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広報とよたは、古紙配合率70％の
再生紙と植物油インキで印刷して
います。

古紙パイプ配合率70％再生紙を使用

FREE
APP

本紙をスマートフォンや
タブレットで
ご覧いただけます。

広報とよた
デジタルブック 日本語　English　português、

español　中文（繁体字、簡体字）
Tiếng Việt　Indonesian
한국어　ไทย

対応言語
9言語対応　音声読み上げ＆文字サイズ調整可

豊田市LINE公式アカウント
－選べる×届ける－あなたが欲しい
情報だけをお届けします。

豊田市公式Instagram
市内の風景、歴史、文化、イベント
など豊田市の魅力を発信します。

豊田市Facebook
市内における出来事やお知らせな
ど、幅広い情報を発信します。

豊田市公式Twitter
イベント情報や市からのお知らせ
など最新の情報を発信します。

豊田市ホームページ
市の取組やイベント情報などの最
新情報を随時更新します。

豊田市公式YouTubeチャンネル
市長記者会見やＰＲ動画など様々
な動画を見ることができます。

様々なメディアで豊田市の情報を発信中！
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報
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TIA Alpha Japanese Language Class Starting from May 15 (Sun)　（Ｐ16）

Curso de língua japonesa Alpha: novas turmas a partir de 15 de maio　（Ｐ16）

Issuance of Certificate of Income for the FY 2022: From Sunday, June 5　（Ｐ10）

Atestado de Rendimentos do ano fiscal 2022: disponível a partir de 5 de junho (dom)　（Ｐ10）

Notification of Withdrawal from National Health Insurance　（Ｐ10）

O Seguro Nacional de Saúde deve ser cancelado em caso de inscrição em outro tipo de seguro de saúde　（Ｐ10）

４月から新しい環境に変わった人も多いはず。そうでない人にも、

今号で特集したまちなかの広場は、日々頑張っている自分を解放し

て、いたわってあげる場所に最適です。私のおすすめは、とよしば

でゆっくりすることです。是非、足を運んでみてください。　（今）
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まちなかの広場が活用されています！

特集１
こんな活用がされています！
　まちなかの広場では、まちなかという特性を生かして、様々な活用がされています。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※イベントなどで使用する場合は事前の申込みが必要です

＜問合せ＞商業観光課（☎34・6642、FAX35・4317、✉shoukan@city.toyota.aichi.jp）
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⑧新とよパーク

②ペデストリアンデッキ広場

①シティプラザ

③豊田市駅西口デッキ下
⑤参合館前広場

⑨とよしば

④ギャザ南広場

⑦KiTARA前広場

⑥コモ・スクエアイベント広場
とよた○○マルシェ実行委員会
Re Smile

原田　隆之　さん

「とよた〇〇マルシェ」とは？
　「とよた〇〇マルシェ」は、市内の障がい福祉に
関わる同志で運営するマルシェです。人と人との
つながりの輪を感じ、福祉や多様性などについて、
考えたり、触れたりすることを目的に実施してい
ます。車椅子やベビーカーを使う皆さんの目線に
配慮した展示や体験コーナーを設け、どんな人で
も楽しめるような企画を実施しています。
「とよしば」を活用した理由
　「とよた〇〇マルシェ」のコンセプトと、とよし
ばの空間が合っていると感じたからです。駅前と
いう様々な人が行き来する空間で実施することで
多くの人の目に触れるため、活動を発信しやすい
と感じています。今後は、とよしばを拠点に地域
を巻き込んだ企画も実施していきたいと考えてい
ます。次回は、７月23日（土）に開催予定です。是
非遊びに来てください。

トヨタ中央自動車学校

大山　浩美　さん

とよしば で 多様な人が集まるマルシェ を開催！

ペデストリアンデッキ広場 で パーソナルモビリティの試乗会 を開催！

はらだ　　 たかゆき

おおやま　　 ひろみ

試乗会はどんな様子？
　電動キックスクーターや電動車椅子などの次世
代モビリティの展示や試乗を行っています。試乗
会を通して、新しい乗り物に出会う楽しさと安全
に走行する大切さを学べます。また、子どもも楽
しめるように、交通安全に関するクイズやゲーム
も開催しています。
「ペデストリアンデッキ広場」で試乗会をする理由
　高齢者講習の時に、受講者などから「運転を続
けて大丈夫だろうか」、「運転免許証の自主返納を
親に促すべきだろうか」など不安の声を多く聞き
ます。その声に応えようと、免許返納後の新たな
移動手段として利用できるモビリティを紹介する
ことにしました。ペデストリアンデッキ広場は人
が多く行き交う場所であり、高齢者の運転に関す
る不安を当事者意識として持っている人や乗り物
に興味のある人が見に来てくれます。

まるまる

　３月25日には、名鉄豊田市駅前の商業施設「T-FACE」がリニューアルオープンし、まちなかがさらに便利で魅
力あふれる空間へと変わってきています。このまちなかの空間には、多様な人々が集い、くつろぎ、自由に活動
できる広場がたくさんあることをご存じでしょうか。今回の特集では、まちににぎわいをもたらす、まちなかの
広場の活用について紹介します。あなたの「やってみたい」もまちなかの広場で実現できるかもしれません！

活用されているまちなかの広場がたくさんあります！
　豊田市駅・新豊田駅周辺には、①シティプラザ、②ペデストリアンデッキ広場、③豊田市駅西口デッキ下、④
ギャザ南広場、⑤参合館前広場、⑥コモ・スクエアイベント広場、⑦KiTARA前広場、⑧新とよパーク、⑨とよ
しばといった９つの広場があります。まちなかの広場は日頃から開放されていて、誰でも気軽に立ち寄れる憩い
の場や、イベントなどの開催の場として活用されています。

とよしば
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まちなかの広場を活用したい皆さんへ ＼活用したい広場によって申請方法が異なります！／

①電話やＥメールで空き状況を確認
②とよしば窓口に事前相談
③必要書類を提出
＜問合せ＞
とよしば（☎50・8635、FAX50・8635、✉daisuke@
koikeya-create.com）

特集２特集２

ホームページ

ワクチン接種医療
機関一覧はこちら

特集２特集２

＜問合せ＞新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター（☎34・6975、FAX34・6929）
　　　　　　　　　　　　※午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日も受付）

新型コロナウイルス
　　　　ワクチン接種に関するお知らせ
新型コロナウイルス
　　　　ワクチン接種に関するお知らせ

■使用するワクチン
　ファイザー社製ワクチン
　※１・２回目接種において武田／モデルナ社製ワクチンで接種した人も、３回目接種ではファイザー社
　　製ワクチンを接種します
■接種体制
　ファイザー社製ワクチンを使用する市内医療機関（「ワクチン接種医療機関一覧（市ホーム
ページ）」に掲載）と市集団接種（５月13日（金）、21日（土）のみ）のいずれかで接種できます。
■予約方法
　個別接種／「ワクチン接種医療機関一覧」に掲載の方法で予約
　集団接種／ＬＩＮＥ、予約サイト、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターのいずれかで予約
■そのほか
　県大規模集団接種（使用するワクチン：武田／モデルナ社製ワクチン）では接種できません。

12～17歳も３回目接種ができるようになりました

　３回目接種は、これまで18歳以上の人が対象でしたが、対象年齢が引き下げられ、12～17歳の人も接種
できるようになりました。
　接種券は、２回目接種から６か月経過する前にお手元に届くよう順次発送しています。希望する人は、
２回目接種から６か月経過した日以降に接種してください。なお、12～15歳の人が接種する場合は、原則、
保護者の同伴が必要です。

とよしば 新とよパーク

そのほかの広場
①あそべるとよたプロジェクトホームページで空き状況を確認
②初めて申請する人／ＴＣＣＭ窓口で申込み
　２回目以降の人／あそべるとよたプロジェクトホームページから申込み
　　　　　　　　　※Ｅメール、窓口での申込みも可

＜問合せ＞
ＴＣＣＭ（〒471・0025、西町６－81－４ コンテナーニシマチ６（n６）、☎85・0226、✉asoberutoyota@gmail.com）

①市ホームページで空き状況を確認
②都市整備課に事前相談
③必要書類を提出
＜問合せ＞
都市整備課（☎34・6622、FAX34・6764、✉tosisei
bi@city.toyota.aichi.jp）

＊新型コロナウイルス感染症の拡大状況により予定は変更する可能性があります

　市では、希望する12歳以上の市民が、２回目接種から６か月経過した日以降に３回目接種できるよう、個別接
種（市内医療機関での接種）や市集団接種（市の公共施設などでの接種）などで接種を進めています。
　接種を希望する人が接種しやすい環境を整えるため、市集団接種において「予約なし接種」や「ファイザー社製
ワクチンを使用した接種」を実施します。

●予約なし接種について（使用するワクチン：武田／モデルナ社製ワクチン）
　■とき　　　５月１日（日）、７日（土）、８日（日）午前10時～午後１時、午後２時～５時
　　　　　　　※受付時間は各日午前10時～正午、午後２時～４時

●ファイザー社製ワクチンを使用した接種について
　■とき　　　５月13日（金）午後７時～９時、21日（土）午前10時～午後1時、午後2時～5時
　■予約枠　　13日／240人　21日／720人
　■予約方法　接種日前日までにＬＩＮＥ、予約サイト、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンタ
　　　　　　　ーのいずれかで予約
※いずれも会場は市役所です

　市集団接種は、予約状況などを踏まえ5月21日（土）で終了します。集団接種終了後に接種を希望する人は、引
き続き個別接種などで接種できます。

ホームページ ホームページ

ホームページ

ほかにもこんな活用がされています！

Toyota Street Market
■とき　　毎月第１土曜日
■ところ　コモ・スクエアイベント広場、
　　　　　県道豊田市停車場線

＜問合せ＞
ＴＣＣＭ（☎47・7007、✉streetparkmarket＠gmail.com）

ゆるっと♡保健室　夢カフェ　子どものお悩み相談

障がい者との共生「福祉橋プロジェクト」
■とき　５月15日（日）　午後１時～４時

■とき　５月21日（土）　午後１時～６時

※いずれもところは、とよしば
＜問合せ＞
とよしば（☎50・8635、FAX50・8635、✉daisuke@koi
keya-create.com）

キニナルマルシェ
■とき　５月８日（日）　午前10時～午後４時
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＊新型コロナウイルス感染症の拡大状況により予定は変更する可能性があります
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　市集団接種は、予約状況などを踏まえ5月21日（土）で終了します。集団接種終了後に接種を希望する人は、引
き続き個別接種などで接種できます。

ホームページ ホームページ

ホームページ

ほかにもこんな活用がされています！

Toyota Street Market
■とき　　毎月第１土曜日
■ところ　コモ・スクエアイベント広場、
　　　　　県道豊田市停車場線

＜問合せ＞
ＴＣＣＭ（☎47・7007、✉streetparkmarket＠gmail.com）

ゆるっと♡保健室　夢カフェ　子どものお悩み相談

障がい者との共生「福祉橋プロジェクト」
■とき　５月15日（日）　午後１時～４時

■とき　５月21日（土）　午後１時～６時

※いずれもところは、とよしば
＜問合せ＞
とよしば（☎50・8635、FAX50・8635、✉daisuke@koi
keya-create.com）

キニナルマルシェ
■とき　５月８日（日）　午前10時～午後４時
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とよたトピックス

　 北京2022パラリンピック競技大会
　　  わがまちアスリートの戦績

むらおか ももか もりい　たいき

とよ たフォトニュ ース 　  今 月 の 1 枚 　  お お た 市 長 ダイアリー

デジタルブックアプリ
Catalog Pocket

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

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

このマークがついている記事は右記の
デジタルブックアプリで追加写真が見られます

まちなかで楽しむ雪遊び

３月19日　ギャザ南広場な
ど

　まちなかの広場などで開催され、雪ひ
ろばやスケートひろばなどが登場しまし
た。雪ひろばに敷き詰めるために用意さ
れた天然雪は100㌧に及び、来場者たちは
かまくらづくりなどを楽しんでいました。

