月24日（月）
●在宅ワーク・テレワークセミナー
＆体験会
時２月14日～28日の毎週月曜日午前
10時30分～午後０時30分　対全日程
参加可能で、市内在住・在勤・在学・
在活動中の女性　内クラウドソーシ
ングの仕組みや仕事の種類の紹介と
業務体験　定先着11人　他託児有り
（先着５人、各日500円、２月４日
（金）までに要予約）　申込み開始日
１月５日（水）

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。雇
用保険求職活動の実績として認定。
申込みは１月５日（水）午前10時から
電話、ファックス、Ｅメールか直接
同室。
●キャリアプランニングセミナー
時①２月４日　②18日　※いずれも
金曜日午後２時～４時　対市内在住・
在勤・在学・在活動中の人　内①自
分に合った職場探しのこだわり　②
自分に向く就職活動計画を考える　
定各日先着12人
●中高年齢者のためのライフプラン
セミナー
時２月10日（木）午後１時30分～４時
30分　対市内在住・在勤の45歳以上
の人　内定年後を見据えたセカンド
ライフプランとキャリアを考える　
定先着20人
●セカンドライフ・キャリアセミナ
ー
時①２月17日（木）午後１時30分～３
時　②26日（土）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤・在活動中の45歳
以上の人　内①ドリームマップで夢
や目標をビジュアル化してみよう　
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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身も心も元気に働き続けるための
セルフメンテナンス講座　定各日先
着12人

ハローワーク豊田
（☎31・1400）
●求職者支援セミナー
時２月17日（木）午後２時～３時30分　
所就労支援室　対労働派遣で働いて
いる・働くことを考えている人　内
労働派遣で働く時に知っておきたい
こと　定先着30人　他雇用保険求職
活動の実績として認定　申１月５日
（水）午前８時30分から電話か直接ハ
ローワーク豊田

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

●体験！手話教室
時１月23日（日）午後２時～３時30分　
所中央図書館　対市内在住の中学生
以上　内あいさつや自己紹介など簡
単な手話を学ぶ　定先着20人　申１
月５日（水）午前９時から電話かファ
ックスで同課

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１月５日（水）午前10時から電話
でエコット。
●ダンボールコンポスト基礎講座
時２月12日（土）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
●もった博士のかがく倶楽部　燃料
電池車を走らせよう
時２月13日（日）午前10時～正午　対

小学生以上（小学生は保護者同伴）　
内二酸化炭素を出さない車の仕組み
を学び、模型の試走・燃料電池車の
見学・外部給電の体験を行う　定先
着15人　￥300円
●かんたんエコ手芸教室「着物のリ
メイク」
時２月19日（土）午前10時～午後０時
30分　対成人　内ベスト作り　定先
着15人
●リメイク講座「思い出のある布で
作ろう」
時２月27日（日）午前10時～正午　対
大人　内子どもが着なくなった洋服
などでランチョンマットと箸入れを
作る　定先着15人

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

●かんたんスマホ講座
時２月２日（水）、10日（木）午後１時
30分～３時30分　所豊寿園　対市内
在住の60歳以上　内スマホ初期操作。
地図・健康アプリな

ど 定各日先着12
人　申１月７日（金）午前10時から直
接豊寿園

HP番号／1046799

おいでん・さんそんセンター
（☎62・0610 FAX62・0614
✉sanson-center@city.toyota.aichi.jp）

●いなかとまちのくるま座ミーティ
ング
時２月５日（土）午後１時～４時30分　
所足助支所　※オンライン可　内い
なかとまちのミライを語る　定先着
50人（オンラインは先着500人）　申
１月５日（水）午前９時から電話、フ
ァックス、Ｅメールか直接同センタ
ー

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

●ネコの一時預かりボランティア養
成講習会
時２月19日（土）午後１時30分～４時

30分　所市動物愛護センター　対市
内在住で市動物愛護センターが保護
しているネコを一時的に自宅などで
飼養できる成人　内一時預かりボラ
ンティア制度、ネコの飼育方法な

