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今号の特集では、犯罪者の立ち直りを支えるボランティアの皆さん

にお話を伺った。「犯罪は勿論いけない。けれど、間違ってしまうこ

とは誰にでもあり得る。否定して突き放すのではなく、まずは耳を

傾ける」。皆さんの心のあたたかさを感じた。　　　　　　　　（A）

National Pension: Exemption or Postponement of Contribution Payments  （Ｐ14）

Plano de Pensão Nacional: pedidos de dispensa de pagamento　（Ｐ14）

Opening of Municipal Pools　（Ｐ13）

Abertura das piscinas municipais　（Ｐ13）

Renewal of Advanced Elderly Medical Service Insurance Card　（Ｐ10）

Renovação do Cartão de Seguro de Saúde de Idosos　（Ｐ10）



　信じてくれる人がいること、必要とされる場所があることは、立ち直りへの大きな支えとなります。
　市は、立ち直りを支える地域のボランティア「保護司会」「更正保護女性会」「ＢＢＳ会」「協力雇用主会」
の活動を支援しています。各会の皆さんに、活動内容や活動への思いを伺いました。

立ち直りを支える地域の人たち

特集１

　検挙者（事件の被疑者として特定された者）のう
ち約半数を再犯者が占めています。国や県の統計
も同じような割合であり、豊田市の再犯率は決し
て低くはありません。また、再犯のうち最も割合
の高い窃盗犯は、その約半数が無職の人です。窃
盗の要因である生活困窮や社会的孤立に陥らない
ための支援が必要と考えられます。

　刑事司法手続きの流れにおいて、社会復帰への過程
は人それぞれ。社会復帰の前段にある保護観察では、
社会の中で更正するよう、保護観察官や保護司により
指導・支援が行われます。

保
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鉄拳の「社会を明るく
する運動」with法務省

シンボルマーク
幸福の黄色い羽根

社会復帰までの流れ

豊田市の再犯の状況

住まいの確保の難しさ

困ったときに
相談相手がいない

【社会を明るくする運動】
すべての人が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人
たちの更正について理解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうと、
法務省が提唱する全国的な運動。

社会復帰後に抱える「生きづらさ」

01 保護司会

会長　三浦 治さん

彼らの話をよく聴き、信頼関係を築くことが大切
　環境調整といって、少年院や刑務所などの出所後に帰る先の調査・
調整をします。具体的には、本人の家族に連絡をし、きちんと生活で
きる環境があるかどうか確認をしたり、寮のような施設への入所を調
整したりします。また、保護観察として月に２回ほど面談を行い仕事
や日常生活の近況を聴きます。保護司を始めて約30年。これまでに100
人くらいを担当しました。ほとんど初めのうちは、表情や態度が固く、
話すことはいいかげんです。約束した面談に来ないこともあります。
それでも真面目に、親身になって接し続けていくと、表情が変わって
きて、態度も落ち着いてきます。彼らが話すことを否定せず、まずは
よく聴いてあげることが大切だと思っています。それを積み重ねて初
めて、信頼関係を築くことができます。もちろん毎回ではありません
が。保護司が関わることができるのは、あくまで保護観察中の間だけ。
それでも、信頼できる大人が存在するということが、彼らのその後に、
少しでも良い影響を及ぼすのではないかと思っています。

【保護司】保護観察官と協働して保護観
察に当たるほか、社会復帰した時に、
社会生活を円滑に営めるよう、釈放後
に帰る先の住居や就業先などの環境調
整や相談を行う民間のボランティア

　立ち直りを決意して社会復帰するものの、彼らが置
かれる状況は厳しいもの。社会からの厳しい目や、本
人が置かれる境遇などにより「働く場所・住まいがな
い」「相談できる人がいない」など、様々な生きづらさ
を抱えます。それにより社会から孤立し、再犯をして
しまうことは少なくありません。

就労の難しさ

立ち直りを支える市の取組
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家庭裁判所
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　テレビや新聞では、毎日のように犯罪に関するニュースが報道されています。犯罪のない明るい社会にする
ためには、どのようなことが必要でしょうか。罪を犯した人が、自らの罪を償うことはもちろん必要なこと。
一方で、地域社会が、立ち直ろうとする人の更生や社会復帰を支援することもまた、大切なことです。本市に
も、罪を犯した人が再び同じ道に走らないよう、立ち直りを支えるために日々奔走している人たちがいます。
立ち直ろうとする人が抱える生きづらさや、彼らを支える地域の人たちの存在。それらを知る人が増えるだけ
で、社会は少し明るくなるかもしれません。この機会に、再犯防止について一緒に考えてみませんか。

立ち直りを支える地域のちから

50.6％1.6％ 25.1％ 6.5％ 16.2％

●検挙者のうち、約半数が再犯者

■初犯者　■再犯者

●再犯者のうち、約半数が窃盗犯

■凶悪犯　■粗暴犯　■窃盗犯　■知能犯　■その他

●窃盗犯の約半数が無職(犯行時)

■有職　■無職

※令和２年法務省提供データを基に市が作成

46.5％53.5％

50.6％

49.6％50.4％

３
つ
の
柱

　様々な生きづらさを抱える人が、必要な支援を適切に受けられるよう、３月に策定した「豊田市再犯防止推進
計画」のもと、次の３つを柱として、取組を進めています。

　　　①（対象者を）つなぎ・見守る … 対象者の円滑な社会復帰の推進（必要とされる支援内容の調査・調整など）
　　　②（協力者を）支える …………… 民間協力者への活動支援（活動費の補助や、活動場所の調整など）
　　　③（再犯防止を）理解する ……… 市民への広報や出前講座など、再犯防止の周知・啓発
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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

　４回目接種の対象者は、３回目接種から５か月経過した①60歳以上の市民、②18歳以上60歳未満で基礎疾患が
ある市民やその他重症化リスクが高いと医師が認める市民です。②に該当し、４回目接種を希望する人は、接種
券の発行申請が必要です。以下の内容を確認し、申請してください。
※①に該当する人へは順次接種券を発送しますので、申請は不要です

４回目接種の際に接種券の発行申請が必要な人について

ホームページ

次の（１）～（３）全てを満たす人
（１）豊田市民（豊田市に住民票がある）　
（２）申請日時点の満年齢が18歳以上60歳未満
（３）以下の基礎疾患等の事由に該当している
　

　 
以下のいずれかの方法で申請　 
・インターネット(あいち電子申請・届出システム）での申請
・郵送、市役所(感染症予防課)での申請
　　※申請書は市役所で配布。市ホームページからもダウンロード可
　　　送付先　〒471・8501、西町３－60　感染症予防課

申請受付後、３回目接種から５か月経過した日以降にお手元に届くよう順次発送します。
接種券が届いたら、接種の予約をしてください。

インターネット
申請はこちら

■ 対象

　　　

■ 申請方法
　　

■ 接種券の
　 発送　　

推奨

 ●以下の病気や状態の人で、通院か入院をしている人
　　・慢性の呼吸器の病気　　　　・慢性の心臓病（高血圧を含む）
　　・慢性の腎臓病　　　　　　　・慢性の肝臓病（肝硬変な

ど）
　　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病か他の病気を併発している糖尿病
　　・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
　　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
　　・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
　　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
　　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障がいな

ど）
　　・染色体異常
　　・重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態）
　　・睡眠時無呼吸症候群
　　・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障がい者保健福祉手帳
　　　を所持している、自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当している）
　　　や知的障がい（療育手帳を所持している）
　　　※精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳を所持している人については、通院や　
　　　　入院をしていない場合も該当します
 ●そのほか
　    ・ＢＭＩ（肥満度を表す体格指数）が30以上の人
　　　※ＢＭＩ＝ 体重(キロ㌘) ÷ 身長(㍍) ÷ 身長(㍍)
　    ・重症化リスクが高いと医師が認める人

 【基礎疾患等の範囲】

立ち直りを支える人

02 更正保護女性会

会長　水野 照代さん

人のあたたかさを感じてほしい
　母が長い間この会で活動していました。母を看取ったあと、知り合
いから誘われたのが、私が入会したきっかけです。それからもう20年
以上たちます。会の活動では、保護司や施設からの依頼に応じて保護
観察中の面談のお手伝いをしたり、少年院などの施設に物資を提供し
たりしています。面談のお手伝いでは、雰囲気が和らぐように場をセ
ッティングするのが私たちの役割。そのために茶菓子や花を用意する
のですが、店に売っている花ではなく、自然に咲いているような身近
な花をあえて選ぶようにしています。その方が、少しでもリラックス
できると思うから。また、少年院などの施設では、カレーを一緒に作
ったり、桜の季節に外で茶をたてたり、クリスマスにケーキを用意し
たり、そんな活動もしています。普通の人が普通に感じられる、人の
あたたかさを感じてもらいたくて活動をしています。
※現在は感染症対策のため、施設に訪問して行う活動は中止しています

困難を抱える少年・少女に、新たな発見の場を
　ＢＢＳ会のメンバーは、学生をはじめ比較的若い人たちです。自分
たちが面白そうだと思うことを企画して、少年院などの施設にチラシ
を配り少年・少女に参加してもらう活動をしています。参加してくれ
るのは毎回１人か２人。直前でキャンセルされることは少なくありま
せん。何か月も前から準備しているだけにショックではありますが、
仕方がないことだと割り切っています。最近、ある男の子が連続して
参加してくれたことがありました。最初は固い表情でしたが、次第に
打ち解けてくれて、最後には「１人でなく、みんなでやるから楽しか
った」という感想を聞かせてくれました。とても嬉しかったです。私
たちの活動では、たわいもない会話をするだけです。特に深い悩みを
聴くわけではありません。でも、一緒に楽しんでくれたり、「ありがと
う、また来てね」と言ってくれたりする大人がいることを知るだけで
も、何かプラスになるんじゃないかなと思っています。