映像はこちら

さん投 稿 者 @mootooon111

撮影場所 三州足助屋敷

　北京2022パラリンピック競技大会でメダルを獲
得したアルペンスキーの村岡桃佳選手、森井大輝
選手（いずれもトヨタ自動車所属）が市長を訪問し、
結果を報告しました。市長は、功績をたたえ「豊
田市スポーツ栄誉賞」を贈呈しました。

メダル獲得のわがまちアスリートが市役所へ！

４月１日　市役所

「豊田市スポーツ栄誉賞」受賞の２選手が市長を訪問
３月29日　鞍ケ池公園

フォレストアドベンチャーがオープン
※メダル獲得種目のみ掲載

村岡桃佳選手　アルペンスキー競技
女子滑降（座位）　金メダル
女子スーパー大回転（座位）　金メダル
女子大回転（座位）　金メダル
女子スーパー複合（座位）　銀メダル

映像はこちら

東海初の池越えジップライン登場！
　オープンを翌日に控えたこの日、内覧
会が開かれました。約１時間30分で４コ
ース、32のアクティビティが楽しめます。
中でも注目は池越えジップライン。スリ
ルと爽快感を是非味わってください。

映像はこちら森井大輝選手　アルペンスキー競技
男子滑降（座位）　銅メダル
男子スーパー大回転（座位）　銅メダル

今回紹介するのは、三州足助屋敷内
で和傘らんぷシェードが温かく光る
様子をおさめた１枚。丁寧に描かれ
た模様が光で浮かび上がり、おしゃ
れな空間を演出します。

　　　　一つ一つ手作業で作られた
傘から漏れる明かりの繊細さやはか
なさ、さらにはどことなく感じる懐
かしさと力強さに惹かれました。職
人さんの仕事を間近で見ると迫力が
ありました。

※メダル獲得種目のみ掲載

コメント

令和４年３月26日

プラネタリウムが新しくなりました

　とよた科学体験館のプラネタリ
ウムの改修工事が完了し、リニュ
ーアルオープンしました。光学式
プラネタリウムがＬＥＤ化され、
一つ一つの星が明るく鮮明になっ
たほか、デジタル機器や音響設備
なども更新され、よりリアルで迫
力あるプログラムを楽しめるよう
になりました。プラネタリウムで、
気軽に美しい星空や宇宙をお楽し
みください。

とよたまちパワーフェスタ2022SPRING
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第54回豊田おいでんまつり個人協賛（市民先行）・法人協賛の受付をします

　市民が楽しみ、感動し、訪れる人を温かく迎えることができるようなふるさとのまつりを市民・
事業者・行政の共働の力で開催するため、豊田おいでんまつりへのご支援・ご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、予定している内容が中止になる場合もあります

●問合せ　豊田おいでんまつり協賛事務局　個人協賛　チケットぴあ名古屋（☎0570・05・6888）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人協賛　トヨタエンタプライズ  共栄カンパニー（　0120・748・758）

●法人協賛　　受付期間／５月31日（火）まで
　市役所などで配布の申込書をファックスで豊田おいでんまつり協賛事務局（FAX37・8152）

※そのほか打上花火（20万円）、仕掛け花火（50万円）、スターマイン（60万円）、おいでん大スターマイン（５万　
円、10万円、30万円）も受付。公式ガイドに社名を記載

●個人協賛（市民先行）　抽選受付期間／５月９日（月）～23日（月） 　※ハガキは５月20日（金）必着（抽選方式によ
　る受付に変更）
　▶Web受付　申込み専用ページに必要事項を入力　※５月９日（月）午前10時から
　　・６月１日（水）にメールで当落連絡
　　・当選者は６月８日（水）までにクレジットカード、セブン‐イレブンで入金、入場券を受取
　▶ハガキ受付　〒住所、氏名（フリガナ）、電話番号、希望の返礼内容、口数を記入してチケットぴあ名古屋
　　　　　　　　（〒461・0005　名古屋市東区東桜２ - 13 - 32　ぴあ名古屋ビル４階　豊田おいでんまつり係）　
　　・６月１日（水）から当選者のみ郵便で結果連絡
　　・当選者は６月８日（水）までにセブン‐イレブンで入金、入場券を受取

■注意事項
・個人協賛（一般）は６月２日（木）から抽選受付開始
・協賛席の申込みは、口数に関わらず１人８席まで
・小学生以上は１人１枚の入場券が必要
・紛失、荒天や河川増水などによる中止の場合返金
　不可
・席位置の指定、入場券発行後の券の交換・再発行
　不可
・詳細は豊田おいでんまつりホームページに掲載

　　　　　　返礼内容 　　　　　   協賛金額（１口）  募集口数
イス（北）
４人マス（北）
２人マス（北）
２人マス（南）
２人マス（堤防・南）※三脚使用可
スカイホールペア
４人マス（北）・手筒
※打ち上げ後の手筒を１本進呈
４人マス（北）・メッセージ花火８号打上
※メッセージを会場で読み上げ・公式ガイ
　ドへ記載（25文字以内）【市民先行限定】

4,500円
１万4,000円

7,000円
7,000円
１万円

１万3,000円

５万6,000円

６万8,000円

235口
140口
200口
130口
40口
30口

３口

３口

花
火
大
会
協
賛
席
入
場
券

種類 　　　協賛内容 　　　　協賛金額（１口） 募集口数 　　　　　　　返礼内容・備考
法人花火
販売促進用
公式ガイド広告   ３分の１
　　　　　　　   ６分の１
　　　　　　　   24分の１
公式サイトバナー広告
うちわ
タオル
ＰＲブース
豊田市駅前ステージ看板＜特大＞
豊田市駅前ステージ看板
総踊りコース内イントレ看板
賞品・賞金

6,500円
６万円
20万円
10万円
４万円
５万円
３万円
４万円

15万円から
33万円
３万円
３万円

6,000円から

844口
40口
２口
４口
20口
18口

120口
50口
４口
２口
22口
未定

－

イス指定席券１枚／１口
イス指定席券10枚／１口
15万部発行
※３分の１、６分の１は原稿を制作する場合、制作
　費１万5,000円が別途必要
原稿を制作する場合、制作費3,000円が別途必要
300本／１口　※10口以上で片面全面カラー広告
140本／１口
ブース設置（２間×３間）　※詳細は要問合せ
おいでん総踊りのステージ前面に掲載
おいでん総踊りのステージ前面に社名掲載
総踊りメインコースに設置のイントレ前面に社名を記載
マイタウンおいでん、おいでん総踊りの賞品・賞金

花
火

Ｐ
Ｒ
グ
ッ
ズ
・
広
告

豊田おいでんまつりホームページ

申込み

●開催日　　マイタウンおいでん　　６月４日（土）～７月17日（日）
　　　　　　おいでん総踊り　　　　７月30日（土）
　　　　　　花火大会　　　　　　　７月31日（日）
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凡例
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郵送

　電話
　ハガキ　ホームページ

FAX

　往復ハガキ
　

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
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　▶Web受付　申込み専用ページに必要事項を入力　※５月９日（月）午前10時から
　　・６月１日（水）にメールで当落連絡
　　・当選者は６月８日（水）までにクレジットカード、セブン‐イレブンで入金、入場券を受取
　▶ハガキ受付　〒住所、氏名（フリガナ）、電話番号、希望の返礼内容、口数を記入してチケットぴあ名古屋
　　　　　　　　（〒461・0005　名古屋市東区東桜２ - 13 - 32　ぴあ名古屋ビル４階　豊田おいでんまつり係）　
　　・６月１日（水）から当選者のみ郵便で結果連絡
　　・当選者は６月８日（水）までにセブン‐イレブンで入金、入場券を受取

■注意事項
・個人協賛（一般）は６月２日（木）から抽選受付開始
・協賛席の申込みは、口数に関わらず１人８席まで
・小学生以上は１人１枚の入場券が必要
・紛失、荒天や河川増水などによる中止の場合返金
　不可
・席位置の指定、入場券発行後の券の交換・再発行
　不可
・詳細は豊田おいでんまつりホームページに掲載

　　　　　　返礼内容 　　　　　   協賛金額（１口）  募集口数
イス（北）
４人マス（北）
２人マス（北）
２人マス（南）
２人マス（堤防・南）※三脚使用可
スカイホールペア
４人マス（北）・手筒
※打ち上げ後の手筒を１本進呈
４人マス（北）・メッセージ花火８号打上
※メッセージを会場で読み上げ・公式ガイ
　ドへ記載（25文字以内）【市民先行限定】

4,500円
１万4,000円

7,000円
7,000円
１万円

１万3,000円

５万6,000円

６万8,000円

235口
140口
200口
130口
40口
30口

３口

３口

花
火
大
会
協
賛
席
入
場
券

種類 　　　協賛内容 　　　　協賛金額（１口） 募集口数 　　　　　　　返礼内容・備考
法人花火
販売促進用
公式ガイド広告   ３分の１
　　　　　　　   ６分の１
　　　　　　　   24分の１
公式サイトバナー広告
うちわ
タオル
ＰＲブース
豊田市駅前ステージ看板＜特大＞
豊田市駅前ステージ看板
総踊りコース内イントレ看板
賞品・賞金

6,500円
６万円
20万円
10万円
４万円
５万円
３万円
４万円

15万円から
33万円
３万円
３万円

6,000円から

844口
40口
２口
４口
20口
18口

120口
50口
４口
２口
22口
未定

－

イス指定席券１枚／１口
イス指定席券10枚／１口
15万部発行
※３分の１、６分の１は原稿を制作する場合、制作
　費１万5,000円が別途必要
原稿を制作する場合、制作費3,000円が別途必要
300本／１口　※10口以上で片面全面カラー広告
140本／１口
ブース設置（２間×３間）　※詳細は要問合せ
おいでん総踊りのステージ前面に掲載
おいでん総踊りのステージ前面に社名掲載
総踊りメインコースに設置のイントレ前面に社名を記載
マイタウンおいでん、おいでん総踊りの賞品・賞金

花
火

Ｐ
Ｒ
グ
ッ
ズ
・
広
告

豊田おいでんまつりホームページ

申込み

●開催日　　マイタウンおいでん　　６月４日（土）～７月17日（日）
　　　　　　おいでん総踊り　　　　７月30日（土）
　　　　　　花火大会　　　　　　　７月31日（日）

9広 報 と よ た 令和４年５月号

Ｐ09 Ｐ10 Ｐ12 Ｐ14 Ｐ17

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

募
集

●とよた子どもの権利相談室相談員（一般職）
対普通自動車免許を持つ人　勤務時間週４日程度、１日
５時間　勤務内容子どもや関係者からの相談受付な

ど　定
選考１人（小論文、面接）　給与時給1,200円　採用６月１
日　申・問５月11日（水）までにとよた子どもの権利相談
室で配布か市○HPからダウンロードした申込書、小論文、
運転免許証の写しを○郵か○直とよた子どもの権利相談室
（〒471・0034、小坂本町１－25、○☎33・9317）
	 	 （HP1035477）

●民生委員・児童委員
対市内在住の18～74歳の人　内地域住民の見守りや、支
援を必要とする人の福祉の相談対応な

ど　※任期は12月１
日～令和７年11月30日　申・問６月30日（木）までに○☎か
○直福祉総合相談課（○☎34・6791、Ⓕ33・2940、○✉ fukushi-
sodan@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1048765）

●市奨学生
対①高校、高専、専修学校（修業年限が３年の高等課程）
に在学する人　②大学、短大に在籍する人　条件保護者
が市内に１年以上居住し、健全で品行方正・成績優秀で
経済的理由により修学困難な人　定①選考70人　②選考
５人　支給額①8,000円／月　②２万2,500円／月　他日本
学生支援機構の給付型奨学金を受けている人は対象外。	
大学院、高校などの専攻科・別科、大学校は対象外　申
６月15日（水）までに教育政策課、市政情報コーナー、各
支所・出張所、駅西口サービスセンターで配布か市○HPか
らダウンロードした申請書に学校長・学長などの推薦書、
成績証明書、家庭状況調書、代理権授与通知書（所得課
税証明書、住民票の写しが必要な場合有り）、小論文（②
のみ）を添えて○郵か○直教育政策課　※継続申請者には別
途送付　問教育政策課（〒471・8501、西町３－60、○☎34・
6658、Ⓕ34・6771、○✉kyouiku@city.toyota.aichi.jp）
	 	 （HP1002725）

