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４月から市の組織の一部を改編します

　第８次総合計画に掲げる将来都市像「つながる　つくる　暮らし楽しむまち・とよた」の実現に向けて、子ども
から高齢者まで、誰もが健康でいきいきと活躍する「生涯活躍社会」を形成するとともに、「安全・安心で持続可能
なまちづくり」、「元気で明るいまちづくり」を推進するために組織改編を行います。

　社会が大きな転換点を迎える中、全ての人が豊かな人生を生き抜くために必要な力を身に付け、活躍できるよ
う「第４次豊田市教育行政計画」を策定しました。「未来を拓く学び合い」をキーワードに、家庭・学校・地域が共
に学び合いながら、未来を拓く子どもたちを育てる取組を進めます。子どもたちのために、できることから一緒
に取り組んでいきましょう！

●問合せ　行政改革推進課（☎34・6652、FAX34・6815、 ✉gyoukaku@city.toyota.aichi.jp）
第４次豊田市教育行政計画ができました（計画期間：令和４～７年度）
●問合せ　教育政策課（☎34・6658、FAX34・6771、✉kyouiku@city.toyota.aichi.jp）

自然観察の森で自然ふれあいウイークを開催します
●問合せ　自然観察の森（☎88・1310、FAX88・1311、 ✉toyota@wbsj.org）

４月１日（金）に地域医療センター内に豊田総合療法士育成センターを開設します

　「豊田総合療法士」とは、在宅生活に関する総合的・多面的な視
野を持ち、市民の皆さんがいつまでも住み慣れた自宅で快適に暮
らせるよう支援する地域のリハビリテーションの専門家のことで
す。同センターでは、毎年20人程度の豊田総合療法士を育成し、

「育て・つながり・安心して療養生活を全うできるまち」の実現を
目指します。

●問合せ　地域包括ケア企画課（☎34・6787、FAX34・6793、✉hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp）

「多様な市民一人ひとりが自ら学び、地域と共に育ち合う教育の実現」基本理念

重点施策

新たな取組

１　自らの可能性を広げる力の育成
　　未知の状況にも対応できる力や学びに向かう力、人間性を育みます。
２　誰もが安心して自分らしく学べる場の確保
  　 一人ひとりの能力や適性に応じた支援体制を充実します。
３　郷土を愛し、生涯学び、活躍できる機会の創出
　　市の多様な資源を生かして、学習・活動機会を充実します。
４　家庭・学校・地域の共働の推進
　　家庭・学校・地域が一体となって、地域ぐるみの教育を共働により推進します。

・学習用タブレットを活用した授業改善、翻訳機能による多言語学習支援　
・中央図書館の出前講座による調べ学習の支援
・学級編制の標準を30人とする少人数学級の推進
・不登校児童生徒の自立に向けた新たな居場所づくり
・医療的ケアが必要な児童生徒への新たな支援体制の構築
・地域人材を活用した休日の部活動運営の改善　　な

ど

　５月４日（水）～８日（日）の５日間、イベントが盛りだくさんの「自然ふれあいウイーク」を開催します。
当日受付のフォトラリーやクラフトづくりなどもあります。

■主なイベント　　※いずれも定員は各先着15人。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
●森の自然でビンゴゲーム！ ●体験　バードウオッチング

■とき　※いずれも５月　
　①４日（水）　②５日（木）
　③７日（土）　④８日（日）
　いずれも午前９時～10時30分
　※雨天中止

■申込み開始日
　①②４月24日（日）　③27日（水）　④28日（木）

ホームページ

■とき　※いずれも５月　
　①４日（水）午後１時～２時30分
　②５日（木）午後１時～２時30分
　③６日（金）午前10時～11時30分
　④６日（金）午後１時～２時30分

■申込み開始日
　①②４月24日（日）　③④26日（火）

市の都市経営に係る総合調整

式典、秘書、市表彰、危機管理

市政に関係のある情報の収集・発信、
各省庁その他関係機関との連絡調整
広報とよた、報道対応、ＣＡＴＶ市
政番組、市ホームページ管理運営

情報化施策の調査、研究・推進
※経営戦略部から総務部へ移管

地域スポーツの振興、スポーツ施設
の管理運営、スポーツを生かした集
客交流の促進【生涯スポーツ推進課、
スポーツ戦略課】
世界ラリー選手権の招致・開催、ラリー
関連施策の総合調整【スポーツ戦略課】
国際化施策の推進、国際交流、多文化共
生※経営戦略部から生涯活躍部へ移管
一般廃棄物処理計画の策定・適正処
理、資源の循環利用促進
※ごみ減量推進課から名称変更

部局名 課名 主な業務内容 ところ 電話 ファックス Eメール

南庁舎４階

南庁舎５階

東京都
千代田区

南庁舎４階

34・3360 34・1528 keiei-senryaku
@city.toyota.aichi.jp

南庁舎３階 34・6946 31・8623 joho-senryaku
@city.toyota.aichi.jp

南庁舎２階 34・6632 32・9779 sports
@city.toyota.aichi.jp

西庁舎８階 34・6950 34・6681 rally
@city.toyota.aichi.jp

西庁舎８階 34・6963 34・6681 kokusai
@city.toyota.aichi.jp

渡刈町 71・3001 71・3000 junkan
@city.toyota.aichi.jp

31・1212 33・7155 hisho
@city.toyota.aichi.jp

03・3556・
3861

03・3556・
3862

tokyo
@city.toyota.aichi.jp

34・6604 34・1528 shisei
@city.toyota.aichi.jp

部局名 課名 主な業務内容
【　】内は変更前の担当課 ところ 電話 ファックス Eメール

経営戦略課

秘書課

東京事務所

市政発信課

情報戦略課

ラリーまち
づくり推進課

スポーツ
振興課

国際まち
づくり推進課

循環型社会
推進課

市長公室

総務部

生涯
活躍部

環境部

※経営戦略部
から名称変更

■組織改編の概要（課の新設や名称変更など、改編に係る部分のみ掲載）
－ 部の名称・構成課の変更 －

－ 課の新設、名称変更な
ど －　
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から高齢者まで、誰もが健康でいきいきと活躍する「生涯活躍社会」を形成するとともに、「安全・安心で持続可能
なまちづくり」、「元気で明るいまちづくり」を推進するために組織改編を行います。

　社会が大きな転換点を迎える中、全ての人が豊かな人生を生き抜くために必要な力を身に付け、活躍できるよ
う「第４次豊田市教育行政計画」を策定しました。「未来を拓く学び合い」をキーワードに、家庭・学校・地域が共
に学び合いながら、未来を拓く子どもたちを育てる取組を進めます。子どもたちのために、できることから一緒
に取り組んでいきましょう！

●問合せ　行政改革推進課（☎34・6652、FAX34・6815、 ✉gyoukaku@city.toyota.aichi.jp）
第４次豊田市教育行政計画ができました（計画期間：令和４～７年度）
●問合せ　教育政策課（☎34・6658、FAX34・6771、✉kyouiku@city.toyota.aichi.jp）

自然観察の森で自然ふれあいウイークを開催します
●問合せ　自然観察の森（☎88・1310、FAX88・1311、 ✉toyota@wbsj.org）

４月１日（金）に地域医療センター内に豊田総合療法士育成センターを開設します

　「豊田総合療法士」とは、在宅生活に関する総合的・多面的な視
野を持ち、市民の皆さんがいつまでも住み慣れた自宅で快適に暮
らせるよう支援する地域のリハビリテーションの専門家のことで
す。同センターでは、毎年20人程度の豊田総合療法士を育成し、

「育て・つながり・安心して療養生活を全うできるまち」の実現を
目指します。

●問合せ　地域包括ケア企画課（☎34・6787、FAX34・6793、✉hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp）

「多様な市民一人ひとりが自ら学び、地域と共に育ち合う教育の実現」基本理念

重点施策

新たな取組

１　自らの可能性を広げる力の育成
　　未知の状況にも対応できる力や学びに向かう力、人間性を育みます。
２　誰もが安心して自分らしく学べる場の確保
  　 一人ひとりの能力や適性に応じた支援体制を充実します。
３　郷土を愛し、生涯学び、活躍できる機会の創出
　　市の多様な資源を生かして、学習・活動機会を充実します。
４　家庭・学校・地域の共働の推進
　　家庭・学校・地域が一体となって、地域ぐるみの教育を共働により推進します。