ど

定選考15人　申１月16日（日）までに
郵送、電話かＥメールで市動物愛護
センター（〒471・0002、矢並町法沢
715－４）

中央図書館
（☎32・0717 FAX32・4343）
　いずれもところは中央図書館。
●図書館を使った調べる・伝える学
習コンクール入賞作品展
時１月５日（水）～16日（日）午前10時
～午後８時
●手話のおはなし会
時２月13日（日）午後２時～３時　対
３歳以上（未就学児は保護者同伴）　
内声と手話による絵本の読み聞かせ　
定先着30人　申１月５日（水）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
●読み聞かせボランティアステップ
アップ講座
時２月16日（水）午前10時30分～正午　
対学校、園などで読み聞かせボラン
ティアをしている人　内選書やプロ
グラム作りのポイント・おすすめ本
の紹介　定先着30人　申１月19日
（水）午前10時から直接同館　※中央
図書館ホームページからも申込み可

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

●性別によらず、みんなが輝く社会
づくりのためのジェンダー平等
時２月５日（土）午後１時～２時30分　
所産業文化センター　内誰もが輝く
社会・企業・組織作りに必要なこと
を学ぶ　定先着120人　他未就学児
の託児有り（有料、１月29日（土）ま
でに要予約）　申１月５日（水）午前
10時から電話でキラッ☆とよた　※
キラッ☆とよたホームページからも
申込み可
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食・自然

高岡農村環境改善センター
（☎52・9931 FAX52・9932）
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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

足助交流館
（☎62・1251 FAX62・1252
✉ph-asuke@city.toyota.aichi.jp）

●防災講演会「過去の災禍に学ぶ今
後の大災害への備え」
時１月29日（土）午前10時～正午　所
足助交流館　内名古屋大学減災連携
研究センター専任教員の講話　定先
着200人　申１月５日（水）午前９時
30分から電話か直接同交流館

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

●伝える力　プレゼン力を高めよう
時２月４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　内美しいのびやかな声作り、
体・口・舌の体操、コミュニケーシ
ョンの大切な要素について考える　
定先着11人　￥500円　他未就学児
の託児有り（有料、１月26日（水）ま
でに要予約）　申１月５日（水）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

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１月５
日（水）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２月の毎週火曜日午前９時15分～
正午　￥7,000円
●絵手紙（ひな祭り）
時２月２日～16日の毎週水曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円
●写真をムービーで楽しもう
時２月の毎週月曜日午後１時15分～
４時　￥8,000円
●よくわかるワード基礎講座
時２月９日～３月23日の毎週水曜日
午後１時15分～４時　※２月23日は

休み　￥１万2,200円
●インターネット・メール講座
時２月14日～28日の毎週月曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円
●よくわかるエクセル基礎講座
時２月18日～３月25日の毎週金曜日　
午前９時15分～正午　￥１万2,200円
●スマホ＆タブレット基本操作と生
活に役立つアプリ講座
時①２月１日、８日の火曜日午後１
時～３時　②２月10日、17日の木曜
日午前９時30分～11時30分　￥各5,5
00円

ママ・ジョブ・あいち
（☎052・485・6996 FAX052・485・6996）
●ママたちのワークショップin豊田
市　おしゃべり交流会
時２月22日（火）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた　対結婚・出産・育
児などで離職して、再就職を目指し
ている女性　内再就職に向けての不
安や悩みを話し合う　定先着12人　
他託児有り（２月14日（月）までに要
予約）　申１月７日（金）午前10時か
ら電話、ファックスか直接ママ・ジ
ョブ・あいち　※ママ・ジョブ・あ
いちホームページからも申込み可

市雇用対策協会
（☎34・1999）
●とよた業界研究会＆合同企業説明
会
時２月９日（水）午前10時30分～午後
３時　所名鉄トヨタホテル　内地元
企業約40社による各業界の紹介な

