






自然10

矢作川Life
矢作川応援ブランド「矢作川
Life」のグッズ販売を行い、その
売上げを矢作川感謝祭への協賛
金（市民応援金）としています。
「Life」には矢作川流域の「生き
もの」という意味と、「私たちの暮
らし」という意味を込めています。

kikaku-yahagi-s@asahi-net.email.ne.jp
活動に伴い随時実施

連絡先

活動日

15

ホームページ

全 域

自然07 メンバー募集中

家下川リバーキーパーズ
上郷地区を流れる家下川（やし
たがわ）の周辺水域はかつて「淡
水魚の宝庫」と呼ばれていまし
た。家下川リバーキーパーズはそ
んな家下川を拠点に川遊び好き
なメンバーで結成した団体です。
親子川遊びイベントを開催してい
る他、様々な立場の人たちと一緒
に魚がすみやすい水路をつくる
実験的な活動も行っています。

yashitagawa.rk@gmail.com
活動に伴い随時実施

連絡先

活動日

15上 郷

自然13 メンバー募集中

Wonder Challenge Academy
（ワンチャレ）

子どもは大自然の中でダイナミッ
クな遊びをしながら「不便益」を得
て、自立心や生き抜く力を育みま
す。大人は心の余白や愛情をシェ
アし、一緒に童心に返って癒しを得
られます。子どもたち自身で火起
こしをする食育活動、薪割り、トラン
ポリン、木登り、川遊び、イカダ作
り、手裏剣投げ、大人も珈琲焙煎、
テントサウナなどを行っています。

tetsuneo.ok@gmail.com
月2回程度　不定期（土日開催）インスタ or LINEで告知

連絡先

活動日

4

https://1-challenge.fun/

インスタグラム

小 原

自然02 メンバー募集中

豊田市自然愛護協会
市内の貴重な動植物等の保存と
愛護を図り、あわせて自然愛護思
想を広めようと活動しています。
昭和49年に発足し8団体・約400
名が所属しています。《構成団
体》豊田市名木愛護会、豊田植物
友の会、豊田野鳥友の会、豊田昆
虫友の会、豊田地質友の会、豊田
市淡水魚類研究会、矢作川水族
館、豊田市爬虫類両生類研究会。

kikaku-yahagi-s@asahi-net.email.ne.jp
不定期（湿地巡視、理事会など）

連絡先

活動日

15全 域

自然01 メンバー募集中

下山わくわくファーム
豊田市の中山間地域でヤギを飼
育し、生活環境の改善、景観づく
り、自然環境保全につなげる活動
をしています。また自然豊かな下
山地区で、サイクリングやキャン
プ等による子どもの健全育成に
も取り組んでいます。獣害対策で
駆除された命を有効活用しよう
と、鹿肉でペット用おやつも作って
います。

goat.farm@shimowaku.com
不定期

連絡先

活動日

11

https://goatfarm0.wixsite.com/shimowaku

LINE

下 山

自然04

豊田森林組合
豊田市で育った木材を使用し建
設資材を主に作っています、玩具
作りや工作もたまにしています。

yamada@woodytoyota.net
不定期でイベントに出店

連絡先

活動日

15

http://www.woodytoyota.net/

ホームページ

全 域

自然05

豊森小屋
「街と森をつなぐ秘密基地」とし
て森や外遊びの楽しさを伝える
活動をしています。

tsuzuki@hm.aitai.ne.jp
イベントの出店（年3回）

連絡先

活動日

15全 域

自然06 メンバー募集中

野外保育とよた森のたまご
森のたまごは自然体験を軸にした
幼児教育を「森のようちえん」と
いう形で2010年から実施してい
ます。自然というシンプルな環境
の中で、子どもが五感を使って実
体験を重ね、生きる力や智恵を身
につけてほしいと考えています。
親も保育に関わるなかで子ども
たちから刺激を受け、共に育ち合
うことを目指して活動しています。

morinotamago2010@yahoo.co.jp
火・水・木・金

連絡先

活動日

15

https://www.morinotamago.com/

ホームページ

松平

自然08 メンバー募集中

矢作川感謝祭
山～川～海は別々のものでなく、
つながっています。このような「流
域」の視点をもつ大切さを多くの
市民に知ってもらおうと、毎年9月
上旬に山・川・里・海の仲間が集ま
り、「矢作川感謝祭」を開催してい
ます。矢作川流域の自然の恩恵
にあらためて感謝するとともに、
流域の課題を再認識する場にも
なっています。

yahagigawa.kansyasai@gmail.com
毎年9月上旬開催予定

連絡先

活動日

15

https://yahagigawa-kansyasai.jimdofree.com/

ホームページ

全 域NPO
法人

自然03

Tomori（豊田市森林課）
豊田市域の7割を占める森林。都
市部を含めた私たちの生活に
様々な恩恵をもたらしてくれてお
り、健全に守っていく必要があり
ます。
森林の普及啓発として、ヨガや
キャンプなど様々な楽しいテーマ
と森林を掛け合わせた誰でも楽
しめる講座やイベントを展開して
いきます！

shinrin@city.toyota.aichi.jp
令和4年4月以降（総合サイトに掲載）

https://tomori-toyota.net/education/

連絡先

活動日

15全 域豊田市・森の総合サイト

ホームページ

自然09 メンバー募集中

矢作川水族館

自然12 メンバー募集中

          
若手農業者集団「夢農人とよた」
です。豊田市を中心に県内各地
のプロ農家30軒が所属していま
す。米、野菜、果物、牛、豚、鶏、卵、
お茶など、様々な生産農家が集い
ます。マルシェなどでの対面販売
のほか、講演会や勉強会も行い、
農業の魅力を発信しています。

info@yume-note.com
毎月第三週水曜日、第三週土曜日

連絡先

活動日

12

http://yume-note.com/

フェイスブック

全 域夢農人とよた

子育て世代ファミリーを対象に、
矢作川の大切さ、多くの生きもの
を育んでいる実力、そして川で遊
ぶ楽しさを伝える活動をしていま
す。主な活動内容は、①川遊びイ
ベントの開催と、②親子が集まる
まちなかイベントでの移動水族館
の出展です。源流～河口120㎞
を走り下る学びの自転車ツアー
等も開催しています。

kikaku-yahagi-s@asahi-net.email.ne.jp
活動に伴い随時実施

連絡先

活動日

15

https://yahagigawa-suizokukan.jimdofree.com/

ホームページ

全 域

自然11 メンバー募集中

矢作川を愉快に下る会
かつて開催されていた「矢作川筏
下り大会」を復活させようと、トヨ
タロックフェスティバル、橋の下世
界音楽祭、矢作川感謝祭の有志
メンバーで結成。開催日は毎年5
月5日と決めましたが、コロナ禍と
なってしまい本番は未開催のまま
です。3年前に仲間だけで実施し
た試し下りの楽しさが忘れられま
せん。今年こそは！

毎年5月5日開催予定
連絡先

活動日

15

https://yahagigawa-ikadakudari.jimdofree.com/

ホームページ

全 域

kikaku-yahagi-s@asahi-net.email.ne.jp

自然
I LOVE

出展者紹介

みんなで
つくる

第5回

とよたで活躍するみんなの活動をご紹介！

WE LOVE とよたフェスタは
SDGsに取り組んでいます

05 06



歴史・文化16 メンバー募集中

豊田市郷土資料館・博物館準備室
WE LOVEとよたの拠点となる、
歴史・自然・文化をテーマにした
「総合博物館」の整備を進めてい
ます。令和６年の開館に向けて、
昆虫・岩石・くらしの記憶を集める
プロジェクトなどを行っています。
あなたもプロジェクトに参加して
一緒に博物館づくりに参加して
みませんか？