　協力雇用主会に入るずっと前から、前科のあるような人を雇い入れ
てきました。どうしてか分からないけど、昔から、様々な境遇の子の
親や警察官、保護司から相談を受けることが多くありました。これま
でに雇い入れたのは50人くらい。すぐ辞めた人もいれば、定年まで勤
めた人、転職した人などさまざまです。相談を受けた人の雇用は基本
的には断りません。でも、彼らにはかなり厳しいことを言いますし、
しょっちゅう叱ります。大人を信用していないから、最初は嘘ばかり
つきますが、辛抱強く接していくと、本音を言うようになります。そ
れまでには１年間かかることも。自分が何のためにそこにいて、働く
のか。働く目標や目的が見つかった人は立ち直れます。車を買いたい
とか、小さなことで構いません。懸命に働けば、悪いことをしないの
です。私たちは、そうした場所をつくってあげるということだけです。

【更生保護女性会】女性の立場から地
域の犯罪予防活動や子どもの健全育
成のための活動、子育て支援活動な
どを行うボランティア団体

03 ＢＢＳ会

会長　山崎 敏弘さん

【ＢＢＳ会】様々な問題を抱える少年
に、兄や姉のような身近な立場で接
することで、少年の成長を支援する
青年ボランティア団体

04 協力雇用主会

会長　岡本 勝さん

どんなことでも良いから、働く目標や目的を持ってほしい

【協力雇用主】自立・社会復帰に協力
することを目的として、犯罪や非行
をした人たちを雇用し、立ち直りを
支援する事業主

●問合せ　　社会を明るくする運動ほか／次世代育成課　　（☎34・6630、FAX34・6938、✉jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp）
　　　　　　豊田市再犯防止推進計画／地域包括ケア企画課（☎34・6787、FAX34・6793、✉hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp）

みずの　 てるよ

やまさき  としひろ

おかもと まさる
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　　　紅葉の名所として知られてい
ますが、青もみじも格別の美しさで
した。
秋に比べて人も少なく、静かでゆっ
たりとした新緑のリラックス空間に
とても癒されました。@toyotacity_official

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。

デジタルブックアプリ
Catalog Pocket

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！

さん投 稿 者 @yu.sc.photo

撮影場所 大井平公園

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

おおいだいらこうえん
今回紹介するのは、新緑に包まれ、
ひときわ存在感を放つ大井平公園の
展望地を撮影した１枚。太陽の光が
若葉を照らしている景色に夏の訪れ
を感じます。

コメント

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

とよたトピックス

令和４年5月13日

使用済みのペットボトルから
新しいペットボトルを作る取組を始めています

　市と豊田通商、サントリーホー
ルディングスの３者で「ペットボ
トルの水平リサイクルに関する協
定」を締結しました。これにより、
原油からペットボトルを製造する
必要がなくなり、環境負荷の低減
を図ることができます。循環型社
会の推進に向けて、引き続き、分
別収集にご協力をお願いします。

鍬入れを行い、工事の着工を祝う
　新トンネルの着工を前に式典が開催され
ました。新トンネルは、全長1.9キロ㍍。道
幅が1.7㍍広がり、安全に大型車が通行でき
るようになるほか、トンネル前後の急カー
ブも改善されます。

５月28日　連谷町

新伊勢神トンネル（仮称）の着工式

映像は
こちら

大きくなって帰ってきてね

映像は
こちら

映像は
こちら

映像は
こちら

　民芸館講座の「ガス窯陶芸講座」の講師で
ある野田宗憲氏が、焼き方や釉薬の調合に
こだわり仕上げた、濃淡のある青釉つぼを
はじめ、陶芸作品約20点を展示しています。
問合せは民芸の森（☎46・0001）。

７月10日まで　民芸の森

森のアート展「野田宗憲　陶芸作品展」
５月26日　足助川

小学生による「稚鮎の放流体験」

安心な、未来の水道水のために

６月４日　とよしば

水道フェスタ in とよしば

　水道週間に合わせ、「水道」について市民
に知ってもらうことを目的にイベントを開
催しました。パネル展示やペットボトル水
「とよた水物語」がもらえる輪投げなどが行
われ、多くの人でにぎわいました。

　足助小学校の１・２年生が稚鮎の放流体
験をしました。一人一人バケツを持ち、
「元気でね」と声をかけながら放流していま
した。勢いよく泳いでいく稚鮎をじっくり
と見つめる姿が印象的でした。

色の濃淡、模様の美しさを感じる
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おいでん総踊り ■と　き　７月30日（土）午後５時30分～８時45分
■ところ　名鉄豊田市駅東側一帯

■と　き　７月31日（日）午後７時10分～９時
■ところ　白浜公園一帯

リトルおいでん　午後６時50分から

オープニング　午後５時30分から
　恒例の鼓笛隊演奏やマーチングバンドな
どが会場を盛り上げます。

　市内各地で開催される「マイタウンおいで
ん」の締めくくりとなる「おいでん総踊り」。
各踊り連が、笑顔と元気あふれる踊りを披露
します。

屋台広場　挙母神社／午後５時～８時30分

おいでん総踊り　午後７時20分～８時45分

　元気いっぱいの子どもたちが笑顔で楽しく
踊ります。

協賛の申込み（先着：７月９日（土）午前10時～31日（日）午後７時10分）

窓口

インターネット チケットぴあホームページ

セブン-イレブン店舗（Pコード：648-023）
※店内のマルチコピー機使用

屋台出店　八幡公園・豊田スタジアム東側周辺・スカイホール豊田南側周辺／午後５時～９時
上の地図の　マークを参考にしてください。

事前場所取りについて

立入禁止区域

自由観覧エリア　
（川端公園・モデルパーク）

　おいでんまつりへの協賛をいただいた人には、返礼
として花火大会協賛席入場券を進呈しています。（一部
の協賛メニューを除く。メニューによっては受付を終
了している場合有り）

〈協賛のお知らせ〉

北

名
古
屋
鉄
道

バ
ス
・
タ
ク
シ
ー

臨
時
乗
降
場

屋台出店エリア
　  午後５時～９時

第54回豊田おいでんまつりを開催します
●問合せ　商業観光課（☎34・6642、FAX35・4317、✉shoukan@city.toyota.aichi.jp）

愛
知
環
状
鉄
道

おいでんアート

　趣向を凝らして作られたハリボテなどの作
品が、総踊りで踊り連と共にコースを周遊し
会場を彩ります。　　　　

　まつりのフィナーレを飾る全国屈指の花火大会。メロ
ディ花火やナイアガラ大瀑布など見応えは十分です。

花火大会

おいでんまつりスナップ写真コンテストの作品を
募集します
　８月18日（木）までに郵送か直接中日新聞豊田支局
（〒471・0024、元城町４－30－５）か商業観光課（〒
471・8501、西町３－60）。※作品はカラーの四つ切判
かＡ４判（ワイド判・日付入り・枠付きは不可）

当日の開催決定について
おいでん総踊り／当日の正午までに決定。小雨決行
花火大会／当日の正午までに決定。雨天決行。荒
天・河川増水時は中止
当日の開催確認／テレホンサービス（☎0180・99・
5533）、おいでんまつりホームページ、おいでんま
つり公式インスタグラムほか

公共交通機関をご利用ください
　期間中は公共交通機関をご利用ください。７月
30日（土）、31日（日）は名鉄三河線・豊田線、愛知
環状鉄道、路線バスの臨時便を運行。交通規制の
ため一部運行方法が変更され、名鉄豊田市駅東側
バス乗り場が西側のバス乗り場へ移ります。

※安全確保のためドローン（小型無人飛行機）などを飛ばす
行為を禁止します

※スケジュールは変更する場合もありますのでご了承くだ
さい

※近隣住民の迷惑になりますので、路上駐車は禁止します
※イヌは大きい音が苦手です。飼いイヌの脱走などに注意

してください

名
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ホームページ

高橋

午
後
４
時
30
分
〜
９
時
30
分

ギ
ャ
ザ

挙
母
神
社

北北

午後４時30分～９時30分 午後４時30分～９時

豊田大橋

市役所

市役所

踊りコース

名
古
屋
鉄
道

バ
ス
・
タ
ク
シ
ー

臨
時
乗
降
場

一
般
車
両
通
行
禁
止

愛
知
環
状
鉄
道
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交通規制

午後１時～10時30分午後１時～10時30分

午後１時～10時30分午後１時～10時30分

交通規制

会場周辺での路上座り込みは
できません

午前９時～午後11時午前９時～午後11時

午後１時～10時30分午後１時～10時30分

午後５時～10時30分

車両通行・人立入禁止

車両通行・人立入禁止（豊田大橋）

豊
田
市 第54回豊田おいでんまつ

り花火大会では、場所取
り可能エリアはありませ
んので、ご注意ください。
立入禁止区域内での場所
取りは随時撤去・処分し
ます。川端公園・モデル
パークは、自由観覧エリ
アです。

午後５時～10時30分午後５時～10時30分
※午後４時30分から順次規制を
　行います
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立入禁止区域

自由観覧エリア　
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として花火大会協賛席入場券を進呈しています。（一部
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花火大会

おいでんまつりスナップ写真コンテストの作品を
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471・8501、西町３－60）。※作品はカラーの四つ切判
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当日の開催確認／テレホンサービス（☎0180・99・
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つり公式インスタグラムほか
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30日（土）、31日（日）は名鉄三河線・豊田線、愛知
環状鉄道、路線バスの臨時便を運行。交通規制の
ため一部運行方法が変更され、名鉄豊田市駅東側
バス乗り場が西側のバス乗り場へ移ります。

※安全確保のためドローン（小型無人飛行機）などを飛ばす
行為を禁止します

※スケジュールは変更する場合もありますのでご了承くだ
さい

※近隣住民の迷惑になりますので、路上駐車は禁止します
※イヌは大きい音が苦手です。飼いイヌの脱走などに注意

してください
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り花火大会では、場所取
り可能エリアはありませ
んので、ご注意ください。
立入禁止区域内での場所
取りは随時撤去・処分し
ます。川端公園・モデル
パークは、自由観覧エリ
アです。
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※午後４時30分から順次規制を
　行います

