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企画展「交歓するモダン　機能と装飾のポリフォニー」を開催します

　1910～30年代のヨーロッパや日本において、芸術家たちが国もジャンルも越えて様々に交流し、装飾芸術・モ
ダンデザインが広がった様子を紹介します。家具、食器、洋服、室内装飾プラン、絵画など約400点の作品を展示
します。

●問合せ　美術館（☎34・6610、FAX36・5103、✉bijutsukan@city.toyota.aichi.jp）

●会期　　　６月７日（火）～９月４日（日）
●開館時間　午前10時～午後５時30分（入場は午後５時まで）
●休館日　　毎週月曜日（ただし、７月18日（月）、８月15日（月）は開館）
●観覧料　　一般1,400円（1,200円）、高校・大学生900円（700円）、中学生以下無料
　　　　　　（　）内は前売り、20人以上の団体料金。障がい者手帳を持っている人（介添者１人）、市内在住・
　　　　　　在学の高校生、市内在住の75歳以上は無料（要証明）
●前売り券　６月６日（月）までT－FACE Ｂ館２Fインフォメーションカウンターで販売
●同時開催　コレクション展　色、いろいろ

１.マルセル・ブロイヤー《クラブチェア
Ｂ３》1925年　豊田市美術館　２.アトリ
エ・マルティーヌ／ロジーヌ《本物のオ
ー・デ・コロン》1912年頃　海の見える
杜美術館　３.フェリーチェ・リックス＝
ウエノ《テキスタイル「クレムリン」》　19
29年　島根県立石見美術館 

※６月６日（月）まで休館しています。休館中の問合せは☎34・6748

ホームページ
pick up 3

マイタウンおいでんが始まります
●問合せ　商業観光課（☎34・6642、FAX35・4317、✉shoukan@city.toyota.aichi.jp）

マイタウン名 と　き ところ（雨天時） 内容・そのほか
いけいけ鞍ヶ池
おいでんまつり

６月４日（土）　※
午前10時～午後５時

鞍ケ池公園 芝生広場
（雨天決行）

和太鼓やキッズダンスなどのステージ、キッ
チンカーによる販売

エコフルタウン
おいでんまつり

６月11日（土）　※
午前11時～午後4時30分

とよたエコフルタウン
（翌日順延）

「Star☆T」、「D.O.M」、風船大道芸などのステージ、
矢作川水族館、縁日、缶バッジの無料配布ほか

ほみにおいでん ６月11日（土）　※
午前11時～午後２時

保見運動広場
（翌日順延） キッチンカーによる販売

踊ろ舞！
おいでん小原

６月18日（土）
午前11時～午後２時

小原トレーニング
センター（雨天決行）

ステージイベント、キッチンカーなどによ
る販売

足助地区
おいでんまつり

６月25日（土）
午後6時～９時

足助宮町駐車場
（順延７月２日（土））

「たんころりん」の灯りの中の踊り、太鼓演奏、
ZiZi工房・重伝建地区商店街などの出店ほか

おいでん
香恋の里しもやま

６月25日（土）
午後1時～６時

下山支所駐車場　※
（下山トレーニングセンター）

「Star☆T」「うたれん」のステージ、高校生に
よるイベント、屋台村ほか

猿投
おいでん夏まつり

６月25日（土）
午後4時30分～8時30分

運動公園 芝生広場
（翌日順延）

バルンライトに照らされた会場での踊り、屋
台、「Star☆T」のステージ、打上げ花火ほか

　「マイタウンおいでん」を15会場で開催します。子どもから大人まで楽しめるイベントが満載です。

● 内容が変更になる場合があります。最新の開催情報は豊田おいでんまつりホームページをご確認ください。
７月開催の会場は７月号に掲載予定です
※以前公表した情報から一部変更しています

個人協賛一般受付をします
●問合せ　豊田おいでんまつり協賛事務局　チケットぴあ名古屋（☎0570・05・6888）

　　　　　　返礼内容 　　　　　   協賛金額（１口）  募集口数
イス（北）
イス（堤防・北）
イス（堤防・南）
イス（堤防・北）※三脚使用可
イス（堤防・南）※三脚使用可
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
２人マス（堤防階段・南）
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

5,500円
5,500円
5,500円
7,000円
7,000円

１万8,000円
9,000円
9,000円

1万2,000円
9,000円

1万5,000円

６万円

110口
250口
350口
50口
48口

140口
70口

310口
28口
70口
90口

２口

花
火
大
会
協
賛
席
入
場
券

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）

● 抽選受付期間　　
　▶Ｗｅｂ受付　６月２日（木）午前10時～21日（火）
　・申込み専用ページに必要事項を
　　入力
　・７月１日（金）にEメールで当落連絡
　・当選者は７月８日（金）までに入金、入場券
　　を受取
　▶ハガキ受付　６月２日（木）～17日（金）
　・〒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
　　丁目13番32号ぴあ名古屋ビル４階　豊田お
　　いでんまつり係）
　・７月１日（金）から当選者のみ郵便で結果連
　　絡　※電話での当落確認不可
　・当選者は７月８日（金）までに入金、入場券
　　を受取

※抽選受付後に残席がある場合のみ７月９日（土）午前10時から
　先着受付を行います。募集口数に達し次第、受付終了
※受付状況は豊田おいでんまつりホームページで案内

お知らせ

催し

第54回豊田おいでんまつり

「太陽光パネル」「蓄電池」の共同購入事業※１の参加者を募集しています
●問合せ　みんなのおうちに太陽光事務局（アイチューザー内　0120・728・300）

　豊田市では、2050年までのカーボンニュートラル※２実現を目指し、太陽光発電や蓄電池設備の
普及を後押ししています。日々の生活に使う電気を自宅の屋根で発電できる「太陽光パネル」や、
発電した電気を夜間も有効に活用し、災害時にも役立つ「蓄電池」をこの機会に設置しませんか。
※１共同購入事業…太陽光発電や蓄電池設備の設置を希望する市民などを募集し、設備をまとめて発注
　　　　　　　　　することで初期費用の削減を図る事業
※２カーボンニュートラル…温室効果ガスの排出量を吸収量と均衡させること

本事業は、豊田市と運営事業者（アイチューザー）が協定を締
結し実施しています。

検索豊田市　みんなのおうちに太陽光

※期間は延長する場合があります●募集期間　９月15日(木)まで
●対象　市内で住宅などに太陽光発電設備（出力10キロ㍗未満に限る）、蓄電池設備の設置を検討している市民・
　　　　事業者

参加から購入までの流れ

１ ３２
無料の参加登録 見積りの確認 現地調査の申込み

事務局が、
販売施工事業者

を選定
オンライン

説明会の開催
受付中 ８月中旬から ９月15日まで

担当課：環境政策課（☎34・6650、FAX34・6759、✉kansei@city.toyota.aichi.jp）

豊田おいでんまつり
ホームページ

申込み
専用ページ
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●開館時間　午前10時～午後５時30分（入場は午後５時まで）
●休館日　　毎週月曜日（ただし、７月18日（月）、８月15日（月）は開館）
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情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況をお知らせします
●問合せ　法務課（☎34・6608、FAX33・2221、✉houmu@city.toyota.aichi.jp）

１　令和３年度の公文書開示請求件数は547件
　令和３年度中の開示請求件数は、547件で、不開示決定についての審査請求は11件ありました。また、歴史公文
書の開示請求は１件ありました。
　市が出資などをしている20団体については、全体で４件の開示請求がありました。

請求件数

行政文書
歴史公文書

決定件数
却下取下げ不開示部分開示全部開示

実施機関
市長

教育委員会
選挙管理委員会
農業委員会
事業管理者
消防長
議会
合計

請求件数
488
20
２
５
21
９
２
547

●公文書の情報公開開示決定状況 ●実施機関別の行政文書開示請求状況

２　個人情報ファイルの届出件数は292件、令和３年度の自己情報の開示請求件数は101件
　「豊田市個人情報保護条例」に基づく「個人情報ファイル」の各実施機関からの届出は、292件でした。令和３年度
の開示請求件数は101件で、不開示決定についての審査請求は１件ありました。
　市が出資などをしている20団体については、全体で18件の開示請求がありました。