0565-32-6561

プロジェクトごとに活動日を設定
連絡先

活動日

17

http://www.toyota-rekihaku.com/

インスタグラム

全 域

歴史・文化17 メンバー募集中

とよたプロモ部
とよたを楽しみ、その魅力を情報
発信していく市民の輪を広げよう
と活動しています。情報発信力を
つけるためのスキルアップ講座
や、親子に楽しんでもらうイベン
ト等を企画・開催しています。

promo.t@toyotasu.com
月1回、とよたプロモ部サロン

連絡先

活動日

11

https://www.facebook.com/toyotapromobu

フェイスブック

全 域

歴史・文化18 メンバー募集中

防犯食劇割烹着レンジャー
割烹着レンジャーの必殺技は「誉
めて褒めまくり～」。防犯交通安
全の啓発劇や、昔話の朗読など
の活動をしています。

kotuban.ban.ban1025@gmail.com
不定期(いつでも)

連絡先

活動日

16

https://www.facebook.com/homegorosi/

フェイスブック

全 域

歴史・文化19 メンバー募集中

耕Life編集部
人生を耕すためのライフスタイル
マガジン「耕Life」を年4回発行し
ています。地域で顔の見える関係
性を築き、持続可能な社会を目指
し、丁寧な冊子づくりを心がけて
います。年に1回のイベント耕Life
マルシェを開催したり、みそひげ
写真コンテストやみつばちオー
ナー制度など独自の企画も行
なっています。

info@kou-life.com
平日9：00～18：00

連絡先

活動日

17

http://www.kou-life.com/

ホームページ

全 域

産業・工芸・アート25

Tan Tan Vietnam
2015年に設立し、ベトナム・ホーチ
ミン郊外にあるMai Ho AIDS 
Center（大人のAIDS患者とHIV
に感染した子どもが暮らす施設）
への自立支援活動を続けていま
す。現在は豊田市を中心にフリマ等
でベトナム雑貨や寄付物品を販売
し、売上を寄付金として届けていま
す。手芸のできる子どもたちが作っ
た小物もネット販売しています。

tantanvietnamnokaze@gmail.com
イベント出店

連絡先

活動日

10

https://www.facebook.com/tantanvietnamnokaze

フェイスブック

全 域

歴史・文化15 メンバー募集中

thé trois（てとわ）
移ろう季節を味わう心、おもてな
しの心、相手を想う心、自分を律
する心など、茶道の世界を通した
気付きや学びを提供しています。
親子教室、海外茶会、伝統工芸コ
ラボ茶会など、茶会・稽古・ワーク
ショップ等など、ご希望に応じて
カジュアルにもフォーマルにも対
応します。お気軽にご参加、ご相
談ください。

info.kissako.biyori@gmail.com
不定期、希望日要相談

連絡先

活動日

4

https://infokissakobiyori.wixsite.com/thetrois

インスタグラム

全 域

産業・工芸・アート21 メンバー募集中

小原ペーパーアート・ファンクラブ
世界にただ一つ、ココだけの小原
和紙を、豊田市の魅力発信源とし
てもっと活用していこう！という活
動です。小原はもちろん、豊田市
内外も活動場所。和紙を身近に、
楽しく、おしゃれに暮らしの中に
取り入れるワークショップを通じ
て、私たちと一緒にものづくりの
楽しさを伝え、和紙の新たな魅力
をみつけましょう！

090-5631-0286

不定期。活動のタイミングに応じ、仲間が増えれば活動も定期的に。
連絡先

活動日

17

https://ameblo.jp/obarawashi-fc/

ホームページ

全 域

産業・工芸・アート20

おいでんエネルギー株式会社
豊田市を中心とした地域電力会
社です。一般家庭から企業まで環
境に優しい電気を供給していま
す。電気料金の一部は地域のボ
ランティア活動や団体に還元して
います。

oidenenergy@gmail.com

平日9:00～17:00
連絡先

活動日

7

https://www.oidenenergy.com/

ホームページ

全 域

産業・工芸・アート22

我樂多ねこ
ガラスの原料となる珪素～砂。そ
れは大地からの贈り物。神社から
頂いた御神水で清め、炎で浄化し
形にします。世界に一つしかない
とんぼ玉。貴方に会うために生ま
れてきたとんぼ玉。出会った方を
幸せに、笑顔にするためにご縁結
びのお手伝い。お手元にお届けさ
せていただきます。

090-1109-2669

日曜日、水曜日
連絡先

活動日

4

https://www.facebook.com/garakuta.neko

フェイスブック

全 域

産業・工芸・アート24

田中 あつこ
豊田市内の各所でライブペイント
を行うと同時に、お絵描きコー
ナーを設置し、その時、その場で
しかつくれない絵を制作していま
す。

atsugi.gracias@gmail.com
不定期開催

連絡先

活動日

4

https://www.facebook.com/atsugiaiko/

フェイスブック

全 域

歴史・文化14 メンバー募集中

愛石クラブとよた
日本古来の自然石文化の普及保
存と研究、探石活動、展示会、研修
会などを定期的に開いています。
会員の知識向上を図りつつ、市民
のみなさんが水石の普及保存に
興味、魅力を感じてくれるように、
また豊田市内にも数多くの銘石
が有ることを知ってくれるようにと
活動しています。世界遺産登録に
むけた署名活動も行っています。

tanabe_fp_sodan@yahoo.co.jp
毎月第二月曜日13時半～17時。不定期役員会開催。石の展示会。探石会。

連絡先

活動日

4

https://aiseki-club-toyota.com/

フェイスブック

全 域

産業・工芸・アート23

アニメ「シキザクラ」
小原のシキザクラや豊田市駅前
をはじめとする東海エリア各地を
舞台としたアニメを、東海エリア
在住のスタッフを中心に制作しま
した。昨年10月～12月に中京テ
レビ・日本テレビ他で放送され、現
在もより多くの方に知って頂ける
ようイベントなどを通してPRして
います。各配信サイトをぜひご覧
ください！

090-1109-2669

不定期
連絡先

活動日

8

https://shikizakura-anime.com/

ツイッター

全 域

産業・工芸・アート26

chiba工房∼違婆∼
着なくなった着物からエコバック
や羽織からカーディガンなど布小
物つくり。着物の端切れも捨てず
に少しでも形にして使いたいと思
い、自分で育てた果樹だけのジャ
ムなど手作りにこだわり、制作活
動をしています。
 

080-5168-4155

気分のいい日
連絡先

活動日

11全 域
ちぃばぁ

歴史・文化
I LOVE

産業・工芸・アート
I LOVE

07 08



産業・工芸・アート38

株式会社 メイワ
カーボンニュートラルが叫ばれる
中、公道を走れる電動三輪車
（EVトライク）の普及活動をして
います。ガソリンスタンドが減少す
る中、家庭用100Vで充電でき、ペ
ダルの無い電動三輪車の持つ可
能性が、交通弱者の救済とCO₂
削減に貢献できると信じて、社員
一丸で取り組んでいます。

0565-27-3485

月曜日～土曜日　9:00~18:00
連絡先

活動日

7

https//meiwa-seibi.co.jp

ホームページ

全 域

産業・工芸・アート29 メンバー募集中

豊田市美術館ガイドボランティア自主グループ
「アートフレンド」

豊田市美術館のガイドボランティ
アを20年以上経験したメンバー
が、美術館から外に出て市内の公
共施設で「市民の宝・豊田市美術
館」の所蔵作品の複製を用いて、
対話をしながら鑑賞し、アートを
身近に親しんでいただく出前講
座を開催しています。　　

yanaginimiyakodori@gmail.com 
月1回ミーティング、月1～2回は市内公共施設でアート鑑賞の出前講座

連絡先

活動日

4

ツイッター

挙 母

産業・工芸・アート31 メンバー募集中

とよトリ隊
あいちトリエンナーレ2019を機
にアートを通じて集まったグルー
プです。「アートを身近に！」をモッ
トーに、美術館めぐりや、グループ
展、とよたの好きな所を発信する
などの活動をしています。

toyotoritai.since2019@gmail.com 
不定期

連絡先

活動日

11

https://www.facebook.com/toyotoritai/

フェイスブック

全 域

産業・工芸・アート34

HANDMADE DAYS
ハンドメイドならではの「人と人を
つなぐあたたかさ」を多くのみな
さんに感じていただこうと、豊田
市内でハンドメイドマルシェを企
画・運営している団体です。「家族
みんながHAPPYになれる一日」
をモットーに、子連れママや子ど
も達も楽しめるよう工夫していま
す。