ど

他来場者にQUOカード進呈

●「味
みそ

噌作り」講習会
時２月９日（水）、12日（土）午前９時
30分～午後０時30分　所高岡農村環
境改善センター　定各抽選12人　￥
3,000円　申１月16日（日）までに往復

ハガキで高岡農村環境改善センター
（〒473・0933、高岡町長根17）

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

　いずれもところはトヨタの森。小
学生以下保護者同伴。
●Ｍｙ食器セット作り
時１月22日（土）午前９時30分～午後
３時　対18歳以上　内森の素材でス
プーン、フォーク、箸を作る　定先
着20人　￥1,000円　申１月７日（金）
午前９時から申込み事項と年齢をＥ
メールでトヨタの森　※氏名と年齢
は全員分を記載
●ドングリの木でシイタケ作り
時２月８日（火）午後１時～３時　内
ドングリの木にシイタケ菌を打ち、
家庭用の原木を作る　定抽選15人　
￥500円　申１月26日（水）までに申
込み事項と年齢をＥメールでトヨタ
の森　※氏名と年齢は全員分を記載
●森あるきで二十四節気を楽しもう

時２月22日（火）午後１時～３時　内
雨水：水の中で春を待つトンボの赤
ちゃんを探す　定先着20人　￥100
円　申１月７日（金）午前９時から電
話でトヨタの森
●冬の探検隊と火おこしチャレンジ
時２月23日（水）午前９時30分～11時
50分　対小学生を含む家族（３歳以
下不可）　定抽選30人　￥100円　申
２月９日（水）までに申込み事項と年
齢をＥメールでトヨタの森　※氏名
と年齢は全員分を記載

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。対象
は市内在住の人。申込みは申込み開
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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
▲

始日午前９時から電話で同公園。初
日は１通話につき２人まで。
●花とみどりの講座「リーガースベ
ゴニアの種類と育て方」
時２月10日（木）午前10時～正午　内
講義・実習　定先着30人　￥1,600円　
申込み開始日１月11日（火）
●花とみどりの講座「ツバキの魅力
と育て方」

時２月12日（土）午前10時～正午　内
講義・実習　定先着30人　￥1,600円　
申込み開始日１月18日（火）
●専門講座「二十四節気を寄せ植え
で楽しむ～花ごよみ～」
時２月16日（水）午前10時～正午　内
桃の花の節句、早春の花の寄せ植え　
定先着20人　￥3,100円　申込み開始
日１月12日（水）

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。
●あべまきの会と森あるき「冬の森、
虫や草木はどうしているかな」
時１月５日～２月２日の毎週水曜日
午前10時～正午　※雨天中止　申当
日直接会場
●冬のいきものみつけ隊
時１月22日（土）午前10時～正午　※
雨天中止　対小学生以上　定先着15
人　￥100円　申１月12日（水）午前
９時から電話で自然観察の森
●森のおはなし会「自然からのおく
りもの」
時２月５日（土）午後２時～３時　内
絵本の読み聞かせ　定先着12人　申
１月26日（水）午前９時から電話で自
然観察の森
●森あそび「親子で餅花を作ろう」
時２月６日（日）午前10時～正午　対

親子　定先着15人　￥３歳以上200
円　申１月27日（木）午前９時から電
話で自然観察の森
●親子でバードウオッチング
時２月12日（土）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　対５歳以上の子
と親　定先着15人　￥100円　他双
眼鏡貸出有り　申２月２日（水）午前
９時から電話で自然観察の森
●竹でおもちゃ作り
時２月13日（日）午前10時～正午　内
けん玉やダイコン弓などを作って遊
ぶ　定先着15人　￥100円　申２月
３日（木）午前９時から電話で自然観
察の森
●カエルの卵にタッチ
時２月19日（土）午前10時～正午　定
抽選15人　￥100円　申２月４日
（金）までに申込み事項と年齢を往復
はがきで自然観察の森（〒471・0014、
東山町４－1206－１）　※氏名、年