●姉妹都市デトロイト市への派遣学生
対次の全てを満たす人①市内在住で高校か高専（３年生
以下）に在学している　②学校長が推薦している　③保
護者が承諾している　④帰国後も姉妹都市交流事業に積
極的に参加できる　派遣期間７月下旬から８月末までの
間で２週間　定選考８人　￥15万円程度　申・問５月９
日（月）～23日（月）に市○HPか、応募用紙と必要書類を○郵か
○直国際まちづくり推進課（〒471・8501、西町３－60、○☎
34・6963、Ⓕ34・6681、○✉kokusai@city.toyota.aichi.jp）	
	 	 （HP1048766）
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市民文化会館コンサートホール・能楽堂 民芸館 民芸の森中央図書館

コンサートホール・能楽堂 市民文化会館 民芸館
●米村でんじろうサイエンスショー

時８月27日（土）①午後１時～２時15
分　②午後４時～５時15分　￥3,000
円　※３歳未満は膝上１人無料。席
が必要な場合は有料　申５月21日
（土）午前10時から市民文化会館○HPか、
○☎で同館　※席の選択は市民文化会
館○HPからのみ可。残席がある場合の
み翌日午前10時から同館でも販売　	
問市民文化会館（○☎33・7111、Ⓕ35・
4801）

中央図書館
●読み聞かせボランティア基礎講座

時６月１日、８日の水曜日午前10時
30分～正午　対両日参加可能な人　
定先着30人　申・問５月５日（木）午
前10時から中央図書館○HPか○直中央図
書館（○☎32・0717、Ⓕ32・4343）

●さつき能

時５月７日（土）午後２時開演　演目
／出演能「実盛」（喜多流）／長島茂ほ

か　
新作講談「斎藤別当実盛」／神田山緑　
￥正面席6,000円、脇・中正面席4,000
円（25歳以下半額）

+
●かーるくラシック「栗コーダー・
カルテットin能楽堂」
時５月11日（水）午後７時開演　￥500
円　※４歳未満入場不可

+
●モルゴーア・クァルテット　クラ
シック×プログレッシヴ・ロック

時５月21日（土）午後３時開演　曲名
ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲　
第６番　作品101、キング・クリムゾ
ン：レッドほ

か　￥4,000円（25歳以下
半額）

+
●参合館ロビーコンサート
時５月25日（水）午後０時20分～０時
50分　出演Ｒｅｐｕ（クラリネット
二重奏）　曲目フランス童謡／クラ
リネット壊しちゃった、葉加瀬太郎
／情熱大陸ほ

か

+
●パイプオルガンを楽しむための
講座「フランクと同時代のパリ」
時６月４日（土）午後２時開演　講師
井上さつき（音楽学者）、徳岡めぐみ
（コンサートホール　オルガニスト）　
￥1,000円（25歳以下半額）

《共通》問コンサートホール・能楽堂
（○☎35・8200、Ⓕ37・0011）

●はじめてのやきものづくり「懐
かしの蚊遣豚」

時５月29日（日）午後１時～３時　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５月19日（木）までに民芸館
○HPか、申込み事項と学年（中学生以
下）を○往で民芸館

+
●暮らしのなかのガラス展

時５月31日（火）～７月31日（日）午前
９時～午後５時　※月曜日は休館。
７月18日は開館

《共通》問民芸館（〒470・0331、平戸
橋町波岩86－100、○☎45・4039、Ⓕ46・
2588、○✉mingeikan@city.toyota.aichi.jp）

民芸の森
●初夏　森の手ざわり（舞台演奏、
ワークショップ、展示な

ど）

時５月15日（日）午前10時～午後３時　
他飲食などの出店有り　問民芸館
（○☎45・4039、Ⓕ46・2588、○✉minge
ikan@city.toyota.aichi.jp）
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自然観察の森エコットとよた科学体験館

とよた科学体験館 エコット 自然観察の森

施
設

●野鳥講演会2022「サシバとアジ
アの猛

もうきんるい

禽類保護」

時５月15日（日）午後１時30分～３時
30分　定先着30人　申込み開始日５
月５日（木）

+
●野鳥観察入門　旭高原で夏鳥を
観察しよう！

時６月４日（土）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　所旭高原元気村　
対小学生以上　定先着15人　￥100
円　他双眼鏡の貸出し有り　申込み
開始日５月25日（水）

+
●森のおはなし会「雨の森もすてき！」
時６月４日（土）午後２時～３時　定
先着12人　申込み開始日５月25日
（水）

+
●親子わくわく自然学習　田植え
時６月５日（日）午前９時～正午　対
親子　定先着25人　￥300円（中学生
以下200円）　申込み開始日５月26日
（木）

+
●バスで行くラムサール条約湿地　
上高湿地観察会
時６月10日（金）午前９時30分～正午　
※雨天中止　所上高湿地　※バスは
自然観察の森発着　定先着15人　￥
300円　申込み開始日５月31日（火）

《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）

●ＧＷ無料ミニワークショップ
時５月３日（火）、４日（水）、５日
（木）午前10時～正午、午後１時30分
～３時30分　定各日先着200人　申
当日午前９時から整理券を配布

+
●特別サイエンスショー「回る・
ころがる科学おもちゃの科学」
時５月５日（木）午前10時15分～10時
45分、午後１時30分～２時10分　定
各先着100人　申当日会場で開始30
分前から受付

+
●プラネタリウム投映番組
時土・日曜日、祝日　定各先着150人
￥300円（４歳～高校生100円）

+
●サイエンスショー「実験！液体
のふしぎ」

時５月７日（土）～29日（日）の毎週土
曜日午後１時45分、日曜日午前10時
15分、午後１時45分　※１回約20分
間

+
●おかえり土井気象予報士！「明
日は晴れ」のウラガワ（講演会）
時６月18日（土）午後２時～３時30分　	
所産業文化センター　対小学生以上　
定先着240人　￥300円　申５月14日
（土）午前10時から○直か、15日（日）午
前10時から○☎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
時土・日曜日　※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60人　￥100円

《共通》問とよた科学体験館（○☎37・
3007、Ⓕ37・3012）

●ポイ捨てごみゼロ大作戦（矢作
川のごみ拾い）
時６月４日（土）午前10時～正午　集
合エコット　定先着50人

+
●自然観察の森であそぼう
時６月５日（日）午前10時～正午　所
自然観察の森　定先着10組

+
●寄せ植え講座　エコな寄せ植え
を作ろう！
時６月９日（木）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着12人　￥1,000円

+
●ダンボールコンポスト基礎講座
時６月11日（土）午前10時～11時30分　
定先着20人　￥500円　他子どもの
同伴可

+
●もった博士のかがく倶楽部　お
いしいべっこうアメの秘密

時６月12日（日）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
￥300円　定先着15人

+
●かんたんエコ手芸教室　余り布
でペットボトル入れを作ろう
時６月18日（土）午前10時～正午　対
大人　定先着15人

+
●エコットシアター　映画「ビュ
ーティフルアイランズ」の鑑賞
時６月26日（日）午前10時～正午　￥
中学生以上300円　定先着50人　他
小学生以下は保護者同伴

《共通》申・問５月６日（金）午前10時
から○☎でエコット（○☎26・8058、Ⓕ
26・8068、○✉eco-t@eco-toyota.com）
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総合野外センター

豊田スタジアム総合野外センター

●意思疎通支援者養成講座（手話
レベルアップ講座）

時７月２日～12月10日の毎週土曜日
午後７時～９時　所福祉センター　
対手話奉仕員養成講習会修了者　定
抽選20人　他テキスト代実費　申６
月20日（月）までに申込み共通事項と
年齢、職業、ファックス番号、志望
理由を○往で身障協会（〒471・0062、	
西山町５－２－６、○☎31・2941、Ⓕ
33・0114）

●発達障がい子育ておはなし会
「園や学校での生活」
時①６月27日（月）　②７月10日（日）　
※いずれも午前10時30分～正午　所
①市役所　②とよた子育て総合支援
センター　対発達障がい児の保護者　
定各先着20人　申・問５月９日（月）
午前９時から○☎、Ⓕ、○✉か○直障がい
福祉課（○☎34・6751、Ⓕ33・2940、	
○✉shougai_hu@city.toyota.aichi.jp）　※
申込み期限は①６月３日（金）、②６
月17日（金）の午後５時まで

●高次脳機能障がいのある人の家
族の教室（交流会、個別相談会）
時６月22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　定先着11人　申・問５
月９日（月）午前９時から○☎、Ⓕ、○✉
か○直保健支援課（○☎34・6855、Ⓕ34・
6051、○✉hokenshien@city.toyota.aichi.jp）

●家族でアスレチック！

時６月12日（日）午前10時～午後０時
30分　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５月14日（土）までに申込み事
項と参加人数を○✉で同センター

+
●遊んで学ぼう！キャンプ生活

（立ちかまど作り）
時６月26日（日）午前10時30分～午後
３時　対市内在住の小学４～中学３
年生　定抽選44人　￥1,000円　他送
迎バス有り　申５月29日（日）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）

豊田スタジアム
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第11
節　名古屋グランパスvs京都サン
ガF.C.
時５月３日（火）午後２時

+
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第13節　
名古屋グランパスvsセレッソ大阪
時５月14日（土）午後２時

+
●リバーサイドＭウオーク
時５月16日（月）午前６時30分

+
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第15節　
名古屋グランパスvsアビスパ福岡
時５月25日（水）午後７時30分

《共通》休館日５月３日（火）、14日
（土）、25日（水）／スポーツプラザ　
問豊田スタジアム（○☎87・5200、Ⓕ
87・5201）

●就学相談会
時①６月11日（土）、12日（日）、18日
（土）　②９月10日（土）　※いずれも
午前９時～午後５時　所青少年相談
センター　対市内在住で、来年度小
学校入学予定か現在小・中学校に在
籍している子と保護者　申・問①は
５月16日（月）、②は８月５日（金）ま
でに○直在籍するこども園、幼稚園、
小・中学校か青少年相談センター
（○☎32・6595、Ⓕ32・7911、○✉palct
oyota@city.toyota.aichi.jp）	（HP1003388）

●手話通訳者養成講習会

時①６月21日～来年９月の毎週火曜
日午後７時～９時　②６月22日～来
年９月の毎週水曜日午前10時～正午　
所あいち聴覚障害者センター　対市
内在住の20歳以上で、手話により聴
覚障がい者と日常会話が可能な人　
定各選考20人（面接により決定）　他
テキスト代は実費負担。①は５月31
日（火）、②は６月１日（水）に事前面
接会有り　申・問５月20日（金）まで
に、あいち聴覚障害者センター○HPか
らダウンロードした申込書を○郵、Ⓕ
か○直あいち聴覚障害者センター（〒
460・0001、名古屋市中区三の丸１－
７－２　桜華会館内、○☎052・228・
6660、Ⓕ052・221・8663、○✉aichi.de	
af.center@flute.ocn.ne.jp）

●若年性認知症本人・家族会スマイル
時６月20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６月17日	
（金）までに○☎か○✉で高齢福祉課（○☎
34・6984、Ⓕ34・6793、○✉korei-fuku	
shi@city.toyota.aichi.jp）
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●すぐ役立つ実践的「傾聴講座」
時７月７日～21日の毎週木曜日午前
10時～正午　所福祉センター　対全
日参加でき、市内在住・在勤で傾聴
ボランティア活動に興味のある人　
定先着30人　￥500円　申・問５月６
日（金）から○☎、Ⓕか○✉でボランティ
ア連絡協議会（○☎31・1294、Ⓕ33・
2346、○✉vc@toyota-shakyo.jp）

●女性しごとテラスセミナー　働
き方とマネープラン

時５月27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　定各
先着11人　他託児有り（500円、５月
18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５月６日（金）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

+
●ビジネススキルアップ研修（ア
プリ開発の基礎）
時６月20日（月）、23日（木）、27日

（月）、30日（木）午前10時30分～午後
４時　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　
定抽選12人　他雇用保険求職活動の
実績として認定　申６月３日（金）ま
でに女性しごとテラス○HP、○☎か○直女
性しごとテラス
《共通》問女性しごとテラス（○☎41・