brownie.girl.8mm@gmail.com
不定期開催

連絡先

活動日

11

https://www.instagram.com/handmadedays0301/

インスタグラム

全 域

産業・工芸・アート39 メンバー募集中

NPO法人山の幸染め会 愛知
庭先や外出先で見つけた花の花
弁や、木の葉の繊細な葉脈も染
められる「山の幸染め」。紙状の
染料ハピネスカラーマットを使っ
て簡単にオリジナルプリントがで
きます。この素敵な「山の幸染
め」を広めようとイベントに出展
しているほか、出張教室や自宅で
の定期教室も開催しています。

kagaminoko3@kdn.biglobe.ne.jp
定期：第１、第3月曜日午後　不定期：各種イベントに出展

連絡先

活動日

4

https://sachisome.com/

ホームページ

全 域

産業・工芸・アート37 メンバー募集中

NPO法人民芸の森倶楽部
「豊田市民芸の森」のオープンと
共に発足し、2020年にNPO法人
化しました。初夏の「森の手ざわ
り」、秋の「観月会」などの催事の
ほか、ガイドボランテイア、民芸に
関わるセミナー・ワークショップな
ども主体的に企画運営していま
す。民芸の森および本多静雄氏に
関わる歴史の掘り起こしや、地域
文化の活性化を目指しています。

mingeinomoriclub@gmail.com 
定例運営会議（毎月）、催事毎に実行委員会等を随時開催。

連絡先

活動日

11

https://www.facebook.com/mingeinomori/

フェイスブック

猿 投

産業・工芸・アート35

pomponjolie
自分の娘のヘアゴム作りをきっか
けに、多くのみなさんに喜んで頂
きたいという思いで豊田市を中
心に活動を始めました。お子様に
素敵な笑顔があふれるよう、心を
込めて制作しております。お子様
のお気に入りに加えて頂けたら
嬉しいです。

nammy_iwzk0909@yahoo.co.jp
1～2ヶ月に3回程度マルシェに出店

連絡先

活動日

11

https://www.instagram.com/pom_pon_jolie/

インスタグラム

全 域

naokash200@sf.commufa.jp

産業・工芸・アート30

トヨタモデラーズクラブ
とよたで働く同じ職場の模型好き
が集まってできたサークルです。主
な活動は毎月の定例会と職場イベ
ントでの展示会です。定例会では
メンバーが完成品を披露したり、製
作中のモノを持ち寄って雑談しな
がら作業したりしています。展示会
のジャンルはクルマや飛行機から
ガンプラ等なんでもありですので、
どなたでも楽しんでいただけます。

月1回（現在はコロナ禍のため不定期開催）
連絡先

活動日

9挙 母

産業・工芸・アート33 メンバー募集中

NEGAPOSI  FILM
映画をとおして大人から子どもま
で様々な才能をつなぐ活動をし
ています。
「とよたおいでん映画祭」「映画
塾」「映画制作」の3つの鍬で豊
田を耕し、未来につながるクリ
エーティブな土壌をつくっていき
ます。そこに住むヒトが自ら足元
を耕さない限り、文化不毛の地を
変えることはできません…。

negaposi.design@gmail.com
不定期

連絡先

活動日

11

https://negaposi-design.jimdofree.com/

ホームページ

全 域

産業・工芸・アート36 メンバー募集中

MINORI CLUB
バースデーカード、スクラップブッ
クなどのハンドメイド教室を週に
2～3回開催しています。作り方の
コツなどをお伝えし、世界にただ
一つの作品を作ります。　　　　

sarunoouchi@ezweb.ne.jp
主に月・火・日曜日(要予約・応相談)

連絡先

活動日

3

https://www.instagram.com/minoriclub/

インスタグラム

全 域

産業・工芸・アート40

＋＋ラクダママ工房＋＋
「消しゴムはんこ」によるお子様の
お名前はんこセミオーダーや、小さ
いお子様も楽しめるエコバッグぬ
り絵ワークショップ、赤ちゃんも大
人も楽しめるセルフ写真スタジオ
のワークショップなどの活動をして
います。豊田市内を中心にハンドメ
イドイベントやフリーマーケットに出
展しているほか、依頼があれば出
張消しゴムはんこ教室も開きます。

rakudamamaco_bo@yahoo.co.jp
不定期

連絡先

活動日

12

https://www.instagram.com/rakudamamaco_bo/

インスタグラム

全 域

学び・交流41 メンバー募集中

愛知県立豊田高等学校
１年生の総合的な探究の時間に
おいて、豊田市と連携して様々な
テーマについて考えたり行動した
りしています。今回、その一環で
WE LOVE とよたフェスタに参
加させていただくことになりまし
た。来場者のみなさんに楽しんで
いただき、豊田市が少しでも明る
く楽しくなるお手伝いができれば
と考えています。

nagaya3045@aichi-c.ed.jp
年間約12回（総合的な探究の時間）

連絡先

活動日

16

http://toyota-hs.jp/

ホームページ

全 域

産業・工芸・アート32

nanohana
レース糸でタティングレースを編
んでいます。そのモチーフで、アク
セサリー、ヘアピン、ブローチなど
を作り、マルシェに出店して販売
しています。

haru.rina86@gmail.com
1/15 竜神マルシェ　2/5 キニナルマルシェ

連絡先

活動日

11

インスタグラム

全 域

https://www.instagram.com/nanohana0113/

産業・工芸・アート28 メンバー募集中

豊田市アマチュア無線クラブ
アマチュア無線を使って地域のお
役にたてることがあれば、お手伝
いをしていこうという団体です。
無線交信だけでなく、各種工作な
ど楽しみ方は多種多様です。アマ
チュア無線の免許をお持ちでな
い方も大歓迎です。今回のフェス
タには、みなさんに楽しんでいた
だける工作で出展いたします。

jo2cie@jarl.com
毎週水曜日に無線で、毎月第4土曜日は活動センターで活動打合せ

連絡先

活動日

4

http://toyota-shiminkatsudo.net/gnkt06/mypage/index.php?gid=G0000051

ホームページ

全 域

産業・工芸・アート27 メンバー募集中

チャレンジクラブ 虹色
子ども☆大人☆皆で、楽しく作る
☆学ぶ☆
逢妻交流館、サンライブ、あすて
等で活動しています。仲間や参加
者を募集しています。

080-2346-5266

第２、第４日曜日　逢妻交流館、サンライブ
連絡先

活動日

9

インスタグラム

全 域

学び・交流
I LOVE
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学び・交流43

アンテナショップきらり
皆さんこんにちは！アンテナショッ
プきらりです。豊田市役所障がい
福祉課の委託事業で、約30ヵ所
の障がい福祉施設さんのお菓子
や雑貨を販売しています。100円
で買える「置き菓子BOXオフィス
きらり」の運営や、企業と福祉が
コラボできる事業の提案などを
行い、福祉・地域・企業を結ぶ懸け
橋を目指して活動をしています。

kirari.toyota@gmail.com
平日9：00～18：00※土日祝のイベント出店時は平日振替休み

連絡先

活動日

8

http://toyota-kirari.com/

フェイスブック

全 域

学び・交流52 メンバー募集中

クロップ&カフェ
スクラップブッキングの手作りア
ルバムの会。仲間と一緒に作るア
ルバムの時間は、楽しく、大人も
子どもも夢中になれます。家事、
育児、仕事等で忙しい女性の憩い
の場として♡アルバム作りは、あ
なた次第！いつからでも始められ
ます。自分自身を癒し、心の栄養
となるアルバム作りを一緒に楽し
みましょう！

sorasuminn@gmail.com 090-1470-7685

平日 10時～12時
連絡先

活動日

4

https://line.me/ti/p/JlQrIl2zn7

インスタグラム

全 域

学び・交流53 メンバー募集中

（一財）言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ

多言語を自然習得する環境をつ
くって40年。どんな人にも、国に
も線を引かず、すべてのことばに
開かれた心を持った人が育ってい
ます。
多文化の人たちが暮らす街。だか
ら多言語！自然習得は何歳から
でも大丈夫。多世代の仲間と楽
しくことばを育て合っています。