齢は全員分。小・中学生は学年を記
載

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

●おいしくおしゃれなおやつ作り

時２月６日（日）午後１時～３時30分　
所エコット　対小学生以上（小学生
は保護者と参加）　内フェアトレー
ドのチョコレートを使って、しぼり
だしクッキーを作る　定先着10組
（１組２人まで）　￥１組300円　申
１月５日（水）午前10時から電話でエ
コット

第53回豊田おいでんまつりを１月に開催します！

　新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、開催時期・方法・内容を
例年のものから変更して開催します。ご家庭などで祭りの雰囲気が感じられ
る番組の放映と、市内11か所での花火の一斉打ち上げにより、皆さんがそれ
ぞれの場所から思いを寄せ、心に残る祭りを目指します。
■とき　１月８日（土）　※荒天の場合、花火大会は１月10日（月）に順延

①豊田おいでんまつりスペシャル番組
■時間　午後６時～７時
■内容　豊田おいでんまつりの歴史、花火大会中継、おいでん踊りな

ど

■放映　テレビ（ひまわり12（地デジ12ch））、YouTube Live（豊田おいでんま
つり公式ホームページ）　な

ど

②花火大会
■時間　午後６時40分～７時
■ところ
白浜公園
豊田市運動公園芝生広場
高岡公園グラウンド少年サッカー場
多目的広場（篭林町）
矢作川島崎公園
桑原コミュニティ広場

柳川瀬公園多目的広場
小原ふれあい公園
松平運動広場
藤岡コミュニティ広場
下山運動場

■そのほか　各自新型コロナウイルス感染防止対策を徹底のうえ、
密にならないようにご覧ください。会場周辺の道路上に車を停
車しての観覧はお控えください。花火打ち上げ場所や開催可否
などの詳細は、ホームページを確認

●問合せ　商業観光課（☎34・6642 FAX35・4317 shoukan@city.toyota.aichi.jp）

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

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

●たき火でポップコーンつくろうze
♪
時１月９日（日）午前９時30分～正午　
所鞍ケ池公園　￥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

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

　いずれもところは総合野外センタ
ー。
●総合野外センター４月～６月分利
用抽選会
時１月23日（日）　宿泊団体／午前９
時から受付、10時抽選　日帰り団体
／午後１時から受付、午後２時抽選　
対子ども会、ジュニアクラブなどの
青少年団体　持ち物上履き　他抽選
会以降の申込みは１月25日（火）午前
９時から利用日の１か月前までに電
話で同センター
●家族で焚火を囲もう！
時２月６日（日）午前10時～午後２時　
対市内在住の小・中学生とその家族　
内薪割り、焚火　定抽選12家族　￥
１家族700円　他薪の追加は有料　
申１月17日（月）までに申込み事項と
学年をＥメールで同センター
●六所の山の贈り物　思いを形にし
よう！

時２月20日（日）午前10時～午後３時　
対市内在住の小学４～６年生　内ハ
イキング、お楽しみ会・クラフト　
定抽選30人　￥1,000円（昼食代含む）　
他送迎バス有り　申１月20日（木）ま
でに電話で同センター

猪
いの しか こう ぼう やま けい

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

●食べて学ぼう！ジビエな暮らし
時１月23日（日）午前10時～午後２時　
所新盛集会所扶桑館　対市内在住の
人　内もみじ鍋を作って食べる試食
会と、ハンター兼ジビエカフェオー
ナーの講演会　定先着５組（１組４
人以内）　￥１組5,000円　他鍋・カ
セットコンロ・まな板・包丁・エプ
ロン持参　申１月７日（金）午前９時
から電話で山恵

●はじめの一歩講座「楽しく体験！
ボッチャ体験」
時２月19日、26日の土曜日午前10時
30分～正午　所とよた市民活動セン
ター　対両日参加できる市内在住の
人　定先着24人　￥100円　申１月
６日（木）午前10時から電話で同事務
局