実施機関
市長

教育委員会
選挙管理委員会
農業委員会
事業管理者
消防長
議会
合計

届出件数
221
12
２
３
21
32
１
292

●個人情報ファイルの届出状況
開示請求件数

101
訂正請求件数

０
利用停止請求件数

０

●個人情報開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況

●個人情報の開示決定状況
決定件数

却下取下げ不開示部分開示全部開示開示請求件数

101 44 45 11 1 ０

18
18

15
15

0
0

3
3

実施機関
市長

教育委員会
農業委員会
消防長
合計

87
11
１
２
101

請求件数
●実施機関別の個人情報開示請求状況 ●出資法人等の個人情報開示決定状況

請求件数

公益財団法人豊田地域医療センター
合計

決定件数
不開示部分開示全部開示団体名

0
0

27
0

87
0

141
0

292
1

547
1

●出資法人等の情報公開開示決定状況

請求件数

豊田市土地開発公社
豊田まちづくり株式会社
公益財団法人豊田市スポーツ協会
合計

決定件数
不開示部分開示全部開示団体名

2
1
1
4

0
0
1
1

2
0
0
2

0
1
0
1

HP 1005117
HP 1005130
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凡例

Ｅメール
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

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
HP

記事の見方・注意事項

ホームページ

　とき
内容
その他

ところ
定員
申込み

対象
参加費
問合せ

対
内 定 ￥
他 申 問

時 所

募集 お知らせ 施設 学び 催し

ピック
アップ

LIFE
INFORMATION

pick up 4
お知らせ

情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況をお知らせします
●問合せ　法務課（☎34・6608、FAX33・2221、✉houmu@city.toyota.aichi.jp）

１　令和３年度の公文書開示請求件数は547件
　令和３年度中の開示請求件数は、547件で、不開示決定についての審査請求は11件ありました。また、歴史公文
書の開示請求は１件ありました。
　市が出資などをしている20団体については、全体で４件の開示請求がありました。

請求件数

行政文書
歴史公文書

決定件数
却下取下げ不開示部分開示全部開示

実施機関
市長

教育委員会
選挙管理委員会
農業委員会
事業管理者
消防長
議会
合計

請求件数
488
20
２
５
21
９
２
547

●公文書の情報公開開示決定状況 ●実施機関別の行政文書開示請求状況

２　個人情報ファイルの届出件数は292件、令和３年度の自己情報の開示請求件数は101件
　「豊田市個人情報保護条例」に基づく「個人情報ファイル」の各実施機関からの届出は、292件でした。令和３年度
の開示請求件数は101件で、不開示決定についての審査請求は１件ありました。
　市が出資などをしている20団体については、全体で18件の開示請求がありました。

実施機関
市長

教育委員会
選挙管理委員会
農業委員会
事業管理者
消防長
議会
合計

届出件数
221
12
２
３
21
32
１
292

●個人情報ファイルの届出状況
開示請求件数

101
訂正請求件数

０
利用停止請求件数

０

●個人情報開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況

●個人情報の開示決定状況
決定件数

却下取下げ不開示部分開示全部開示開示請求件数

101 44 45 11 1 ０

18
18

15
15

0
0

3
3

実施機関
市長

教育委員会
農業委員会
消防長
合計

87
11
１
２
101

請求件数
●実施機関別の個人情報開示請求状況 ●出資法人等の個人情報開示決定状況

請求件数

公益財団法人豊田地域医療センター
合計

決定件数
不開示部分開示全部開示団体名

0
0

27
0

87
0

141
0

292
1

547
1

●出資法人等の情報公開開示決定状況

請求件数

豊田市土地開発公社
豊田まちづくり株式会社
公益財団法人豊田市スポーツ協会
合計

決定件数
不開示部分開示全部開示団体名

2
1
1
4

0
0
1
1

2
0
0
2

0
1
0
1

HP 1005117
HP 1005130

13広 報 と よ た 令和４年６月号

Ｐ13 Ｐ15 Ｐ17 Ｐ19 Ｐ23

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

募
集

●放課後児童クラブ支援員・補助員
勤務日月～金曜日のうち週３日程度　勤務時間通常学期
中は、授業終了後～午後６時30分。夏休み期間中（７月
21日（木）～８月31日（水））は、午前７時15分～午後６時
30分　勤務場所①小清水・寺部小　②旧町村部　③上郷・
高岡地区　④高橋・松平地区（寺部小を除く）　⑤朝日丘
中学校区　⑥挙母・猿投・保見地区（小清水小を除く）　
⑦浄水中学校区　勤務内容学童の保育、支援　給与時給
1,030円から（有資格者は1,080円から）、交通費支給　申証
明写真、印鑑を持参して○直①は次世代育成課、②・③は
トライグループ、④はホーメックス（運転免許のコピー
も必要）、⑤は朝日丘コミュニティクラブ、⑥は大和社会
福祉事業振興会、⑦は浄水まごころスクール　問次世代
育成課（○☎34・6630、Ⓕ34・6938、○✉jisedaiikusei@city.to
yota.aichi.jp）

●社会福祉協議会正規職員
職種社会福祉総合職　対下表のいずれかを満たす人　※
来年３月までに資格取得見込みの人を含む　申・問６月
30日（木）までに社会福祉協議会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○直社会福祉協議会総務
課（〒471・0877、錦町１－１－１、○☎34・1131、Ⓕ32・
6011、○✉soumu@toyota-shakyo.jp）

年
度
途
中
採
用

①平成４年４月２日以降生まれで大学を卒業

②昭和37年４月２日以降生まれで社会福祉士、介
護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門
員、保健師、地域ケア・地域保健などに関する
経験のある看護師

来
年
４
月
採
用

①平成５年４月２日以降生まれで大学を卒業か来
年３月までに卒業見込みの人
②昭和38年４月２日以降生まれで社会福祉士、介
護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門
員、保健師、地域ケア・地域保健などに関する
経験のある看護師

●「子ども会議×文化・スポーツ」子ども委員、サポーター
対①子ども委員／市内在住・在学の小学校５・６年生、
中学生、高校生　※17歳までの在勤者も可　②大学生サ
ポーター／大学生な

ど　活動期間７月～来年３月（活動は
月１回程度）　活動場所青少年センターな

ど　活動内容①
文化・スポーツについての調査、話し合い活動、提案発
表　②子どもの意見や活動について一緒に考え、主体的
な活動をサポート　定①選考32人　②選考10人程度　申・
問次世代育成課で配布か市○HPからダウンロードした応募
用紙を６月17日（金）までにⒻ、○✉か○郵で次世代育成課	
（〒471・8501、西町３－60、○☎34・6630、Ⓕ34・6938、	
○✉jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp）　※結果は６月26日（日）
までに本人に通知	 （HP1048922）



［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☎ HP14

●「ものづくりミライ塾」第７期生

対毎週の活動に参加できる20～39歳（社会人経験３年以
上推奨）　活動日９月からの毎週水曜日午後６時～９時
（原則２年間）　所ものづくり創造拠点　内「今までにな
い」「社会に役立つ」をテーマに企画から完成まで一連の
新製品開発を経験し、企業の中核となるものづくり人材
を育成する　定選考20人（中小企業か市内在住・在勤の
人を優先の場合有り）　￥年間7,000円程度（保険代実費
相当）　申・問７月31日（日）までにものづくり創造拠点
○HPからダウンロードした申込書をⒻか○✉で次世代産業課
（○☎47・1250、Ⓕ47・1252、○✉monozukuri-sozo@city.toyota.
aichi.jp）