hippotoyota.miyoshi415@gmail.com
豊田みよし　水・金・土19時～21時、木10時～12時

連絡先

活動日

4

https://www.lexhippo.gr.jp/

ホームページ

全 域

学び・交流54

Shotography
「お子さまの今を写真に残し、未
来のライフプランを共に考える」
という理念で活動している、
Shotographyの小林翔です。写
真は撮った瞬間から過去のもの
となり、見返すことで想い出とし
て蘇ってきます。お子さまの成長
過程の1ページを残し、これから
のライフプランを考えるお手伝い
をさせて頂いております！

sho.to.graphy0309@gmail.com
イベント開催日が活動日となります。主に土日がメインです。

連絡先

活動日

1

https://www.shotography.jp/

インスタグラム

全 域
ショトグラフィー

学び・交流44

特定非営利活動法人えんねこ
えんねこは、人と猫が共生できる
「命に優しい街づくり」を目指して
活動している団体です。豊田市の
愛護動物の殺処分の大半は猫達
でした。豊田市で殺処分される命
を救いたいと活動をはじめ今に
至っています。動物愛護センター
に収容された猫の譲渡促進、野良
猫を増やさないためのTNR・地域
猫活動の普及に努めています。

enneko-project@outlook.com 
随時

連絡先

活動日

11

https://www.facebook.com/EnnekoProject

フェイスブック

全 域

学び・交流46 メンバー募集中

親子コミュケの会
子どものために何ができるだろうか。
みんなで子どもを育てる社会へ！まず
は親子から…孤育てをなくしてみん
なで子育てを応援！子育てにやさしい
街にチャレンジしています。SNSや
WEBを通じて子育て世代が情報を
受け取りやすくし、子育てに理解ある
人を増やして、自ら主体となり行動で
きる人や場をつなぎます。子連れで
行ける講座などを開催しています。

oyacomyu@gmail.com
メンバーの集まりは不定期。講座開催月1～2回　

連絡先

活動日

11

https://oyacomyu.wixsite.com/home

ホームページ

全 域

学び・交流42 メンバー募集中

Active People
親子で充実した週末を過ごせるイ
ベントを開催しています。「マルシェ
でのウオークラリー」「ワークショッ
プ」「ドラゴンボールを集めながらの
山登り」など、子供心いっぱいの内
容です。企画を通してメンバー同士
の交流も深まり、休日をリフレッシュ
しています。週末に活動できるメン
バーも大募集！子どもの笑顔を見る
のが大好きな人、一緒にどーぞ！

aptoyota2019@gmail.com
週末の土日(不定期）※主に土日休日の会社員が中心の為。

連絡先

活動日

4

インスタグラム

挙 母

学び・交流57

たいようの子ども園
私たちは昨年開園した、新しい幼
児教育・保育施設です。０歳から
“幼児教育”を主体に、毎日、たく
さんの体験や経験、そして対話活
動などを通して、子どもたちが驚
くほど、ぐんぐんと成長していま
す。子どもたちの笑顔と“できた”
があふれる園です。見学も随時で
きます。子どもたちの無限の可能
性を一緒に見てみませんか？

taiyounokodomoen@gmail.com
年末年始、お盆を除く月曜日～土曜日7：00～19：00 祝日開園。

連絡先

活動日

4

https://taiyounokodomo.com/

ホームページ

全 域

学び・交流56 メンバー募集中

生活クラブ生活協同組合愛知
全国で約41万人、愛知で約1万
人、豊田で約4千人の組合員に安
心・安全な食材を届けています。
国内自給率アップ、添加物削減、
遺伝子組み換え原料排除、放射
能の独自基準と測定等、国内の
運動をリード。世界的にも注目さ
れています。

月～金　8：40～17：00
連絡先

活動日

12

https://aichi.seikatsuclub.coop/

ホームページ

全 域

0565-28-8345

学び・交流50

食育教室Clair
《ゆる楽ごはんで楽しい食卓》
離乳食・幼児食・ごはん作りのコツ
を中心に、ご相談・講座・個別サ
ポートを行ったり、食育教室・体験
等行っています。
離乳食・幼児食の相談実績3,000
件の経験から、「ごはん×健康×
笑顔の連鎖のヒント」をお届けし
ています。

clair.hikari@gmail.com
月3~5回程度講座開催（日程はHPをご覧ください）

連絡先

活動日

3

https://www.clair-hikari.com/

ホームページ

全 域
クレール

学び・交流45 メンバー募集中

おいでん・さんそんセンター
都市と山村を有する豊田市で、
人、地域、企業をつなぎ、個々では
解決の難しい課題に新たなアプ
ローチをするためのサポートをし
ています。

sanson-center@city.toyota.aichi.jp
開所時間：午前８時３０分～午後５時。土日祝日休み。

連絡先

活動日

17

https://www.oiden-sanson.com/

ホームページ

全 域

学び・交流48 メンバー募集中

NPOがいどボランティア
とよたネットワーク

１つ目は視覚障がい者とボラン
ティアがペアとなってウォーキン
グに出かけることで、社会参加を
促し、健康づくりのお手つだいを
しています。２つ目は手引き誘導
法講習会を実施して視覚障がい
を知ってもらうとともに手引きで
きる方を増やしたいと思っていま
す。また、ボランティアも楽しんで
活動したいと思っています。

090-8731-4656

活動日は３月を除く毎月第３日曜日の終日、定例会は原則毎月第１土曜日午前中
連絡先

活動日

3全 域

学び・交流47 メンバー募集中

ガールスカウト
少女会員は就学前１年から高校
生まで。成人はリーダーや運営を
担います。少女たちが様々な体験
を通して「自ら考え行動できる女
性」を目指します。年間を通して
「自己開発」「人との交わり」「自
然とともに」の３つの教育ポイン
トにそった活動をしています。コロ
ナ禍でも、オンラインでメキシコ
のスカウトと交流できました。

shu9203319@gmail.com 090-8557-8709

基本　月２回第１・３日曜日　豊南交流館
連絡先

活動日

5

フェイスブック

全 域愛知県
第62団

学び・交流51

Glocken Baum
愛知県・東海地方を拠点にドロー
ン撮影・映像制作を行っています。
また、個人・団体・事業者を問わず、
製品・技術・活動のインターネット
での認知拡大のお手伝い（ウェブ
ページ制作、SNS運用など）をし
ています。

emeraldmountainbrend@gmail.com

年中無休で活動しております。
連絡先

活動日

9

https://glockenbaum.com/

ホームページ

全 域

学び・交流55

すまいるサポート豊田
ちょっとしたごみの処分から、倉
庫や押入れの整理、解体前の片
づけまで、また、エアコン・キッチ
ン・バスなど水回りのお掃除や、フ
ロアコーティングなども承ります。
現場スタッフも事務スタッフも、み
んな元気モリモリ！
「思いやりのサービス」をモットー
に、かゆいところに手が届くサー
ビスを全力で行っています。

info@smie-spt.com
作業日はお客様のご予定と合わせて決めています。

連絡先

活動日

12

https://www.smile-spt.com/

ライン

全 域

学び・交流49

キッズプランナー
「ひとりぼっちの子育てから、みん
なで集う子育てへ♪」をテーマ
に、上郷地区で子育て支援活動
を行っている市民団体です。豊田
市営の子育て支援施設「柳川瀬
子どもつどいの広場」を運営して
いるほか、上郷交流館で毎月1回
の親子向けイベントも続けていま
す。とよたのみんなで一緒に子育
てをしましょう♪

kp.runrun.860.kids@gmail.com
親子向けイベント：毎月第2金曜日

連絡先

活動日

3

https://kidsplanner.jimdofree.com/

ホームページ

全 域
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学び・交流68

豊田市女性しごとテラスカプチーノ
就業中で転職やキャリアアップし
たい方、新たに就業を希望される
方、働きたい・働き続けたい気持ち
があっても家事・育児・介護との両
立や離職してからのブランク期
間など不安な気持ちが大きい方。
あらゆる女性の「はたらく」にま
つわる不安や悩みに寄り添い、サ
ポートするのが豊田市女性しごと
テラス。豊田市駅すぐです！