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

　いずれもところは高橋コミュニテ
ィセンター。定員は各先着20人。申
込みは申込み開始日午前９時から電
話か直接同センター。
●女性のためのシェイプアップエク
ササイズ

時２月２日～３月16日の毎週水曜日
午前10時～10時50分　※２月９日、
23日は休み　内ストレッチ、筋トレ、
有酸素運動をバランスよく取り入れ

たエクササイズ　￥3,250円　申込み
開始日１月７日（金）
●ズンバⓇ水曜教室
時２月２日～３月16日の毎週水曜日
午前11時～11時50分　※２月９日、
23日は休み　対成人　内ダンスフィ
ットネス　￥3,250円　申込み開始日
１月８日（土）
●ヒップホップ（初級）
時２月３日～３月31日の毎週木曜日
午後３時30分～４時30分　対年少、
年中　￥5,400円　申込み開始日１月
５日（水）

豊田高等職業訓練校
（☎32・5454）
●豊田高等職業訓練校フェスタ
時２月20日（日）午前10時～午後３時　
所豊田高等職業訓練校　内木造建築
科・左官タイル施工科の作品販売、
各種ワークショップ　他車の場合は
市郷土資料館、愛知工業大学情報電
子専門学校の駐車場を利用

すげの里
（☎69・1622 FAX69・1633
✉sugenosato@city.toyota.aichi.jp）

●餅つき体験
時２月13日（日）午前９時30分　所す
げの里　内餅つき体験、試食　※持
ち帰り用の餅を購入可　定先着12組　
￥小学生以上500円　申１月６日
（木）午前９時から申込み事項と年齢、
人数、餅の持ち帰り希望の有無を電
話かファックスですげの里

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

　いずれもところは猿投棒の手ふれ
あい広場。先着の場合、申込みは申
込み開始日午前９時から電話か直接
同広場。
●猿投山麓文化交流事業「木のあら
われ」
時１月29日（土）～２月27日（日）午前
９時～午後５時　内木の芸術品、お
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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
▲

もちゃなど作家作品の展示
●吹奏楽部によるロビーコンサート
時／演奏①１月29日（土）／藤岡南中
学校　②30日（日）／猿投中学校　※
いずれも午前10時から
●キッズコーディネーション
時２月８日～３月22日の毎週火曜日
①午後４時から　②午後５時から　
③午後６時から　対４～12歳　内成
長期の子どもの運動神経を伸ばすト
レーニング　定各先着15人　￥5,000
円　申込み開始日１月25日（火）
●楽しい英会話
時２月３日～３月31日の毎週木曜日
午前９時30分～10時30分　対日常英
会話ができる人　定先着15人　￥9,0
00円　申込み開始日１月20日（木）
●卓球教室
時２月３日～３月17日の毎週木曜日
午後５時～６時30分　対４歳～小学
６年生（保護者も参加可）　定先着15
人　￥4,200円　申込み開始日１月19
日（水）
●フラトレーニング
時１月28日～３月18日の毎週金曜日
午後２時30分～３時30分（２月11日
は休み）　内フラダンスの動きを取
り入れたトレーニング　定先着25人　
￥4,200円　申込み開始日１月14日
（金）
●体幹トレーニング
時２月１日～３月22日の毎週火曜日
午前10時～11時（３月１日は休み）　
内音楽に合わせて行う体幹運動・脳
トレーニング　定先着25人　￥4,200
円　申込み開始日１月18日（火）

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

●はじめてのやきものづくり「コー
ヒーカップとケーキ皿」
時１月30日（日）午後１時～３時　所
民芸館　対小学生以上（小学生は保
護者同伴）　定抽選12人　￥1,500円
（中学生以下1,000円）　他作品は焼成
して後日お渡し　申１月13日（木）ま
でに申込み事項と学年（中学生以下）
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