7555、Ⓕ31・1391、○✉shigoto@city.toy
ota.aichi.jp）

●親の学習会

時６月18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　定先着30人　
申・問５月５日（木）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）

●55歳以上対象 出張相談 in 豊田市
時６月13日（月）午後２時～５時　対
市内在住・在勤・在活動中の55歳以
上の人　定先着３人　他１回50分

+
●セカンドライフ・キャリアセミナー

時６月18日（土）①午前10時30分～正
午　②午後１時30分～３時　対市内
在住・在勤の45歳以上の人　講師／
テーマ①ファイナンシャルプランナ
ー／エンディングノート作成　②キ
ャリアコンサルタント／田舎で暮ら
す働く　定各先着12人　他オンライ
ン参加も可
《共通》所就労支援室　他予約優先。
雇用保険求職活動の実績として認定　
申・問５月６日（金）午前10時から○☎、
Ⓕ、○✉か○直就労支援室（○☎31・1330、
Ⓕ31・1391、○✉shurosien@city.toyota.ai
chi.jp）

●輝く女性のキャリア＆マインド
アップセミナー「e

エクラ

clat」

時／テーマ①６月４日（土）／アドラ
ー心理学で自分の感情と上手に付き
合おう　②９日（木）／わが子は宇宙
人？タイプの違う人とどう付き合う　 
③18日（土）／周りが動き出すコミュ
ニケーション　④23日（木）／働こう
かな？と思ったら～私のための就職
準備～　⑤７月２日（土）／自分を後
回しにしない！～賢く楽しむ資金計
画～　⑥７日（木）／起業「好きをシ
ゴトに！やりたいことを見極める」　
⑦14日（木）／しあわせ体質のはぐく
み方　⑧16日（土）／マナーを味方に

「マナーで広がるあなたの可能性」　
※いずれも午前10時～11時40分　所
キラッ☆とよた（産業文化センター
内）　対市内在住・在勤の女性　定
各先着20人　￥500円　申５月６日

（金）午前10時からブルーバード○HP　
問ブルーバード（○☎77・
6910、Ⓕ50・2099、○✉ in 
fo@bluebird.or.jp）

●空き家・相続に関する無料相談会
時５月18日（水）午後１時～４時　所
とよた市民活動センター　申・問５
月17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-toyo 
ta.com）

ホームページ
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●ひとり親家庭等就業支援講習会　
パソコン講習　初級

時７月２日～10月15日の毎週土曜日
午前10時～午後３時40分　※８月13
日は休み　所ヒューマンアカデミー
（名駅）　対市内在住のひとり親家庭
の父・母か寡婦で全日程受講できる
人　定抽選20人　￥2,365円　他託児
有り　申・問５月27日（金）までに子
ども家庭課で配布の申込書を○直子ど
も家庭課（○☎34・6636、Ⓕ32・2098、
○✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

●Ａｌｐｈａ日本語教室（レベル
別日本語指導）

時５月15日～７月31日の毎週日曜日
午前10時30分～午後０時30分　所産
業文化センター　対中学生以上の外
国人　定各クラス先着20人　他オン
ラインか対面　申５月10日（火）午前
10時から○☎でＴＩＡか○✉でＡｌｐｈ
ａ（○✉yfmvfksapo7110@gmail.com）　問
ＴＩＡ（○☎33・5931、Ⓕ33・5950、	
○✉tia@hm.aitai.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５月21日（土）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（服部○☎080・5107・91	
35）

▶こころを整える～メンタルヘルス
講座①ワークショップ　②心理学

時５月28日、６月18日、25日、７月
９日、23日、30日の土曜日①午後１
時30分～３時　②午後３時30分～５
時　所とよた市民活動センター　定
各先着12人　￥各6,000円　申・問５
月５日（木）午前10時から○☎か○✉でメ
ンタルセラピスト協会（○☎070・5337・
7726、○✉nanairono_mori@yahoo.co.jp）

▶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／５月20日、６月17日の金
曜日午前11時～午後２時、患者会／
６月17日（金）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・9225・
4141）

●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時６月１日～22日の毎週水曜日午前
９時15分～正午　￥7,000円

+
●ワードで作品作り
時６月２日～16日の毎週木曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円

+
●Windows10（中級編）
時６月の毎週金曜日午前９時15分～
正午　￥7,000円

+
●写真をムービーで楽しもう
時６月９日～30日の毎週木曜日午後
１時15分～４時　￥8,000円

+
●よくわかるワード基礎講座
時６月10日～７月15日の毎週金曜日
午後１時15分～４時　￥１万2,200円

+
●ハガキで暑中見舞い
時６月14日～28日の毎週火曜日午後
１時15分～４時　￥6,000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①６月６日、13日の月曜日午前９
時30分～11時30分　②22日、29日の
水曜日午後１時～３時　￥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５月６日（金）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）
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●特別講座　上田善弘教授の「バ
ラの歴史と栽培法」

時６月８日（水）午前10時～正午　定
先着30人　￥100円　申込み開始日
５月10日（火）

+
●花とみどりの講座「風薫る～和
モダンの寄せ植え」
時６月１日（水）午前10時～正午　定
先着30人　￥3,600円　申込み開始日
５月６日（金）

+
●花とみどりの講座「ランのプリン
セス　コチョウラン」（花後の管理）
時６月９日（木）午前10時～正午　定
先着30人　￥1,700円　申込み開始日
５月13日（金）

+
●花とみどりの講座「深緑の壁飾
り」（リースづくり）
時６月11日（土）午前10時～正午　定
先着30人　￥1,100円　申込み開始日
５月14日（土）

+
●花とみどりの講座「ガーデンマ
ム（菊）を育ててみよう！」
時６月22日（水）午前10時～正午　定
先着30人　￥1,100円　申込み開始日
５月24日（火）

《共通》対市内在住の人　申申込み開
始日午前９時から○☎で同園　※申込
み開始日は、電話１回につき２人分
まで　所・問西山公園（○☎31・2108、	
Ⓕ33・8718、○✉nishiyama-kouen@city.to
yota.aichi.jp）

●市民俳句会
時５月22日（日）午後１時～４時　所
視聴覚ライブラリー　￥500円　他
当季雑詠二句持参　問市民俳句会
（○☎21・1622）

●豊田芸術選奨受賞記念　橋本昇
三和紙工芸展

時６月１日（水）～５日（日）午前10時
～午後５時　所市民文化会館

+
●歌舞伎伝承館開館５周年記念

「地歌舞伎から大歌舞伎への道」
時５月８日（日）午後２時～３時30分　
所能楽堂　出演中村いてう　定先着
30人　申５月６日（金）か
ら専用申込フォーム、○☎、
Ⓕか○✉で文化振興財団

+
●とよた将棋フェスタ2022（こども
将棋大会・プロ棋士指導対局な

ど）

時６月25日（土）午前９時30分～午後
４時　所市民文化会館　対県内在住
の未就学児～中学生　定各部門抽選
16人　￥1,000円　申５月
29日（日）午後５時までに
専用申込フォームで同財
団

《共通》問文化振興財団（○☎31・8804、
Ⓕ35・4801、○✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.
jp）

●山野草展（展示・販売）
時５月３日（火）～５日（木）午前９時
～午後４時　所・問百年草（○☎62・
0100、Ⓕ62・2389、○✉ info@hyakunens
ou.co.jp）

●市スポーツ協会から
▶早朝太極拳・気功
時①５月８日（日）午前７時～８時30
分／太極拳・気功　②21日（土）午前
７時～８時／太極拳　所①白浜公園　
②スカイホール豊田　他当日開催の
問合せは午前６時以降に市太極拳・
気功協会①栗

くりう

生（○☎29・5864）　②新
しん

保
ぼ

（○☎28・4132）　申当日○直会場
+

▶初心者アーチェリー教室

時５月14日～６月11日の毎週土曜日
午後１時～３時　所運動公園　対小
学４年生以上　定先着12人　￥2,500
円　申初回午後０時30分から参加費
を添えて○直会場

+
▶初心者弓道教室
時５月31日～６月30日の毎週火・木
曜日午前10時～正午、午後６時45分
～８時45分　所運動公園　対中学生
以上（中学、高校の弓道部員は除く）　
定各先着12人　￥4,000円（教室初日
に徴収）　申５月５日（木）午前９時
から○直スカイホール豊田

+
▶バドミントン指導講習会
時６月４日（土）午後１時～５時　所
猿投コミュニティセンター　対高校
生以上　￥500円　申当日参加費を
添えて○直会場

《共通》問スポーツ協会（○☎31・0451、
Ⓕ35・4773、○✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

●高岡茶席（煎茶）
時５月29日（日）午前10時～午後１時　	
所六鹿会館　定先着20人　￥400円　	
申・問５月13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）

ホームページ
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●スポーツ万能！キッズ教室
時６月の毎週火曜日午後６時～６時
50分　対小学生　定先着20人　￥3,2	
00円　申５月10日（火）午前10時から
参加費を添えて○直地域文化広場

+
●ものづくりひろば（簡単な紙工作）
時６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時から参加券を販売

+
●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／６月２
日、16日の木曜日　②パリスタイル
／６月５日（日）　※いずれも午前10
時～11時　定各先着25人　￥①各2,5	
00円　②5,000円　申５月12日（木）午
前10時から参加費を添えて○直同広場

+
●けやき茶房
時６月４日（土）、５日（日）、25日
（土）、26日（日）午前10時～午後３時　
呈茶料300円　申当日午前10時から
参加券を販売

+
●陶芸教室
時６月11日（土）、12日（日）、25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
５月14日（土）午前10時から参加費を
添えて○直同広場

+
●大人の盆栽講座
時６月18日（土）①午前10時～11時　
②午前11時30分～午後０時30分　対
成人（未成人同伴可）　定各先着12人　
￥各3,500円　申５月29日（日）午前10
時から○☎か○直同広場

《共通》所・問地域文化広場（○☎53・
0671、Ⓕ53・5086、○✉chibun@homex-
co.com）

●そば打ち体験
時５月22日（日）午前11時～午後２時　
定先着４組（１組４人まで）　￥3,000
円

+
●武節城址で忍者になろう！

時５月28日（土）午前10時～正午　定
先着15人　￥1,500円　他昼食付き

+
●草木染め　春の若草で黄緑色を
染めよう！　
時５月29日（日）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）

《共通》所どんぐり工房　申・問５月
５日（木）午前９時から○☎でどんぐり
工房（○☎83・3838、Ⓕ82・3777、○✉
dongrikb@hm10.aitai.ne.jp）

●梅の収穫と梅ジュースづくり

時６月４日（土）、５日（日）午前10時
～午後０時30分　所旭高原元気村　	
定各抽選５組　￥３歳以上１人350
円　※別途材料費（１セット：てん
さい糖1,100円、きび砂糖1,300円、純
黒砂糖2,100円。出来上がりは２㌔）　	
申・問５月10日（火）までに申込み共
通事項と年齢、希望する砂糖の種類・
セット数をⒻか○✉で旭高原元気村
（○☎68・2755、Ⓕ68・2810、○✉genki
mura@hm.aitai.ne.jp）

●新緑あすけルネッサンス（アマゴ
のつかみどり、わかばクラフト市な

ど）

時５月３日（火）～５日（木）午前９時
～午後４時　所香嵐渓一帯　問三州
足助公社（○☎61・2300、Ⓕ62・1808、
○✉sanshuasuke@asuke.aitai.ne.jp）　	
※わかばクラフト市に関する問合せ
は三州足助屋敷（○☎62・1188）

●タグラグビー教室

時５月28日（土）午前10時～11時30分　
所豊田スタジアム芝生広場　対７歳
以上の人　定先着80人　申５月６日
（金）正午から市○HP　問スポーツ振興
課（○☎34・6632、Ⓕ32・9779、○✉sp
orts@city.toyota.aichi.jp）	（HP1047421）