9広 報 と よ た 令和４年７月号

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ



LIFE
INFORMATION

PICK UPピック
アップ

pick up 4pick up 2

pick up 3
お知らせ

催し お知らせ
第26回参議院議員通常選挙が執行されます

　参議院議員通常選挙は、平成28年７月10日執行の参議院議員通常選挙で当選した議員の任期満了（令和４年７月
25日）に伴い、７月10日に実施されることが有力です（６月13日現在）。
　ついては、下記のとおり日程をご案内しますが、万が一投票日が変更となる場合は、市ホームページや報道など
によりご確認ください。

●問合せ　選挙管理委員会事務局（☎34・6667、FAX31・8623、✉senkyo@city.toyota.aichi.jp）
第54回豊田おいでんまつり　マイタウンおいでんを開催中です
●問合せ　商業観光課（☎34・6642、FAX35・4317、✉shoukan@city.toyota.aichi.jp）

後期高齢者医療制度の被保険者証を２回お届けします
●問合せ　あいち後期高齢者医療コールセンター（☎0570・011・558）
　※７月11日（月）～12月28日（水）午前８時45分～午後５時15分（土・日曜日、祝日を含む）

● 当日の投票

●投票ができる人
　投票日現在で満18歳以上の日本国民　※豊田市の選挙人名簿に登録されている必要があります

　当日の投票所、期日前投票所に来られない人は、不在者投票制度を利用してください。
　①仕事先、旅行先の市区町村での不在者投票
　②入院中・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票
　③郵便などによる不在者投票（あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けておく必要があります。交付には、両下
　　肢１級など一定の要件があります）

■と　き　７月10日（日）
　　　　　①挙母・高橋・上郷・高岡・猿投・松平・藤岡地区の投票所
　　　　　　午前７時～午後８時
　　　　　②小原・足助・下山・旭・稲武地区の投票所
　　　　　　午前７時～午後６時
■ところ　入場券に記載された指定投票所か共通投票所（T‒FACE Ａ館９階）※１

　　　　　 ※１　共通投票所は当日の指定投票所に関係なく、誰でも投票ができます（午前10時～午後６時）
■持ち物　入場券

● 期日前投票

～新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をお願いします～

共通投票所

・投票所に来場の際はマスク着用、アルコールによる手指消毒にご協力ください
・場内では周りの人と一定距離を保ってください
・発熱がある場合など体調が悪い人は、受付で係員に申し出てください
・鉛筆やシャープペンシルを持参し投票用紙に記入することができます
・当日の投票所の混雑を避けるため、期日前投票を積極的に活用してください。土・日曜日は混雑が予想さ
　れるため、できるだけ平日にお越しください　

● 不在者投票

めいすいくん

■と　き　①市役所（東庁舎7階）、高橋・上郷・高岡・猿投・松平・藤岡支所　　　
　　　　　　６月23日（木）～７月９日（土）　午前８時30分～午後８時
　　　　　②小原・足助・旭・稲武支所、下山交流館、T－FACE A館９階※２

　　　　　　７月３日（日）～７月９日（土）　午前８時30分～午後７時
　　　　　　※２　T‒FACE Ａ館９階は午前10時～午後７時 　　　　
■持ち物　入場券（裏面の宣誓書をあらかじめ記入しておいてください）
■そのほか　バスを活用した移動期日前投票所（足助病院、愛知工業大学、中京大学）は、車内における３密防止のた
　　　　　め、今回は実施しません。

ホームページ

　後期高齢者医療制度において、医療費の窓口負担に関する制度の改正が行われます。
　10月１日から、窓口負担割合が１割の人のうち、一定以上の所得のある人は、２割負担になります。それに伴
い、今年度は後期高齢者医療被保険者証を全員に２回お届けします。

マイタウン名 と　き ところ（雨天時） 内容・そのほか

IYOIYOおいでん ７月２日（土）
午後６時～９時

ＧＡＺＡ南広場
（翌日順延）

バンドの生演奏によるおいでん踊り、大抽
選会

元祖おいでん上郷！
2022

７月２日（土）
午後２時～６時

柳川瀬公園多目的広場
（柳川瀬公園体育館）

「和太鼓 鼓猿」の和太鼓披露、誰もが参加で
きるおいでんタイム、移動販売車ほ

か

おいでんあさひ
風鈴まつり

７月３日（日）
午後２時～６時30分

旭支所　駐車場
（旭総合体育館）

「Star☆T」「笹戸わ太鼓」などのステージ、
旭中コラボ鹿肉バーガーの販売ほ

か

稲武おいでんまつり
2022

７月９日（土）
午後６時～８時30分

どんぐりの里いなぶイベント広場
（稲武福祉センター多目的広場）

オリジナル缶バッジの配布、特産品バザー、
稲武廻り太鼓の演奏、「Star☆T」のライブほ

か

ふじおか
おいでん夏まつり

７月９日（土）
午後４時～９時

藤岡コミュニティ広場
（藤岡体育センター）

「Star☆T」のステージ、小型煙火打上花火、
お楽しみ抽選会ほ

か

マイタウンおいでん
高岡

７月９日（土）
午後２時～８時40分

高岡運動広場
（翌日順延）

大林納涼祭
“ほ～いおいでん大林2022”

７月９日（土）
午後３時30分～９時

大林公園
（翌日順延）

芸能・パフォーマンス発表、グルメ・スイ
ーツ販売、お楽しみ抽選会ほか

豊スタ
おいでん夏まつり2022

７月17日（日）
午前11時～午後７時

豊田スタジアム東イベント広場
（豊田スタジアムコンコース内）

ライブ・ダンスパフォーマンスなどのステー
ジ、子どもが楽しめる催しものほ

か

　７月は、以下の８会場で開催します。

※イベントの内容は変更することがあります

※10月１日からの負担割合は、２回目（９月）に届く被保険者証で確認してください

１回目（７月）にお届けする被保険者証 ２回目（９月）にお届けする被保険者証

・有効期間は８月１日～９月30日です
・この被保険者証には２割負担の記載はありません
　（10月１日以降、２割負担に該当する人でも１割負

担の被保険者証をお届けします）

・有効期間は10月１日～来年７月31日です
・２割負担に該当する人は、「２割」と記された被保険

者証をお届けします
・負担割合に変更がない人にも再度お届けします

リトルおいでん、盆踊り大会、末野原中生徒の
和太鼓演奏、大林商店街のにぎわいコーナーほ

か
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　参議院議員通常選挙は、平成28年７月10日執行の参議院議員通常選挙で当選した議員の任期満了（令和４年７月
25日）に伴い、７月10日に実施されることが有力です（６月13日現在）。
　ついては、下記のとおり日程をご案内しますが、万が一投票日が変更となる場合は、市ホームページや報道など
によりご確認ください。

●問合せ　選挙管理委員会事務局（☎34・6667、FAX31・8623、✉senkyo@city.toyota.aichi.jp）
第54回豊田おいでんまつり　マイタウンおいでんを開催中です
●問合せ　商業観光課（☎34・6642、FAX35・4317、✉shoukan@city.toyota.aichi.jp）

後期高齢者医療制度の被保険者証を２回お届けします
●問合せ　あいち後期高齢者医療コールセンター（☎0570・011・558）
　※７月11日（月）～12月28日（水）午前８時45分～午後５時15分（土・日曜日、祝日を含む）

● 当日の投票

●投票ができる人
　投票日現在で満18歳以上の日本国民　※豊田市の選挙人名簿に登録されている必要があります

　当日の投票所、期日前投票所に来られない人は、不在者投票制度を利用してください。
　①仕事先、旅行先の市区町村での不在者投票
　②入院中・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票
　③郵便などによる不在者投票（あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けておく必要があります。交付には、両下
　　肢１級など一定の要件があります）

■と　き　７月10日（日）
　　　　　①挙母・高橋・上郷・高岡・猿投・松平・藤岡地区の投票所
　　　　　　午前７時～午後８時
　　　　　②小原・足助・下山・旭・稲武地区の投票所
　　　　　　午前７時～午後６時
■ところ　入場券に記載された指定投票所か共通投票所（T‒FACE Ａ館９階）※１

　　　　　 ※１　共通投票所は当日の指定投票所に関係なく、誰でも投票ができます（午前10時～午後６時）
■持ち物　入場券

● 期日前投票

～新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をお願いします～

共通投票所

・投票所に来場の際はマスク着用、アルコールによる手指消毒にご協力ください
・場内では周りの人と一定距離を保ってください
・発熱がある場合など体調が悪い人は、受付で係員に申し出てください
・鉛筆やシャープペンシルを持参し投票用紙に記入することができます
・当日の投票所の混雑を避けるため、期日前投票を積極的に活用してください。土・日曜日は混雑が予想さ
　れるため、できるだけ平日にお越しください　

● 不在者投票

めいすいくん

■と　き　①市役所（東庁舎7階）、高橋・上郷・高岡・猿投・松平・藤岡支所　　　
　　　　　　６月23日（木）～７月９日（土）　午前８時30分～午後８時
　　　　　②小原・足助・旭・稲武支所、下山交流館、T－FACE A館９階※２

　　　　　　７月３日（日）～７月９日（土）　午前８時30分～午後７時
　　　　　　※２　T‒FACE Ａ館９階は午前10時～午後７時 　　　　
■持ち物　入場券（裏面の宣誓書をあらかじめ記入しておいてください）
■そのほか　バスを活用した移動期日前投票所（足助病院、愛知工業大学、中京大学）は、車内における３密防止のた
　　　　　め、今回は実施しません。