・学習用タブレットを活用した授業改善、翻訳機能による多言語学習支援　
・中央図書館の出前講座による調べ学習の支援
・学級編制の標準を30人とする少人数学級の推進
・不登校児童生徒の自立に向けた新たな居場所づくり
・医療的ケアが必要な児童生徒への新たな支援体制の構築
・地域人材を活用した休日の部活動運営の改善　　な

ど

　５月４日（水）～８日（日）の５日間、イベントが盛りだくさんの「自然ふれあいウイーク」を開催します。
当日受付のフォトラリーやクラフトづくりなどもあります。

■主なイベント　　※いずれも定員は各先着15人。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
●森の自然でビンゴゲーム！ ●体験　バードウオッチング

■とき　※いずれも５月　
　①４日（水）　②５日（木）
　③７日（土）　④８日（日）
　いずれも午前９時～10時30分
　※雨天中止

■申込み開始日
　①②４月24日（日）　③27日（水）　④28日（木）
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■とき　※いずれも５月　
　①４日（水）午後１時～２時30分
　②５日（木）午後１時～２時30分
　③６日（金）午前10時～11時30分
　④６日（金）午後１時～２時30分

■申込み開始日
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市の都市経営に係る総合調整
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の管理運営、スポーツを生かした集
客交流の促進【生涯スポーツ推進課、
スポーツ戦略課】
世界ラリー選手権の招致・開催、ラリー
関連施策の総合調整【スポーツ戦略課】
国際化施策の推進、国際交流、多文化共
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申込み共通事項

市ホームページ番号（HP0000000）の表記

その他

新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載
した内容が変更になる場合があります。最
新情報については、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。

申込み時には次の４つを記入してください。
① 案件名 ② 〒住所
③ 氏名（ふりがな） ④ 電話番号
※２人以上の申込みは、全員分を記入

紙面に掲載していない催しも市
ホームページの「イベント情報」
に掲載しています。

記事の末尾に表記している７桁の数字を使っ
て、市ホームページのトップページから記事
の該当ページを検索できます。

記事と記事の間にある⊕の表記

同じ問合せ先の記事が続く場合、記事と記事
の間に⊕を表記しています。各記事に共通す
る事柄があれば、最後の記事の末尾に記載し
ています。（表記：《共通》）

☎
は

F

往

✉
郵

直接直
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記事の見方・注意事項
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●市営住宅入居者（定期募集）
対次の全てに該当する人①市内在住・在勤　②現に住宅
に困っている　③市町村税の滞納がない　④収入基準に
該当する　⑤暴力団員でない　※家族形成期支援世帯向	
は、①の要件を除く　家賃入居者の所得や住宅の規模な
どに応じ毎年算定　収入基準（年収）一般世帯／約399万
円未満　※３人家族の場合の合計収入（参考例）　対象住
宅（予定）流田住宅、朝日ケ丘住宅、中根住宅、水源町住
宅、牛車住宅、東山住宅、中河原住宅、市木町住宅、仲
道住宅、美和住宅、樹木住宅、すまいる聖心住宅、青木
住宅、松平志賀住宅　入居日８月１日（月）　他住戸ごと
に世帯人数などのその他入居要件有り。福祉枠は一般の
申込み資格のほかに母子世帯、高齢者世帯、障がい者な
どに該当していることが必要　追加募集定期募集で申込
みのなかった住戸は後日先着順で受付。詳細は、定期募
集案内書に掲載　申５月９日（月）～20日（金）午前９時～
午後４時に市営住宅管理事務所で入居を希望する住戸を
１戸選び申込み。５月25日（水）の公開抽選で仮当選者１
人・補欠２人を決定。申込書と募集住戸一覧表は４月14
日（木）から市営住宅管理事務所で配布　問市営住宅管理
事務所（◯☎36・0655）

●子育て自主サークルのメンバー
対①たまごサークル／令和３年４月２日～９月生まれの
子と親　②ひよこサークル／令和２年10月～令和３年４
月１日生まれの子と親　時①６月２日（木）以降の木曜日　
②６月13日（月）以降の月曜日　※いずれも月２回、午前
10時30分～11時30分　所とよた子育て総合支援センター　
定各先着20組　申・問４月18日（月）午前10時から◯☎か◯直
とよた子育て総合支援センター（◯☎37・7071、Ⓕ37・70	
72、◯✉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５月27日（金）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を受講。
新規入会者は写真（縦４㌢×横３㌢）２枚と身分証明書、	
筆記用具を持参　申・問５月26日（木）までに◯☎か◯直とよ
たファミリー・サポート・センター（◯☎37・7135、Ⓕ37・
7072、◯✉kosodateshien-aiai@city.toyota.aichi.jp）

●青少年センターのボランティアメンバー
対①若者倶楽部　②婚活イベント企画実行委員／市内在
住・在勤の18～39歳　③とよた学生盛りあげ隊／高校３
年・専門学校・短大・大学・大学院生　④ボランティア
バンク登録者／市内在住・在勤・在学の高校生～39歳　	
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申込み共通事項

市ホームページ番号（HP0000000）の表記

その他

新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載
した内容が変更になる場合があります。最
新情報については、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。

申込み時には次の４つを記入してください。
① 案件名 ② 〒住所
③ 氏名（ふりがな） ④ 電話番号
※２人以上の申込みは、全員分を記入

紙面に掲載していない催しも市
ホームページの「イベント情報」
に掲載しています。

記事の末尾に表記している７桁の数字を使っ
て、市ホームページのトップページから記事
の該当ページを検索できます。

記事と記事の間にある⊕の表記

同じ問合せ先の記事が続く場合、記事と記事
の間に⊕を表記しています。各記事に共通す
る事柄があれば、最後の記事の末尾に記載し
ています。（表記：《共通》）
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他 申 問

時 所

17広 報 と よ た 令和４年４月号

お
知
ら
せ

募
集

※②④学生は市内外不問　時月２回程度　所青少年セン
ター　内①若者対象のイベントの企画運営　②婚活イベ
ントの企画運営　③企業コラボと豊田市を盛りあげるイ
ベントの企画運営　④希望するボランティア活動に参加　
定①②③先着20人　④先着50人　申４月５日（火）午前９
時から青少年センター◯HP　問青少年センター
（◯☎32・6296、Ⓕ32・6298、◯✉youth@hm2.aitai.
ne.jp）

●とよた演劇ファクトリー　第４期生
対15歳以上（中学生不可、18歳以下は保護者の同意必要）　
活動日５月～10月は、原則毎週水・金・土曜日のいずれ
か。11月～２月は原則毎週土・日曜日　所市内公共施設　
内プログラムディレクター鹿

かのめ

目由
ゆき

紀氏ほかから、演劇を
通じた舞台芸術の基礎を学ぶ①役者コース（表現・音響・
照明・舞台・制作な

ど）　②演出コース（演出な
ど）　定①選

考15人　②選考若干名（面接・小論文有り）　￥①２万円　
②４万円　他４月20日（水）午後７時からzoomで説明会　
申込み期限５月１日（日）

+
●とよたこども創造劇場の参加者
対市内在住・在学の小学４～中学３年生（過去３回以上
参加者は不可）　内11月13日（日）公演の劇団あおきりみ
かん・鹿目由紀氏の脚本、演出の演劇の稽古（５月～11
月）　定選考25人　※５月８日（日）に視聴覚ライブラリ
ーでオーディションを開催　￥１万円　申込み期限４月
17日（日）　
《共通》申・問各交流館で配布か文化振興財団◯HPからダウ
ンロードした用紙を◯直文化振興財団（◯☎31・
8804、Ⓕ35・4801、◯✉ toyo-cul@hm2.aitai.ne.jp）

●とよたデカスプロジェクトの企画案
対18歳以上の個人か代表者が18歳以上の団体　内市の地
域資源と人々を結びつけるアートプロジェクトの企画案
（実施は８月～11月）　申・問５月29日（日）午後５時まで
にとよたデカスプロジェクト◯HPからダウンロードした応	
募用紙を◯郵か◯✉で文化振興財団文化事業課
（〒471・0035、小坂町12－100、◯☎31・8804、
Ⓕ35・4801、◯✉ info@decasu.jp）