●助成文化事業
対市内を基盤として文化芸術創作活動を行う団体か個人
が９月１日（木）～来年３月31日（金）に行う行事　募集部
門文化体験事業、文化交流事業、まちなか文化芸術活動
事業　助成額上限５万円　他審査会による審査有り　申
６月30日（木）までに市民文化会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○直市民文化会館　問文化
振興財団（○☎31・8804、Ⓕ35・4801、○✉toyo-cul@hm2.aitai.
ne.jp）

●幸せに暮らす犬猫の写真コンテスト作品

対市内在住・在勤の人　募集期間６月１日（水）～７月31
日（日）　問市動物愛護センター（○☎42・2533、
Ⓕ80・2020、○✉doubutsu-aigo@city.toyota.aichi.jp）

●市ジュニアオーケストラ団員
対オーケストラで演奏したい楽器の演奏経験がある小学
４年生～20歳　定各パート若干名　募集パートヴァイオ
リン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、オーボエ、ク
ラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、トロ
ンボーン、打楽器　他８月６日（土）にオーディション開
催　申７月17日（日）までにコンサートホール、各交流館

などで配布の申込書を○郵か○直コンサートホール　問コン
サートホール・能楽堂（〒471・0025、西町１－200、○☎
35・8200、Ⓕ37・0011）

●はたらく人がイキイキ輝く事業所シンボルマーク
の新デザイン

内働きやすく、働きがいのある職場づくりの取組を積極
的に進める優良事業所を表すシンボルマークのデザイン　	
選考最優秀賞１作品、優秀賞（協賛企業賞）５作品程度　
申９月30日（金）午後５時までに申込みフォームに必要事
項を入力　※選考結果は10月下旬に発表予定　	
問産業労働課（○☎34・6774、Ⓕ35・4317、○✉
sangyou@city.toyota.aichi.jp）

●キラッ☆とよたコラボ事業

対市内で活動する５人以上の団体　内男女共同参画の推
進をテーマとした講座・セミナーへの支援　募集事業数
４事業程度　他講師料助成（上限２万5,000円）、会場の貸
出し、事業ＰＲなどの支援実施　申・問６月５日（日）～
来年１月31日（火）にキラッ☆とよた○HPからダウンロード
した申請書を○郵、Ⓕ、○✉か○直キラッ☆とよた（〒471・00	
34、小坂本町１－25、○☎31・7780、Ⓕ31・3270、○✉clov
er@city.toyota.aichi.jp）

HP1049128

申込み

現在使用している
シンボルマーク
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お
知
ら
せ

募
集

●特定個人情報保護評価書についてのご意見
　特定個人情報保護評価書とは、特定個人情報を保有し
ようとするとき、個人のプライバシーなどの権利利益に
与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいやそ
の他の事態を発生させるリスクを分析し、またリスクを
軽減するため適切な措置を講ずることを宣言するもの。
評価対象事務予防接種に関する事務（基礎項目評価書、
全項目評価書）　資料閲覧・意見提出期間６月１日（水）
～30日（木）　資料閲覧感染症予防課、法務課、市政情報
コーナー、市○HP　意見提出〒住所、氏名、ご意見を○郵、	
Ⓕか○✉で感染症予防課か法務課（〒471・8501、西町３－
60、Ⓕ33・2221、○✉houmu@city.toyota.aichi.jp）　問感染症
予防課（○☎34・6180、Ⓕ34・6929、○✉hokansen@city.toyota.
aichi.jp）	 	 （HP1005139）

●とよたプロボノシナジーPJ.2022　プロボノ（職業
上のスキルを生かしたボランティア活動）募集説明会

時①６月25日（土）午後１時30分～３時30分　②27日（月）
午後６時30分～８時30分　所①とよた市民活動センター　
②Ｚｏｏｍオンライン　対市内在住・在勤の社会人　申
６月23日（木）までにとよたプロボノシナジー	
プロジェクト○HP　問e

エイト

ight（○☎41・8871、○✉ in	
fo@toyota-probono.com）

●とよたＰＲ大使10期生

対市内在住・在勤・在学の18歳以上　※高校生やモデル
専属契約者、勤務先などの承諾を得られない人は不可　
内とよたの魅力を市内外に向けてＰＲする　定選考２人　
申・問７月８日（金）までに豊田商工会議所○HPからダウン
ロードした申込書を○郵か○直豊田商工会議所（〒471・8506、
小坂本町１－25、○☎32・4595、Ⓕ34・1777）

●レディース検診

時７月６日、20日の水曜日　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

+
●骨粗しょう症検診

時７月５日、19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

《共通》所豊田地域医療センター　申・問６月10日（金）午
前８時30分から○☎で豊田地域医療センター（○☎34・3002、
Ⓕ33・8710）

●どんぐりの湯の臨時休館

時６月７日（火）～９日（木）　理由施設メンテナンスのた
め　問どんぐりの里いなぶ（○☎82・3135、Ⓕ82・3138、	
○✉ info@dongurinosato.com）

ホームページ
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●フードドライブで「もったいない」を「ありがとう」に

　家庭にある消費しない食品をお持ちください。食品を
必要としている人の支援に活用します。
時６月１日（水）～30日（木）午前９時～午後５時　所清掃
事務所（月～金曜日）、エコット（火～日曜日）、福祉セン
ター（火～土曜日）　集める食品未開封で常温で保存でき、
賞味期限まで３か月以上残っている食品（缶詰、飲料、
菓子、乾物、インスタント・レトルト食品な

ど）　※アル
コール飲料、生鮮食品、冷蔵・冷凍食品、自家製品（漬
け物な

ど）は受取不可　問循環型社会推進課（○☎71・3001、
Ⓕ71・3000、○✉junkan@city.toyota.aichi.jp）

●成合町地内産業廃棄物最終処分場変更の事業計画
書等の縦覧
時６月８日（水）～７月７日（木）　所廃棄物対策課、石野
交流館　問廃棄物対策課（○☎34・6710、Ⓕ34・6976、○✉
haitai@city.toyota.aichi.jp）	 （HP1049129）

●豊田で遊んで・食べて・体験して「いこまいる」を
集めよう！

開始日６月１日（水）　内市内のイベント・観光スポット
でのチェックイン、デジタルスタンプラリーへの参加、
観光アンケートへの協力などで観光ポイント「いこまい
る」を集めて、対象店舗で使える割引券や特産品と引き
換え（参加にはツーリズムとよた○HPで会員登録が必要）　
他８月31日（水）までに新規登録した人の中から抽選50人
に豊田の特産品をプレゼント　問ツーリズム
とよた（○☎85・7777、○✉ info@tourismtoyota.jp）

●新規就農説明会

時６月25日（土）午後１時30分～３時30分　所豊田加茂総
合庁舎　対市内かみよし市で新たに農業に取り組む意欲
のある人　内地域の農業概要、就農準備、農地制度の説
明、研修制度、先輩就農者の事例発表な

ど　定先着20人　	
申・問６月６日（月）午前９時から申込み共通事項と年齢、
就農予定地をⒻか○✉で豊田加茂農林水産事務所農業改良
普及課（○☎32・7509、Ⓕ35・0416、○✉toyotakamo-fukyu@pr	
ef.aichi.lg.jp）

●こいのぼりを譲ってください

　毎年４月中旬～５月上旬に島崎町の矢作川河川敷に掲
げるこいのぼりが老朽化したため、入れ替えを予定して
います。家庭で不要になったこいのぼりを譲ってくださ
い。※郵送の場合は元払い
申・問○郵か○直旭観光協会（〒444・2846、小渡町七升蒔13
－13、○☎68・3653、Ⓕ68・3654、○✉ info@kankou-asahi.toyo
ta.aichi.jp）

ホームページ
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コンサートホール・能楽堂 中央図書館 発見館

コンサートホール・能楽堂 中央図書館 中央図書館

施
設

お
知
ら
せ

●か～るクラシック♪スペシャル
版「古武道　15周年記念公演　光」

時６月18日（土）午後４時開演　出演
古川展生（チェロ）、妹尾武（ピアノ）、
藤原道山（尺八）　曲目ホルスト／ジ
ュピター、ラフマニノフ／ピアノ協
奏曲第２番よりほ