ホームページ

　後期高齢者医療制度において、医療費の窓口負担に関する制度の改正が行われます。
　10月１日から、窓口負担割合が１割の人のうち、一定以上の所得のある人は、２割負担になります。それに伴
い、今年度は後期高齢者医療被保険者証を全員に２回お届けします。

マイタウン名 と　き ところ（雨天時） 内容・そのほか

IYOIYOおいでん ７月２日（土）
午後６時～９時

ＧＡＺＡ南広場
（翌日順延）

バンドの生演奏によるおいでん踊り、大抽
選会

元祖おいでん上郷！
2022

７月２日（土）
午後２時～６時

柳川瀬公園多目的広場
（柳川瀬公園体育館）

「和太鼓 鼓猿」の和太鼓披露、誰もが参加で
きるおいでんタイム、移動販売車ほ

か

おいでんあさひ
風鈴まつり

７月３日（日）
午後２時～６時30分

旭支所　駐車場
（旭総合体育館）

「Star☆T」「笹戸わ太鼓」などのステージ、
旭中コラボ鹿肉バーガーの販売ほ

か

稲武おいでんまつり
2022

７月９日（土）
午後６時～８時30分

どんぐりの里いなぶイベント広場
（稲武福祉センター多目的広場）

オリジナル缶バッジの配布、特産品バザー、
稲武廻り太鼓の演奏、「Star☆T」のライブほ

か

ふじおか
おいでん夏まつり

７月９日（土）
午後４時～９時

藤岡コミュニティ広場
（藤岡体育センター）

「Star☆T」のステージ、小型煙火打上花火、
お楽しみ抽選会ほ

か

マイタウンおいでん
高岡

７月９日（土）
午後２時～８時40分

高岡運動広場
（翌日順延）

大林納涼祭
“ほ～いおいでん大林2022”

７月９日（土）
午後３時30分～９時

大林公園
（翌日順延）

芸能・パフォーマンス発表、グルメ・スイ
ーツ販売、お楽しみ抽選会ほか

豊スタ
おいでん夏まつり2022

７月17日（日）
午前11時～午後７時

豊田スタジアム東イベント広場
（豊田スタジアムコンコース内）

ライブ・ダンスパフォーマンスなどのステー
ジ、子どもが楽しめる催しものほ

か

　７月は、以下の８会場で開催します。

※イベントの内容は変更することがあります

※10月１日からの負担割合は、２回目（９月）に届く被保険者証で確認してください

１回目（７月）にお届けする被保険者証 ２回目（９月）にお届けする被保険者証

・有効期間は８月１日～９月30日です
・この被保険者証には２割負担の記載はありません
　（10月１日以降、２割負担に該当する人でも１割負

担の被保険者証をお届けします）

・有効期間は10月１日～来年７月31日です
・２割負担に該当する人は、「２割」と記された被保険

者証をお届けします
・負担割合に変更がない人にも再度お届けします

リトルおいでん、盆踊り大会、末野原中生徒の
和太鼓演奏、大林商店街のにぎわいコーナーほ

か
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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

+

+

+

12

Ｐ12 Ｐ13 Ｐ14 Ｐ17 Ｐ20

●職員
▶市立こども園会計年度任用職員（看護師）
職種正看護師　勤務形態①フルタイム　②パートタイム　
勤務時間月～金曜日午前８時30分～午後５時のうち①７
時間30分　②６時間（週３日程度）　勤務場所①駒場・高
美こども園　②大草・野見こども園　内園児の健康管理、
園の衛生管理、医療的ケアな

ど　定各選考１人　報酬①時
給1,400円（医療的ケア業務有り）　②時給1,300円（医療
的ケア業務なし）　※いずれも交通費支給　賞与有り	
（勤務形態による）　採用８月１日（開始日応相談）　申・
問７月29日（金）までに資格証の写し、証明写真を○直保育
課（○☎34・6809、Ⓕ32・2088、○✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
▶文化振興財団の一般職員
職種事務職　対昭和63年４月２日以降生まれで大学か短
大（専門学校を含む）を卒業か来年３月までに卒業見込み
の人　申・問７月26日（火）までに文化振興財団総務課で
配布か文化振興財団○HPからダウンロードした受験申込書
を○郵か○直文化振興財団総務課（〒471・0035、小坂町12－
100、○☎33・7222、Ⓕ33・3584、○✉tculpf@hm4.aitai.ne.jp）
—————————————————————————
●交通安全ポスター・標語・作文
対市内在住・在勤・在学の人　テーマ交通安全ポスター・
標語／①とまってくれてありがとう運動の推進　②子ど
も・高齢者の交通事故防止　③自転車の安全利用促進　
④ドライバーの安全運転促進　⑤ライダーの安全運転促
進　⑥交通安全全般　作文／交通安全への思いや交通事
故防止のために日頃から実践していること、交通事故の
体験な

ど　規格ポスター／四つ切画用紙　標語／ハガキサ
イズの用紙　作文／400字詰め原稿用紙４枚以内（題名・
氏名含む）　賞優秀作品は来年１月28日（土）の交通安全
市民大会で表彰。選定された作品は交通安全作品展で展
示。参加賞有り　他応募は未発表のもので各部門１人１
点限り。作品は返却不可。入賞者は氏名、町名など公表。
著作権は交通安全市民会議に帰属。交通安全の啓発に利
用　申・問９月８日（木）までに〒住所、氏名、年齢、電
話番号、テーマ番号（ポスター・標語のみ）を作品裏面に
書いて○直交通安全防犯課（〒471・8501、西町３－60、○☎
34・6633、Ⓕ32・3794、○✉signal@city.toyota.aichi.jp）　※標
語・作文は○郵可
—————————————————————————
●自治区女性会等講師料助成事業
対自治区女性会、自治区内の女性で構成された自主グル
ープ　内男女共同参画の推進をテーマとした講座や会員
同士の交流を図る事業への支援　助成講師料（上限２万
円）　申・問７月５日（火）～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実施計画書を○郵、○✉か



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
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○直キラッ☆とよた（〒471・0034、小坂本町１－25、○☎31・
7780、Ⓕ31・3270、○✉clover@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●障がい者作品展の作品
対市内在住・在勤・在学の障がいのある人　作品種類絵
画・手工芸・陶芸・書道・写真　作品規格縦・横・高さ
100㌢以内（書道は縦150㌢以内）で、吊り下げか置いて展
示できるもの　※詳細は応募要項を参照　応募数１人
（１グループ）１点　他11月19日（土）～27日（日）に市民文
化会館で作品展開催。優秀作品は表彰有り　申・問障が
い福祉課、市身障協会、各交流館で配布か市○HPからダウ
ンロードした応募用紙を９月１日（木）～30日（金）に○郵、	
Ⓕ、○✉か○直障がい福祉課（〒471・8501、西町３－60、○☎
34・6751、Ⓕ33・2940、○✉shougai_hu@city.toyota.aichi.jp）
	 	 （HP1038767）
—————————————————————————
●パブリックコメント意見
▶（仮称）豊田市地域公共交通計画
ねらい・ポイント本市の交通を取り巻く社会状況の変化
に対応するため、現計画の豊田市公共交通基本計画を改
定し、公共交通を軸とした交通の総合計画として策定す
るもの　時７月８日（金）～８月８日（月）　資料閲覧交通
政策課、市政情報コーナー、各支所・出張所、各交流館、
市○HP　意見提出・問〒住所、氏名、ご意見を○郵、Ⓕ、○✉
か○直交通政策課（〒471・8501、西町３－60、○☎34・6603、
Ⓕ33・2433、○✉koutsu@city.toyota.aichi.jp）	 （HP1049531）

●レディース検診
時８月３日、17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８月２日、16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７月11日（月）午
前８時30分から○☎で豊田地域医療センター（○☎34・3002、
Ⓕ33・8710）
—————————————————————————
●市営プールオープン
時７月10日（日）～８月31日（水）午前９時30分～午後４時　	
※加茂川公園プールは午後６時まで　￥高校生以上300
円、中学生以下100円　※下山西部プールは高校生以上

200円　他期間中は原則無休。ただし節水規制や気象状況
などにより利用を中止する場合有り。足助・下山西部プ
ールは、期間中一部・全面使用不可の日有り。利用には、
水泳帽の着用が必要

プール
問合せ

開設期間 それ以外

加茂川公園プール（東山町）	
【25㍍５コースと遊戯プール】

加茂川公園	
プール	
（☎88・0664）

高橋コミュニ
ティセンター	
（☎80・4729）

足助プール（足助町）	
【25㍍８コース】

足助プール	
（☎62・1582）

足助支所	
（☎62・0600）

下山西部プール（下山田代町）	
【25㍍４コースと遊戯プール】

下山西部プール	
（☎90・2579）

下山支所	
（☎90・4411）

—————————————————————————
●低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯分）の支給
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中
で、食費などの物価高騰等に直面する低所得のひとり親
世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点
から、給付金を支給します。

対象者 申請
①令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受け
ている人 不要

②公的年金などを受給しており、令和４年４月
分の児童扶養手当の支給が全額停止している
人な

ど

必要

③次のすべてを満たす人
・申請する時点で、令和４年４月分の児童扶養
手当の認定を受けていない受給資格者か児童
扶養手当の支給が全額停止している人な

ど

・ひとり親で新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて家計が急変し、急変後１年間の収入
見込額が児童扶養手当の支給を受けている人
と同じ水準となっている人

必要

支給額児童１人当たり一律５万円　申請期限来年２月28
日（火）（郵送の場合は消印有効）　申請方法・問郵送か窓
口で配布の申請書を○郵か○直子ども家庭課（〒471・8501、	
西町３－60、○☎34・6636、Ⓕ32・2098、○✉kodomokatei@
city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業事後調
査報告書の縦覧
時７月６日（水）まで　所産業労働課、下山支所、トヨタ
自動車本社地区事務５号館、岡崎市環境政策課、岡崎市
額田センター・こもれびかん、額田保久簡易郵便局　問
トヨタ自動車プラント・環境技術部生産環境室（○☎23・
3887、Ⓕ23・5733）