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２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
●スポーツ万能！キッズ教室
時２月の毎週火曜日午後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　￥3,200円　申１月11日（火）午
前10時から参加費を添えて直接同広
場
●大人向け水中運動教室
時２月の毎週土曜日午前９時10分～
10時　対18歳以上　定先着20人　￥
4,400円　申１月28日（金）午前９時か
ら参加費を添えて直接同プール

分を考えるなど、リハビリ期間を前
向きに捉えて競技に取り組むことが
できたそうです。
　コロナ禍では、今まで当たり前に
できていたことができなくなり、練
習すら簡単にはできない日々が続き
ました。そんな中でも、この環境で
どう頑張れば競技結果につながるか
を常に考え、練習に取り組みました。
「平昌オリンピック競技大会は、
あと一歩というところで出場を逃し、
悔しい思いをしました。北京2022オ
リンピック競技大会では、歯を食い
しばって頑張ってきた８年分の思い
を力に変えて活躍できるよう、これ
からも努力し続けます」と力強く語
ります。その言葉には、常に目標に
向かって努力するアスリートとして
の強い思いがにじみます。

「百折不撓」…何度失敗しても志を
曲げないこと。この言葉のように挑
戦を続ける神野愼之助選手。神野選
手がスノーボードを始めたのは小学
１年生の時でした。早くから大会に
出場し、現在に至るまでずっと、オ
リンピック競技大会出場を目指し、
スノーボードに励んできました。
　最も苦しい思いをしたのは19歳の
時。海外遠征でトレーニングを積み、
「さぁ今シーズンから頑張ろう」と思
った矢先、大きな怪我をして精神的
に落ち込んだことがありました。し
かし先輩からもらった温かい言葉の
おかげもあって、自分に足りない部

スノーボードアルペン競技を通じて
希望や勇気を伝えたい。

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
豊田市は、自分にとって特別な意味を持つ
場所です。皆さんに勇気や元気を与えられ
るよう、全力で取り組みます。応援よろし
くお願いします。

主
な
成
績

2017年～2018年
FIS　フェルダーズ　２位
ワールドカップコルチナ　10位

2018年～2019年
ワールドカップモスクワ　14位
全日本選手権PGS　優勝

神野　愼之助 選手

スノーボード

トヨタ自動車所属

かみの　       しんのすけ

豊 田 市 ゆ かりの 選 手 を
み ん な で 応 援！！

ひゃくせつふとう
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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

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

●みんなとつながる仲間とつながる　
サークル・グループ文化祭
時１月23日（日）午前10時～午後４時　
所産業文化センター　内ステージパ
フォーマンス、ワークショップ、ミ
ニゲーム、体験会、動画配信な

ど

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

●新春ウイーク　ウオーキングマッ
プを持って巡ろう
時１月８日（土）～23日（日）　※月曜
日は休み　内ウオーキングマップを
持って民芸の森・民芸館・平戸橋い
こいの広場を巡る　※受付は民芸の
森・民芸館／午前９時～午後４時30
分、平戸橋いこいの広場／午前９時
～午後９時
●初春のお茶を一服
時１月22日（土）午前10時～午後３時　
所民芸の森　内豊田産の抹茶と花び
ら餅をいただく　定先着40人　￥600
円　申当日直接会場

高岡公園体育館
（☎54・0601 FAX54・0601
✉takaoka@homex-co.com）

　いずれもところは高岡公園体育館。
申込みは申込み開始日の午前９時か
ら参加費を添えて直接同体育館。
●ALOHAたのしいフラダンス
時２月10日、24日、３月10日、24日
の木曜日午後１時～２時　定先着15
人　￥3,000円　他抱っこひもで子と
の参加可　申込み開始日１月13日
（木）
●スポーツパルクール教室
時２月17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１月20日（木）

●はじめてのヨガ
時２月の毎週火曜日午前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　￥3,000円　
申込み開始日１月18日（火）
●はじめてのZＵＭＢＡⓇ