●高専生と科学工作と田植えに挑
戦！ in 豊田高専ドミタウン

時５月22日（日）午前９時～午後４時
30分　所笹戸町　※名鉄豊田市駅集
合　対小学４～６年生　定抽選12人　
￥500円（交通費別途）　申・問５月15
日（日）までに豊田高専総務課で配布
か豊田高専○HPからダウンロードした
申込書を○郵、Ⓕか○✉で豊田高専総務
課（〒471・8525、栄生町２－１、○☎
36・5828　Ⓕ36・5930、○✉koukai@to	
yota-ct.ac.jp）
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催
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●産業文化センターロビーコンサ
ート「相撲甚句」
時５月８日（日）正午～午後１時　所・
問産業文化センター（○☎33・1531、
Ⓕ33・1535）

●共働促進交流会「みんなでデザ
インとよたのＳＤＧｓ」
時６月３日（金）①ＳＤＧｓ達成に向
けた共働に関するセミナー／午後１
時30分～２時30分　②ＳＤＧｓカー
ド体験会／午後２時30分～４時　所
市民文化会館　定会場／先着50人　	
オンライン／先着100人　※オンラ
インは①のみ　他全５回（６月～10
月で月１回程度）の連続講座で実施　
申５月６日（金）～28日（土）に申込み
専用フォーム　問市民活躍支援課	
（○☎34・6660、Ⓕ32・97	
79、○✉katsuyaku-shien@city.
toyota.aichi.jp）

●自分自身の体をケアする方法を
学ぶ～初めての棒ビクス～

時５月27日（金）午前10時～11時　定
先着25人　￥200円　申込み開始日
５月６日（金）

+
●収納上手になるための片付け術
時６月15日（水）午前10時～11時30分　
定先着26人　￥500円　申込み開始
日５月17日（火）

《共通》所石野交流館　対成人　申・
問申込開始日午前９時30分から○☎か
○直石野交流館（○☎42・1711、Ⓕ42・
1861、○✉ph-ishino@city.toyota.aichi.jp）
	 （HP1048768）

●猿投北ハーブフェスタ　ワーク
ショップ
時６月12日（日）午前11時～午後３時　
所猿投北交流館　他料金は内容によ
り異なる。手作り品の販売なども有	
り　申・問５月17日（火）午前９時30
分から○☎か○直猿投北交流館（○☎45・
5480、Ⓕ45・5612、○✉ph-sanagekita@
city.toyota.aichi.jp）

●オフロードを楽しもう！『マウ
ンテンバイク in 妙楽寺』
時６月18日（土）午前９時30分～正午　	
所根引山妙楽寺　対小学３年生以上
（小学生は親子同伴）　定先着16人　	
￥100円　申込み開始日５月20日
（金）

+
●ささゆりの芽　赤ちゃんをさがそう

時５月22日（日）午前10時～正午　所
下山交流館周辺　定先着20人　申込
み開始日５月６日（金）

+
●ささゆり散歩2022（観賞と保護
活動報告）
時６月12日（日）午前10時～正午　所
下山交流館周辺　定先着20人　申込
み開始日５月27日（金）

《共通》申・問申込み開始日午前９時
30分から○☎か○直下山交流館（○☎91・
1650、Ⓕ91・1030、○✉ph-shimoyama@
city.toyota.aichi.jp）

●探してみよう ze 春のピース♪
時５月８日（日）午前９時30分～正午　
所鞍ケ池公園　￥200円（16歳以上300
円）　申当日９時から○直鞍ケ池公園
植物園前　問とよたネイチャーゲー
ムの会（○☎53・4335、○✉toyotanature
game@gmail.com）

●全国トンボ市民サミット豊田大会
時６月５日（日）午後１時～４時　所
エコット　定先着100人　
申５月５日（木）から申込
み専用フォーム

+
●森歩きで二十四節気を楽しもう　
芒種：ハッチョウトンボに出会う夏

時６月14日（火）午後１時～３時　所
トヨタの森　定先着20人　￥100円　
他小学生以下保護者同伴　申５月９
日（月）午前９時から○☎でトヨタの森

《共通》問トヨタの森（○☎58・2736、
Ⓕ58・2855、○✉event@toyotanomori.jp）

●視聴覚ライブラリーロビー展
「深谷恵庭書展～古布と戯れる～」
時５月10日（火）～28日（土）午前９時
～午後９時

+
●市民文化講座・映画塾６月　映
画「素晴らしき哉、人生」
時６月８日（水）午後２時～４時　定
先着30人　￥300円　申５月13日
（金）午前９時から○☎か○直同ライブラ
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）
時５月15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）

●市民ギャラリー展（合同展）
時５月20日（金）～22日（日）午前10時
～午後６時　※最終日は午後５時ま
で　所・問市民ギャラリー（○☎33・
2112、Ⓕ33・2144、○✉tcul19@hm5.ait
ai.ne.jp）

申込み

申込み



映像はこちら

むしか せいしち

小原庵

おから …………… 200㌘
★ニンジン … ３分の１本
★ゴボウ ………… 50㌘
★長ネギ …… ２分の１本
★シイタケ ……… ２個

♦水 ……………… 100cc
♦醤油 ……… 大さじ３
♦砂糖 ……… 大さじ３
※★にお好みの野菜を追加
してアレンジも可

♣小麦粉 ………… 200㌘
♣砂糖 …………… 50㌘
♣塩 ……………… 50㌘
♣ベーキングパウダー … 大さじ１
水 ……………… 140cc程度

春日井 京子

永太郎町梛下164－５
☎65・3209
定休日／不定休
営業時間／午前11時30分～
午後９時（月～金曜日は要
予約）

1油をひいたフライパンで細かく切った★の具材を２分くらい炒める
21に火が通ったら、おから、♦を加えて水分がなくなるまで煮る
32を冷まし、ゴルフボール程度の大きさに丸めておく
4♣を合わせてふるいにかけ、水（140cc程度）を加えてこねたら30分以上寝かす
54を50㌘ずつに分けて、中に3を入れて包む
6蒸し器に5を並べ、強火で15分蒸したら、完成♪

かすがい  きょうこ

さん

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

おからまんじゅう

市内では上郷地区を中心に栽
培されています。出荷された
大豆の８割は豆腐に、残りは
味噌や醤油などに加工されて
います。

ダイズ
＜具（卯の花煮）> ＜生地>

直径７センチ㍍×７個分

六鹿会館
高岡町

■所在地　高岡町長根51番地　☎53・77
71（高岡コミュニティセンター）
■開館時間　午前９時～午後９時
■休館日　月曜日（祝日、振替休日は除
く）、12月28日～１月４日
■アクセス　名鉄若林駅から高岡地域バ
ス（ふれあいバス）路線①「高岡コミセン」
下車徒歩５分、伊勢湾岸自動車道「豊田
南ＩＣ」より北へ10分
■駐車場　第１／40台、第２／70台
※部屋利用料や申込方法などは高岡コミ
ュニティセンターにお問い合わせくださ
い

第二ひまわりボランティア

寺田 静子 さん
てらだ しずこ

輝く市民の活躍を紹介！

　軽快なピアノの音色に合わせ、元気
な手拍子が鳴り響くのは、障がい者総
合支援センター第二ひまわりの音楽室。
リズムにのる施設利用者の前でピアノ
を弾いているのは寺田静子さんです。
　寺田さんは、ボランティアとして17
年間にわたり、この第二ひまわりでピ
アノを弾き続けてきました。「当時、ここで働いていた友人に誘われたのがきっ
かけです。施設利用者の皆さんが、少しでも多く音楽にふれられるようにした
い、という相談でした。以来ずっと、定期的に設けられた「リズムの時間」に伴
奏などで参加しています」。今年の２月には、長年にわたる障がい者福祉への貢
献が認められ、厚生労働大臣表彰を受賞。「私はただ、ピアノを弾くことで皆さ
んと楽しい時間を過ごさせてもらっている、それだけなんです」。長く続くのは、
自分も楽しんでいるからだと語る寺田さん。寺田さんの伴奏による楽しい「リ
ズムの時間」は、これからも続きます。

施設利用者の皆さんと一緒に、
楽しく音楽に触れ合っています

丸根町在住の
63歳。趣味は
ヨガやエアロ
ビクス。 映像はこちら

歴
史
感
じ
る

文
化
財

趣を感じる縁側で撮る写真は映えます。
結婚式の前撮りで使用されることも。

　閉塞感が募るコロナ禍において、文化に触れて心を癒したいと感じる人も多
いのではないでしょうか。今回は、明治期の建築を今に伝える建造物として市
有形文化財に指定されている六鹿邸があるスポット、六鹿会館を紹介します。
六鹿会館は、六鹿邸や茶室、緑あふれる庭園などを有し、敷地面積は約7,500平
方㍍です。六鹿邸は、明治40年に豪農・六鹿清七によって建てられました。邸
内では、スギの一枚板のふすまやマツの太いはりが見られ、かつて材木商とし
て活躍した清七の実力を感じることができます。清七の没後に六鹿家から高岡
村に譲られてからは、公民館や和裁学校などとして活用され、昭和53年に市有
形文化財に指定、現在も大切に保存されています。また、邸内の和室や、水屋
棚などがある茶室は誰でも利用でき（利用料要）、催しやお茶会のほか、最近は
コスプレ撮影で利用する人もいます。立派な木材で造られた、歴史と文化を感
じられる和風建造物は見応えがあります。

六鹿邸の縁側

季節の花を咲かせる木が多く植えられ
ていて、どの季節でも楽しめます。

敷地内の庭園

茶室「六鹿庵」

時代劇の世界に入り込んだかのようです。

（上）「六」や家紋が付いた瓦
（下）六鹿邸内の和室 茶席を囲う壁は抹茶色になっていて、

遊び心を感じます。

むしか
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自分も楽しんでいるからだと語る寺田さん。寺田さんの伴奏による楽しい「リ
ズムの時間」は、これからも続きます。

施設利用者の皆さんと一緒に、
楽しく音楽に触れ合っています

丸根町在住の
63歳。趣味は
ヨガやエアロ
ビクス。 映像はこちら

歴
史
感
じ
る

文
化
財

趣を感じる縁側で撮る写真は映えます。
結婚式の前撮りで使用されることも。

　閉塞感が募るコロナ禍において、文化に触れて心を癒したいと感じる人も多
いのではないでしょうか。今回は、明治期の建築を今に伝える建造物として市
有形文化財に指定されている六鹿邸があるスポット、六鹿会館を紹介します。
六鹿会館は、六鹿邸や茶室、緑あふれる庭園などを有し、敷地面積は約7,500平
方㍍です。六鹿邸は、明治40年に豪農・六鹿清七によって建てられました。邸
内では、スギの一枚板のふすまやマツの太いはりが見られ、かつて材木商とし
て活躍した清七の実力を感じることができます。清七の没後に六鹿家から高岡
村に譲られてからは、公民館や和裁学校などとして活用され、昭和53年に市有
形文化財に指定、現在も大切に保存されています。また、邸内の和室や、水屋
棚などがある茶室は誰でも利用でき（利用料要）、催しやお茶会のほか、最近は
コスプレ撮影で利用する人もいます。立派な木材で造られた、歴史と文化を感
じられる和風建造物は見応えがあります。

六鹿邸の縁側

季節の花を咲かせる木が多く植えられ
ていて、どの季節でも楽しめます。

敷地内の庭園

茶室「六鹿庵」

時代劇の世界に入り込んだかのようです。

（上）「六」や家紋が付いた瓦
（下）六鹿邸内の和室 茶席を囲う壁は抹茶色になっていて、

遊び心を感じます。

むしか
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年齢を重ねると若い頃のようには眠れなくなってきます。眠れないことで生活のリズムが崩
れて様々な問題が起こってきます。健康づくりの一つである「睡眠」を見直し、生活のリズム
を整えて、体のコンディションを維持しましょう。

▶就寝・起床時間、食事時間など、生活リズムを規則正しく整えましょう。また、午前中は
日光を浴びるようにしましょう

▶眠気がないのに「やることがないから寝床に入る」ことはやめましょう。寝付きが悪くなり、
中途覚醒（途中で目が覚めること）が多くなります

▶就寝環境を整えましょう。特に、室温や照明の明るさが気にならないように環境を整えま
しょう

①早寝早起きになる
　体内時計が加齢により変化し、早寝早起きになります。
②眠りが浅く、熟睡感が少ない
　眠りが浅いため、トイレなど途中で目が覚める回数が多くなります。
③寝床に入ってもなかなか入眠できない
　高齢者になるほど、寝床に入ってから眠りにつくまでの時間が長くなります。