［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

美術館 市民文化会館 発見館

●国民年金保険料免除・納付猶予申請を受け付けます
　経済的な理由などで保険料の納付が困難な人の令和４
年度（７月～来年６月分）の国民年金保険料の免除・納付
猶予申請を７月から受け付けます。なお、過去の期間に
未納のある人も、申請時から最大２年１か月前の月分ま
で申請できます。
受付場所国保年金課、各支所・出張所　持ち物来庁者の
本人確認ができるもの（マイナンバーのわかるものや年
金手帳な

ど）　※失業中の人は雇用保険被保険者離職票な
どが必要な場合有り　他本人、配偶者、世帯主の前年所
得による審査有り。免除・猶予を受けた期間の保険料を
10年以内であればさかのぼって納付する追納制度や第１
号被保険者が出産した場合の産前産後免除制度有り　※
マイナポータルから電子申請可。詳細は日本年金機構○HP

を確認　問国保年金課（○☎34・6638、Ⓕ34・6007、○✉ko
kuhonenkin@city.toyota.aichi.jp）

●どんぐり横丁リニューアルオープン
時７月２日（土）午前10時30分　所どんぐりの里いなぶ　
内直売所・レストラン・テナント店舗の営業、ステージ
イベントな

ど　他８月７日（日）までの毎週末にトウモロコ
シもぎ取り体験などの記念イベントを開催　問どんぐり
の里いなぶ（○☎82・3135、Ⓕ82・3138、○✉ info@dongurinos
ato.com）
—————————————————————————
●秋冬せん定
時９月下旬～来年４月下旬　￥１人１時間1,458円（作業
内容で変動有り。枝葉の処分費などは別途）　他申込者
の中から抽選で決定　申・問旭・足助・稲武・小原・下
山・藤岡地区在住の人は随時○☎でシルバー人材センター
各支所（旭・足助○☎62・2166、稲武○☎82・3000、小原○☎
66・0220、下山○☎91・1221、藤岡○☎76・2949）。それ以外
の地区在住の人は７月14日（木）までに各交流館、コミュ
ニティセンター、市政情報コーナー、シルバー人材セン
ターで配布の申込用紙を○郵かⒻでシルバー人材センター	
（〒471・0027、喜多町６－61－１、○☎31・1007、Ⓕ34・
3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）

●漆塗体験－水目桜のお椀に拭漆

時８月21日（日）午前10時30分～午後
０時30分、午後２時30分～４時30分　	
対小学５年生以上　定各抽選15人　
￥4,000円　申・問７月22日（金）まで
に申込み共通事項と希望時間を○はか
○✉で美術館（〒471・0034、小坂本町
８－５－１、○☎34・6610、Ⓕ36・51
03、○✉bijutsukan2@city.toyota.aichi.jp）

総合野外センター
●家族でナイトハイキング！
時８月20日（土）午後３時～８時30分　
対市内在住の小・中学生とその家族　	
定抽選12家族　￥１家族400円　申・
問７月23日（土）までに申込み共通事
項と参加人数を○✉で総合野外センタ	
ー（○☎58・1388、Ⓕ58・1349、○✉to	
yota-yagai-center@hm.aitai.ne.jp）

●劇団四季ファミリーミュージカ
ル「人間になりたがった猫」

時９月25日（日）午後５時開演　￥Ｓ
席5,500円（中学生以下3,300円）、Ａ席
3,300円（中学生以下2,200円）　※全席
指定。３歳未満は膝上１人無料（席
が必要な場合は有料）　申・問７月	
30日（土）午前10時から市民文化会館	
○HPか○☎で市民文化会館（○☎33・7111、
Ⓕ35・4801）　※席の選択は市民文
化会館○HPからのみ可。残席がある場
合は翌日午前10時から○直市民文化会
館	

●まゆ花カプセルをつくろう

時７月16日（土）から　※午前９時～
午後４時　定先着50個　￥100円

●+
●でんでんうちわをつくろう
時７月23日（土）から　※午前９時～
午後４時　定先着25個　￥100円

●+
●風鈴・麦わら帽子に絵を描こう
時７月30日（土）から　※午前９時～
午後４時　定先着25個　￥100円

●+
●ものづくり体験「おばけだぞ」な

ど

時７月16日（土）～８月31日（水）午前
９時～午後４時30分

《共通》問発見館（○☎33・0301、Ⓕ33・
0319、○✉hakken@city.toyota.aichi.jp）

撮影者：阿部章仁
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美術館 総合野外センター 市民文化会館 発見館 中央図書館 コンサートホール・能楽堂 市郷土資料館

中央図書館 コンサートホール・能楽堂 市郷土資料館

施
設

お
知
ら
せ

●スーパー土団子はどうして光る
のか？団子づくりと粘土の性質
時７月23日（土）午前10時15分～正午　
対小学１～３年生（１・２年生は保
護者同伴）　定抽選20人　申７月13
日（水）までに中央図書館○HPか○直同館　	

●+
●15分で完成！わくわく夏の工作会
時７月23日（土）～27日（水）、８月25
日（木）～28日（日）午後１時30分～２
時30分　対小学生以下（未就学児は
保護者同伴）　定各先着16人　申当
日午後１時から整理券配布

●+
●猿投山はどうやってできたの
か？石と鉱物の実験と観察
時７月24日（日）午前10時15分～午後
０時15分　対小学４年～中学生　定
抽選20人　申７月13日（水）までに中
央図書館○HPか○直同館

●+
●矢作川の石から何ができた？石
から考える持続可能なものづくり
時８月７日（日）午前10時15分～午後
０時15分　対小学５年～中学生　定
抽選20人　申７月21日（木）までに中
央図書館○HPか○直同館

●+
●手作り絵本講座（①ドイツ装本　
②ハードカバー）

時８月２日、９日、23日の火曜日①
午前10時15分～午後０時15分　②午
後１時～３時　対各コース全日程参
加可能な小学生以上　定各抽選15人　
￥1,000円　申７月20日（水）までに申
込み共通事項と希望コースを○往で中
央図書館　※当落結果を７月26日	
（火）までに連絡
《共通》問中央図書館（〒471・0025、	
西町１－200、○☎32・0717、Ⓕ32・43	
43）

●オペラ・コンチェルタンテ
時７月10日（日）午後３時開演　￥3,0	
00円（25歳以下は半額）

●+
●とよたハートフルシリーズ2022　
親子で楽しむ名フィル・コンサート
時７月18日（月）午後２時開演　￥2,0	
00円（中学生以下は半額）　※３歳以
下入場不可

●+
●か～るくラシック♪コンサート

「パイプオルガン×ソプラノ」
時７月22日（金）午後７時開演　￥500
円　※３歳以下入場不可

●+
●ポジティフオルガン（小型のパ
イプオルガン）演奏体験

時８月18日（木）午前10時～午後５時　	
対小学生　定抽選15人　￥500円　
申７月16日（土）午後５時までに○☎か
○直コンサートホール・能楽堂

●+
●能狂言が見たくなる講座①「能
楽師のお仕事」
時７月16日（土）午後２時開演　￥1,0	
00円（25歳以下は半額）

●+
●わくわく能楽体験（能楽鑑賞）
時８月28日（日）午後１時～２時40分　
￥1,000円（高校生以下は半額）、４歳
以上小学生未満は無料（要整理券）　	
※３歳以下入場不可　他終了後、ワ
ークショップ３回開催（各回先着50
人、申込みは７月５日（火）午前10時
から○☎でコンサートホール・能楽堂

●+
●参合館ロビーコンサート
時７月13日、８月３日の水曜日午後
０時20分～０時50分　

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

●企画展「昭和47年７月豪雨から
50年　土石の川も美田へと」
時７月９日（土）～９月30日（金）午前
９時～午後５時（入館は午後４時30
分まで）

●+
●夏休みこども月間2022～古代人
体験をしよう～

時７月12日（火）～８月31日（水）午前
９時～午後５時　対小学生以上　他
クイズラリー、写真立てづくり

●+
●まが玉づくり
時７月27日（水）、28日（木）午前９時
30分～11時30分、午後１時30分～３
時30分　対小学生以上　定各抽選12
人　￥１個300円　申７月13日（水）
までに申込み共通事項と参加者全員
の氏名、学年、材料数（保護者も制
作可）、参加希望日時を○往で市郷土資
料館　※当落通知は７月20日（水）頃
に発送予定

●+
●化石を取り出してみよう！　

時７月29日（金）午前９時30分～10時
30分、10時45分～11時45分、午後１
時30分～２時30分、２時45分～３時
45分　対小学生以上　定各抽選６組	
（１組５人まで）　￥500円　申７月
13日（水）までに○往で市郷土資料館　
※当落通知は７月20日（水）頃に発送
予定

《共通》問市郷土資料館（〒471・0079、
陣中町１－21－２、○☎32・6561、Ⓕ
34・0095、○✉bunkazai@city.toyota.aichi.
jp）
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民芸館 民芸の森 豊田スタジアム とよた科学体験館

民芸館 民芸の森 とよた科学体験館
●民芸館・民芸の森クイズラリー2022
時７月16日（土）～８月28日（日）午前
９時～午後４時30分　所民芸館、民
芸の森　他正解者の中から後日抽選
で絞り染めハンカチを送付

●+
●窯焚き陶芸体験
時作陶／７月17日（日）午前10時～正
午、窯焚き／７月31日（日）午前10時
～11時　対小学生以上　定抽選12人　
￥3,000円（中学生以下2,500円）　他
作品は８月21日（日）以降にお渡し　
申込み期限７月７日（木）

●+
●とんぼ玉体験講座「サンキャッチ
ャー（ガラスのつるし飾り）作り」
時７月31日（日）午前10時～正午、午
後１時～３時　対小学５年生以上　
定抽選12人　￥3,400円（中学生以下
3,000円）　申込み期限７月21日（木）