●包括外部監査の監査テーマに関する意見
　今年度の包括外部監査について、外部監査を行うとよ

いと思うテーマや外部監査に対する意見を募集します。
テーマは「財務に関する事務の執行」と「経営に係る事業
の管理」に関するものに限ります。
包括外部監査とは地方自治法に基づき公認会計士、弁護
士などの外部の人により行う監査　過去の内容令和３年
度／不測の事態における事務処理について～新型コロナ
ウイルス感染症に対する対応を中心として　令和２年度
／委託について～再委託、下請負を伴うものを中心とし
て～　令和元年度／出資団体について・豊田市債権管理
条例に基づく債権の免除及び放棄等について　他提出さ
れた意見は包括外部監査人に譲渡。反映結果は結果報告
書に記述　申・問５月２日（月）までに〒住所、氏名、意
見を◯郵、Ⓕ、◯✉か◯直法務課（〒471・8501、西町３－60、	
◯☎34・6608、Ⓕ33・2221、◯✉houmu@city.toyota.aichi.jp）

（HP1029870）

●共働事業に向けた課題解決提案
対会員５人以上の市民活動団体な

ど（非営利団体や企業の
社会貢献活動を含む）　内市民活動団体などの専門性や
アイデアを生かし、団体と市が共通する社会課題を解決
するため、共に事業を実施するもの①行政テーマ設定型
／テーマ「住宅火災をなくす！　効果的な啓発方法のア
イデアや協力団体を募集します」（消防本部予防課）　②
市民提案型／団体の自由な発想でテーマを設定し行政に
事業を提案するもの　他公開審査会などを通じ事業化が
決定したものは提案団体が担当課との共働事業として実
施。まずは市民活躍支援課か市民活動センターまで提案
内容を相談（随時受付）　問市民活躍支援課（◯☎34・6660、
Ⓕ32・9779、◯✉katsuyaku-shien@city.toyota.aichi.jp）

●とよたガーデニングフェスタ期間中の臨時駐車場

時４月29日（金）～５月１日（日）午前９時30分～午後５時　
駐車場西山公園、梅坪中央公園、中央家畜保健衛生所、	
梅坪浄水運動広場、豊田高専　他シャトルバス有り（名
鉄梅坪駅～愛環梅坪駅～各駐車場～西山公園）。４月28日
（木）はイベント準備のため西山公園は休園　問西山公園
（◯☎31・2108、Ⓕ33・8718、◯✉ info@toyota-hana-midori.net）

ホームページ
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●市営住宅入居者（定期募集）
対次の全てに該当する人①市内在住・在勤　②現に住宅
に困っている　③市町村税の滞納がない　④収入基準に
該当する　⑤暴力団員でない　※家族形成期支援世帯向	
は、①の要件を除く　家賃入居者の所得や住宅の規模な
どに応じ毎年算定　収入基準（年収）一般世帯／約399万
円未満　※３人家族の場合の合計収入（参考例）　対象住
宅（予定）流田住宅、朝日ケ丘住宅、中根住宅、水源町住
宅、牛車住宅、東山住宅、中河原住宅、市木町住宅、仲
道住宅、美和住宅、樹木住宅、すまいる聖心住宅、青木
住宅、松平志賀住宅　入居日８月１日（月）　他住戸ごと
に世帯人数などのその他入居要件有り。福祉枠は一般の
申込み資格のほかに母子世帯、高齢者世帯、障がい者な
どに該当していることが必要　追加募集定期募集で申込
みのなかった住戸は後日先着順で受付。詳細は、定期募
集案内書に掲載　申５月９日（月）～20日（金）午前９時～
午後４時に市営住宅管理事務所で入居を希望する住戸を
１戸選び申込み。５月25日（水）の公開抽選で仮当選者１
人・補欠２人を決定。申込書と募集住戸一覧表は４月14
日（木）から市営住宅管理事務所で配布　問市営住宅管理
事務所（◯☎36・0655）

●子育て自主サークルのメンバー
対①たまごサークル／令和３年４月２日～９月生まれの
子と親　②ひよこサークル／令和２年10月～令和３年４
月１日生まれの子と親　時①６月２日（木）以降の木曜日　
②６月13日（月）以降の月曜日　※いずれも月２回、午前
10時30分～11時30分　所とよた子育て総合支援センター　
定各先着20組　申・問４月18日（月）午前10時から◯☎か◯直
とよた子育て総合支援センター（◯☎37・7071、Ⓕ37・70	
72、◯✉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５月27日（金）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を受講。
新規入会者は写真（縦４㌢×横３㌢）２枚と身分証明書、	
筆記用具を持参　申・問５月26日（木）までに◯☎か◯直とよ
たファミリー・サポート・センター（◯☎37・7135、Ⓕ37・
7072、◯✉kosodateshien-aiai@city.toyota.aichi.jp）

●青少年センターのボランティアメンバー
対①若者倶楽部　②婚活イベント企画実行委員／市内在
住・在勤の18～39歳　③とよた学生盛りあげ隊／高校３
年・専門学校・短大・大学・大学院生　④ボランティア
バンク登録者／市内在住・在勤・在学の高校生～39歳　	

ホームページ
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●計画の策定・パブリックコメント結果公表
　次の計画を策定しました。意見の要旨と市の考え方、
新しい計画は担当課、市政情報コーナー、各
支所・出張所、各交流館、市◯HPで閲覧可。
▶第４次豊田市生涯スポーツプラン
意見募集期間令和３年10月19日～11月19日　意見数３通、
３件　他計画期間は令和４～７年度　問スポーツ振興課
（◯☎34・6632、Ⓕ32・9779、◯✉sports@city.toyota.aichi.jp）

▶第２次豊田市文化芸術振興計画（改訂版）
意見募集期間令和３年11月１日～30日　意見数81通、86
件　他計画期間は平成30～令和７年　問文化振興課（◯☎
34・6631、Ⓕ34・6766、◯✉bunshin@city.toyota.aichi.jp）

▶第４期豊田市市民活動促進計画
意見募集期間令和３年11月15日～12月14日　意見数192
通、417件　他計画期間は令和４～７年度　問とよた市民
活動センター（◯☎36・1730、Ⓕ34・0015、◯✉ tec@city.toyo
ta.aichi.jp）

▶第３次豊田市国際化推進計画
意見募集期間令和３年12月13日～令和４年１月12日　意
見数69通、82件　他計画期間は令和４～７年度　問国際
まちづくり推進課（◯☎34・6963、Ⓕ34・6681、◯✉kokusai@
city.toyota.aichi.jp）

●地震・土砂災害などに備える補助制度
　令和４年度の事前相談・申請期間が４月から始まりま
す。詳しい期間や条件、補助内容などは市◯HPで確認でき
ます。
対象事業地震／木造住宅無料耐震診断、木造住宅耐震改
修費等補助事業、木造住宅解体工事費補助事業、耐震シ	
ェルター等整備事業、ブロック塀等撤去奨励補助事業、
非木造建築物耐震改修費等補助事業　土砂災害な

ど／住宅・
建築物土砂災害対策改修補助事業、がけ地近接等危険住	
宅移転補助事業　問建築相談課（◯☎34・6649、
Ⓕ34・6948、◯✉kensodan@city.toyota.aichi.jp）

●狂犬病予防注射のご案内
時４月１日（金）～12月31日（土）　所・持ち物①動物病院
／各病院へ問合せ　②狂犬病予防注射集合会場／令和４
年度狂犬病予防注射実施案内書（案内書のない人は、飼
い主の住所、氏名（ふりがな）、電話番号、イヌの種類・
生年月日・毛色・性別・名前を書いたメモ）、料金（１頭
につき3,500円　※未登録犬はイヌの登録手数料と合わせ
て6,500円）、フンの始末用具　※詳しい日程と会場は案内
書か市◯HPを確認　対生後91日以上の全ての飼いイヌ　他
犬鑑札と注射済票はイヌに着けることが法律で決められ
ています。迷子札の代わりにもなります　問市動物愛護