か　￥1,000円（中学
生以下半額）　※４歳以上入場可

+
●納涼能

時６月12日（日）午後２時開演　演目
／出演能「実方」（金春流）／髙橋忍ほ

か　
狂言「佐渡狐」（大蔵流）／大藏彌太郎
ほ
か　￥正面席6,000円、脇・中正面席
4,000円（25歳以下半額）

+
●雅楽～雅びの世界～
時６月25日（土）午後２時開演　出演
伶楽舎　￥4,000円（25歳以下半額）

+
●市役所ロビーコンサート
時６月15日（水）午後０時20分～０時
50分　所市役所　出演Ａｌｌｕｒｅ
（フルート三重奏）　曲目アラン・メ
ンケン／アンダー・ザ・シー　ディ
ズニー映画「リトル・マーメイド」よ
り、八木澤教司／トリプルあいすほ

か

《共通》申コンサートホール・能楽堂
○HP　※市役所ロビーコンサートを除
く　問コンサートホール・能楽堂
（○☎35・8200、Ⓕ37・0011）

●読み聞かせボランティアステッ
プアップ講座
時６月30日（木）午前10時30分～正午　
対学校・園などで読み聞かせボラン
ティアをしている人　定先着30人　	
申６月５日（日）午前10時から中央図
書館○HPか○直同館

+
●みゃくみゃくと葉っぱの世界～
葉脈標本をつくろう～

時７月16日（土）午前10時15分～午後
０時15分　対小学生（１・２年生は
保護者１人同伴）　定抽選20人　申
６月25日（土）までに中央図書館○HPか
○直同館　※当選者のみ７月２日（土）
までに連絡

+
●はじめての読書かんそう文書き
方教室
時７月17日（日）午前10時15分～正午　
対小学校１・２年生とその保護者　
定抽選15組　申６月26日（日）までに
○☎か○直中央図書館　※当選者のみ６
月30日（木）までに連絡

+
●太陽の力にびっくり！ソーラー
クッカーを作ろう！
時７月９日（土）午前10時15分～午後
０時15分　対小学生（１・２年生は
保護者１人同伴）　定抽選20人　申
６月21日(火）までに中央図書館○HPか
○直同館　※当選者のみ６月28日（火）
までに連絡

+

●子どもたちとの調べ学習を楽し
もう！保護者編
時６月26日（日）午後１時15分～２時
30分　対小・中学生の保護者　定先
着20人　申６月５日（日）午前10時か
ら中央図書館○HPか○直同館

+
●調べ学習を楽しもう！高校生・
大人編

時６月25日（土）午前10時15分～正午　
対高校生以上　定先着12人　申６月
５日（日）午前10時から中央図書館○HP

か○直同館
《共通》問中央図書館（○☎32・0717、
Ⓕ32・4343）

発見館
●夏のぶらコロモ～路地めぐり編
～（地図を片手に自由散策）

時６月１日（水）～８月31日（水）午前
９時～午後４時　他ガイドなし、約
2.5キロ㍍、参加者に粗品贈呈　申当
日○直同館

+
●ギャラリートーク「カイコのえ
さやりと糸引き」（子ども向け）

時６月５日（日）午前10時～10時40分
《共通》問発見館（○☎33・0301、Ⓕ33・
0319、○✉hakken@city.toyota.aichi.jp）

©辻井清一郎
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民芸館 とよた科学体験館 エコット

民芸館 とよた科学体験館 エコット
●企画展「雑誌「工藝」の美」（民藝
運動の機関誌「工藝」全120冊公開）

時６月７日（火）～８月28日（日）　他
①関連事業　ギャラリートーク（展
示解説）７月10日（日）、８月20日	
（土）午後２時から、先着15人、無料　
※申込み不要　②同時開催「本多静
雄コレクション展」では本多静雄氏
が収集した民芸品を展示

+
●復元猿投古窯で焼成する穴窯陶
芸講座

時①焼成コース（粘土６キロ㌘）　作
陶／６月30日（木）、７月２日（土）、
３日（日）のいずれか１日午前９時～
午後４時、窯詰め／７月27日（水）午
前９時から５時間程度、窯焚き／７
月28日（木）～31日（日）のうち指定の
８時間、窯出し／８月20日（土）午前
９時～正午　②体験コース（粘土３
キロ㌘）　作陶／６月30日（木）、７
月２日（土）、３日（日）のいずれか１
日午後１時～４時　対全日程参加可
能な高校生以上　定各抽選11人　￥
①3,500円　②3,200円　申６月９日
（木）までに申込み共通事項、希望時	
間（第２希望まで）を民芸館○HPか○往
（１枚で１講座、２人まで）で同館
《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）

●星空解説と憩いのひとときをお届
けする「大人のゆうゆう星めぐり」
時６月23日（木）午後２時～２時50分　	
対成人（乳幼児不可）　定先着70人　
￥300円　申当日午後１時から○直同
館

+
●米村でんじろう先生監修「みん
なでわいわい！実験工作教室」 

（バルーンロケット・小型空気砲）
時７月10日（日）①午前11時～正午　
②午後２時15分～３時15分　対小学
３、４年生　定各先着20人　申６月
11日（土）午前10時から○☎で同館

+
●プラネタリウム投映番組「ハク 
ション大魔王2020宇宙旅行に出発 
！の話」ほ

か

時６月の毎週土・日曜日　定各回先
着150人　￥300円（４歳～高校生100
円）　他投映時間は約50分間

+
●サイエンスショー「うきうきシ
ョー～浮力のふしぎ～」　
時６月の毎週土曜日午後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

+
●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６月の毎週土・日曜日　※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　映画「ZA 
Nジュゴンが姿を見せるとき」な
どの上映

時７月31日（日）午前９時30分～正午　
￥300円　定先着50人

+
●クールシェア　浴衣で工場見学

（着付け講座）
時７月３日（日）午前９時30分～正午　
対大人　定先着12人

+
●ロープワークで家庭のごみを減
らそう（不要な新聞紙や段ボール
などの片付け）
時７月23日（土）午前10時～11時30分　
定先着12人

+
●ごみのゆくえを見に行こう

時７月28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30人

+
●ダンボールコンポスト基礎講座
時７月22日（金）午前10時～11時30分　
￥500円　他子どもの同伴可　定先
着20人

+
●Cafe de eco-T　山岳ガイドが
見た（山の環境を学ぶ）
時７月９日（土）午後１時30分～３時
30分　定先着50人

《共通》申・問６月５日（日）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 豊田スタジアム

自然観察の森 自然観察の森
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●ヘイケボタルを見に行こう
時①６月26日　②７月３日　③10日　
※いずれも日曜日午後７時30分～８
時30分。雨天中止　所自然観察の森　
定各抽選15人　￥100円　申込み期
限①６月10日（金）　②17日（金）　③
24日（金）

《共通》他小学４年生以下は保護者同
伴　申・問先着の場合は申込み開始
日午前９時から○☎で、抽選の場合は
申込み期限までに○往で自然観察の森	
（〒471・0014、東山町４－1206－１、
○☎88・1310、Ⓕ88・1311、○✉toyota@
wbsj.org）

総合野外センター
●「自然あそび探検隊in夏！」（川
あそび、竹を使ったあそび）

時７月10日（日）午前10時～午後３時　
所総合野外センター　対市内在住の
小学１～４年生　定抽選44人　￥1,0	
00円　他送迎バス有り　申・問６月
19日（日）までに○☎で総合野外センタ	
ー（○☎58・1388、Ⓕ58・1349、○✉to	
yota-yagai-center@hm.aitai.ne.jp）

豊田スタジアム
●健康増進プログラム2022－2023　
リバーサイドMウオーク
時６月20日（月）午前６時30分

+
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第18
節　名古屋グランパスvs鹿島アン
トラーズ
時６月26日（日）午後６時