時２月の毎週火曜日午前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　￥3,000円　申込
み開始日１月18日（火）
●社交ダンス教室
時２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１月13日（木）
●運動神経バツグン！キッズ教室
時２月の毎週木曜日午後７時～７時
55分　対①未就学児　②小学生　内
成長期の子どもの運動神経を伸ばす
トレーニング　定各先着30人　￥3,0
00円　申込み開始日１月13日（木）

●やさしい気功と太極拳
時２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１月14日
（金）
●中学生サッカー教室
時２月の毎週金曜日午後５時～６時　
※11日は休み　対中学生　内運動不
足解消から技術向上まで　￥各回200
円　申当日直接会場

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。※年中行事を除く
●年中行事「お正月遊び」
時１月３日（月）～10日（月）午前９時
～午後５時　内昔懐かしいお正月遊
び、福笑い・かるたな

ど ￥300円
●年中行事「もちい」
時１月15日（土）午前９時～午後５時　

※成
なるき

木責めは午前11時頃から30分程
度　￥300円　他成木責めは入館者
も参加可
●食の学校「老舗直伝　甘酒の競演」
時２月９日（水）午前10時～正午　内
ほうらいせん関谷醸造から直伝され
た製法で、麹と酒粕を使った家でも
出来る甘酒作り　定先着12人　￥2,3
00円　申込み開始日１月17日（月）
●食の学校「おこしもの作り」
時２月27日（日）午前10時～11時30分、
午後１時30～３時　内おくどや貴重
な木型を使って昔懐かしいおこしも
のを作る　定各先着12人　￥1,200円　
申込み開始日１月17日（月）
●暮らしの手作り講座「裂き織り体
験」
時２月５日（土）午前10時～正午　内
裂いた布を織り、テーブルセンター
を作る　定先着12人　￥1,700円　申
込み開始日１月19日（水）
●暮らしの手作り講座「しいたけの
菌打ち」
時２月19日（土）午前10時～正午　内
シイタケの素になる菌の駒を原木に
打つ　定先着12人　￥1,500円　申込
み開始日１月19日（水）

　いずれもところは中京大学豊田キ
ャンパス。参加費は3,200円。初回申
込み時に入会金2,000円が必要。申込
みは１月14日（金）午後４時までに中
京大学ホームページに必要事項を入
力。問合せは中京大学スポーツ振興
部（☎46・6935）。
●親子ダンス教室
時１月29日～２月19日の毎週土曜日
午前９時30分～10時30分　対３～６
歳の子と保護者　内リズム取りゲー
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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
▲

ムを取り入れた振付な
ど 定抽選25組

●キッズダンス教室
時１月29日～２月19日の毎週土曜日
午前10時45分～正午　対小学１～４
年生　内各種ステップや振付　定抽
選30人

HP番号／1022650

スポーツ協会大会
●市民駅伝大会
時１月30日（日）午前８時30分から　
申・問１月16日（日）午後７時までに
直接スカイホール豊田（☎31・0451、
FAX35・4773、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.
jp）

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

●親子教室
時１月12日～３月16日の毎週水曜日
午前10時15分～11時　※１月19日、
２月２日は休み　所スカイホール豊
田　対４歳までの未就園児と保護者　
内簡単な運動　定先着20人　￥4,000

円（初回徴収）　申１月５日（水）午前
10時15分からスポーツ協会ホームペ
ージに必要事項を入力
●バドミントン指導講習会
時２月５日（土）午後１時～５時　所
運動公園　対市内在住・在勤・在学
の高校生以上　内初級・中級・上級
別の技術講習会　￥500円　申当日
直接会場
●日帰りスキー教室
時２月27日（日）午前６時～午後５時　
所ヘブンスそのはらスノーワールド　
※集合はスカイホール豊田　対①小・
中学生　②未就学児以上（保護者同
伴）　内①スキー教室　②雪遊びな
ど現地でのフリースキー　定先着40
人　￥9,000円　※昼食費込み。リフ
ト券、各種レンタル代は別途必要　
申１月６日（木）午前９時から申込用
紙をファックスか直接中央トラベル
（土橋町、FAX28・6828）
●２月のフリークライミング体験会
時①５日（土）、23日（水）午後３時～
６時　②３日（木）、９日（水）、15日
（火）、18日（金）午後７時～９時　所
スカイホール豊田　対小学生以上