●+
●糸紡ぎ見学・はた織り体験
時８月４日（木）、５日（金）午前10時
～正午、午後１時～３時の間で随時　
申当日○直会場

●+
●裂織体験（テーブルセンターの制作）

時８月７日（日）午前10時～正午、午
後１時～３時　対小学生以上　定抽
選12人　￥1,700円（中学生以下1,500
円）　申込み期限７月21日（木）

《共通》他小学生以下は保護者同伴
（民芸館・民芸の森クイズラリー20	
22を除く）　申抽選の場合は申込み
期限までに申込み共通事項と学年
（中学生以下）、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）で民芸館　問民芸館	
（〒470・0331、平戸橋町波岩86－100、
○☎45・4039、Ⓕ46・2588、○✉mingeikan	
@city.toyota.aichi.jp）

●民芸館コレクション展－新作ガ
ラス工芸

時７月16日（土）～９月４日（日）午前
９時～午後５時　他７月30日（土）午
後２時からギャラリートークを開催　
問民芸の森（◯☎46・0001、Ⓕ46・00	
43、◯✉mingeinomori@city.toyota.aichi.jp）

豊田スタジアム
●ラグビー　リポビタンＤチャレ
ンジカップ2022　日本代表vsフラ
ンス代表
時７月２日（土）午後３時

●+
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第21
節　名古屋グランパスvs清水エス
パルス
時７月10日（日）午後６時

●+
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第22
節　名古屋グランパスvs川崎フロ
ンターレ
時７月16日（土）午後７時

●+
●ＥＡＦＦ　Ｅ－１サッカー選手
権2022決勝大会
時女子	中国vsチャイニーズ・タイ
ペイ／７月20日（水）午後３時30分、
男子	中国vs韓国／午後７時、男子	
韓国vs香港／24日（日）午後４時、男
子	日本vs中国／午後７時20分、男子	
中国vs香港／27日（水）午後４時、男
子	日本vs韓国／午後７時20分

《共通》休館日全館／７月31日（日）　
スポーツプラザ／７月１日（金）、２
日（土）、10日（日）、16日（土）、20日	
（水）、24日（日）、27日（水）　問豊田	
スタジアム（○☎87・5200、Ⓕ87・52	
01）

●プラネタリウム投映番組
時７月18日（月）までの土・日曜日、
祝日、７月21日（木）～８月31日（水）
の火～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。７月16日（土）か
ら新番組「クレヨンしんちゃん宇宙
からの来訪者」ほ

か

●+
●サイエンスショー「燃焼大実験
～花火の色のひみつ～」

時７月２日（土）～18日（月）毎週土曜
日午後１時45分、日曜日・祝日午前
10時15分、午後１時45分、７月22日
（金）～31日（日）毎週水・金～日曜日
午前10時15分、午後１時45分　※い
ずれも約20分間

●+
●簡単な科学工作のミニワークシ
ョップ
時７月18日（月）までの土・日曜日・
祝日、７月21日（木）～８月31日（水）
の火～日曜日　※受付時間は午前10
時～正午、午後１時30分～３時30分　
￥100円

●+
●企画展「知ってる？ナナフシの
ななふしぎ展」
時７月21日（木）～８月21日（日）午前
９時～午後５時　他毎週木曜日の午
後は解説員によるガイド有り

●+
●喜劇団・笑劇波の笑劇サイエン
スショー
時８月３日（水）～７日（日）午前10時
15分～10時35分、午後１時45分～２
時５分　定各回先着150人　他当日
の通常サイエンスショーは休止

《共通》問とよた科学体験館（○☎37・
3007、Ⓕ37・3012）
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エコット 自然観察の森

エコット 自然観察の森

学
び

施
設

●エコットフォーラム2022　台所
からはじめる捨てない暮らし
時８月28日（日）午後１時30分～３時
30分　対中学生以上　定先着100人

●+
●卒ＦＩＴ後の太陽光発電・蓄電
池に関する相談会

時８月６日（土）午前10時～正午　所
高橋コミュニティセンター　対大人　
定先着50人

●+
●渡刈クリーンセンター　謎解き
探検ナイトツアー夏休み編
時８月６日（土）午後６時～８時　対
園児・小学生の子と親　定先着10組　
￥100円

●+
●自分でできるよ朝の身じたく　
楽しく作ろう！おしたく箱
時８月21日（日）午前10時～正午　対
３歳～小学生と保護者　定先着15組
￥100円

●+
●もった博士のかがく倶楽部～ド
ライアイスであそぼう！～
時８月14日（日）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着15人　￥300円

●+
●eco☆ゲームでクールシェア
時８月27日（土）午前10時～正午　対
小学生以上　定先着15人

●+
●鉄道模型好き集まれ　鉄道はエ
コなのりもの？！
時８月３日（水）午前10時～正午　
対小学生以上（小学生は保護者同
伴）　定先着15人

《共通》申・問７月５日（火）午前10時
から○☎でエコット（○☎26・8058、Ⓕ
26・8068、○✉eco-t@eco-toyota.com）

●夏休みの科学研究に！土の不思議
に迫る（土の中の生き物探しや実験）
時７月17日（日）午前９時30分～午後
３時30分　※雨天中止　対小学生以
上　定先着15人　￥100円　申込み
開始日７月７日（木）

●+
●夏の矢並湿地観察会
時８月14日（日）午前10時～11時30分　
※雨天中止　所矢並湿地　※バスは
自然観察の森発着　定先着15人　￥
300円　申込み開始日８月４日（木）

●+
●森のレンジャーと生き物調べ

時８月６日（土）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　定先着15人　￥
100円　申込み開始日７月27日（水）

●+
●昆虫の糞で布を染めよう！
時７月23日（土）午前９時30分～11時　
※雨天決行　対小学生以上　定先着
15人　￥600円　申込み開始日７月
13日（水）

●+
●ライトトラップと夜の昆虫観察会
時７月30日（土）午後７時30分～９時　
※雨天中止　定抽選15人　￥100円　
申７月13日（水）までに申込み共通事
項、年齢と学年（小・中学生）を○往で
自然観察の森　※氏名、年齢は全員
分を記入

《共通》他小学４年生以下は保護者同
伴（ライトトラップと夜の昆虫観察
会は中学生以下保護者同伴）　申・
問先着の場合は申込み開始日午前９
時から○☎で自然観察の森（〒471・00	
14、東山町４－1206－１、○☎88・13	
10、Ⓕ88・1311、○✉toyota@wbsj.org）

●学ぼう応急手当（７月～９月）
▶普通救命講習Ⅰ
時①７月17日（日）　②８月12日（金）　
③16日（火）　④９月２日（金）　※い
ずれも午前９時～正午　所①北消防
署　②③④消防本部　申込み期間①
７月11日（月）まで　②７月１日（金）
～８月５日（金）　③７月５日（火）～
８月９日（火）　④７月22日（金）～８
月26日（金）

●+
▶上級救命講習
時９月10日（土）午前９時～午後６時
（休憩１時間）　所消防本部　申込み
期間７月29日（金）～９月５日（月）

●+
▶応急手当普及員講習Ⅰ（３日間）
時①７月27日（水）～29日（金）　②９
月14日（水）～16日（金）　※いずれも
午前９時～午後６時（休憩１時間）　
所①北消防署　②消防本部　申込み
期間①７月20日（水）まで　②８月３
日（水）～９月７日（水）

●+
▶応急手当普及員再講習
時８月９日（火）午前９時～正午　所
消防本部　申込み期間８月２日（火）
まで

《共通》定各先着30人　申市○HP　問中	
消防署管理課（○☎35・9720、Ⓕ35・
9729、○✉shoubou-naka-kanri@city.toyota.
aichi.jp）	 （HP1049193）
————————————————
●空き家・相続に関する無料相談会
時７月20日（水）午後１時～４時　申
込み期限７月19日（火）

●+
●遺言・家族信託セミナー（財産
の管理）
時７月30日（土）午前10時30分～正午　
申込み期限７月28日（木）

《共通》所とよた市民活動センター　
申・問申込み期限までに○☎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）
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●若年性認知症本人・家族会スマイル
時８月15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８月12日	
（金）までに○☎か○✉で高齢福祉課（○☎
34・6984、Ⓕ34・6793、○✉korei-fuku	
shi@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●高次脳機能障がいのある人の家
族の教室
時８月24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　内交流会　定先着11人　
申・問７月５日（火）午前９時から○☎、
Ⓕ、○✉か○直保健支援課（○☎34・6855、
Ⓕ34・6051、○✉hokenshien@city.toyota.
aichi.jp）
————————————————
●キャリアプランニングセミナー
時８月３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　テーマ企業が
求めている力をみよう　定先着12人

●+
●55歳以上対象　出張相談 in 豊田市
時８月８日（月）午後２時～５時（１
回50分）　対市内在住・在勤・在活
動中の55歳以上　定先着３人

●+
●セカンドライフ・キャリアセミナー
時８月27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健康寿命を延ば
すための食生活とは？（夏編）　②セ
カンドキャリアデザイン講座

●+
●中高年齢者再就職支援セミナー
時８月22日（月）午前10時30分～午後
３時　対再就職を希望する45歳以上
の人　定先着20人

《共通》所就労支援室　他雇用保険求
職活動の実績として認定　申・問７
月６日（水）午前10時から○☎、Ⓕ、○✉
か○直就労支援室（○☎31・1330、Ⓕ31・
1391、○✉shurosien@city.toyota.aichi.jp）

●女性のための無料法律相談
時７月28日（木）午後１時～４時20分　
※１人30分　所市内　相談員弁護士　
定先着６人　他未就学児の託児有り
（有料、７月21日（木）までに要予約）　
申７月５日（火）午前10時から○☎でク
ローバーコール（○☎33・9680）　※受
付時間は祝日を除く火・木～土曜日
午前10時～午後４時、水曜日午前10
時～午後１時、午後４時～７時