《共通》休館日６月24日（金）～30日
（木）／スポーツプラザ　※最新の情
報は豊田スタジアム○HPで確認　問豊
田スタジアム（○☎87・5200、Ⓕ87・
5201）

●若年性認知症本人・家族会スマイル

時７月11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７月８日	
（金）までに○☎か○✉で高齢福祉課（○☎
34・6984、Ⓕ34・6793、○✉korei-fuku	
shi@city.toyota.aichi.jp）

●食品衛生責任者実務（定期受講）
講習会（旧：再講習会）
時／所６月10日（金）／旭交流館、16
日（木）／下山基幹集落センター、17
日（金）／足助交流館、21日（火）／市
民文化会館、22日（水）／市民文化会
館、29日（水）／猿投棒の手ふれあい
広場、７月１日（金）／稲武交流館、
６日（水）／市民文化会館、来年１月
25日（水）／市民文化会館　※いずれ
も午後２時～４時　対食品衛生責任
者　持ち物筆記用具、食品衛生手帳
（手帳は食品衛生協会、組合などに
加入している人のみ）　問保健衛生
課（○☎34・6181、Ⓕ31・6630、○✉ho
eisei@city.toyota.aichi.jp）	（HP1023416）

●自主防災リーダー養成講座
時７月２日（土）午前９時30分～午後
５時５分　所福祉センター　※オン
ラインでの受講も可　対市内在住・	
在勤・在学の人　定先着20人　他あ
いち防災・減災カレッジによる基礎
講座を受講。防災士資格取得試験の
受験資格の一部を取得（オンライン
受講の場合は受験資格の取得不可）　
※オンライン開催のみになる可能性
有り（福祉センターか自宅で受講）　
申・問６月６日（月）午前９時から○☎
で防災対策課（○☎34・6750、Ⓕ34・
6048、○✉bousai@city.toyota.aichi.jp）

●バスで行くラムサール条約湿地　矢
並湿地と恩真寺湿地へ行ってみよう

時６月17日（金）午前９時30分～午後
０時30分　※雨天中止　所矢並湿地、
恩真寺湿地　※バスは自然観察の森
発着　定先着15人　￥300円　申込
み開始日６月７日（火）

+
●矢並湿地自由観察の日（トンボ
や草花を観察）

時①６月18日（土）　②26日（日）　※
いずれも午前10時～午後０時30分。
雨天中止　所矢並湿地　※現地集合・
入退場自由　定各先着15人　申込み
開始日①６月８日（水）　②16日（木）

+
●カメ博士とため池観察会
時６月19日（日）午前10時～正午　※
雨天中止　所自然観察の森　対小学
生以上　定先着15人　￥100円　申
込み開始日６月９日（木）

+
●森のレンジャーと生き物調べ

時７月９日（土）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　所自然観察の森　
定先着15人　￥100円　申込み開始
日６月29日（水）　

+
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●「パーキンソン病の正しい理解
とより良い治療」オンライン公開
講座（Ｚｏｏｍによるライブ配信）
時６月25日（土）午前10時30分～11時
30分　所オンラインか豊田加茂医師
会館　対市内在住・在勤・在学の人　	
他藤田医科大学地域連携教育推進セ
ンター○HPで聴講　申・問会場で聴講
する場合は６月17日（金）までに○☎で
保健支援課（○☎34・6855、
Ⓕ34・6051、○✉hokenshi
en@city.toyota.aichi.jp）

●母子保健推進員・おめでとう訪
問員養成講座

時７月11日（月）、29日（金）、８月２
日（火）、22日（月）、９月12日（月）、
26日（月）、来年２月７日（火）　所保
健センター　対市内在住で受講後に
地域で活動ができる人　定先着25人　	
他受講後は教室やおめでとう訪問の
実習を行い、子育て応援ボランティ
アとして月２回程度の活動をする　	
申・問６月６日（月）午前８時30分か
ら○直子ども家庭課（○☎34・6636、Ⓕ
32・2098、○✉kodomokatei@city.toyota.
aichi.jp）

●中央図書館音訳ボランティア養成講座
時説明会／６月25日（土）午前10時30	
分～11時30分、講座／７月～11月の
毎週土曜日午前10時30分～午後０時
30分（７月30日、８月13日は休講）　	
所中央図書館　対全日程に参加でき、
受講後に図書館のボランティアとし
て活動できるパソコン所有の60歳未
満　定先着11人　他教材費実費負担　
申・問６月５日（日）午前10時から○☎
か○直中央図書館障がい者サービスコ
ーナー（○☎32・0349、Ⓕ34・6760）

●音訳ボランティア養成講座
時７月27日、８月３日、17日、31日、
９月14日、28日、10月12日、26日、	
11月９日、16日の水曜日午後１時30
分～３時30分　所福祉センター　対
市内在住の人　定先着15人　他テキ
スト代は実費　申・問６月８日（水）
午後１時～30日（木）午後５時に申込
み共通事項と年齢を○☎、Ⓕ、○✉か○直
障がい福祉課（○☎34・6751、Ⓕ33・
2940、○✉shougai_hu@city.toyota.aichi.jp）

●老犬セミナー（飼い方と介護の仕方）

時７月２日（土）午後１時30分～３時
30分　所市動物愛護センター　対イ
ヌを飼養している市民　※イヌの同
伴不可　定抽選15人　申・問６月12
日（日）までに○は、○☎、○✉か○直市動物
愛護センター（〒471・0002、矢並町
法沢715－４、○☎42・2533、Ⓕ80・20	
20、○✉doubutsu-aigo@city.toyota.aichi.jp）

●キャリアプランニングセミナー
時７月13日（水）午後２時～４時　対
市内在住・在勤・在学・在活動中か
市内で就労希望の人　テーマ自分の
能力を客観的にみる

+
●セカンドライフ・キャリアセミナー
時７月23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・在勤か市内で就労希望の45歳
以上の人　テーマ①経験を振り返っ
て自分の強みや好きを再確認する　
②家計の寿命を延ばす資産運用の基
本

《共通》所就労支援室　定各先着12人　
他雇用保険求職活動の実績として認
定　申・問６月５日（日）午前10時か
ら○☎、Ⓕ、○✉か○直就労支援室（○☎31・
1330、Ⓕ31・1391、○✉shurosien@city.
toyota.aichi.jp）

●女性しごとテラスセミナー
時６月24日（金）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤・在学か市内で就
労希望の女性　テーマ仕事探しは自
分を知ることがスタート　定先着15
人　他託児有り（先着５人、500円、
６月15日（水）までに要予約）。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６月
５日（日）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

+
●ジョブトレーニング（Excel中
級講座）
時７月１日～15日の毎週金曜日午前
10時30分～午後４時　対全日程参加
可能な再就労を目指す女性　※女性
しごとテラスに相談履歴がある人優
先　定抽選12人　他託児有り（１回
500円、６月17日（金）までに要予約）。
雇用保険求職活動の実績として認定　	
申６月17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》所・問女性しごとテラス（○☎
41・7555、○✉shigoto@city.toyota.aichi.
jp）

●公開セミナー「子どもに伝えた
い自殺予防」（臨床心理士の講演）

時７月30日（土）午前10時～11時30分　
所青少年相談センター　定先着80人　
申・問６月24日（金）から○☎か市○HPか
らダウンロードした申込書をⒻで青
少年相談センター（○☎32・6595、Ⓕ
32・7911、○✉palctoyota@city.toyota.aic
hi.jp）	 （HP1023470）
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学
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●メディアから学ぶ共生社会～私
らしくあなたらしく生きよう～
時７月９日（土）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた　定先着20人　￥500
円　他未就学児の有料託児有り（６
月30日（木）までに要予約）

+
●こころと身体のセルフケア（ス
トレス軽減・リフレッシュ法な

ど）

時７月14日（木）午前10時～11時30分　
所市内　対市内在住・在勤でパート
ナーからのＤＶに悩む女性　定先着
12人　他未就学児の有料託児有り	
（７月７日（木）までに要予約）
《共通》申・問６月５日（日）午前10時
からキラッ☆とよた○HP、○☎か○直キラ
ッ☆とよた（○☎31・7780、
Ⓕ31・3270、○✉clover@ci	
ty.toyota.aichi.jp）