センター（◯☎42・2533、Ⓕ80・2020、◯✉doubu	
tsu-aigo@city.toyota.aichi.jp）

●ゴールデンウイーク期間中のし尿・浄化槽汚泥の収集
時４月28日（木）～５月６日（金）　収集業者①トヨタ衛生
保繕（◯☎32・4666）　②豊環（◯☎28・2020）　③猿投衛生社
（◯☎35・1025）　④東邦清掃（◯☎0566・92・1605）　⑤ヤハ
ギエコノス（◯☎76・6330）　⑥浄化槽管理センター※浄化
槽のみ（◯☎87・1025）　⑦光商事【下山地区】※浄化槽のみ
（◯☎0564・21・5265）　⑧東海環境衛生社【稲武地区】（◯☎
0536・62・1464）　⑨直営※し尿のみ（◯☎71・3003）　⑩
豊田環境事業協同組合（◯☎32・7088）　他定期の収集予定
日が休業期間にあたる地区は、予定日の前後で収集　問
し尿くみ取りのこと／清掃業務課（◯☎71・3003、Ⓕ71・
3000、◯✉seisougyoumu@city.toyota.aichi.jp）　浄化槽清掃の
こと／下水道施設課（◯☎34・6964、Ⓕ32・3171、◯✉gesui
shisetsu@city.toyota.aichi.jp）
４月
28日
（木）

29日
（金）

30日
（土）

５月
１日
（日）

２日
（月）

３日
（火）

４日
（水）

５日
（木）

６日
（金）

① ○ × ○ × ○ × × × ○
② ○ ○ ○ × × × × × ○
③ ○ × × × ○ × × × ○
④ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○
⑤ ○ × ○ × ○ × × × ○
⑥ ○ × ○ × ○ × × × ○
⑦ ○ ○ × × × × × × ○
⑧ ○ × × × × × × × ○
⑨ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○
⑩ ○ × × × ○ × × × ○

●光化学スモッグ情報やPM2.5注意喚起情報の配信
　光化学スモッグは春から夏にかけて発生しやすく、発
生すると、目がチカチカしたり息苦しくなったりして、
特に子どもや気管支疾患のある人に影響が出やすいと言
われています。発生状況を把握し、屋内に移動すること
で防止できます。緊急メールとよたの「大気環境緊急情
報」にチェックをいれると発令情報が届きます。
問環境保全課（◯☎34・6628、Ⓕ34・6684、◯✉
k_hozen@city.toyota.aichi.jp）

HP1043998

HP1002330

HP1003692

緊急メールとよた
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●若手作家支援助成金
助成対象市内の主な公共施設などで企画性に富み芸術・
社会的に価値の高い美術展覧会を４月～12月に開催する
次のいずれかの人（政治・宗教団体、営利目的事業を除
く）①市内に在住・在勤・在学出身のおおむね40歳未満
の個人　②出展者の過半数がおおむね40歳未満で市内を
拠点に活動する団体　助成内容展覧会の経費（会場借用
料、設営費、宣伝費、作品の原材料な

ど）の２分の１（上限
20万円）　申・問５月20日（金）までに高橋記念美術文化
振興財団（美術館内）で配布の用紙を◯✉か◯直高橋記念美術
文化振興財団（◯☎34・6748、Ⓕ36・5103、◯✉bijutsukan2@
city.toyota.aichi.jp）

●国際・全国大会に出場する市民への活動奨励報奨
金の交付
対令和４年度中に開催されるスポーツや文化などの国際・
全国大会に出場する市民　出場大会／交付金額国際大会
／個人２万円、団体20万円　全国大会／個人6,000円、団
体６万円　※いずれも団体は10人以上　他審査有り。予
選結果などに基づかない出場、営業・専業、企業による
活動、小・中学校体育（文化的）大会選手派遣事業費補助
金に該当の場合は対象外　申来年３月17日（金）までにス
ポーツ振興課で配布か市◯HPからダウンロードした申請書
を◯郵、Ⓕ、◯✉か◯直スポーツ振興課（〒471・85	
01、西町３－60、◯☎34・6632、Ⓕ32・9779、
◯✉sports@city.toyota.aichi.jp）

●エコエコチャレンジ2022

時４月１日（金）～来年３月26日（日）　対とよたＳＤＧｓ
ポイント会員とその家族　参加方法とよたＳＤＧｓポイ
ントナビからダウンロードしたチャレンジシートに30日
間の取組を記入し、Ⓕか◯✉でエコット（Ⓕ26・8068、◯✉
eco-t@eco-toyota.com）　※１回の応募で50ポイントを付
与。年間最大500ポイントまで応募可　問環境
政策課（◯☎34・6650、Ⓕ34・6759、◯✉kansei@
city.toyota.aichi.jp）

●骨粗しょう症検診
時５月10日、24日の火曜日　対令和４年４月２日～令和
５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　他検診は令和４年度中に１人１回のみ。総合が

ん検診には骨粗しょう症検診が含まれます
+

●レディース検診
時５月12日、26日の木曜日　対令和４年４月２日～令和
５年４月１日に19～39歳の誕生日を迎える女性　内問診、
血圧測定、身体計測、血液・尿・骨密度検査　定各先着
40人　￥1,500円　他検診は令和４年度中に１人１回のみ
《共通》所豊田地域医療センター　申・問４月11日（月）午
前８時30分から◯☎で豊田地域医療センター（◯☎34・3002、
Ⓕ33・8710）

●発見館の臨時休館
時４月19日（火）　理由展示資料入替えのため　問発見館
（◯☎33・0301、Ⓕ33・0319、◯✉hakken@city.toyota.aichi.jp）

●逢妻交流館の休館
時５月～７月（予定）　理由改修工事のため　他図書の貸
出、返却、予約図書の受け取り不可　問逢妻交流館（◯☎
34・3220、Ⓕ34・3400、◯✉ph-aizuma@city.toyota.aichi.jp）

●県後期高齢者医療制度・協定保養所利用助成
　次の協定保養所に宿泊する場合、１人１泊につき1,000
円を助成。４月１日（金）～来年３月31日（金）の１年間で
全保養所合わせて４泊まで助成。
協定保養所あいち健康の森プラザホテル（東浦町◯☎0562・
82・0211）、おんたけ休暇村（王滝村◯☎0264・48・2111）、
サンヒルズ三河湾（蒲郡市◯☎0533・68・4696）、すいとぴ
あ江南（江南市◯☎0587・53・5555）、百年草（◯☎62・0100）　
利用方法申込み時に各保養所へ「県後期高齢者医療の被
保険者」であることを伝え、宿泊当日後期高齢者医療の
保険証と利用カード（初回利用時交付）を提示　問県後期
高齢者医療広域連合（◯☎052・955・1205）

●カラスの巣作りによる停電防止
　３月～５月は、カラスの巣作りのピークです。金属製
のハンガーで電柱や鉄塔の上に巣を作ると漏電やショー
トによる停電の原因になります。
お願い①金属製ハンガーや針金を放置しない　②電柱や
鉄塔の上にカラスの巣を発見したら中部電力パワーグリ
ッドに連絡　問中部電力パワーグリッド豊田営業所（◯☎
0120・988・554）

●包丁とぎ
時４月20日（水）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　問シルバー人材センター
（◯☎31・1007、Ⓕ34・3238、◯✉ toyota@sjc.ne.jp）

HP1030323

ホームページ
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民芸館民芸の森中央図書館市郷土資料館コンサートホール・能楽堂
施設　Facil it ies

コンサートホール・能楽堂 市郷土資料館 民芸館
●０さいからのパイプオルガンコ
ンサート

時４月30日（土）午前11時開演　出演
長田真実（パイプオルガン）、牧野美	
沙（パーカッション）　曲目J.S.バッ	
ハ／前奏曲とフーガ　ト長調　BWV	
541より“前奏曲”、L.アンダーソン／
シンコぺーテッド・クロックほ

か　￥
500円（３歳以下50円）　※全席指定　
申コンサートホール・能楽堂◯HP

+
●コンサートホール・能楽堂の見学

時午前10時～正午、午後１時～４時
のうち１回１時間程度　対３人以上
の団体　申◯☎で空き状況を確認後、
申込書を◯直コンサートホール・能楽
堂　※施設利用が入っている場合は
見学不可。見学日の１か月前から申
込み可

+
●コンサートホール・能楽堂友の
会会員を募集
￥2,000円（３年間）　主な特典チケッ
ト先行予約（１公演４枚まで）、チケ
ット代金１割引（主催事業１公演に
つき２枚まで。一部割引対象外公演
有り）、催し案内の送付な