（小学生は保護者同伴）　定①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①午後２時30分、②
午後６時30分から参加費を添えて直
接会場

豊田スタジアム
（☎87・5200 FAX87・5201）
１月の主なイベント５日（水）午前10
時／ふれあいたこ揚げ大会　９日
（日）午後３時30分／ジャパンラグビ
ーリーグワン2022第１節　トヨタヴ
ェルブリッツvs静岡ブルーレヴズ　
22日（土）午後２時30分／ジャパンラ
グビーリーグワン2022第３節　トヨ
タヴェルブリッツvsNTTドコモレッ
ドハリケーンズ大阪　29日（土）～２
月６日（日）午前10時／全国大陶器市　
休館日１日（土）～４日（火）／全館、
９日（日）・22日（土）／スポーツプラ
ザ　※イベント開催などでスポーツ
プラザが休館になる場合有り。来館
前に豊田スタジアムホームページで
確認

矢作川と三河武士フォーラム
（安藤☎090・1565・1429）
●ふれあいたこ揚げ大会
時１月５日（水）午前10時～午後２時　
所豊田スタジアム　￥500円（たこがあ
る人300円）　他先着50人にあげパンプ
レゼント

にこにこ　ほっぺ
（滝☎090・5109・8361 ✉kazue19730804@yahoo.co.jp）
●頑張るママの子育て座談会

時１月19日（水）午前10時30分～正午　
所とよた市民活動センター　対２歳未
満の子と親　定先着10組　￥子500円
（２人目から200円）　申１月５日（水）
午後１時からＥメールで同団体　※に
こにこほっぺ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
時１月22日（土）午前10時～正午　所福
祉センター　￥100円

竹の子会
（吉井☎080・6983・1014 ✉takenoko@kokorowith.com）
●傾聴を楽しく学べる体験型講座
時２月６日（日）午後１時30分～４時30
分　所とよた市民活動センター　定先
着30人　￥3,000円　申１月５日（水）午
前９時から電話かＥメールで同団体

リトミックmimi
（岩下☎080・6902・9019 ✉mimioyako@gmail.com）
●リトミックmimi体験会
時２月10日（木）①午前10時20分～11時
10分　②午前11時20分～午後０時10分　
③午後０時50分～１時40分　所とよた
市民活動センター　対①首座り～１歳
未満の子と保護者　②１歳児と保護者　
③２歳児と保護者　定各先着15組　￥

500円　申１月７日（金）午前10時から
Ｅメールで同団体　※リトミックmi
miホームページからも申込み可

なないろ　えがお
（山内☎080・3668・0062）
●令和４年度年間クラス体験会
時２月16日、３月９日の水曜日午前10
時30分～11時20分　所とよた市民活動
センター　対首座り～未就園児と保護
者　内野菜にちなんだ読み聞かせ、リ
トミックな

ど 定各先着15組　￥500円　
申１月５日（水）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

親子コミュケの会
（中西☎070・5258・9727 ✉oyacomyu@gmail.com）
●ハッピー＆スマイル子育て講座
時２月23日（水）午前10時30分～11時30
分　所とよた市民活動センター　対子
育て支援者か子育て中の人　定先着50
人　￥500円　申１月５日（水）午前10
時からＥメールで同団体　※親子コミ
ュケの会ホームページからも申込み可

市民活動団体だより ●問合せ　とよた市民活動センター（☎36・1730 FAX34・0015 ✉tec@city.toyota.aichi.jp）