●学生によるまちづくり講座
時全体企画研修会／７月31日（日）午
前10時～午後３時、８月７日（日）午
後２時～４時　提案した企画の実施
／８月～来年１月　中間報告会／11
月６日（日）午後２時～５時　全体報
告会／来年３月11日（土）午後１時～
３時　所青少年センターほ

か　対高校
生以上の学生で構成するグループか
個人　定選考30人程度（４グループ）　	
他事業実施にあたり補助有り　申・
問７月10日（日）までに青少年センタ
ー○HPからダウンロードした参加申込
書をⒻ、○✉か○直青少年センター（○☎
32・6296、Ⓕ32・6298、○✉youth@hm	
2.aitai.ne.jp）

●パワーポイントを使ってみよう！
時７月１日～15日の毎週金曜日午前
９時15分～正午　￥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①７月４日、11日の月曜日午後１
時～３時　②21日、28日の木曜日午
後１時～３時　￥各5,500円

+
●スクラッチプログラミング入門
時７月の毎週火曜日午後１時15分～
４時　￥7,000円

+
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時７月の毎週水曜日午後１時15分～
４時　￥7,000円

+
●よくわかるエクセル基礎講座
時７月６日～８月10日の毎週水曜日
午前９時15分～正午　￥１万2,200円

+
●ホームページ作成講座
時７月７日～８月４日の毎週木曜日
午前９時15分～正午　￥１万1,000円

+
●エクセルでミニ家計簿作成
時７月７日～21日の毎週木曜日午後
１時15分～４時　￥6,000円

+
●ワード応用（図形でお絵かき）
時７月５日～19日の毎週火曜日午前
９時15分～正午　￥6,000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６月６日（月）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）

●テニス教室（午後の部）

時７月13日～９月７日の毎週水曜日
午後７時15分～８時45分　※８月17
日は除く　定先着28人　所平戸橋い
こいの広場　￥6,000円　申・問６月	
25日（土）午前９時から○☎か○直平戸橋
いこいの広場（○☎45・7977、Ⓕ45・
7922、○✉ ikoi@hm10.aitai.ne.jp）

●研究成果報告会（特別講演、研
究発表）
時７月５日（火）午後１時30分～４時
25分　所産業文化センター　定先着
90人　申・問６月７日（火）午後１時
から都市交通研究所○HPかⒻで都市交
通研究所（○☎31・8551、Ⓕ31・9888）

●女性のための「健康づくり栄養」講座
時７月13日、20日の水曜日午前10時
～11時30分　所石野交流館　対成人
女性　定先着20人　申・問６月15日
（水）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）

●稲武ヒストリア～歴史マイスター
への道～

時６月19日、７月17日、８月21日、
９月18日の日曜日午前10時～正午　
所稲武交流館　対中学生以上　定各
日先着20人　￥１回100円　申・問６
月５日（日）午前９時から○☎か○直稲武
交流館（○☎83・1007、Ⓕ82・2229、	
○✉ph-inabu@city.toyota.aichi.jp）
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●税理士などによる相続・相続税
無料相談会
時６月15日（水）午後１時～４時、25
日（土）午前10時～午後１時　所とよ
た市民活動センター　申・問６月14
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.
com）

●親の居場所（日頃の困りごとな
どの語らい）

時７月16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６月５日（日）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）

●豊田地区日韓親善協会「韓国語
講座」（入門）

時毎週日曜日午前10時20分～11時20
分　所韓国民団豊田支部（陣中町）　
対韓国語を基礎から勉強したい人　
￥月額5,000円（教材費別）　申・問韓
国民団豊田支部○HP、○☎（月・水・木
曜日午前９時～午後３時）か○✉で韓
国民団豊田支部（○☎32・4350、Ⓕ32・
4351、○✉mindantoyota@ia5.itkeeper.ne
.jp）

●女性のためのファイナンシャル
プランナーによるお金の勉強会

時６月12日、19日の日曜日午前10時
～正午、16日、23日の木曜日午前10
時30分～午後０時30分　所キラッ☆
とよた　定先着12人　申・問６月５
日（日）午前10時から申込み共通事項
と年齢を○☎か○✉でＦＰサポーター
（梶田○☎080・6916・4268、○✉yamasi
mu.4268@gmail.com）

●多様なキャリアを実践者から学
ぼう（複業実践者）

時７月１日（金）午後１時30分～３時　
所キラッ☆とよた　対市内在住・在
勤の人　定先着12人　￥500円　他
未就学児の託児有り（有料、６月22
日（水）までに要予約）　申６月５日	
（日）午前10時からとよたキャリアカ
レッジ○HP　問とよたキャ
リアカレッジ（○☎41・88	
71、○✉office@8eight8.jp）

●まだまだ働きたいシニアのため
の勉強会
時６月16日（木）午後１時15分～３時
15分　所とよた市民活動センター　
対おおむね45歳以上　定先着20人　
申・問６月６日（月）午前９時から○☎
かⒻでささえあい（○☎052・581・46	
77、Ⓕ052・414・4032）	（HP1049130）

●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６月23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（服部○☎080・5107・91	
35）

▶人がやさしい街づくり　視覚障が
い者を手引き誘導する方法の講習会

時６月19日（日）午前10時30分～午後
４時　所とよた市民活動センター　
定先着11人　￥500円　申・問６月５
日（日）午前10時から○☎か○✉でがいど
ボランティアとよたネットワーク
（太田○☎090・8731・4656、○✉r07yvve
c9f@hi3.enjoy.ne.jp）
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催
し

学
び

●花とみどりの講座「癒しの庭づ
くり」
時７月７日（木）午前10時～正午　対
市内在住の人　定先着30人　￥100
円　申込み開始日６月７日（火）

+
●花とみどりの講座「盛夏を彩る　
アナナス」
時７月10日（日）午前10時～正午　対
市内在住の人　定先着30人　￥1,700
円　申込み開始日６月10日（金）

+
●花とみどりの講座「苔テラリウ
ム～小さな世界～」

時７月13日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　定先着30人　￥3,100
円　申込み開始日６月14日（火）

+
●花とみどりの講座「室内で楽し
むプランツギャザリング」
時７月20日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　定先着30人　￥3,600
円　申込み開始日６月21日（火）

+
●花とみどりの講座「お庭を整え
る（刈込体験）」
時７月30日（土）午前10時～正午　対
市内在住の人　定先着20人　￥100
円　申込み開始日６月28日（火）

+
●花育講座「夏休み！親子で楽し
む夏の寄せ植え」
時７月23日（土）午前10時～正午　対
小学生以下の子と保護者　定先着20
組　￥500円　申込み開始日６月24
日（金）

《共通》所西山公園　申・問申込み開
始日午前９時から○☎で同公園（○☎31・	
2108、Ⓕ33・8718、○✉nishiyama-kouen	
@city.toyota.aichi.jp）　※申込み開始
日は○☎１回につき２人まで

●教科書展示会（小・中学校の教
科書の見本）
時６月３日（金）～７月１日（金）①午
前10時～午後８時　②午前９時～午
後８時　※いずれも最終日は午後４
時まで　所①中央図書館　②足助交
流館　問学校教育課（○☎34・6662、	
Ⓕ31・9145、○✉gakkou_k@city.toyota.ai
chi.jp）

●発達障がい子育ておはなし会
「障がいの受け止め方や福祉サー
ビスの利用」
時７月25日（月）午前10時30分～正午　
所市役所　対発達障がい児の保護者　
定先着20人　申・問６月６日（月）午
前９時～７月１日（金）午後５時まで
に○☎、Ⓕ、○✉か○直障がい福祉課（○☎
34・6751、Ⓕ33・2940、○✉shougai_hu	
@city.toyota.aichi.jp）