0565-41-7555

5/3～5/5、年末年始、火曜日を除く10:00～18:00
連絡先

活動日

8

https://toyota-terrace.jp/

ホームページ

全 域

メンバー募集中学び・交流63

豊田市子ども会議
小学校５年生～高校３年生の子
ども委員が、体験活動や話し合い
を行い、子どもの視点で「自分た
ちにできること」に取組んでいま
す。１年間の取組内容は最終的
に市長へ報告します。今年度は
SDGs「～子どもの視点で食品ロ
スについて考えてみよう～」を
テーマに58人で活動しています。

jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp
７月～３月　月１～２回程度（土日）

連絡先

活動日

17

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/ikusei/1007536.html

ホームページ

全 域

学び・交流73

公益財団法人豊田都市交通研究所
市民、企業、自治体が共働で進め
る交通まちづくりを推進し、人々
が豊かな社会生活を送ることを
保障する移動環境が整えられた
サスティナブルな社会の実現を目
指しています。

0565-31-7543

平日
連絡先

活動日

11

https://www.ttri.or.jp/

ホームページ

挙 母

学び・交流61 メンバー募集中

とよたクリエーターズスクール
豊田の音楽クリエーター教室で
す。小学生から始めるデジタル音
楽制作のDTMクラスや、ライブま
で出演できるボーカルトレーニン
グクラス。さらにはムービー制作
と似顔絵もやっています。子ども
から大人まで楽しく学んでクリエ
イティブ活動しよう！

　　

info@tcs.n-a.work
月２回（各コースで異なります）

連絡先

活動日

4

https://tcs.n-a.work/http://tol-kouryukan.com

ホームページ

全 域

学び・交流67 メンバー募集中

豊田市消防団
消防団は、火災や風水害等の災
害から豊田市民を守るため活動
しています。消防団員は自分の仕
事を持ちながら、災害発生時には
職場や自宅などから駆け付け、消
防署と協力して消防活動に当
たっています。また、災害時以外
は、消防訓練、火災予防啓発な
ど、地域の安全安心を守る活動を
しています。

0565-35-9717（事務局　豊田市消防本部総務課）

月２回程度の資器材点検、訓練等のほか災害発生時の消防活動
連絡先

活動日

4

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/1002444/index.html

インスタグラム

全 域

学び・交流65
豊田市役所 市民課
マイナンバーカード交付窓口

マイナンバーカードの普及促進を
目的とし、顔写真撮影等の申請サ
ポートを行っています。また、期間
限定で支所や市内店舗等での出
張申請窓口の開設、市民グルー
プ等の団体様を対象としたマイ
ナンバーカードの解説と申請を受
付する出前講座を行っています。
まだマイナンバーカードをお持ち
でない方はぜひご利用ください。

0565-34-6773

平日8：30～17：15、毎月第2日曜、第4土曜9：00～17：00
連絡先

活動日

16

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/todokede/service/1011796.html

ホームページ

全 域

学び・交流69 メンバー募集中

豊田市男性保育師連盟
豊田市男性保育師連盟は、男性
保育士とパパがコラボする日本一
のパパ講座を目指し、父子の触れ
合い遊びを実施しています。この
取組を豊田から愛知へ、そして全
国へ広げていこうと活動していま
す。これからは、お父さんも子育
ての主体者です。みんなで子育
てを楽しみましょう！

yankohihari@yahoo.co.jp
年度毎に違いますが、主に土曜日・日曜日を中心に活動しています。

連絡先

活動日

3

http://toyotadanporen.iiyudana.net/

ホームページ

全 域

学び・交流66 メンバー募集中

豊田市章ハンドサインクルー
豊田市というまちは、人の幸せや
心の豊かさが重なってできていま
す。「見えない心の豊かさを目に
見える形にしたい」と、ピースサイ
ンを重ねて豊田市章の形を作る
ハンドサインを、イベントや講演等
で広める活動をしています。

aotoakane@gmail.com
不定期にイベント出展や出張講演を年間10回程度

連絡先

活動日

17全 域

学び・交流71

とよた市民活動センター
市民活動団体に、活動するための
場の提供のほか、相談事業、助成
事業、組織運営や会計等に関する
講座の開催、企業や行政との共
同の支援など、様々な事業を行っ
ています。また、センター内の情報
交流コーナーには市民活動に関
するチラシやパンフレット、書籍等
も配架しています。お気軽にお立
ち寄りください。

tec@city.toyota.aichi.jp
午前10：00～午後10：00(相談・問合せは午後6時まで)火曜定休

連絡先

活動日

17

http://www.toyota-shiminkatsudo.net/

ホームページ

全 域

学び・交流62

豊田市環境学習施設エコット
とよたSDGsポイントの商品交換
は2022年3月末で終了となりま
す。当ブースで商品交換を行いま
す。緑色のとよたSDGsポイント
カード、または、スマホアプリChiica
をご登録の上、当ブースにお越し
ください。《交換予定商品》プラス
チック製容器包装のごみ袋、オフィ
スきらりの交換商品（軍手、ボタン
バッジ等）、木色い積み木ほか

0565-26-8058

【開館】9～17時　【定休】月曜日
連絡先

活動日

17

https://toyota-efami.com/

ホームページ

全 域

学び・交流64 メンバー募集中

豊田市サウナ部
《野外サウナでリフレッシュ》
◇―◇―◇―◇―◇―◇―◇
■ 第３次サウナブームが到来中
■ 自然を利用した新しいサウナ
■ 滅多に味わえない非日常体験
■ 大切な人との素敵な思い出に
◇―◇―◇―◇―◇―◇―◇
当日はテントサウナの展示もして
います！お立ち寄りください！

yutohbp@gmail.com                
不定期（活動日はInstagramで随時配信中！）

連絡先

活動日

11

インスタグラム

全 域

学び・交流58 メンバー募集中

地域人文化学研究所
とよたをもっとオモシロくするコト
をたくらみ、地域が楽しくなるよう
な化学反応を起こす秘密結社、そ
れが地域人文化学研究所です。
足助の町並みの旧料亭を様々な
交歓の場として再生活用する寿ゞ
家再生プロジェクトや、とよたの
面白いヒト・モノ・コトを「とよた世
間遺産」として認定する事業など
を展開中です。

catalyst-r@live.jp
月２回程度（概ね第２第４の土・日）

連絡先

活動日

11

https://www.catalyst-r.com/

ホームページ

全 域

学び・交流60 メンバー募集中

とよたオンライン交流館
とよたオンライン交流館はZOOM
を利用し、誰でも参加できる誰でも
チャレンジできる気軽な交流館で
す。1企画が30分から1時間で、得
意分野の発表や参加者の皆さん
と一緒に楽しめる企画など、様々な
内容をお送りしています。オンライ
ンでも心の距離が近まる温かい居
場所、やってみたい話したいことを
みんなで共有できる場所です。

毎月第3日曜日　10時から18時まで
連絡先

活動日

11

フェイスブック

全 域

etmmk@yahoo.co.jp

学び・交流70

豊田市中央図書館
約120万冊の豊富な蔵書を揃え、
図書の貸出に加えて各種イベン
トを行う情報・文化・交流および生
涯学習の拠点施設です。本が好
きな10代が集まる「図書館文芸
部」の活動や、月23日には図書を
10冊貸出すると先着でプレゼン
トをお渡しする「大人も子どもも
ガチャガチャガチャ」を実施してい
ます。

toyota_city_lib@library.toyota.aichi.jp
休館日以外は開館（詳しくはホームページへ）

連絡先

活動日

4

https://www.library.toyota.aichi.jp/

ホームページ

全 域

学び・交流59 メンバー募集中

中京大学宮田ゼミ
ローカルな資源を活かして必要
なものをその場で創造するLDP
(Local Domestic Products)の
ネットワークと、世界各国のパート
ナーとのコラボレーションによっ
て、持続可能社会の可能性を実
践的・理論的に研究しています。

miyata@sist.chukyo-u.ac.jp
毎週火曜日

連絡先

活動日

12

https://sites.google.com/view/miyatazemi-hp/

ホームページ

保 見

学び・交流72

豊田市役所 経営戦略課
「WE LOVE とよた」シール・缶
バッジの無料配布や、WE LOVE
とよたスペシャルサポーター、
WE LOVE とよたサポーターズ
の紹介などを行っています。
「WE LOVE とよた」について、
何でもご相談ください!