ど　申会費を
添えて◯直コンサートホール・能楽堂
か、コンサートホール・能楽堂◯HPか
ら申込み後、会費を指定口座へ振込
み
《共通》問コンサートホール・能楽堂
（◯☎35・8200、Ⓕ37・0011）

●君も武将になれる！よろいを着
てみよう！

時４月29日（金）　対年中～小学６年
生　定①鎌倉・戦国時代のよろいか
ぶと（レプリカ）／各抽選50人　②姫
の衣装／抽選75人　申４月18日（月）
までに◯往で文化財課（〒471・0079、
陣中町１－21－２）　問文化財課	
（◯☎32・6561、Ⓕ34・0095、◯✉ rekiha
ku@city.toyota.aichi.jp）

中央図書館
●読書指導者養成講座
時５月25日（水）～来年２月15日（水）
のうち全12回　対読み聞かせボラン
ティアの活動歴が10年程度有り、読
書指導者として図書館主催の講座で
講師の活動ができる人　定抽選11人　
申４月20日（水）までに中央図書館◯HP、
◯☎か◯直同館　※受講決定者のみ４月
28日（木）までに連絡　問中央図書館
（◯☎32・0717、Ⓕ32・4343）

民芸の森
●森のアート展Vol.16「野田宗憲　
陶芸作品展」

時４月29日（金）～７月10日（日）午前
９時～午後５時　※月曜日は休み　
他５月21日（土）午後１時30分からア
ーティストトークを開催　問民芸の
森（◯☎46・0001、Ⓕ46・0043、◯✉mi
ngeinomori@city.toyota.aichi.jp）

●絞り染め体験「こいのぼり作り」

時４月24日（日）午後１時～３時　定
抽選12人　￥1,400円（中学生以下1,2	
00円）　他小学生以下は保護者同伴　
申４月14日（木）までに民芸館◯HPか、
申込み事項と学年（中学生以下）を◯往
で同館

+
●絞り染め講座
時５月19日、６月９日、23日、７月
７日、21日の木曜日午前10時～正午、
午後１時～３時　定各抽選11人　￥
初級者6,000円、上級者8,500円　※材
料費別途5,000円程度

+
●藍染め講座
時５月21日、６月11日、25日、７月
９日、23日の土曜日午前10時～午後
３時　定抽選11人　￥初級者１万2,0	
00円、上級者１万5,000円　※材料費
別途8,000円程度

+
●ガス窯陶芸講座
時①５月14日、28日、６月11日、25	
日、７月９日、23日の土曜日午前９
時～正午　②午後１時～４時　③５
月15日、29日、６月12日、26日、７
月10日、24日の日曜日午前９時～午
後３時　※５月29日は正午まで　定
各抽選14人　￥①②5,100円　③7,900
円　申４月19日（火）までに民芸館◯HP
か、申込み事項と希望時間（第２希
望まで）を◯往（１枚で１講座、２人ま
で）で同館
《共通》対全日程参加できる人　問民
芸館（〒470・0331、平戸橋町波岩86
－100、◯☎45・4039、Ⓕ46・2588、◯✉
mingeikan@city.toyota.aichi.jp）
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エコットとよた科学体験館豊田スタジアム発見館

発見館 とよた科学体験館 エコット

施
設

●企画展　まゆまつり2022　とよ
たの「養蚕製糸遺産」
時４月20日（水）～７月３日（日）午前
９時～午後５時

+
●ものづくり体験「かんたんまゆ
工作」

時４月20日（水）～７月３日（日）午前
９時～午後４時30分　定先着60個	
（なくなり次第終了）　￥１個100円

+
●ギャラリートーク　とよたの

「養蚕製糸遺産」
時５月７日（土）午前10時～10時40分

+
●講座「カイコを飼ってみよう！」
時５月21日（土）午前10時～11時　定
先着12人　申４月20日（水）午前10時
から◯☎か◯直同館
《共通》問発見館（◯☎33・0301、Ⓕ33・
0319、◯✉hakken@city.toyota.aichi.jp）

豊田スタジアム
４月の主なイベント６日（水）午後７
時30分／明治安田生命Ｊ１リーグ第
７節　名古屋グランパスvs湘南ベル
マーレ、10日（日）午後３時／明治安
田生命Ｊ１リーグ第８節　名古屋グ
ランパスvs北海道コンサドーレ、13
日（水）午後７時30分／ＪリーグＹＢ
Ｃルヴァンカップ第４節　名古屋グ
ランパスvsサンフレッチェ広島、18
日（月）午前６時30分／リバーサイド
Ｍウオーク　休館日６日（水）、10日
（日）、13日（水）／スポーツプラザ　
問豊田スタジアム（◯☎87・5200、Ⓕ
87・5201）

●サイエンスショー「ドカン！と
空気砲」

時４月２日（土）～５月４日（水）の土
曜日午後１時45分、日曜日・祝日午
前10時15分、午後１時45分（20分程
度）　※４月10日（日）は中止

+
●街中の星見会「まちぼし」
時４月９日（土）午後７時から　※天
候不良時は中止　定先着70人（当日
午後６時から整理券配布）

+
●アストロクラブ（初級・中級）
時①初級／６月５日、７月３日、10
月９日、11月13日、12月11日、来年
１月15日の日曜日午前９時30分～10
時30分　②中級／６月12日、７月10
日、９月18日、10月２日、11月６日、	
来年１月22日の日曜日午前10時～正
午　対①小学４～６年生　②小学５・
６年生のアストロクラブ経験者か中
学生　定①先着50人　②先着20人　	
￥①1,000円　②3,600円　申４月９日
（土）午前10時から◯☎で同館

+
●プラネタリウム投映番組
時土・日曜日、祝日、春休み平日　
定各先着100人　￥300円（４歳～高
校生100円）　他投映時間は50分程度。
番組の詳細はとよた科学体験館◯HPを
確認

+
●ミニワークショップ（科学的な
原理を利用した工作）
時土・日曜日、祝日、春休み平日　
※いずれも受付は午前10時～正午、
午後１時30分～３時30分　定各日先
着60人　￥100円
《共通》問とよた科学体験館（◯☎37・
3007、Ⓕ37・3012）

●エコットシアター　ドキュメン
タリー「気候戦士」

時５月15日（日）午前10時～正午　定
先着50人　￥300円（小学生以下は無
料）　他小学生は保護者同伴

+
●母の日プレゼント～廃材で壁掛
け一輪挿し～
時５月１日（日）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者と参加）　
定先着10組　￥１組500円

+
●ダンボールコンポスト基礎講座
時５月19日（木）午前10時～11時30分　
定先着20人　￥500円　他子どもの
同伴可

+
●おいしくおしゃれなおやつ作り

（クッキー）
時５月14日（土）午後１時～３時30分　
対小学生以上（小学生は保護者と参
加）　定先着10組（１組２人まで）　	
￥１組300円

+
●かんたんエコ手芸教室　衣類の
ダーニング刺繍基礎講座
時５月21日（土）午前10時～正午　定
先着15人　￥200円

+
●初めてでも簡単！グリーンカー
テンの作り方
時５月８日（日）午前10時～正午　所
とよたエコフルタウン　定先着20人　
￥100円　
《共通》申・問４月５日（火）午前10時
から◯☎でエコット（◯☎26・8058、Ⓕ
26・8068、◯✉eco-t@eco-toyota.com）
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自然観察の森総合野外センター
施設　Facil it ies 学び　Study

●学ぼう応急手当

時普通救命講習Ⅰ／①５月30日（月）
②６月３日（金）　③６月10日（金）※
いずれも午前９時～正午　救命入門
コース／④６月15日（水）午前10時～
11時半　普通救命講習Ⅲ／⑤６月27
日（月）午前９時～正午　上級救命講
習／⑥５月25日（水）午前９時～午後
６時　応急手当普及員再講習／⑦６
月23日（木）午前９時～正午　所②⑥
は北消防署、それ以外は消防本部　	
定各先着30人　申込み期間①４月18
日（月）～５月23日（月）、②４月22日
（金）～５月27日（金）、③５月２日	
（月）～６月３日（金）、④５月６日
（金）～６月８日（水）、⑤５月16日
（月）～６月20日（月）、⑥４月13日
（水）～５月18日（水）、⑦５月12日
（木）～６月16日（木）　申市◯HP　問中
消防署管理課（◯☎35・9720、Ⓕ35・
9729、◯✉shoubou-naka-kanri@city.toyo
ta.aichi.jp）	 （HP1048263）