●+
●離婚という選択（制度を学ぶ）
時８月25日（木）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた　定先着40人　他未
就学児の託児有り（有料、８月18日
（木）までに要予約）　申７月５日
（火）午前10時からキラッ☆とよた○HP、
○☎か○直キラッ☆とよた

《共通》対市内在住・在勤の女性　問
キラッ☆とよた（○☎31・
7780、Ⓕ31・3270、○✉clo
ver@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●多様な間伐手法を学ぼう！

時８月20日、27日の土曜日　所御内
市有林、小原交流館、大洞市有林　
定抽選12人　￥2,000円　申込み期限
８月６日（土）

●+
●森林観察リーダー入門講座（基
礎的知識を実践的に学ぶ）
時８月28日、９月11日、25日、10月
９日、23日の日曜日　所旭高原元気
村　￥5,000円　申込み期限８月７日
（日）
《共通》申・問申込み期限までに豊田
市・森の総合サイト「Tomori」か○直
森林課（○☎62・0602、Ⓕ
62・0612、○✉shinrin@city.
toyota.aichi.jp）

●親子でまなぼうイヌのこと（イ
ヌとの接し方）
時８月６日（土）午前10時～11時30分　
対市内在住の小学生と保護者　定抽
選10組　申７月15日（金）までに申込
み共通事項と参加者全員の氏名・年
齢を○は、○☎、○✉か○直市動物愛護セン
ター

●+
●動物愛護ボランティア養成講座
時９月７日、14日、28日、10月12日、	
26日、11月９日、16日の水曜日午前
10時～正午、12月５日（月）午前９時
～午後１時、12月23日（金）午前10時
～正午　対全日程参加でき、市内在
住で飼いイヌとボランティア活動	
（こども園や社会福祉施設への訪問
な
ど）ができる人　※イヌを飼ってい
ない人も可　定選考15人　他イヌは
健康で基本的に室内飼い、市に登録
済、狂犬病予防注射・各種伝染病予
防ワクチン接種済、避妊・去勢手術
済、生後８か月以上で基本的なしつ
けができていること　申７月22日	
（金）までに申込み共通事項とイヌの
名前・種類・年齢を○は、○☎、○✉か○直
市動物愛護センター

《共通》所・問市動物愛護センター
（〒471・0002、矢並町法沢715－４、
○☎42・2533、Ⓕ80・2020、○✉doubu	
tsu-aigo@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●夏休み親子木工教室（ティッシュ
ボックス、シューズラックの製作）

時７月31日（日）午前９時30分～午後
３時　所豊田高等職業訓練校　対市
内在住の小学３～６年生と親　定先
着10組　￥2,000円　申・問７月５日
（火）午後１時から○☎で豊田高等職業
訓練校（○☎32・5454）　※土・日曜日、
祝日を除く午後１時～６時
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学
び

●女性しごとテラスセミナー
時７月20日（水）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤・在学・在活動中
か市内で就職活動を希望する女性　
テーマ応募書類の作り方　定先着15
人　※オンライン参加も可（先着20
人）

●+
●在宅ワーク・テレワークセミナ
ー＆体験会
時７月25日、８月１日、８日の月曜
日午前10時30分～午後０時30分　対
全日参加可能で、市内在住・在勤・
在学・在活動中の女性　定先着12人

《共通》所女性しごとテラス　他託児
有り（500円、７月11日（月）までに要
予約、先着５人）。雇用保険求職活動
の実績として認定　申・問７月６日
（水）午前10時から女性しごとテラス
○HP、○☎か○直女性しごとテラス（○☎41・
7555、Ⓕ31・1391、○✉shigoto@city.toy
ota.aichi.jp）
————————————————
●講演会「ボランティアのはじめ
の一歩」
時①８月６日（土）午後２時～４時　
②７日（日）午前10時～正午　所①井
郷交流館　②上郷交流館　対市内在
住・在勤・在学の人　定各先着100人　

●+
●災害ボランティアコーディネー
ター養成講座
時８月20日（土）午後１時～４時、９
月４日（日）、18日（日）、10月15日
（土）午前９時～午後４時　所福祉セ
ンター　対全日程受講可能な市内在
住・在勤・在学の高校生以上で災害
時にコーディネーターとして活動で
きる人　定先着20人　

《共通》申・問７月５日（火）午前９時
から○郵、○☎、Ⓕか○✉で社会福祉協議
会（〒471・0877、錦町１－１－１、	
○☎31・1294、Ⓕ33・2346、○✉vc@toyo	
ta-shakyo.jp）

●親の学習会
時８月27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７月５日（火）午前９時から○☎
で若者サポートステーション（○☎33・	
1533、Ⓕ32・6298、○✉tyss@nponiji.org）
————————————————
●ＬＧＢＴをもっと理解しよう
時８月26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　他未就学児の
託児有り（有料、８月17日（水）まで
に要予約）　申・問７月５日（火）午
前10時からとよたキャリ	
アカレッジ○HP（○☎41・88	
71、○✉office@8eight8.jp）
————————————————
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時８月22日～９月12日の毎週月曜日
午後１時15分～４時　￥7,000円

●+
●よくわかるワード基礎講座
時８月３日～９月７日の毎週水曜日
午後１時15分～４時　￥１万2,200円

●+
●スマホ＆タブレット基本操作と
生活に役立つアプリ講座
時①８月１日、８日　②８月22日、
29日　※いずれも月曜日午前９時30
分～11時30分　￥①②5,500円

●+
●インターネット・メール講座
時８月17日～31日の毎週水曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円

●+
●スマホ・デジカメ写真を編集し
て楽しもう
時８月の毎週火曜日午後１時15分～
４時　￥8,000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７月５日（火）午前９時から○☎	
でシルバー人材センター（○☎31・10	
07、Ⓕ34・3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）

●はじめの一歩講座「渡刈クリー
ンセンター見学ツアー」
時８月４日（木）午前10時～11時30分　	
所エコット　対市内在住の成人　定
先着12人　￥100円　申７月６日
（水）午前10時から○☎でとよたシニア
アカデミー

●+
●やってみよう！福祉のお仕事

時福祉の仕事とは／７月25日（月）午
後２時～３時30分、利用者への接し
方な

ど／８月８日（月）午後２時～３時	
30分、実習体験／８月10日（水）～28
日（日）（２日間程度）、実習のふりか
えり／８月29日（月）午後２時～３時
30分、実習体験／８月30日（火）～９
月11日（日）（２日間程度）、実習のふ
りかえり／９月12日（月）午後２時～
３時30分、福祉の仕事紹介な

ど／９月
26日（月）午後２時～３時30分　所と
よた市民活動センター、市内の介護
施設、福祉施設な

ど　対市内在住で、
受講終了後に福祉の仕事・支援活動
をしたい人　定先着20人　他実習に
かかる活動保険料が必要　申７月６
日（水）午前10時から受講申込書をⒻ、
○✉か○直とよたシニアアカデミー

《共通》問とよたシニアアカデミー
（○☎36・6363、Ⓕ34・0015、○✉t-saj	
@hm.aitai.ne.jp）
————————————————
●里親養育体験発表会、里親サポ
ーター養成講座
時８月15日（月）午前10時30分～正午、	
午後１時～３時　所保健センター　
対市内・みよし市在住の人　定先着
45人　申・問７月15日（金）午前９時
から○☎か○✉で県西三河児童・障害者	
相談センター（○☎0564・27・2779、
○✉nishimikawa-fukushi@pref.aichi.lg.jp）
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●みんなで調査！市民参加生き物探し

時７月１日（金）～９月30日（金）　※
調査日数１日から参加可　調査内容
各支所、各交流館などで配布の生き
物調査ブックを使い、家の周りや自
分が住んでいる地域の生き物を調査。
調査シートに見つけた生き物をチェ
ックして○郵　他鞍ケ池公園サービス
センター、市動物愛護センター、と
よたエコフルタウンに調査シートを
持参するとプレゼントがもらえる　
※数に限り有り

●+
●「夏休みの自由研究に！」風力発電
所やブナ原生林を回る見学ツアー
時７月23日（土）午前９時～正午、午
後１時～４時　※雨天の場合は前日
に中止を判断　集合どんぐり工房
（目的地までは往復バスで移動）　対
小学校高学年か中学生１人と保護者　
定各先着10組　申７月５日（火）午前
10時から○☎、Ⓕか○✉で環境政策課

《共通》問環境政策課（○☎34・6650、
Ⓕ34・6759、○✉kansei@city.toyota.aichi.
jp）
————————————————
●とよたの歴史なぞ解きラリー
時７月21日（木）～９月25日（日）　対
象施設市郷土資料館、発見館、民芸
館、民芸の森、喜楽亭、棒の手会館、
足助資料館、松平郷館、歌舞伎伝承
館、藤岡民俗資料館、旧松本家長屋
門　他対象施設で台紙を受け取り、
５か所以上でスタンプを集めるとオ
リジナルグッズがもらえる。スタン
プの押印は１人１回１枚。景品はな
くなり次第終了　問文化財課（○☎32・
6561、Ⓕ34・0095、○✉bunkazai@city.to
yota.aichi.jp）

●発達障がい子育ておはなし会
「なんでも相談会」
時８月29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７月６日（水）午
前９時～８月５日（金）午後５時に○☎、
Ⓕか○✉で障がい福祉課（○☎34・6751、
Ⓕ33・2940、○✉shougai_hu@city.toyota.
aichi.jp）
————————————————
●全国手すき和紙青年の集い講演
会（豊田小原和紙の魅力）
時７月30日（土）午後１時～３時　所
産業文化センター　問小原和紙のふ
るさと（○☎65・2151、Ⓕ66・1001、	
○✉washinofurusato@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●レトロな家具を展示販売（入札方式）