0565-34-3360

市役所の開庁日
連絡先

活動日

17全 域

ホームページ

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/juten/welovetoyota/index.html
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学び・交流84

(株）矢作新報社
豊田市・みよし市を取材エリアと
する週刊の地域新聞です。記者
それぞれが市民活動に熱心で、ま
た、ステキな“地域記者制度”も採
用しています。「地域をより良く、
より愉快に」との想いで発行して
いる矢作新報をぜひ応援してく
ださい。購読料は月1300円。毎
週金曜日に郵送でお届けします。
編集長は矢作川のカッパです。

kikaku-yahagi-s@asahi-net.email.ne.jp
毎週金曜日発行（郵送）

連絡先

活動日

17全 域

学び・交流85 メンバー募集中

ユースクラブ
市内在住・在勤の18歳から39歳
までの若者が集まり、イベントの
企画や運営を行っています。今年
度はオンライン婚活やZOOM研
修、オンライン会議といった新し
い生活スタイルを取り入れての
活動を行いました。メンバー同士
の仲もよく、和気あいあいと活動
しています。今後も若者の力でと
よたを盛り上げていきます！

0565-32-6296

毎月第2日曜日
連絡先

活動日

4

https://youth-toyota.com/for_university

ホームページ

全 域

学び・交流80 メンバー募集中

ふるさと株式会社
ふるさと株式会社は豊田市で活動
する民間の高齢福祉事業者です。
「Senior Life Design」をキャッ
チフレーズに掲げ、シニアの暮らし
をより良いものにしていこうと活
動しています。私たち専門職が介
入することで、シニアのみなさんが
自分らしさを持ち続け、住み慣れ
た環境でより良い暮らしを続けら
れるようサービスを提供致します。

090-9896-7113

365日年中無休
連絡先

活動日

3

https://en-gage.net/furusato-official/

インスタグラム

全 域

学び・交流79 メンバー募集中

ぷらっと
年齢、性別、障害の有無など関係
なく、人と人が出会い、つながる
きっかけをつくりたい！そんな想い
でそれぞれ違う色(個性)の“つな
ぎ”を着て活動中。｢ぷらっとフェ
スタ｣や｢ぷらっとカフェ｣を開催し
ています。豊田市の老若男女が
“ぷらっと”気軽に集える場づく
り、きっかけづくりを「ぷらっと」が
提供いたします♪

puratto.color@gmail.com
不定期

連絡先

活動日

11

https://www.facebook.com/puratto.t/

フェイスブック

全 域

学び・交流83 メンバー募集中

Makers Disco
“最先端技術で遊ぶ”をテーマに
モノづくりのワークショップを開
催しています。現在は不定期で、
AIで走るミニカー製作・イベントを
通じて、自ら学ぶ力、考える力、モ
ノづくりをする力を鍛える活動を
実施しています。体験型イベント
では、AIミニカーのレースやAI
カーとのラジコン対決を開催しま
すので、ぜひ遊びに来てください！

hkiornodmoi@gmail.com
土日（不定期）

連絡先

活動日

4

https://line.me/R/ti/p/%40029gfrvo

LINE

全 域

学び・交流81 メンバー募集中

pono輪
「ママが自分らしい人生を！」「子
どもが自ら幸せな人生を切り開く
力を！」と、心の力、人間力と言わ
れる非認知能力(自己肯定感、問
題解決能力、回復力、やり抜く力、
くじけない心、柔軟性、自制心、主
体性など)を育むために、子ども
だけでなく、ママこそがロールモ
デルとなり、自分史上最高の自分
になれるようサポートしています。

ponowa.yasuyo@gmail.com
随時開催中！(ママのためのコーチング、子育て講座、お茶会)

連絡先

活動日

4

https://ponowa.jp.net/

ホームページ

全 域

学び・交流82 メンバー募集中

未来をつくる給食♡
Foods for Children愛知

子どもたちの幸せな未来のため
に、給食をオーガニックにしようと
活動しています。食の大切さを伝
える上映会や講演会などを開催
し、また人や環境に優しい農業を
応援するオーガニックマルシェに
関わっています。現在、オーガニッ
ク給食のメリットを伝えるために
署名を集めています。

foods4children.aichi@gmail.com
イベントの開催やミーティングを月１回程度、開催しています。

連絡先

活動日

15

フェイスブック

全 域

学び・交流74 メンバー募集中

とよたのおもてなし　
とよたで受けた“おもてなし”を
テーマに活動しています！皆さん
はとよたでどんなわくわくを感じ
ましたか？嬉しかったおもてなし
体験談をお待ちしています。

080-1553-5247

年中無休
連絡先

活動日

11全 域

学び・交流76

豊田ラジコンクラブ
ラジコン模型飛行機を楽しくフラ
イトさせています。初めての人に
は製作から教えますよ。

090-4160-4019

フライトは３月から12月の土曜日、日曜日で月に4,5回行っています。
連絡先

活動日

12旭

学び・交流78 メンバー募集中

Phitope(happy life with めだか)
手軽に楽しめる「ボトルド・ビオトー
プ」のワークショップを開催してい
ます。「ボトルド・ビオトープ」とは、
ボトルの中にめだかのいる生物空
間(Biotope)をデザインしたもの
で、ボトルの中をデザインする過
程で、自然循環のことやSTEAM
(科学、技術、工学、芸術、数学)、お
世話の仕方などを楽しく学べま
す。ぜひ遊びに来て下さい。

d1sk0316v@gmail.com
平日夜と土日の10:00～16:00 

連絡先

活動日

4

https://phitope.business.site/

ホームページ

全 域
ふぁいとーぷ

学び・交流86 メンバー募集中

社会福祉法人 輪音
社会福祉法人輪音(わおん)は、
知的障がい児・者および身体障が
い児・者が地域でいきいきと生活
していけるよう願う声から誕生し
ました。現在は、グループホーム3
か所、生活介護2か所、相談支援
を展開しています。生活介護の樹
音、水音では利用者が手作りで自
主製品を製作しています。

月曜日～金曜日
連絡先

活動日

3

http://www.s-waon.com/

ホームページ

全 域

0565-47-2212

学び・交流75 メンバー募集中

NPO法人豊田ハンディキャブの会
地域に住む車いす利用者の移動
を地域で支えるボランティア！
バスやタクシーなどの公共交通
機関とも連携して、車いす利用者
が移動しやすい環境をつくる「く
るまいすまちづくり」を実施してい
ます。

t-handycab@utopia-wakamiya.com

毎日
連絡先

活動日

11

https://utopia-wakamiya.jimdofree.com/　

YouTube

全 域

学び・交流77 メンバー募集中

にじのかい
外部講師を招いて園、小・中学校
で「性の科学と健康講座」を開催
する手助けや、本の寄贈を行って
います。また、地域で親子向けの
講座も開いています。
子どもが安心して安全に健康に
育ち、幸せに生きてくれることを
願っています。

nijinokai0607@gmail.com
不定期(月に1～2日)

連絡先

活動日

3

https://www.facebook.com/nijinokai0607

フェイスブック

上 郷

美と健康87 メンバー募集中

イルチブレインヨガ豊田スタジオ
シンプルで簡単なエクササイズ
や、ブレイン体操、ブレイン瞑想で
構成しています。体の感覚を刺激
していくことで、体・心・脳がバラン
スよく整い、ご自身はもちろん、ご
家族、地域社会も明るくします。