●高齢者の睡眠の特徴

「トヨタの森の生き物や自然にふれよう！」

いずれも対象は市内在住の人。申込み・問合せは申込み
開始日午前10時から電話でとよたシニアアカデミー

（☎36・6363、FAX34・0015、✉t-saj@hm.aitai.ne.jp）

「音読でイキイキ生活！」
とき／６月23日（木）午前10時30分～11時30分
ところ／とよた市民活動センター
定員／先着12人
申込み開始日／５月９日（月）

●睡眠を見直すポイント

▶日中に運動をしましょう。しっかりと体を動かすことで、適度に体が疲労し、熟睡できる
ようになります

★６日月
   午前９時30分～11時

離乳食の進め方（３～８か月）
ベビーヨガ（３か月～１歳３か月）

★  ２日木午前10時～11時
★  15日水午前10時～11時

親子でエアロビ（２歳以上）
親子ふれあい遊び（１歳以上）

★  16日木午前10時～11時 親子でフラダンスを踊ろう（２歳以上）

施 設 と き 内容（対象）年齢指定のない催しは全て未就園児が対象 身体計測
とよた子育て総合支援センター
あいあい
☎37・7071 FAX37・7072
✉kosodateshien-aiai@
city.toyota.aichi.jp
火曜日を除く午前10時～午後６時

志賀子どもつどいの広場
ゆうゆう
☎80・1522 FAX80・1533
日曜日を除く午前９時～正午・
午後１時～５時

稲 武 ☎82・2025
FAX83・1012

大 草 ☎65・2045
FAX65・2750

大 沼 ☎90・3021
FAX90・3072

杉 本 ☎68・2701
FAX68・2852

足 助 ☎62・1145
FAX62・1728

伊 保 ☎43・1291
FAX48・4632

越 戸 ☎45・3106
FAX45・4080

堤 ☎52・0207
FAX47・2011

渡 刈 ☎74・1056
FAX28・9476

宮 口 ☎32・7118
FAX32・2977

山之手 ☎26・0775
FAX27・6963

若 園 ☎52・3102
FAX52・4140

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

飯 野 ☎75・1236
FAX75・1237

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

★１日水
   午前９時30分～11時

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

★  ９日木午後１時30分～２時30分
★  15日水午前10時～11時
★  24日金午前10時～11時
★  27日月午前９時30分～/午前11時～
★  29日水午前10時～/午前11時～

１歳集まれ！遊ぼう話そう（１歳～１歳11か月）
親子で遊ぼう（２歳以上）
はじめての離乳食（４～８か月）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）
七夕飾りを作ろう

★22日水
   午前９時30分～11時

おはなしのとびら
親子ふれあい遊び（１歳以上）
パパと遊ぼうパパッパパ
６月生まれのたんじょう会（１歳）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上）

     ９日木午前11時～11時30分
★  10日金午前10時30分～11時30分
★  19日日午前10時30分～11時30分
★  23日木午前10時30分～11時30分
★  23日木午後１時30分～２時30分

★６日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは５月６日（金）から電話か直接各子育て支援施設。(申込みは本人のみ)
保健師、管理栄養士の
相談も行っています
　　　（要予約）

★  １日水午前10時15分～11時45分
★  22日水午前10時15分～11時15分

★23日木
   午前９時30分～11時

ベビー＆ママビクス（４～９か月）★  ９日木午前10時～10時45分

七夕飾りを作ろう　  29日水午前10時～11時

６月の子育て支援施設

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３密にならないよう人数制限をしています。ご了承ください。

★  ３日金午前10時～11時
★  ７日火午前10時～11時
★  14日火午前10時～10時30分
★  14日火午前11時～11時30分

離乳食幼児食教室（９～12か月）
ママと一緒にフラダンス（４～11か月）
６月生まれのたんじょう会（１歳）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上）

２回
開催

★  ７日火午前10時15分～11時15分
★  21日火午前10時15分～11時

管理栄養士と語る会（１歳以上）
テーブルシアター

★15日水午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

この講座では、講師がテーブル上で
紙芝居や人形劇を見せてくれます。
凝ったつくりの大小様々なキャラク
ターが出てくるたびに、子どもたち
は目をきらきらさせていました。そ
して掛け声とともに進んでいく話に
夢中になっていました。

地域子育て支援センター【越戸】

テーブルシアター

講座によく参加します。
人見知りすることなく
周りのお友達と接する
子どもは楽しそうです。
しばた
柴田 あゆみさん 芽依ちゃん

めい

講
座

★  ９日木午前10時～11時
★  20日月午前10時～11時

親子でエアロビ（１歳６か月以上）
親子虫歯予防教室（６か月以上）

★13日月
   午前９時30分～11時

★８日水
   午前９時30分～11時
★27日月
   午前９時30分～11時はじめての離乳食（５～８か月）★  14日火午前10時～11時

★  ２日木午前10時～11時
★  21日火午前10時～11時

わらべ歌であそぼう（８か月以上）
親子で歯みがきピカピカ教室（６～12か月）

★  27日月午前10時～11時 お母さんと一緒にリトミックで遊ぼう（２歳以上）★16日木
   午前９時30分～11時
★28日火午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

離乳食教室（５か月以上）★  ９日木午前10時～11時
★  ７日火午前10時～11時
★  28日火午前10時～11時

親子虫歯予防教室
七夕飾りを作ろう

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

質の良い睡眠をするには？
コ ラ ム

「高齢者交通安全防犯推進員」の訪問
とき／５月中旬～来年３月下旬
対象／75歳以上の人が住む世帯
内容／高齢者交通安全防犯推進員が黄色の上着と名札を
着用して２人１組で計画的に訪問。交通安全や防犯に関
する啓発を行う。訪問は次の20小学校区内。挙母、古瀬
間、矢並、若園、幸海、岩倉、九久平、滝脇、豊松、元
城、若林東、四郷、市木、土橋、井上、花山、大沼、巴
ケ丘、小渡、敷島
問合せ／交通安全防犯課（☎34・6633、FAX32・3794、
✉signal@city.toyota.aichi.jp）

お知らせ

8020（ハチマルニイマル）達成者表彰のご案内
対象／昭和18年３月31日以前生まれで20本以上自分の歯

（かぶせ、詰め物可）がある人　※表彰された経験のある
人は除く
その他／歯科医師の証明が必要（健診無料）
申込み／５月31日（火）までに直接豊田加茂歯科医師会員
の歯科医院
問合せ／豊田加茂歯科医師会（☎35・8020、FAX34・3394）

お知らせ

はじめの一歩講座

とき／５月25日（水）午前10時～正午
ところ／トヨタの森
定員／先着12人
参加費／100円
申込み開始日／５月５日（木）

催　し
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年齢を重ねると若い頃のようには眠れなくなってきます。眠れないことで生活のリズムが崩
れて様々な問題が起こってきます。健康づくりの一つである「睡眠」を見直し、生活のリズム
を整えて、体のコンディションを維持しましょう。

▶就寝・起床時間、食事時間など、生活リズムを規則正しく整えましょう。また、午前中は
日光を浴びるようにしましょう

▶眠気がないのに「やることがないから寝床に入る」ことはやめましょう。寝付きが悪くなり、
中途覚醒（途中で目が覚めること）が多くなります

▶就寝環境を整えましょう。特に、室温や照明の明るさが気にならないように環境を整えま
しょう

①早寝早起きになる
　体内時計が加齢により変化し、早寝早起きになります。
②眠りが浅く、熟睡感が少ない
　眠りが浅いため、トイレなど途中で目が覚める回数が多くなります。
③寝床に入ってもなかなか入眠できない
　高齢者になるほど、寝床に入ってから眠りにつくまでの時間が長くなります。

●高齢者の睡眠の特徴

「トヨタの森の生き物や自然にふれよう！」

いずれも対象は市内在住の人。申込み・問合せは申込み
開始日午前10時から電話でとよたシニアアカデミー

（☎36・6363、FAX34・0015、✉t-saj@hm.aitai.ne.jp）

「音読でイキイキ生活！」
とき／６月23日（木）午前10時30分～11時30分
ところ／とよた市民活動センター
定員／先着12人
申込み開始日／５月９日（月）

●睡眠を見直すポイント

▶日中に運動をしましょう。しっかりと体を動かすことで、適度に体が疲労し、熟睡できる
ようになります

★６日月
   午前９時30分～11時

離乳食の進め方（３～８か月）
ベビーヨガ（３か月～１歳３か月）

★  ２日木午前10時～11時
★  15日水午前10時～11時

親子でエアロビ（２歳以上）
親子ふれあい遊び（１歳以上）

★  16日木午前10時～11時 親子でフラダンスを踊ろう（２歳以上）

施 設 と き 内容（対象）年齢指定のない催しは全て未就園児が対象 身体計測
とよた子育て総合支援センター
あいあい
☎37・7071 FAX37・7072
✉kosodateshien-aiai@
city.toyota.aichi.jp
火曜日を除く午前10時～午後６時

志賀子どもつどいの広場
ゆうゆう
☎80・1522 FAX80・1533
日曜日を除く午前９時～正午・
午後１時～５時

稲 武 ☎82・2025
FAX83・1012

大 草 ☎65・2045
FAX65・2750

大 沼 ☎90・3021
FAX90・3072

杉 本 ☎68・2701
FAX68・2852

足 助 ☎62・1145
FAX62・1728

伊 保 ☎43・1291
FAX48・4632

越 戸 ☎45・3106
FAX45・4080

堤 ☎52・0207
FAX47・2011

渡 刈 ☎74・1056
FAX28・9476

宮 口 ☎32・7118
FAX32・2977

山之手 ☎26・0775
FAX27・6963

若 園 ☎52・3102
FAX52・4140

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

飯 野 ☎75・1236
FAX75・1237

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

★１日水
   午前９時30分～11時

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

★  ９日木午後１時30分～２時30分
★  15日水午前10時～11時
★  24日金午前10時～11時
★  27日月午前９時30分～/午前11時～
★  29日水午前10時～/午前11時～

１歳集まれ！遊ぼう話そう（１歳～１歳11か月）
親子で遊ぼう（２歳以上）
はじめての離乳食（４～８か月）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）
七夕飾りを作ろう

★22日水
   午前９時30分～11時

おはなしのとびら
親子ふれあい遊び（１歳以上）
パパと遊ぼうパパッパパ
６月生まれのたんじょう会（１歳）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上）

     ９日木午前11時～11時30分
★  10日金午前10時30分～11時30分
★  19日日午前10時30分～11時30分
★  23日木午前10時30分～11時30分
★  23日木午後１時30分～２時30分

★６日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは５月６日（金）から電話か直接各子育て支援施設。(申込みは本人のみ)
保健師、管理栄養士の
相談も行っています
　　　（要予約）

★  １日水午前10時15分～11時45分
★  22日水午前10時15分～11時15分

★23日木
   午前９時30分～11時

ベビー＆ママビクス（４～９か月）★  ９日木午前10時～10時45分

七夕飾りを作ろう　  29日水午前10時～11時

６月の子育て支援施設

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３密にならないよう人数制限をしています。ご了承ください。

★  ３日金午前10時～11時
★  ７日火午前10時～11時
★  14日火午前10時～10時30分
★  14日火午前11時～11時30分

離乳食幼児食教室（９～12か月）
ママと一緒にフラダンス（４～11か月）
６月生まれのたんじょう会（１歳）
６月生まれのたんじょう会（２歳以上）

２回
開催

★  ７日火午前10時15分～11時15分
★  21日火午前10時15分～11時

管理栄養士と語る会（１歳以上）
テーブルシアター

★15日水午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

この講座では、講師がテーブル上で
紙芝居や人形劇を見せてくれます。
凝ったつくりの大小様々なキャラク
ターが出てくるたびに、子どもたち
は目をきらきらさせていました。そ
して掛け声とともに進んでいく話に
夢中になっていました。

