
― 変わるまちなか ―
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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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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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■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

5広 報 と よ た 令和４年５月号