0565-34-5556

火曜日～日曜日
連絡先

活動日

3

https://ilchibrainyoga-toyota.com/

LINE

全 域

美と健康88

温 - o n -
はじめまして。セラピストのヤギマ
ナです。柔らかく体に触れるリン
パケアと耳つぼマッサージで、心
と体の緊張をほどくお手伝いをし
ています。首こり、肩こり、頭痛、便
秘、不眠、美肌、リフトアップなどに
効果が期待できますよ。ふうっと
身体の力が抜ける心地よさを、い
つも頑張っているみなさんに味
わって頂ければ幸いです。

090-3967-7501

毎週(火)学童保育子らぼにて施術、(水)市内各地で出店
連絡先

活動日

3

https://www.facebook.com/温 -on--110619647247552/

インスタグラム

全 域

美と健康
I LOVE
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芸能103 メンバー募集中

おひさま
歌や楽器演奏などの音楽好きな
メンバーが集まり、みなさんをほっ
こりと癒せるバンドになろうと活
動しています。子ども向けの曲を
歌ったり、獣害やオレオレ詐欺な
どの社会問題を替え歌でわかり
やすく伝えたりもします。今後は
いろいろなジャンルの曲や楽器
で音楽の輪を広げたいと思って
います。

不定期
連絡先

活動日

11全 域

美と健康102 メンバー募集中

楽天シニア
地域住民の健康寿命延伸と地域
コミュニティの醸成をミッションに
サービスを立ち上げました。シニ
アの社会参加をサポートしなが
ら、「誰もが楽しく健康に安心し
て暮らせる社会」の実現を目指
し、活動しています。豊田市向け
のオリジナル「楽天シニアTYT体
操」も制作したので、皆様に愛さ
れるよう励んでいます！

rakuten-senior-user@faq.rakuten.co.jp

主に平日
連絡先

活動日

3

https://senior.rakuten.co.jp/

ホームページ

全 域

美と健康92

一般社団法人シンクロプラス
「車イスユーザーの未来を拓く」
＆「高齢社会の課題解決」を目指
し、歩行困難者が自らの足でこげ
る『足こぎ車いすＣＯＧＹ』の普及
啓発活動を行っています。試乗
会、活用事例動画の配信、講演
会、オンラインセミナーを開いて
います。※電子書籍Kindle出版
「介護予防の救世主！足こぎ車い
すＣＯＧＹ」 友野秀樹著

info@synchro-plus.com
月曜日~土曜日　※9時~18時

連絡先

活動日

3

https://synchro-plus.com/

フェイスブック　

全 域

美と健康97 メンバー募集中

豊田市ボッチャ協会
昨年5月に設立したばかりの新し
い協会です。バリアフリーなスポー
ツ「ボッチャ」の振興と普及を図
り、障がいを持っていても、持って
なくても一緒に参加できる環境
を豊田市につくって、会員をはじ
め市民のみなさんの心身の健康
につなげます。昨年11月の設立
記念大会で第一歩を踏み出しま
した。

090-4448-8111

今後、高橋イオン会場で活動していきます。
連絡先

活動日

3

https://business.facebook.com/toyota.boccia/

フェイスブック

全 域

美と健康96 メンバー募集中

豊田市健康づくり協議会
私たちヘルスサポートリーダーは
地域の健康づくりを応援するボラ
ンティアです。交流館を中心に健
康づくり講座の開催や地域のイ
ベント等への協力、高齢者の介護
予防活動を行っています。私たち
と一緒に健康づくりのお手伝い
をしませんか。

0565-31-8478

地区によって違いますが、月に2度程
連絡先

活動日

3全 域

美と健康101

マインドフルヨガ あとり
心の浮き沈みをなくし、心穏やか
な日々を過ごすため、アーサナ（ヨ
ガのポーズ）・呼吸法・瞑想を行っ
ています。私たちの身体は人それ
ぞれ。自分の身体に合ったポーズ
の形を知り、誰でもできるヨガを
目指しています。忙しい日常のな
かで心を整えたい方、五感を研ぎ
澄ませたい方、ストレスを軽減した
い方におすすめです。

kaorug22@gmail.com
不定期

連絡先

活動日

3

https://kaorug22.wixsite.com/my-site

ホームページ

全 域

美と健康95 メンバー募集中

豊田市クロスミントン協会
クロスミントンはテニス、バドミン
トン、スカッシュの要素を取り入れ
た新しいスポーツです。いつでも
だれでも体験できますので、ホー
ムページで練習会日程を確認し
て参加してください。初めての方
には優しく指導しますので、安心
して楽しんでください。

toyota@cross.gicz.tokyo
練習会は不定期ですので、ホームページで確認してください。

連絡先

活動日

3

https://tca.gicz.tokyo/

ホームページ

全 域

美と健康93

心身サロンめざめ
健康維持や、病気の症状・障がい
状態の改善を目的とした活動を
しています。元看護師であり、心
身機能活性運動療法士・整膚師・
健康指導師・認知症予防指導士・
レイ気ヒーラー等の知識と技術を
持ち合わせています。利用者さま
と1対1でしっかりと向き合い、ご
家族も諦めなくてよいように、共
に改善の道へお導きいたします。

morufuzin@gmail.com
完全予約制。契約者様宅へ訪問。近日サロン再open予定。

連絡先

活動日

3

https://lin.ee/jiJMdBa 

全 域

ライン

美と健康90

出張推拿（すいな）整体
鍼灸・漢方とならび三代医療の一
つとして中国で知られている推
拿（すいな）。その高い安全性と
適応する範囲の広さ、手技の多
彩性から日本でも古くより親しま
れています。その技術をもってみ
なさんの健康のお役にたとうと
2011年より活動しています。

daimon0327@gmail.com
営業9:00～20:00（要予約）定休土曜13:00～

連絡先

活動日

3

https://www.facebook.com/TuiNachallenge

フェイスブック

松 平

美と健康98 メンバー募集中

トヨタ生活協同組合
メグリア宅配サービス

豊田市を中心に毎週１回『専用カ
タログ』より注文した安心・安全な
商品をご自宅までお届けするサー
ビスを行っています。食品・生活雑
貨・衣類などの約3,200アイテム
を掲載。買物に行けずお困りのみ
なさんをサポートします。

毎週１回同じ曜日に配達(月～金)※エリアによって曜日が決定
連絡先

活動日

12

https://www.meglia-net.jp/meglia_campaign/indexqr8.html

ホームページ

全 域

フリーダイアル0120－540－270（9：00～20：00）　　　　　　

美と健康91 メンバー募集中

白浜公園parkrun
毎週土曜日の朝、矢作川白浜公
園の5㎞コースでウォーキング・
ジョギング・ランニングまたはボラ
ンティアとして参加できる無料の
交流イベントです。お子さんから
ご年配のみなさんまで体力レベ
ルに関わらず、誰でも気軽に参加
できます。

  

shirahamakoen@parkrun.com
毎週土曜日朝8:00スタート

連絡先

活動日

3

https://www.parkrun.jp/shirahamakoen/

ホームページ

挙 母

etmmk@yahoo.co.jp

美と健康89
花王株式会社
GENKIプロジェクト　　

花王株式会社は今年度で連続7
年、健康経営銘柄として選定され
健康指標を維持、向上させる知見
やノウハウをグループ全社員だけ
でなく、自治体、民間企業などの社
外にも積極的に提供しています。
特に豊田市の健康高齢者の継続
的な社会参画に資する取り組み
（ずっと元気！プロジェクト）につい
ては、今後も注力していきます。

hamada.kaoru@kao.com
基本週５日（土日はお休み）

連絡先

活動日

3

https://www.kao.co.jp/genki/

ホームページ

全 域

美と健康99 メンバー募集中

一般社団法人
日本保健福祉ネイリスト協会

施設や病院、認知症カフェ、高齢
者サロン等に出向き、ネイルやハ
ンドケア、アロママッサージを行っ
ています。高齢者や障がい者など
すべてのみなさんが住み慣れた
地域でその人らしい暮らしを継
続できるよう、笑顔になれるよう
に活動しています。

fukushibiyou@yahoo.co.jp
無料お試し会受付中　

連絡先

活動日

3

インスタグラム

全 域

美と健康100

プルクラ
『10年先の髪と身体もキレイにし
たい』をテーマに、お客さまと向き
合っている美容師です。おススメ
はオーガニックヘナ。100％天然
オーガニック薬草なので髪にも身
体にも環境にも優しく、またトリー
トメント効果がすごく高いので毎
日ツヤツヤの髪になります。それ
がなんと自宅で出来るのです！ 豊
田のみなさんの髪をツヤツヤに！

pulchra.33@gmail.com
毎週水曜日

連絡先

活動日

14

ライン

石 野

「人を美しくする仕事で出会った
人を幸せにします」。トータル
ビューティーサロンドゥ・エスポ
アールは、フェイシャル、ボディ、ヘ
アメイク、ネイル、ホワイトニング
等々、キレイになりたいと願う女
性達が集うサロンです。
豊田市に貢献したい！という思いか
ら地域のイベントやボランティアに
も積極的に参加中しています。