●イヌのしつけ方教室
時／内５月14日（土）午後１時30分～
３時30分／講義（飼い主のみ）、21日
（土）午前９時30分～午後０時40分／
実技（イヌ同伴）　所市動物愛護セン
ター　対両日参加できる人。イヌは
健康で狂犬病予防注射・各種伝染病
予防ワクチン接種済みで市に登録が
あること　定抽選15人　申・問４月
15日（金）までに申込み事項とイヌの
種類・名前・登録鑑札番号・令和３
年度か４年度の狂犬病予防注射済票
番号・各種伝染病予防ワクチンの最
終接種日を◯は、◯☎、◯✉か◯直市動物愛
護センター（〒471・0002、矢並町法
沢715－４、◯☎42・2533、Ⓕ80・2020、
◯✉doubutsu-aigo@city.toyota.aichi.jp）

●自然あそび探検隊！（スケッチ
体験、おにぎりづくりな

ど）

時４月29日（金）午前10時～午後３時　
対市内在住の小学１～４年生　定抽
選44人　￥1,000円　他送迎バス有り　
申４月15日（金）までに◯☎で同センタ
ー

+
●家族で春の星座をさがそう！

時４月30日（土）午後７時～８時　対
市内在住の小・中学生を含む家族　
定抽選12家族　￥１家族200円　申
４月15日（金）までに申込み共通事項
と参加人数を◯✉で同センター

+
●ファミリーキャンプ（日帰り）
時５月１日（日）、３日（火）、４日
（水）、５日（木）　対市内在住・在勤・
在学の小・中学生を含む家族　定各
日先着９家族　￥１家族200円と施
設使用料　他鍋・鉄板などの貸出し
有り（まき・炭などは実費負担）　申
４月９日（土）午前９時から◯☎で同セ
ンター

+
●利用抽選会　７月～10月分
対子ども会、ジュニアクラブなどの
青少年団体　時４月24日（日）①宿泊
団体／午前９時から受付、午前10時
抽選　②日帰り団体／午後１時から
受付、午後２時抽選　持ち物上履き　	
他抽選会以降の申込みは４月26日
（火）午前９時から利用日の１か月前
までに◯☎で同センター
《共通》問総合野外センター（◯☎58・
1388、Ⓕ58・1349、◯✉ toyota-yagai-cen	
ter@hm.aitai.ne.jp）

●大人向け自然体験講座　バードウ
オッチングセラピーを体験しよう！

時①４月23日　②30日　※いずれも
土曜日午前９時30分～正午。雨天中
止　対20～50代の人　定先着15人　	
￥100円　申込み開始日①４月13日
（水）　②４月20日（水）

+
●湿地の水辺ガサガサ隊　春の陣
時４月24日（日）午前９時30分～正午　
※雨天中止　対小学生以上　定先着
15人　￥100円　申込み開始日４月
14日（木）

+
●大人向け自然体験講座　自然観
察の森でコケ散歩
時４月29日（金）午前10時～正午　定
先着15人　￥100円　申込み開始日
４月19日（火）

+
●親子で野遊びしよう　春編
時４月29日（金）午前10時～正午　※
雨天中止　対３歳以上の子と親　定
先着15人　￥100円　申込み開始日
４月19日（火）

+
●森の自然案内人体験講座
時５月１日、15日、22日の日曜日午
前９時30分～午後３時30分　対全日
参加できる人　定先着11人　￥１回
100円　申込み開始日４月15日（金）

+
●野鳥観察入門バードウイーク探鳥会
時５月14日（土）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　所水源公園　対
小学生以上　定先着15人　￥100円　
申込み開始日５月４日（水）
《共通》他小学４年生以下は保護者同
伴　申・問申込み開始日午前９時か
ら◯☎で自然観察の森（◯☎88・1310、Ⓕ
88・1311、◯✉ toyota@wbsj.org）
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学び　Study

●高校生ボランティアスクール

時５月29日～来年２月25日の土・日
曜日、祝日、夏休み・冬休み　所青
少年センターほ

か　対市内在住・在学
の高校生　定選考40人　他学校推薦
での申込みも有り　申・問４月30日	
（土）までに青少年センター◯HP、◯☎、
◯✉か◯直青少年センター（◯☎32・6296、
Ⓕ32・6298、◯✉youth@hm2.aitai.ne.jp）

●若年性認知症本人・家族会スマイル
時５月16日（月）午後１時30分～３時
30分　所市役所　対認知症発症が65
歳未満の人と家族　申・問５月13日
（金）までに◯☎か◯✉で高齢福祉課（◯☎
34・6984、Ⓕ34・6793、
◯✉korei-fukushi@city.toyota.
aichi.jp）

●セミナー　働き方いろいろ　私
に合う働き方

時４月22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・在活動中の女性　定先
着11人　他託児有り（500円、４月13
日（水）までに要予約、先着５人）。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・
問４月６日（水）午前10時から女性し
ごとテラス◯HP、◯☎か◯直女性しごとテ
ラス（◯☎41・7555、Ⓕ31・
1391、◯✉shigoto@city.toyo
ta.aichi.jp）

●親の居場所（困りごとなどの語
らい）

時５月21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　定先着15人　
申・問４月５日（火）午前９時から◯☎
で若者サポートステーション（◯☎33・	
1533、Ⓕ32・6298、◯✉ tyss@nponiji.org）

●セカンドライフ・キャリアセミナー

時５月21日（土）①午前10時30分～正
午　②午後１時30分～３時　所就労
支援室　対市内在住・在勤の45歳以
上の人　講師／テーマ①キャリアコ
ンサルタント／転職の秘けつ　②フ
ァイナンシャルプランナー／ライフ・
マネープラン　定各先着12人　他予
約優先。オンライン参加も可。雇用	
保険求職活動の実績として認定　申・
問４月６日（水）午前10時から◯☎、Ⓕ、
◯✉か◯直就労支援室（◯☎31・1330、Ⓕ
31・1391、◯✉shurosien@city.toyota.aic
hi.jp）

●創業塾（創業の基礎）
時４月23日、５月14日、21日、６月
４日、18日、７月２日、16日の土曜
日　所豊田商工会議所　定抽選50人　
申・問４月15日（金）までに豊田商工
会議所◯HP、Ⓕか◯✉で豊田商工会議所
（◯☎32・4593、Ⓕ32・10	
00、◯✉koike@toyota.or.jp）

●障がい者教養・スポーツ教室

時４月～来年３月　対市内在住・在
勤・在学の障がい者　教室教養／絵
画、ペン習字、手芸、カラオケ、パ
ソコン、生け花、華道、手編み、点
字、ブラインドオカリーナ、バルー
ン、絵本の読み聞かせ（ろう者）、ビ
ジネス講座　スポーツ／スポーツ吹
き矢、日本おどり、ブラインドダン
ス、健康リズム体操、サウンドテー
ブルテニス、水中運動、アーチェリ
ー、ダーツ教室、ダーツ教室（知的
精神）、ダーツ教室（ろう者）、軽スポ
ーツ、フライングディスク（知的精
神）、グラウンドゴルフ　他開催回数、
場所は教室ごとに異なる　申・問随	
時◯☎、Ⓕか◯✉で身障協会（◯☎31・29	
41、Ⓕ33・0114、◯✉ toyotasisinsyokyok
ai@hm.aitai.ne.jp）

●空き家・相続に関する無料相談会
時４月20日（水）午後１時～４時、23
日（土）午前10時～午後１時　所とよ
た市民活動センター　申・問４月19
日（火）までに◯☎か◯✉であいち空き家
修活相談センタートヨタリジェ（◯☎
050・3551・8611、◯✉ info@aas-toyota.co	
m）

