
ピック
アップ

PICK UP

pick up 1
お知らせ

pick up 3
お知らせ

pick up 4
催し

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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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
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る事柄があれば、最後の記事の末尾に記載し
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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
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会
協
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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
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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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●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）







［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☎ HP12

各施設のホームページ→

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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各施設のホームページ→

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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学
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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

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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●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