美と健康94 メンバー募集中

ドゥ・エスポアール

0565-26-7712

月曜日～土曜日
連絡先

活動日

3

インスタグラム

全 域

芸能
I LOVE
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芸能106

Soel (ソエル)
2017年12月結成。
すべてが真逆な二人からなるゴ
スペルデュオ。ゴスペルに出会い
賛美するなかで生き方が変わっ
てきた２人の歩みとともに、ゴス
ペルに込められたメッセージをお
伝えできたらと活動しています。
賛美から伝わるもので、みなさん
の未来が光に照らされますよう
にと祈りを込めて。

heart5sshmt@gmail.com
随時

連絡先

活動日

16

https://m.facebook.com/Soel.gospel/

インスタグラム

全 域

芸能107 メンバー募集中

市民活動団体
チームおいでん

様々な市民や踊り連から集まった
仲間で、「とよた元気まつり」や岡
崎市の「ＤＯ×ＤＡＮ（どーだん）」
などに参加し、おいでんを踊ってい
ます。マイタウンおいでんの一会
場「エコフルタウンおいでんまつ
り」の企画・開催や、マイタウンおい
でん全会場を楽しめる情報誌の企
画・制作をしています。2022年から
月1回の踊り練習会を始めました。

emirysan@hm.aitai.ne.jp
月1回定例会＋月1回おいでん踊り練習会

連絡先

活動日

16

https://machinakaoiden.jimdofree.com/

ホームページ

全 域

芸能108 メンバー募集中

D.O.M
ふれあい型マイケルジャクソンア
ミューズメントチーム。
2021年、WE LOVE とよたサ
ポーターズに任命。

info@dom-w.net
常時。週末中心　　

連絡先

活動日

16

https://d-o-m.net/

ホームページ

全 域

芸能105 メンバー募集中

SHINE DANCE
3歳10ヶ月から高校生までの
KIDS&JUNIOR向けダンスス
クール。現役ダンサーが楽しい雰
囲気で親切丁寧に教えています。
HIPHOPやGIRLSダンスのほか
最近人気のK-POP曲を使った
レッスンもあります♪ イベントや
発表会などの出演機会も多く、目
標をもって頑張りたい子にもオス
スメです！

kids_junior_dance@ybb.ne.jp

月曜～金曜　16:30～21:15
連絡先

活動日

3

https://shine-dance.jimdofree.com/

インスタグラム

全 域

芸能109
バルーンスタジオ夢輝
(ダンディふくちゃん)

地元豊田市を拠点に全国で活動
している風船大道芸人。お子さん
からご年配の方まで楽しんで頂
ける演目となっています。また、装
飾・ギフト・教室など風船に関わる
ことに幅広く対応しています。
2021年より「とよたアーティスト
コレクション」を主催し、イベント企
画にも力を注いでいます。バルー
ンを通じて笑顔をお届けします。

m.fukuoka.fbc@gmail.com
不定期

連絡先

活動日

16

http://balloon-yumeki.jimdo.com/

ホームページ

全 域

芸能110 メンバー募集中

和太鼓衆 火ノ丸 
和太鼓を通した人とのふれあい、
生きがいづくり、仲間づくりを目標
に、演奏や体験、ボランティアなど
の感動を与える活動をしていこう
と日々練習に励んでいます。メン
バーは小学生から大人まで9名。
迫力ある和太鼓演奏をぜひ多く
のみなさんにご覧頂きたいと思
います。

hinomaru.2022@outlook.com
毎週日曜日　17:00～

連絡先

活動日

4全 域
わ    だい    こ   しゅう　 ひ       の    まる

未

0565-33-1857

芸能104 メンバー募集中

輝動あい楽フレッシュフラ
大好きなフラを通してイベントに
参加したり、ボランティアで施設
訪問をしたりしています。現在は
コロナのため訪問は休止中です
が、早く再開できる事を願って、そ
れまでは楽しんで練習していま
す。地域のイベント行事がありま
したら声をかけてくださいね！フ
レッシュフラが参上いたします。

月3回(第1、2、3・水曜日)
連絡先

活動日

16全 域

会場：スカイホールエントランス前広場

同時開催

感染症対策にご協力お願いいたします。　●検温 ●アルコール消毒 ●マスクの着用 ●ソーシャルディスタンス
※緊急事態宣言もしくはまん延防止等重点措置の実施の場合、とよた〇〇マルシェは中止となります。 ※写真はイメージです

とよた〇〇マルシェ実行委員会主催 とよしばマルシェ実行委員会協力

Fa
ce
bo
ok

In
st
ag
ra
m

トヨタスパイス研究所™

農家民宿ちんちゃん亭

NINE

レクラ・ド・リール

C’est la vie

からあげやさん KOKKO

アヤキコーヒー

おうちでスパイスカレーセット、タンドリーチキン

粗挽き鹿肉ジビエバーガー、バナナジュース、ラッシー

ホットドッグ、レモネード

グラタンスープ、ホットドッグ

チキンカレー、ジンジャーエール、レモネード

からあげ

コーヒー、カフェオレ

Café Bonheur

Café Musu.B

SUN DADDY

サンダンスバーガー

シティー・カフェ

豊田市シルバー人材センター

ブンブン食堂

コーヒー、カフェラテ、ラテ

ランチボックス

ホットドッグ、ポテト、フレンチトースト

ばーがーランチ、スペアリブ、ポテトフライ

メンチカツ、フルーツサンド

五平餅、みたらし、鯛焼き

チャーハン、唐揚げ

hono/hono/café

よりそうかたちwork

一般社団法人Re Smile

社会福祉法人 無門福祉会・自然農福の力

とよた○○マルシェ

ホットドッグ、バターライス、焼菓子

ワークショップ、缶バッチ、リユース商品

雑貨、さつまいもチップス、カップアイス

農業体験、野菜

ガラガラ景品交換

次回は4/23（土）
16:00～20:00
とよしばにて
開催予定です！！

とよた◯◯マルシェは、豊田市内の障がい福祉に関わる同志で運営しています。
いろいろな人がいて、誰でもいろんな楽しみ方ができる。

人とヒトとの繋がりの輪を感じ、自然や環境（SDGs）、コドモ、福祉、多様性について
触れたり考えたりすることを目的としたマルシェです。

それぞれの生き方が交流して価値観が広がり、どんな人にも過ごしやすい社会になって欲しい。
集う人みんなに開かれた「まる」な空間を作っていきたいと思っています。

W E  L O V E  T O Y O T A  A W A R D
「WE LOVE とよた」条例に基づき、わくわくする世界一楽しいふるさとを目指し、とよたに関わるみん
なでとよたを楽しみ、とよたの魅力を高める取り組みが広がっています。そこで、「WE LOVE とよた」
的取り組みをしている方々を広く募集し、「WE LOVEとよたアワード」として表彰します。

表彰式 2022 年3月13 日（日） 12:00 ～　屋外ステージにて

マルシェで500円以上購入で、
とよた　　マルシェコインGET！
コインを使ってガラガラ抽選会で
豪華景品を当ててね〜★

マルシェで500円以上購入で、
とよた　　マルシェコインGET！
コインを使ってガラガラ抽選会で
豪華景品を当ててね〜★
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