地域子育て支援センター【越戸】

テーブルシアター

講座によく参加します。
人見知りすることなく
周りのお友達と接する
子どもは楽しそうです。
しばた
柴田 あゆみさん 芽依ちゃん

めい

講
座

★  ９日木午前10時～11時
★  20日月午前10時～11時

親子でエアロビ（１歳６か月以上）
親子虫歯予防教室（６か月以上）

★13日月
   午前９時30分～11時

★８日水
   午前９時30分～11時
★27日月
   午前９時30分～11時はじめての離乳食（５～８か月）★  14日火午前10時～11時

★  ２日木午前10時～11時
★  21日火午前10時～11時

わらべ歌であそぼう（８か月以上）
親子で歯みがきピカピカ教室（６～12か月）

★  27日月午前10時～11時 お母さんと一緒にリトミックで遊ぼう（２歳以上）★16日木
   午前９時30分～11時
★28日火午前10時～11時
（相談は保健師のみ）

離乳食教室（５か月以上）★  ９日木午前10時～11時
★  ７日火午前10時～11時
★  28日火午前10時～11時

親子虫歯予防教室
七夕飾りを作ろう

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

質の良い睡眠をするには？
コ ラ ム

「高齢者交通安全防犯推進員」の訪問
とき／５月中旬～来年３月下旬
対象／75歳以上の人が住む世帯
内容／高齢者交通安全防犯推進員が黄色の上着と名札を
着用して２人１組で計画的に訪問。交通安全や防犯に関
する啓発を行う。訪問は次の20小学校区内。挙母、古瀬
間、矢並、若園、幸海、岩倉、九久平、滝脇、豊松、元
城、若林東、四郷、市木、土橋、井上、花山、大沼、巴
ケ丘、小渡、敷島
問合せ／交通安全防犯課（☎34・6633、FAX32・3794、
✉signal@city.toyota.aichi.jp）

お知らせ

8020（ハチマルニイマル）達成者表彰のご案内
対象／昭和18年３月31日以前生まれで20本以上自分の歯

（かぶせ、詰め物可）がある人　※表彰された経験のある
人は除く
その他／歯科医師の証明が必要（健診無料）
申込み／５月31日（火）までに直接豊田加茂歯科医師会員
の歯科医院
問合せ／豊田加茂歯科医師会（☎35・8020、FAX34・3394）

お知らせ

はじめの一歩講座

とき／５月25日（水）午前10時～正午
ところ／トヨタの森
定員／先着12人
参加費／100円
申込み開始日／５月５日（木）

催　し
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定員／先着15組
持ち物／筆記用具、母子健康手帳（多胎分）、ふたご手帖
申込み・問合せ／５月６日（金）午前９時から電話、フ
ァックスかＥメールで子ども家庭課（☎34・6636、
FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1030011）

子育てに関する最新情報は
市ホームページをご確認ください

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児をもつ保護者の皆さんへ

ふれあい子育て教室

多胎パパママ教室

えほんよみきかせ会

赤ちゃんと楽しむ絵本講座

親子むし歯予防教室（はじめての歯みがき）

石野ちびっこひろば（七夕会） 「エンジェルKids」リトミック

ちびっこワンダーランド！はじめてのどろリンピック

と よ た 子 育 て 便 り

子育てひろばにお越しください！
　子育てひろばは、親子の遊びや交流の場と子育てに関する相談機会を提供
するために、公立のこども園及び私立の保育園などで実施している事業です。
　安全な園庭で遊べるほか、親同士の交流や、園の雰囲気を体験できる場に
もなります。是非ご利用ください。

とき／５月28日（土）午前９時30分～11時30分
ところ／保健センター
対象／市内在住の多胎妊婦と家族
内容／助産師による講話、多胎児親の会の紹介、疑似
妊婦体験（希望者のみ）など

とき／５月30日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年５月～７月生まれの子と親
定員／先着20組
持ち物／フェイスタオル
申込み／５月６日（金）午前９時から市ホームページ
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1037601）

とき／５月27日（金）午前10時～10時30分
ところ／高岡コミュニティセンター
対象／乳幼児と保護者
申込み・問合せ／５月13日（金）午前９時から電話か直
接高岡コミュニティセンター（☎53・7771、FAX53・
7782、✉info@takaoka-cc.com）

とき／①５月14日　②21日　※いずれも土曜日午前10
時～11時
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／①０歳児と保護者　②１歳児と保護者
内容／絵本選びのポイントや読み方、楽しみ方など

定員／各先着15組
その他／定員に空きがあれば妊婦も可
申込み・問合せ／①５月５日（木）、②７日（土）午前９
時から電話か直接高橋コミュニティセンター（☎80・
4729、FAX80・0068、✉takacomu@homex-co.com）

とき／６月24日（金）午前10時30分～11時15分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／市内在住で６～11か月の子と保護者
定員／先着15組
申込み／５月11日（水）午前９時から市ホームページ
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023466）

とき／６月23日（木）午前10時～正午
ところ／石野交流館
対象／未就園児と保護者
内容／人形劇・親子ふれあい遊び
定員／先着20組
申込み・問合せ／５月12日（木）午前９時30分から電話
か直接石野交流館（☎42・1711、FAX42・1861、✉ph-
ishino@city.toyota.aichi.jp）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／６月15日（水）午前９時50分～11時
ところ／地域文化広場
対象／２か月半～１歳の子と母親
定員／先着20組
参加費／800円
申込み・問合せ／５月18日（水）午前11時から電話で地
域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun@hom
ex-co.com）

とき／５月19日、６月２日、16日の木曜日午前10時30
分～11時10分　
ところ／とよた市民活動センター
対象／全日参加可能な１歳以上の未就園児と親
内容／楽器を演奏し体で音楽を感じる
定員／先着15組
参加費／3,000円
申込み・問合せ／５月５日（木）午前９時からエンジェ
ルKidsホームページかＥメールでエンジェルKids（竹
口☎090・9206・3914、✉rito_piano@yahoo.co.jp）

とき／６月28日（火）午前10時～11時30分
ところ／トヨタの森
対象／未就学児を含む家族（小学生不可）
内容／森の田んぼの泥で親子一緒に楽しく遊ぶ
定員／抽選15人
申込み・問合せ／６月15日（水）までに申込み共通事項

（９㌻参照）と年齢をEメールでトヨタの森（☎58・27
36、FAX58・2855、✉event@toyotanomori.jp）

保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）問合せ

ところ

内　容

対　象 小学校入学前で、こども園、保育園、幼稚園などへ
通っていない子どもとその親

公立のこども園（保育園、幼稚園）
私立の保育園、幼稚園
幼保連携型認定こども園

園庭開放、園長による子育て相談な
ど

※園によって実施日や時間が異なりますので、事前にご確認の上、お越しください 詳細はこちら

かしこい子どもに大人気！おやこ育脳あそび
とき／５月19日（木）①午前10時30分～11時25分　②午
前11時30分～午後０時25分　 ③午後０時30分～１時25
分
ところ／とよた市民活動センター
対象／①令和２年４月～令和３年３月生まれの子と親
②平成31年４月～令和２年３月生まれの子と親　③令
和３年４月～令和４年１月生まれの子と親　※過去に
参加のない親子
内容／語彙を増やしコミュニケーション力を高めるカ
ードや脳を活性化するあそびと座談会
定員／各先着６組
申込み・問合せ／５月５日（木）午前10時からＥメール
でこどもはれるFsC右脳みらい∞（鷺山☎090・5933・
4285、✉kodomohareru@gmail.com）

もこもこべびぃ
とき／５月25日～６月15日の毎週水曜日午前10時～正午
ところ／若林交流館
対象／令和３年11月～令和４年２月生まれの子と保護
者（第１子優先）
内容／事故予防や離乳食などの講話、情報交換、交流会
定員／先着20組
申込み・問合せ／５月11日（水）午前10時から電話で若
林交流館（☎52・3858、FAX52・4063、✉ph-wakabayashi
@city.toyota.aichi.jp）

お山の観察会 in 森のたまご
とき／６月26日（日）午前10時～正午
ところ／松平地区の里山
対象／未就学児と保護者
内容／とよた森林学校の北岡先生と夏の山を歩き、い
きものの不思議を見つける
定員／先着６組
参加費／１組1,500円（別途保険料１人50円）
申込み・問合せ／５月５日（木）午前10時からＥメール
で野外保育とよた森のたまご（遊佐☎080・5122・10
52、✉morinotamago2010@yahoo.co.jp）

一部、実施していない園
があります
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定員／先着15組
持ち物／筆記用具、母子健康手帳（多胎分）、ふたご手帖
申込み・問合せ／５月６日（金）午前９時から電話、フ
ァックスかＥメールで子ども家庭課（☎34・6636、
FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1030011）

子育てに関する最新情報は
市ホームページをご確認ください

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児をもつ保護者の皆さんへ

ふれあい子育て教室

多胎パパママ教室

えほんよみきかせ会

赤ちゃんと楽しむ絵本講座

親子むし歯予防教室（はじめての歯みがき）

石野ちびっこひろば（七夕会） 「エンジェルKids」リトミック

ちびっこワンダーランド！はじめてのどろリンピック

と よ た 子 育 て 便 り

子育てひろばにお越しください！
　子育てひろばは、親子の遊びや交流の場と子育てに関する相談機会を提供
するために、公立のこども園及び私立の保育園などで実施している事業です。
　安全な園庭で遊べるほか、親同士の交流や、園の雰囲気を体験できる場に
もなります。是非ご利用ください。

とき／５月28日（土）午前９時30分～11時30分
ところ／保健センター
対象／市内在住の多胎妊婦と家族
内容／助産師による講話、多胎児親の会の紹介、疑似
妊婦体験（希望者のみ）など

とき／５月30日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年５月～７月生まれの子と親
定員／先着20組
持ち物／フェイスタオル
申込み／５月６日（金）午前９時から市ホームページ
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1037601）

とき／５月27日（金）午前10時～10時30分
ところ／高岡コミュニティセンター
対象／乳幼児と保護者
申込み・問合せ／５月13日（金）午前９時から電話か直
接高岡コミュニティセンター（☎53・7771、FAX53・
7782、✉info@takaoka-cc.com）

とき／①５月14日　②21日　※いずれも土曜日午前10
時～11時
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／①０歳児と保護者　②１歳児と保護者
内容／絵本選びのポイントや読み方、楽しみ方など

定員／各先着15組
その他／定員に空きがあれば妊婦も可
申込み・問合せ／①５月５日（木）、②７日（土）午前９
時から電話か直接高橋コミュニティセンター（☎80・
4729、FAX80・0068、✉takacomu@homex-co.com）

とき／６月24日（金）午前10時30分～11時15分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／市内在住で６～11か月の子と保護者
定員／先着15組
申込み／５月11日（水）午前９時から市ホームページ
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023466）

とき／６月23日（木）午前10時～正午
ところ／石野交流館
対象／未就園児と保護者
内容／人形劇・親子ふれあい遊び
定員／先着20組
申込み・問合せ／５月12日（木）午前９時30分から電話
か直接石野交流館（☎42・1711、FAX42・1861、✉ph-
ishino@city.toyota.aichi.jp）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／６月15日（水）午前９時50分～11時
ところ／地域文化広場
対象／２か月半～１歳の子と母親
定員／先着20組
参加費／800円
申込み・問合せ／５月18日（水）午前11時から電話で地
域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun@hom
ex-co.com）

とき／５月19日、６月２日、16日の木曜日午前10時30
分～11時10分　
ところ／とよた市民活動センター
対象／全日参加可能な１歳以上の未就園児と親
内容／楽器を演奏し体で音楽を感じる
定員／先着15組
参加費／3,000円
申込み・問合せ／５月５日（木）午前９時からエンジェ
ルKidsホームページかＥメールでエンジェルKids（竹
口☎090・9206・3914、✉rito_piano@yahoo.co.jp）

とき／６月28日（火）午前10時～11時30分
ところ／トヨタの森
対象／未就学児を含む家族（小学生不可）
内容／森の田んぼの泥で親子一緒に楽しく遊ぶ
定員／抽選15人
申込み・問合せ／６月15日（水）までに申込み共通事項