●豊田しもやまラリー2022（ラリーカ
ー約60台によるセレモニアルスタート）
時６月19日（日）午前11時～正午頃　
所巴ケ丘小学校下広場　他セレモニ
アルスタートでラリーカーの応援が
できます（タイムアタックの観戦は
できません）。当日、「手作り工房山遊
里」で、先着200人にＷＲＣ（世界ラ
リー選手権）グッズを配布　問ラリ	
ーまちづくり推進課（○☎34・6950、
Ⓕ34・6681、○✉rally@city.toyota.aichi.jp）

●タグラグビー教室

時６月19日（日）午前10時～11時30分　
所豊田スタジアム芝生広場　対幼児
～大人　定先着80人　申６月６日	
（月）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）

●ズンバⓇ火曜教室
時６月～７月の毎週火曜日午後２時
～２時50分　対成人　定先着25人　	
￥5,200円　申込み開始日６月５日
（日）

+
●ズンバⓇ水曜教室
時７月６日～20日、８月３日、17日、	
31日の水曜日午前11時～11時50分　
対成人　定先着20人　￥3,900円　申
込み開始日６月８日（水）

+
●リンパストレッチ教室
時６月～７月の毎週火曜日午後１時
～１時50分　対成人　定先着25人　	
￥5,200円　申込み開始日６月５日
（日）

+
●女性のためのシェイプアップエ
クササイズ
時７月６日～20日、８月３日、17日、
31日の水曜日午前10時～10時50分　
対成人女性　定先着25人　￥3,900円　
申込み開始日６月９日（木）

+
●八重山ノイバラのミニ盆栽教室

時６月26日（日）①午前９時30分～11
時30分　②午後１時～３時　定各先
着16人　￥3,000円　申込み開始日①
６月７日（火）　②６月11日（土）

《共通》所高橋コミュニティセンター　
申・問申込み開始日午前９時から○☎
か○直高橋コミュニティセンター（○☎
80・4729、Ⓕ80・0068、○✉takacomu	
@homex-co.com）
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●プラネタリウムをつくろう

時７月10日（日）、23日（土）午後３時
～９時　定各抽選５組　￥３歳以上
550円　※別途食事代（大人920円、	
子ども670円）、材料費（１セット2,140
円）が必要　申・問６月12日（日）ま
でに申込み共通事項と参加希望日、
参加者全員の氏名・年齢、食事の種
類と材料の必要数をⒻか○✉で旭高原
元気村

+
●ライトトラップ講習会
時７月24日（日）、25日（月）午後３時
～９時　定各抽選５組　￥３歳以上	
550円　※別途食事代（大人920円、
子ども670円）が必要　他当選者のみ
６月19日（日）までに○はで連絡　申６
月12日（日）までに申込み共通事項と
参加者全員の氏名・年齢、食事の種
類と必要数をⒻか○✉で旭高原元気村

+
●ブルーベリージャムづくり体験

時７月30日、８月６日の土曜日午前
10時～正午　定各抽選15人　￥３歳
以上350円　※別途材料費（１セット
1,230円）が必要　申６月12日（日）ま
でに申込み共通事項と参加者全員の
氏名・年齢、材料の必要数をⒻか○✉
で旭高原元気村　※当選者のみ６月
26日（日）までに○はで連絡

《共通》所・問旭高原元気村（○☎68・
2755、Ⓕ68・2810、○✉genkimura@hm.
aitai.ne.jp）

●喜楽亭七夕茶会
時７月３日（日）午前10時～午後３時　
所喜楽亭　席主鈴木宗彰（表千家豊
彰会）　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）　申・問事前予約は６月５日
（日）午前10時から○☎で産業文化セン
ター（○☎33・1531、Ⓕ33・1535）

●高岡茶席（煎茶）
時６月26日（日）午前10時～午後１時　	
所六鹿会館　定先着20人　￥400円　
申・問６月10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）

●市民ギャラリー展（総合展）
時６月17日（金）～19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）

●子どもの簡単パンづくり教室 
（ちくわパンとクリームパン）
時６月19日（日）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
申込み開始日６月５日（日）

+
●楽しくパッチワークをしよう!! 

（ミニタペストリー）

時６月22日、７月６日、20日、８月
３日の水曜日午前10時～正午　申込
み開始日６月７日（火）

《共通》所猿投棒の手ふれあい広場　
定先着12人　￥2,000円　申・問申込
み開始日午前９時から○☎か○直猿投棒
の手ふれあい広場（○☎45・7288、Ⓕ
45・7290、○✉bonote@homex-co.com）

●ロビー展「川柳短冊展」（万柳会
会員の作品）
時６月14日（火）～26日（日）午前９時
～午後９時

+
●市民文化講座　映画塾（映画 

「ハーヴェイ・ガールズ」）
時７月13日（水）午後２時～４時　定
先着30人　￥300円　申６月10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）

●こども茶華道教室

時７月16日、８月20日、９月17日、
10月15日、11月５日の土曜日午前10
時～正午、11月20日（日）午前９時30
分～正午か午後０時30分～３時　所
青少年センターほ

か　対市内在住・在
学の小学４～中学３年生　定抽選20
人（初心者優先）　￥6,500円（内容に
より別途徴収する可能性有り）　申
６月19日（日）までに申込みフォーム
に必要事項を入力　問文化振興財団
（○☎31・8804、Ⓕ35・4801、
○✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.jp）

●そば打ち体験
時６月19日（日）午前10時30分～午後
０時30分　所藤岡ふれあいの館　対
市内在住・在勤の人　定先着18人　
￥大人1,000円（小学生500円）　申・問
６月５日（日）午前９時から○☎か○直藤
岡ふれあいの館（○☎75・2105、Ⓕ75・
2106、○✉ fujioka-fureai@homex-co.com）

申込み
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●ものづくりひろば（簡単な紙工作）
時７月の毎週土・日曜日①午前11時
～午後０時30分　②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時から受付で
参加券を販売

+
●スポーツ万能！キッズ教室（マ
ットやボールなどの運動）
時７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６月14日（火）午前10時から
参加費を添えて○直地域文化広場

+
●けやき茶房
時７月２日（土）、３日（日）、23日
（土）、24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７月９日（土）、10日（日）、23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
６月11日（土）午前10時から参加費を
添えて○直地域文化広場

+
●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／７月７
日、21日の木曜日　②パリスタイル
／７月３日（日）　※いずれも午前10
時～11時　定各先着25人　￥①１回
2,500円　②5,000円　申６月16日（木）
午前10時から参加費を添えて○直地域
文化広場

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

●暮らしの手作り講座「六つ目篭作り」

時７月９日（土）①午前９時30分～正
午　②午後１時30分～４時　￥2,500
円（別途入館料）　申込み開始日６月
13日（月）

+
●暮らしの手作り講座「竹ほうき作り」
時７月10日（日）午前９時30分～午後
０時30分　￥1,700円（別途入館料）　
申込み開始日６月14日（火）

+
●暮らしの手作り講座「ショール
藍染め」

時７月16日（土）①午前11時～正午　
②午後１時～２時　￥3,000円（別途
入館料）　申込み開始日６月15日	
（水）

+
●食の学校「老舗直伝　甘酒作り」
時７月11日（月）午前10時～正午　￥
2,200円　申込み開始日６月７日（火）

+
●食の学校「夏野菜の粕漬け作り」
時７月19日（火）午前10時～正午　￥
2,000円　申込み開始日６月20日（月）

《共通》所三州足助屋敷　定各先着12
人　申・問申込み開始日午前９時か
ら○☎で三州足助屋敷（○☎62・1188、Ⓕ
62・1782、○✉yashiki@asuke.aitai.ne.jp）

●じゅわじゅわ健康講座（首、肩
回りの水中エクササイズ）
時６月15日（水）午後１時～２時30分　	
所温浴施設じゅわじゅわ　定先着15
人　￥500円　持ち物水着、タオル、	
バスタオル、水分補給できるもの	
（必要な人）　申・問６月５日（日）午
前10時から○☎か○直豊田ほっとかん	
（○☎36・3000、Ⓕ36・3002、○✉toiaw
ase@toyota-hotkan.jp）