●はじめてのスマホ講座

時５月18日、25日の水曜日午前10時
～正午　所石野交流館　対成人　定
各日先着20人　申・問４月20日（水）
午前９時30分から◯☎か◯直石野交流館	
（◯☎42・1711、Ⓕ42･1861、◯✉ph-ishi	
no@city.toyota.aichi.jp）
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●ふじおか野の花さんぽ
時５月３日（火）午前８時45分～午後
１時　対市内在住・在勤の人　定先
着25人　￥300円　申込み開始日４
月19日（火）午前９時

+
●ふじまつりin藤岡ふれあいの館

（藤棚ライトアップ）
時５月３日（火）～５日（木）午後６時
30分～８時　他５日は青空ピアノ	
（午前10時～午後３時）、紙飛行機大
会（午前中／練習飛行、午後１時か
ら／本戦）を開催

+
●ふれあいドッジボール体験会
時５月４日（水）午前９時～11時　対
市内在住の小学生　定先着20人　申
込み開始日４月19日（火）午前９時

+
●ナチュラル・ヨガ
時５月10日～31日の毎週火曜日午後
７時～８時　対市内在住・在勤の人　
定先着20人　￥2,800円　申込み開始
日４月26日（火）午前９時
《共通》所藤岡ふれあいの館　申・問
◯☎か◯直藤岡ふれあいの館（◯☎75・21	
05、Ⓕ75・2106、◯✉ fujioka-fureai@ho	
mex-co.com）

●ふじまつり

時４月23日（土）～５月８日（日）　所
ふじの回廊（御作町）　他会場付近に
駐車場なし。５月３日（火）～５日
（木）は県緑化センターなどからシャ
トルバス運行　問藤岡観光協会（◯☎
76・6108、Ⓕ76・0205、◯✉ fujioka@h	
m3.aitai.ne.jp）

●とよた市民福祉大学
▶福祉入門コース

時６月11日午後１時～３時30分、25
日午後１時～４時30分、７月９日、
23日、８月６日、27日、９月10日、
24日、10月８日、22日、11月12日、
26日の午後１時～４時　※いずれも
土曜日　所福祉センター　申込み期
限４月21日（木）

+
▶家庭介護コース

時６月11日（土）午後１時～３時30分、
７月７日（木）午前９時30～午後４時、
７月14日、28日、８月４日、18日、	
25日の木曜日午前10時～午後４時、
７月22日（金）午前10時～午後３時　
所福祉センターほ

か　申込み期限５月
６日（金）
《共通》対全日程に参加可能な市内在
住の高校生以上　定選考30人程度　	
￥3,000円　申・問申込み期限までに	
各交流館で配布か社会福祉協議会◯HP
からダウンロードした申込書を◯郵、	
Ⓕか◯✉で社会福祉協議会（〒471・08	
77、錦町１－１－１、◯☎31・1294、	
Ⓕ33・2346、◯✉vc@toyota-shakyo.jp）

●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時５月の毎週金曜日午前９時15分～
正午　￥7,000円

+
●よくわかるエクセル基礎講座
時５月16日～６月20日の毎週月曜日
午後１時15分～４時　￥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①５月11日、18日の水曜日　②23
日、30日の月曜日　※いずれも午前
９時30分～11時30分　￥各5,500円
《共通》所ふれあいの家　対成人　定
先着12人　他貸出用パソコン・タブ
レットを使用する場合は別途借用料　	
申・問４月５日（火）午前９時から◯☎
でシルバー人材センター（◯☎31・10	
07、Ⓕ34・3238、◯✉ toyota@sjc.ne.jp）

●市民活動団体から
▶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４月21日（木）午前10時～正午　所
福祉センター　￥100円　問じっく
り傾聴チーム（服

はっとり

部◯☎080・5107・91	
35）

▶がん治療体験者（がんのピアサ
ポーター）による相談会と患者会
時相談会／４月15日（金）午前11時～
午後２時、患者会／午後２時～４時　
所とよた市民活動センター　問がん
のピアサポート楽

らっく

みかわ（◯☎090・92	
25・4141）

▶対話形式による春・夏野菜の育て方
時４月17日（日）午後１時30分～４時　
所とよた市民活動センター　定先着
40人　￥500円　申・問４月５日（火）
午前９時から◯☎か◯✉で高橋アスパの	
会（棚

たなだ

田◯☎42・5028、◯✉kushoyukami.	
0501.sho@gmail.com）
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●専門講座「花便り」

時５月11日、10月26日、11月30日の
水曜日午前10時～正午　対全日参加
できる市内在住の人　定先着30人　
￥初回1,100円（材料費込み）、２回目
から800円　申４月12日（火）午前９
時から◯☎で西山公園

+
●専門講座「バラのある暮らし」
時５月18日（水）、11月19日（土）、12
月３日（土）、来年１月21日（土）、２
月25日（土）午前10時～正午　対全日
参加できる市内在住の人　定先着30
人　￥1,000円（材料費込み）　申４月
15日（金）午前９時から◯☎で同公園

+
●花とみどりの講座「初夏を彩る
花飾り」（ハンギングバスケット）
時５月25日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　定先着30人　￥3,600
円　申４月19日（火）午前９時から◯☎
で同公園

+
●特別講座　ガーデナー天野麻里
絵の「花いっぱいの庭づくり」
時５月27日、６月17日、10月21日の
金曜日午前10時～正午　対全日参加
できる市内在住の人　定先着30人　
￥300円　申４月22日（金）午前９時
から◯☎で同公園

+　
●春まき草花種子の配布
時４月15日（金）から　所市役所、各
支所・出張所、各交流館、西部コミ
ュニティセンター、西山公園、鞍ケ
池公園　配布種子ヒマワリ、ミニト
マト、イタリアンパセリ　※無くな
り次第終了
《共通》所・問西山公園（◯☎31・2108、
Ⓕ33・8718、◯✉nishiyama-kouen@city.to
yota.aichi.jp）

●大人の簡単パンづくり教室（桜
あんパンと塩ロール）
時４月17日（日）午前10時～正午　対
高校生以上　定先着12人　￥2,000円　
申込み開始日４月８日（金）

+
●こどもの日イベント①鎧甲

かっちゅう

冑試
着・騎馬武者体験②えさやり体験

時５月１日（日）午前10時～午後３時　
対５歳以上　定各先着60人　他フリ
ーマーケット有り　￥①500円　②
100円　申込み開始日４月６日（水）
《共通》所猿投棒の手ふれあい広場　
申申込み開始日午前９時から◯☎か◯直
猿投棒の手ふれあい広場（◯☎45・72	
88、Ⓕ45・7290、◯✉bonote@homex-co.
com）

●ふるさとふれあいウオーキング
「歩かまい稲武」

時５月15日（日）午前10時～午後２時
30分　所稲武地区中心部（７キロ㍍
程度）　対市内在住・在勤・在学の
人　￥1,000円　他豊田スタジアム、	
カバハウス（丸山町）、逢妻交流館、
竜神交流館、上郷コミュニティセン
ターから送迎バス有り（先着順）　申・
問５月９日（月）までに市◯HPからダウ
ンロードした申込書を◯郵、◯☎、Ⓕか
◯直稲武商工会（〒441・2513、稲武町
竹ノ下１－１、◯☎82・2640、Ⓕ82・
3063、◯✉ info@inabu.or.jp）（HP1023553）

●「カリヤス」で黄色を染めよう！
時４月16日（土）午前10時～午後３時　
定先着15人　￥2,750円（布は持込み
か別途購入）

+
●春の山で山菜とりをしよう！
時４月30日（土）午前10時～正午　他
おにぎり付き　定先着10組（１組５
人まで）　￥1,650円

+
●わくわく石窯体験　季節の野菜
を使ってオリジナルピザを作ろう

時５月３日（火）～５日（木）午前10時
～午後２時　定先着10組（１組５人
まで）　￥1,100円
《共通》所どんぐり工房　申・問４月
５日（火）午前９時からどんぐり工房
（◯☎83・3838、Ⓕ82・3777、◯✉dongr
ikb@hm10.aitai.ne.jp）

●王滝渓谷バーベキュー場オープン

時４月～11月の毎週土・日曜日、祝
日午前11時～午後５時（夏休み期間
中は無休）　￥１基1,500円　申・問
随時◯☎で王滝渓谷バーベキュー場
（◯☎58・1862）