（９㌻参照）と年齢をEメールでトヨタの森（☎58・27
36、FAX58・2855、✉event@toyotanomori.jp）

保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）問合せ

ところ

内　容

対　象 小学校入学前で、こども園、保育園、幼稚園などへ
通っていない子どもとその親

公立のこども園（保育園、幼稚園）
私立の保育園、幼稚園
幼保連携型認定こども園

園庭開放、園長による子育て相談な
ど

※園によって実施日や時間が異なりますので、事前にご確認の上、お越しください 詳細はこちら

かしこい子どもに大人気！おやこ育脳あそび
とき／５月19日（木）①午前10時30分～11時25分　②午
前11時30分～午後０時25分　 ③午後０時30分～１時25
分
ところ／とよた市民活動センター
対象／①令和２年４月～令和３年３月生まれの子と親
②平成31年４月～令和２年３月生まれの子と親　③令
和３年４月～令和４年１月生まれの子と親　※過去に
参加のない親子
内容／語彙を増やしコミュニケーション力を高めるカ
ードや脳を活性化するあそびと座談会
定員／各先着６組
申込み・問合せ／５月５日（木）午前10時からＥメール
でこどもはれるFsC右脳みらい∞（鷺山☎090・5933・
4285、✉kodomohareru@gmail.com）

もこもこべびぃ
とき／５月25日～６月15日の毎週水曜日午前10時～正午
ところ／若林交流館
対象／令和３年11月～令和４年２月生まれの子と保護
者（第１子優先）
内容／事故予防や離乳食などの講話、情報交換、交流会
定員／先着20組
申込み・問合せ／５月11日（水）午前10時から電話で若
林交流館（☎52・3858、FAX52・4063、✉ph-wakabayashi
@city.toyota.aichi.jp）

お山の観察会 in 森のたまご
とき／６月26日（日）午前10時～正午
ところ／松平地区の里山
対象／未就学児と保護者
内容／とよた森林学校の北岡先生と夏の山を歩き、い
きものの不思議を見つける
定員／先着６組
参加費／１組1,500円（別途保険料１人50円）
申込み・問合せ／５月５日（木）午前10時からＥメール
で野外保育とよた森のたまご（遊佐☎080・5122・10
52、✉morinotamago2010@yahoo.co.jp）

一部、実施していない園
があります
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６月のご相談 秘密厳守します。定員を設けているもの有り。
申のあるものは必ず事前に申込み

相談内容（相談員） とき ところ・申込み・問合せ

暮
ら
し

法律（弁護士）
毎週火・木・金曜日、１日、15日の水曜日午
後１時30分～４時30分、８日（水）午前10時～
午後１時

所・問市民相談課（☎34・6626）
申法律相談は５月20日（金）、そのほ
かは５月６日（金）午前８時30分から
同課
※複数の相談の申込みは不可。「くらし
の人権」「国などの行政困りごと」は申
込み不要
他各相談年度内２回まで
※外国語（ポルトガル語、スペイン語、
英語、中国語、韓国語はじめ14言語）
による対応も可

家庭悩みごと 
（元裁判所調停委員）

毎週月曜日午後１時～４時、毎週水・金曜日
午前９時～正午

税務（税理士）
１日、15日の水曜日午前９時～正午、	
９日、23日の木曜日午後１時30分～４時30分
※23日は相続・贈与を除く

登記
名義変更（司法書士） ２日、９日、23日の木曜日午前９時30分～正午
筆界・分筆（土地家屋調査士） 16日（木）午前９時30分～正午

不動産（宅地建物取引士） 14日（火）午後１時30分～４時30分
労働・年金（社会保険労務士） ３日、17日の金曜日午後１時30分～３時30分
行政への手続（行政書士） 
※相続・遺言な

ど
８日（水）午後１時30分～３時30分

外国人関連手続※在留資格な
ど 13日（月）午後１時30分～３時

くらしの人権（人権擁護委員） 14日、28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）
14日、28日の火曜日午前10時～正午、	
15日（水）午後１時30分～３時30分

人権（人権擁護委員） 月～金曜日午前10時～正午、午後１時～４時 所・問名古屋法務局豊田支局	
（☎32・0006）

青少年の悩みごと 月～金曜日午前９時～午後５時 はあとラインとよた（☎31・7867）　
※本人以外も可

若者の自立に関すること 毎週火～日曜日午前９時～午後５時 所・問若者サポートステーション
（☎33・1533）　※本人以外も可

子どもの権利に関すること 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

こことよ（ 0120・797・931）
※本人以外も可

こども相談（臨床心理士による
子どもの発達相談） 27日（月）午前９時30分～11時30分 所保健センター　申・問５月10日（火）午前	

９時30分から子ども家庭課（☎34・6636）

授乳・発育・発達・育児に 
関すること、 
妊産婦・乳幼児訪問

祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５
時15分 申・問地域保健課（☎34・6627）

※旭・足助・稲武・小原・下山地区の人（☎62・0603）、上郷・末野原・高岡・前林・竜
神・若園地区の人（☎85・7710）、井郷・石野・猿投・猿投台・保見・藤岡・藤岡南地
区の人（☎41・3081）

不妊症・不育症 ８日（水）午前10時～正午 所・問子ども家庭課（☎34・6636）　申５
月11日（水）午前９時から市ホームページ

ＤＶ〈女性対象〉 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 クローバーコール（☎33・9680）

ＤＶ〈男性対象〉 第２・４金曜日午後６時～８時 メンズコール☆とよた（☎37・0034）

就
労

キャリアカウンセリング ４日（土）、８日（水）、18日（土）、29日（水）
午後２時～４時50分 所・問就労支援室（☎31・1330）

申５月６日（金）午前10時から同室セカンドライフ＆キャリア
個別相談〈45歳以上対象〉

４日（土）、８日（水）午前10時15分～午後１時
22日（水）午後１時15分～４時

個別就労相談・個別パソコン教
室〈15～49歳対象〉 11日、25日の土曜日午後１時～４時

所就労支援室　申・問５月６日（金）午
前10時から知立若者サポートステーシ
ョン（☎0566・70・7771）

カウンセリング〈女性対象〉 火曜日を除く毎日 所・問女性しごとテラス（☎41・7555）　
申５月６日（金）午前10時から同所

福
祉

法律（弁護士） 第１・３土曜日午後１時～４時 所福祉センター　申・問５月20日（金）	
午前８時30分から社会福祉協議会	
（法律／☎31・9671、親族後見人／☎63・5566）

親族後見
人相談会

司法書士 ８日（水）午後１時30分～３時40分
弁護士 22日（水）午後１時30分～３時40分

HP1003529
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相談内容（相談員） とき ところ・申込み・問合せ

健
康

生活習慣病予防に関する相談 土・日曜日、祝日を除く毎日　※電話相談は随時 申・問地域保健課（☎34・6627）

精神保健
福祉相談

精神科医師 14日、28日の火曜日午後１時30分～３時
申・問保健支援課（☎34・6855）心理職員〈18歳以上対象〉１日（水）午後２時30分～４時30分

保健師 土・日曜日、祝日を除く毎日

精神保健福祉士
月～土曜日午前９時～午後４時 申・問地域生活支援センターエポレ（☎25・0052）

月～金曜日午前９時～午後４時 申・問地域生活支援センター豊田ころ
もサポート（☎32・8112）

精神障がい者家族会 毎週水曜日午前10時～午後４時 ☎070・2214・3397
予防接種に関する相談 土・日曜日、祝日を除く午前９時～正午、午後１時～５時 ☎34・6584

新
型
コ
ロ
ナ

発熱などの症状がある人の受診・相談
〈かかりつけ医がない人な

ど〉
祝日を除く月～金曜日午前９時～午後５時 ☎34・6586

HP1037560夜間、土・日曜日、祝日で緊急の場合 ☎050・3615・6946
一般的な相談〈感染の疑いがあり不安など〉土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時 ☎34・6052 聴覚障がい者：FAX34・6929、	

✉hokansen@city.toyota.aichi.jpワクチン接種に関する相談 土・日曜日、祝日を含む午前９時～午後５時 ☎34・6975

他不用品の紹介窓口…品目は市ホームページ、電話か直接確認 不用品紹介窓口	
（☎33・2447）

HP1008873
省略記号 所ところ　申申込み　問問合せ　他その他

救急診療のご案内
休日救急外科医療機関（当番制）

診療時間　午前９時～午後５時
※受付は終了30分前まで　※外科系の診療に対応

5／
1 御立町 吉田整形外科病院 ☎89・1818

３ 本　町 窪田整形外科リウマチクリニック ☎52・1631

４ 和会町 上郷整形外科・リハビリテーション科 ☎25・0377

５ 日之出町 ひので整形外科 ☎36・5511

８ 浄水町 むつおクリニック ☎43・3688

15 豊栄町 さくら病院 ☎28・3691

22 宮　町 いながき整形外科 ☎31・2525

29 御立町 吉田整形外科病院 ☎89・1818

休日救急内科診療所
南部休日救急内科診療所

西山町
和会町

☎32・7150
☎85・0099

診療日　　日曜日、祝日
　　　　　年末年始（12月30日～翌年１月３日）
診療科　　内科・小児科
診療時間　午前９時～午後５時	
※受付は午前９時～11時30分、午後１時～４時30分

豊田地域医療センター救急診療 西山町 ☎34・3000

診療時間　※受付は終了30分前まで

月～金 内科系、外科系（午後７時～翌午前９時）

土 内科系（午後２時～翌午前９時）
外科系（午後７時～翌午前９時）

日・祝 内科系、外科系（午後５時～翌午前９時）
歯科系（午前10時～午後３時）

大人も子どもも利用できる
とよた急病・子育てコール24（育救さんコール）

0120・799192  年中無休・
24時間受付

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

５月分の税金・料金 軽 自 動 車 税（ 種 別 割 ） 全 期

［ 納 期 限 ］５月31日（火）
※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。納期限後は通帳記帳し、振替結果を確	
　認。納税通知書は４月中旬発送予定　問債権管理課（☎34・6619、FAX31・4489、✉saiken-kanri@city.toyota.aichi.jp）

豊田市の人口・世帯数
（４月１日現在）

男 性 217,427人
女 性 200,857人

人 口 418,284人
世 帯 数 183,262世帯
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〒471・8501　愛知県豊田市西町3ー60　
☎（0565）31・1212（代表） FAX（0565）34・1528 ✉shisei@city.toyota.aichi.jp

広報とよたは、古紙配合率70％の
再生紙と植物油インキで印刷して
います。

古紙パイプ配合率70％再生紙を使用

FREE
APP

本紙をスマートフォンや
タブレットで
ご覧いただけます。

広報とよた
デジタルブック 日本語　English　português、

español　中文（繁体字、簡体字）
Tiếng Việt　Indonesian
한국어　ไทย

対応言語
9言語対応　音声読み上げ＆文字サイズ調整可

豊田市LINE公式アカウント
－選べる×届ける－あなたが欲しい
情報だけをお届けします。

豊田市公式Instagram
市内の風景、歴史、文化、イベント
など豊田市の魅力を発信します。

豊田市Facebook
市内における出来事やお知らせな
ど、幅広い情報を発信します。

豊田市公式Twitter
イベント情報や市からのお知らせ
など最新の情報を発信します。

豊田市ホームページ
市の取組やイベント情報などの最
新情報を随時更新します。

豊田市公式YouTubeチャンネル
市長記者会見やＰＲ動画など様々
な動画を見ることができます。

様々なメディアで豊田市の情報を発信中！

広
報
雑
記

TIA Alpha Japanese Language Class Starting from May 15 (Sun)　（Ｐ16）

Curso de língua japonesa Alpha: novas turmas a partir de 15 de maio　（Ｐ16）

Issuance of Certificate of Income for the FY 2022: From Sunday, June 5　（Ｐ10）

Atestado de Rendimentos do ano fiscal 2022: disponível a partir de 5 de junho (dom)　（Ｐ10）

Notification of Withdrawal from National Health Insurance　（Ｐ10）

O Seguro Nacional de Saúde deve ser cancelado em caso de inscrição em outro tipo de seguro de saúde　（Ｐ10）

４月から新しい環境に変わった人も多いはず。そうでない人にも、

今号で特集したまちなかの広場は、日々頑張っている自分を解放し

て、いたわってあげる場所に最適です。私のおすすめは、とよしば

でゆっくりすることです。是非、足を運んでみてください。　（今）