●草木染め～桑の葉で黄緑色を染
めよう～
時６月18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）

+
●ラベンダー狩り
時６月25日（土）、26日（日）午前10時
～午後２時　定30分ごとに先着11人　
￥880円

+
●ラベンダースティック作り

時６月25日（土）、26日（日）、７月２
日（土）午前11時～正午、午後１時～
２時　定各回先着15人　￥550円

+
●梅ジュース作り～梅ジュースで
夏をのりきろう！～
時７月２日（土）午前11時～正午　定
先着15人　￥2,750円

+
●エッセンシャルオイル入りラベ
ンダーウオーターを作ろう！
時７月３日（日）午前10時～正午　定
先着15人　￥1,500円　他オイルのお
みやげ付き

《共通》所どんぐり工房　申・問６月
５日（日）午前９時からどんぐり工房
（○☎83・3838、Ⓕ82・3777、○✉dongr
ikb@hm10.aitai.ne.jp）
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●ホタル観賞会

時６月25日（土）午後６時～９時　所
すげの里　定先着80人　￥３歳以上
500円　他五平餅づくり体験、里山ミ
ニコンサート有り　申６月６日（月）
午前９時から○☎かⒻですげの里（○☎
69・1622、Ⓕ69・1633、○✉sugenosa
to@city.toyota.aichi.jp）

●足助探訪～自然あふれる御内と
アートの出会い～（植物観察、ア
ート体験）
時７月30日（土）午前８時30分～正午　
所御内集会所鼎

かなえかん

館　対小学生以上
（小学生は保護者同伴）　定先着20人　
￥800円　申・問６月30日（木）午前９
時30分から○☎か○直足助交流館（○☎62・
1251、Ⓕ62・1252、○✉ph-asuke@city.
toyota.aichi.jp）

●「洋菓子作り」講習会（フルーツ
タルト）
時６月21日（火）午前９時30分～正午　
定抽選12人　￥1,500円

+
●「トマトケチャップ作り」講習会
時７月６日（水）午前９時30分～正午　
定抽選16人　￥900円

《共通》所高岡農村環境改善センター　	
申・問６月12日（日）までに○往で同セ
ンター（〒473・0933、高岡町長根17、
○☎52・9931、Ⓕ52・9932）

●夜の吹奏楽コンサート　
時６月18日（土）午後５時30分～７時　
所浄水交流館　定先着100人　申・問
６月７日（火）午前10時から○☎か○直浄
水交流館（○☎42・5920、Ⓕ42・5930、
○✉ph-josui@city.toyota.aichi.jp）

●スポーツフェス（スポーツ体験会）
時６月26日（日）午前９時～正午　所
松平体育館　対年中～小学生　定先
着200人　申・問６月５日（日）午前
10時から○直、午前11時から○☎で松平
交流館（○☎58・0073、Ⓕ58・0049、	
○✉ph-matsudaira@city.toyota.aichi.jp）

●健康太極拳

時６月の毎週月曜日午後１時30分～
３時　対成人　定先着12人　￥1,500
円　申６月６日（月）午前９時から○☎
でシルバー人材センター

+
●包丁とぎ
時６月20日（月）午前10時～正午　￥
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

《共通》所ふれあいの家　問シルバー	
人材センター（○☎31・1007、Ⓕ34・
3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）

●市民デッサン会（裸婦）

時６月19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）

●世界の歌と踊りでつながろう

時６月26日（日）午前11時～11時45分　
所とよしば　問ラボ・パーティ（北
谷○☎090・3309・8580）

●鞍ヶ池あじさいの道27周年記念
祭（セレモニー、アジサイ鑑賞な

ど）

時６月11日（土）、12日（日）午前10時
～午後４時　所鞍ケ池公園東駐車場、
あじさいの道　他抹茶茶席や五平餅・
山野草・クッキーなどの出店有り　
問鞍ヶ池あじさいの道27周年記念祭
実行委員会（堀田○☎090・1622・8679、
○✉ info@m-and-hsks.jp）

●やってみよう ze 川あそび♪

時６月12日（日）午前９時30分～正午　	
所越戸公園　￥200円（16歳以上300
円）　他服装は水に入れる上下・く
つ・帽子、たも網・バケツ・着替え・	
飲み物持参　申当日開始30分前から
○直越戸公園駐車場　問とよたネイチ
ャーゲームの会（○☎53・4335、○✉toy
otanaturegame@gmail.com）
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●スポーツ協会から
▶市民総体弓道競技（一般）
時６月26日（日）午前９時～午後５時　
申６月15日（水）午前９時から○直運動
公園	 （HP1022650）

+
▶市民選手権卓球大会Ⅱ
時６月19日（日）午前９時～午後５時　
申６月３日（金）午前９時から参加費
を添えて○直スカイホール豊田

（HP1022650）
+

▶早朝太極拳・気功
時①太極拳・気功／６月12日（日）午
前７時～８時30分　②太極拳／18日
（土）午前７時～８時　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・
気功協会事務局①栗

くりう

宇（○☎29・5864）	
②新

しんぼ

保（○☎28・4132）　申当日○直会場
+

▶ナイターテニスクリニック
時６月18日（土）午後７時～８時30分　
所柳川瀬公園　対初心者～中級者　
定先着30人　￥1,500円（会員1,000円）　
申６月５日（日）午前０時から市テニ
ス協会○HP

+
▶２期テニス教室
時７月１日～８月26日の毎週金曜日
午後７時15分～８時45分　所加茂川
公園、柳川瀬公園　対市内在住・在
勤・在学の人、市テニス協会員　定
各先着30人　￥詳細は市テニス協会
○HP　申６月５日（日）午前０時から市
テニス協会○HP

+
▶７月のフリークライミング体験会
時５日（火）、13日（水）、21日（木）、
28日（木）午後７時～９時　所スカイ
ホール豊田　対小学生以上（小学生
は保護者同伴）　定各先着20人　￥
１時間300円（小・中学生100円）　申
当日初回開始30分前から参加費を添
えて○直会場

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

●森歩きで二十四節気を楽しもう
（小暑：キノコ博士のキノコ観察会）

時７月12日（火）午後１時～３時　定
先着20人　申６月６日（月）午前９時
から○☎でトヨタの森

+
●ふしぎはっけん！森の探検隊　
夜の森の探検隊

時７月29日（金）午後６時30分～８時
50分　対小学生を含む家族（３歳以
下不可）　定抽選15人　申７月13日
（水）までに○✉でトヨタの森（氏名と
年齢は全員）

《共通》所トヨタの森　￥100円　他
小学生以下保護者同伴　問トヨタの
森（○☎58・2736、Ⓕ58・2855、○✉ev
ent@toyotanomori.jp）

●豊田フィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会

時６月26日（日）午後２時開演　所コ
ンサートホール　曲目ブラームス／
交響曲第２番ニ長調ほ

か　￥1,000円　	
※未就学児は入場不可　申○直コンサ
ートホールか市民文化会館　問豊田	
フィルハーモニー管弦楽団（安藤○☎
080・1609・4669）

●市民俳句会

時６月26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　問豊田市民俳句
会（○☎21・1622）

●ローゼルケナフ（食用ハイビス
カス）栽培体験会（ジャム、ハー
ブティー作り）

時６月10日（金）、11日（土）午後１時
30分～４時　所堤町・みよし市内の
果樹畑　定各先着15人　申・問６月
５日（日）午後１時から○☎でケナフ楽
習フレンド（小山○☎090・9193・9388）

●楽
らっく

みかわ10周年記念講演会＆が
ん患者・家族によるコンサート
時８月21日（日）午後１時30分～４時
30分　所産業文化センター　定先着
120人　申・問６月20日（月）午前10時
から○☎か○✉でがんのピアサポート楽
みかわ（○☎090・9225・4141、○✉peer
mikawa@hotmail.co.jp）