●愛石展示会
時４月30日（土）午前９時～午後４時、
５月１日（日）午前９時～午後３時　
所福祉センター　問愛石クラブとよ
た（西

にしやま

山◯☎71・4168）

催
し

学
び



［申込み共通事項］申込み時には次の４つを記入してください。①案件名  ②〒住所  ③氏名(ふりがな)  ④電話番号　※2人以上の申込みは、全員分を記入 ［凡例] 　　電話　 　FAX　 　Ｅメール　　ホームページ　 　郵送　 　ハガキ　 　往復ハガキ　 　直接直郵 往は✉F☎ HP26

催し　Event

●ハッチョウトンボの国勢調査

時５月28日（土）午前９時30分～午後
３時　対小学生を含む家族（３歳以
下不可）　定抽選30人　￥大人300円、
子ども200円　申５月11日（水）まで
に◯✉でトヨタの森

+
●森歩きで二十四節気を楽しもう

（フクロウに会いに行く）

時５月10日（火）午後１時～３時　定
先着20人　￥100円　申４月５日
（火）午前９時から◯☎でトヨタの森
《共通》所・問トヨタの森（◯☎58・27	
36、Ⓕ58・2855、◯✉event@toyotanom
ori.jp）　他小学生以下は保護者同伴　

●出かけよう ze 珍樹フォト♪

時４月10日（日）午前９時30分～正午
所自然観察の森　￥200円（16歳以上
300円）　他服装は長袖・長ズボン・
帽子。カメラ付スマホ・飲み物を持
参　申当日開始30分前から直接自然
観察の森駐車場　問とよたネイチャ
ーゲームの会（◯☎53・4335、◯✉ toyot
anaturegame@gmail.com）

●小倉百人一首競技かるた　全日
本選手権大会（見学）
時４月24日（日）午前９時～午後７時　
所名鉄トヨタホテル　問文化振興財	
団文化事業課（◯☎31・8804、Ⓕ35・
4801、◯✉ toyo-cul@hm2.aitai.ne.jp）

●ものづくりひろば（簡単な紙工作）
時５月の毎週土・日曜日午前11時～
午後０時30分、午後１時～２時30分　
対小学生以下（未就学児は保護者同
伴）　定各先着12人　￥１回200円　	
申当日午前10時から参加費を添えて
◯直地域文化広場

+
●スポーツ万能！キッズ教室
時５月10日～31日の毎週火曜日午後
６時～６時50分　対小学生　定先着
20人　￥3,200円　申４月12日（火）午
前10時から参加費を添えて◯直同広場

+
●けやき茶房
時５月７日（土）、８日（日）、28日
（土）、29日（日）午前10時～午後３時　
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５月14日（土）、15日（日）、28日
（土）午前９時30分～正午　定先着20
人　※親子で参加可　￥3,000円　申
４月９日（土）午前10時から参加費を
添えて◯直同広場

+
●フラワーアレンジメント教室
時①ヨーロピアンスタイル／５月12
日、19日の木曜日　②パリスタイル
／５月８日の日曜日　※いずれも午
前10時～11時　定各先着25人　￥①
１回2,500円　②5,000円　申４月７日
（木）午前10時から参加費を添えて◯直
同広場
《共通》所・問地域文化広場（◯☎53・
0671、Ⓕ53・5086、◯✉chibun@homex-
co.com）

●スポーツ協会から
▶市民総体体操競技（競技・一般）
時４月28日（木）、29日（金）

+
▶市民総体テニス競技（ダブルス）
時５月15日（日）、22日（日）午前９時
30分から

+
▶市民弓道選手権大会（高校）
時４月16日（土）午前９時～午後５時
	 （HP1022650）

+
▶アーチェリー無料体験教室
時４月16日（土）①午前10時30分～正
午　②午後１時30分～３時

+
▶ソフトバレーボール審判講習会
時４月30日（土）午前９時～午後０時
30分

+
▶春季マレットゴルフ教室
時５月５日～６月２日の毎週木曜日
午前８時30分～11時40分

+
▶春季ジュニアソフトテニス教室
時５月７日～６月11日の毎週土曜日
午前10時～正午

+
▶５月のフリークライミング体験会
時①14日（土）午後３時～６時　②11
日（水）、17日（火）、24日（火）午後７
時～９時

+
▶バドミントン指導講習会
時５月21日（土）午後１時～５時

+
▶柔道教室
時５月21日～10月８日の毎週水・土
曜日①午後６時～７時30分　②午後
７時30分～８時45分
《共通》問スポーツ協会（スカイホー
ル豊田◯☎31・0451、Ⓕ35・
4773、◯✉ t-taikyo@hm6.aitai.
ne.jp） ホームページ
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●喜楽亭端午茶会
時５月７日（土）午前10時～午後３時　
所喜楽亭　席主牧野宗悦（裏千家豊	
日会）　定先着100人（事前予約か当
日◯直会場）　呈茶料400円（事前予約
350円）　他端午の節句展同時開催　
申・問事前予約は４月８日（金）午前
10時から◯☎で産業文化センター（◯☎
33・1531、Ⓕ33・1535）

●喜楽亭の端午の節句

時４月28日（木）～５月15日（日）　所
喜楽亭　問文化財課（◯☎32・6561、	
Ⓕ34・0095、◯✉bunkazai@city.toyota.ai
chi.jp）

●豊田市民の探鳥会

時４月17日（日）午前９時～正午　※
雨天中止　所前田公園（集合は前田
公園駐車場）　対小学生以上　￥100
円　他双眼鏡があれば持参。オリジ
ナル野鳥カードプレゼント　問豊田
野鳥友の会（◯☎58・1039）

●高岡茶席（紅茶）
時４月22日（金）午前10時～午後１時　
所六鹿会館　定先着15人　￥400円　	
申・問４月８日（金）午前９時から◯☎
か◯直高岡コミュニティセンター（◯☎
53・7771、Ⓕ53・7782、◯✉ info@takao	
ka-cc.com）

●はじめてのダンスエアロビクス
時５月11日～25日の毎週水曜日午後
３時～３時30分　定先着25人　￥1,9	
50円　申込み開始日４月５日（火）午
前９時

+
●木工クラフト人形教室

時５月８日（日）午前10時～11時30分　
対３歳～小学６年生（小学３年生以
下は保護者同伴）　定先着20人　￥
600円　申込み開始日４月７日（木）
午前９時
《共通》所高橋コミュニティセンター　
申・問申込み開始日から◯☎か◯直高橋
コミュニティセンター（◯☎80・4729、
Ⓕ80・0068、◯✉ takacomu@homex-co.
com）

●西三河イベントだより
▶知立市　史跡八橋かきつばたま
つり
時４月22日（金）～５月17日（火）　所
八橋かきつばた園（知立市八橋町）　
他期間中フォトコンテストを実施　	
問知立市観光協会（◯☎0566・83・11	
11）

▶高浜市　人形小路花まつり
時５月６日（金）～８日（日）　所名鉄
三河線吉浜駅前、柳池院、宝満寺ほ

か　
問人形小路の会事務局（◯☎0566・53・
2603）

●Monthly pickup book「自転
車と乗り物」

時４月１日（金）～５月29日（日）午前
10時～午後５時　所とよしば　他絵
本コーナーも有り　問とよしば（◯☎
50・8635、Ⓕ50・8635、◯✉daisuke@
koikeya-create.com）

●視聴覚ライブラリー　ロビー展
「豊田工芸協会作品展」
時４月３日（日）～29日（金）午前９時
～午後９時

+
●市民文化講座・映画塾５月　映
画「わが谷は緑なりき」
時５月11日（水）午後２時～４時　定
先着30人　￥300円　申４月15日
（金）午前９時から◯☎か◯直視聴覚ライ
ブラリー
《共通》所・問視聴覚ライブラリー
（◯☎33・0747、Ⓕ33・7154、◯✉avl@
hm2.aitai.ne.jp）

●市民デッサン会（裸婦デッサン）
時４月17日（日）午前10時～正午　所
視聴覚ライブラリー　￥1,000円　問
豊田美術連盟（井口◯☎090・4448・10	
01）

●愛知環状鉄道「ぶらっとウオー
キング」

時４月17日（日）午前８時30分～午後
２時30分　所出発／愛環梅坪駅　到
着／新上挙母駅　問県交通対策課
（◯☎052・954・6126）	 （HP1048265）

催
し