時７月３日（日）～21日（木）の毎週日・
火・木曜日の午前10時～午後３時
（21日は正午まで）　所リユース工房　	
展示品家庭から粗大ごみとして排出
された家具類を清掃・補修したリユ
ース（再使用）家具　他７月21日（木）
午後に落札決定。その後リユース工
房で引渡し　問循環型社会推進課
（○☎71・3001、Ⓕ71・3000、○✉junk
an@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●産業文化センターロビーコンサ
ート「相撲甚句」
時７月10日（日）正午～午後１時　所・
問産業文化センター（○☎33・1531、
Ⓕ33・1535）
————————————————
●ロビー展「豊田美術連盟展」（会
員の作品）
時７月３日（日）～30日（土）午前９時
～午後９時　所・問視聴覚ライブラ
リー（○☎33・0747、Ⓕ33・7154、○✉
avl@hm2.aitai.ne.jp）

●水泳教室
時７月25日（月）～28日（木）午前10時
～11時30分、午後１時30分～３時　	
所加茂川公園プール　対小学１・２年
生　定各先着15人　￥3,000円（ロッ
カー代20円、入場料100円別途必要）　
申７月11日（月）午前９時30分から○☎
か○直加茂川公園プール（○☎88・0664）

●+
●晩夏のアロマとスキンケア　ハー
ブウオーターを使った化粧水作り
時８月20日（土）午前９時30分～11時
30分　所高橋コミュニティセンター　
対成人　定先着12人　￥1,500円　申
７月６日（水）午前９時から○☎か○直同
センター

《共通》問高橋コミュニティセンター
（○☎80・4729、Ⓕ80・0068、○✉takac
omu@homex-co.com）
————————————————
●豊田市×中京大学イーグルスス
ポーツスクール
▶水泳教室

時８月８日（月）～12日（金）午前９時
30分～11時　対小学１～６年生　定
クロール／先着17人、平泳ぎ／先着
12人　￥4,000円

●+
▶はじめてのスケート教室
時８月25日（木）～27日（土）午前９時
30分～11時　対小学１～３年生の初
心者　定先着17人　￥3,600円　※別
途貸靴900円

《共通》所中京大学豊田キャンパス　
他初回申込み時に入会金2,000円が必
要　申７月５日（火）午前９時から中
京大学○HP　問中京大学スポーツ振興
部（○☎46・6935、Ⓕ46・69	
38、○✉sportsadmin@ml.chuk
yo-u.ac.jp） HP1049532
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●なつかしのおもちゃ展（飛行機・バ
イクなどの模型とミニカーの展示な

ど）

時７月23日（土）～９月４日（日）午前
９時～午後５時

●+
●子どもの簡単パンづくり教室

（ピザとジャムパン）
時８月21日（日）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　￥2,000円　申７月26日
（火）午前９時から○☎か○直猿投棒の手
ふれあい広場

《共通》所・問猿投棒の手ふれあい広
場（○☎45・7288、Ⓕ45・7290、○✉bo
note@homex-co.com）
————————————————
●高岡茶席（紅茶）
時７月22日（金）午前10時～午後１時　
所六鹿会館　定先着15人　￥400円　
申込み開始日７月８日（金）

●+　
●人形劇鑑賞
時７月30日（土）午前10時30分～11時
30分　所高岡コミュニティセンター
対乳児～小学校低学年と保護者　定
先着50組　申込み開始日７月15日
（金）　
《共通》申・問申込み開始日午前９時
から○☎か○直高岡コミュニティセンタ
ー（○☎53・7771、Ⓕ53･7782、○✉ info@
takaoka-cc.com）
————————————————
●給食のメニューを作って食べよ
う！学校給食親子調理教室
時７月28日（木）午前10時～午後１時　
所浄水交流館　対市内在住の小学生
と保護者　定抽選４組　￥１人300
円　申・問７月８日（金）までに申込
み共通事項と学校名、学年、生年月
日を学校給食協会○HPかⒻで学校給食
協会（○☎32・2110、Ⓕ32・7354、○✉
school-lunch@city.toyota.aichi.jp）

●親子でけんちく！「お菓子の家」
時８月21日（日）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた　対市内在住・在勤
の小学生と親　定先着15組　￥1,000
円　他未就学児の託児有り（有料、
８月13日（土）までに要予約）　申・
問７月５日（火）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@city.
toyota.aichi.jp）
————————————————
●足助屋敷の縁日

時７月16日（土）午後４時～７時　他
午後４時から入館無料

●+
●夏休み子ども入館無料と限定体
験開催（竹の水鉄砲作り、ミニハ
ンドタオル藍染めな

ど）
時７月20日（水）～８月31日（水）　対
高校生まで入館無料　他子ども会・
子ども団体向け体験実習プラン有り

●+
●萬々館企画展示「炭焼き窯」
時７月29日（金）～12月20日（火）　￥
300円

●+
●食の学校「豆腐作り」
時９月12日（月）午前10時～午後０時
30分　￥2,600円（入館料込み）　定抽
選12人　申７月22日（金）～８月12日
（金）に○はで三州足助屋敷
《共通》所・問三州足助屋敷（〒444・
2424、足助町飯盛36、○☎62・1188、
Ⓕ62・1782、○✉yashiki@asuke.aitai.ne.jp）
————————————————
●はじめての太極拳
時７月29日（金）午前10時～11時30分　
所福祉センター　定先着20人　￥300
円　申・問７月５日（火）午前９時か
ら○☎でシルバー人材センター（○☎31・
1007、Ⓕ34・3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）

●スポーツ万能！キッズ教室（マ
ットやボールなどの運動）
時８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　申込み開始日７月12日（火）

●+
●陶芸教室
時８月６日（土）、７日（日）、20日
（土）午前９時30分～正午　定先着20
人　※親子での参加も可　￥3,000円　
申込み開始日７月９日（土）

●+
●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／８月４
日、18日の木曜日　②パリスタイル
／８月７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　申込み開始日７
月７日（木）

《共通》所地域文化広場　申・問申込
み開始日午前10時から参加費を添え
て○直同広場（○☎53・0671、Ⓕ53・50	
86、○✉chibun@homex-co.com）
————————————————
●とよた演劇バトル
時８月21日（日）午後１時～３時30分　
所市民文化会館　￥2,000円（高校生
以下1,000円）　他観客を含む審査員
により優勝団体を決める　申７月９
日（土）午前９時からとよた演劇バト
ルチケット販売サイト　問文化振興
財団（○☎31・8804、Ⓕ35・
4801、○✉toyo-cul@hm2.ait
ai.ne.jp）
————————————————
●謎解き探偵学校～謎を解いて一
流探偵を目指せ～
時８月21日（日）午後１時30分～３時
30分　所青少年センター　対市内在
住・在勤・在学の18～29歳　定先着
20人　申・問７月５日（火）午前９時
から青少年センター○HP（○☎32・6296、
Ⓕ32・6298、○✉youth@hm2.aitai.ne.jp）　	
※グループでの申込みも可
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●自作望遠鏡で天体観測をしよう
時８月７日（日）、27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4,780
円）が必要　申７月12日（火）までに
申込み共通事項と参加希望日、参加
者全員の年齢、食事の種類と必要数、
材料の必要数をⒻか○✉で旭高原元気
村　※当選者のみ７月17日（日）まで
に○はで連絡

●+
●ブルーベリージャムづくり体験
時８月11日（木）午前10時～正午　定
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
７月12日（火）までに申込み共通事項
と参加者全員の年齢、材料の必要数
をⒻか○✉で旭高原元気村　※当選者
のみ７月25日（月）までに○はで連絡

●+
●ライトトラップ講習会
時８月22日（月）、23日（火）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　申７月12日
（火）までに申込み共通事項と参加希
望日、参加者全員の年齢、食事の種
類と必要数、材料の必要数をⒻか○✉
で旭高原元気村　※当選者のみ７月
17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）
————————————————
●夏休みの宿題応援
時水力発電を学ぼう／７月24日（日）、
プログラミング体験、生活作文講座
な
ど／７月26日（火）～29日（金）、８月
３日（水）～５日（金）、９日（火）、10
日（水）、工作教室な

ど／８月６日（土）　
※いずれも午前９時～午後４時　所
とよたエコフルタウン　申イベント
３日前までにとよたエコフルタウン
○HP　※応募多数の場合は抽選　問未
来都市推進課（○☎34・6982、Ⓕ34・
2192、○✉hybrid-city@city.toyota.aichi.jp）

●釣ってみよう ze ザリガニくん♪

時７月10日（日）午前９時30分～正午　	
所初音川ビオトープ（中町）　￥200
円（16歳以上300円）　持ち物帽子、飲
み物　申当日開始30分前から○直初音
川ビオトープ駐車場　問とよたネイ
チャーゲームの会（○☎53・4335、○✉
toyotanaturegame@gmail.com）
————————————————
●じゅわじゅわトレーニング講座

（生活に役立つエクササイズ）
時７月12日（火）午後１時～２時30分　
所温浴施設じゅわじゅわ、西部コミ
ュニティセンター　￥1,000円（入場
料が別途必要）　持ち物動きやすい
服装、水着、タオル、バスタオル、	
水分補給できるもの（必要な人）

●●+
●じゅわじゅわ健康講座（背中、
腰回りの水中トレーニング）
時７月20日（水）午後１時～２時30分　
所温浴施設じゅわじゅわ　￥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）

《共通》定先着15人　申・問７月５日
（火）午前10時から○☎か○直豊田ほっと	
かん（○☎36・3000、Ⓕ36・3002、○✉	
toiawase@toyota-hotkan.jp）
————————————————
●市民俳句会
時７月24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）
————————————————
●市民デッサン会（裸婦）
時７月17日（日）午前10時～正午　所
視聴覚ライブラリー　￥1,000円　問
豊田美術連盟（井口○☎090・4448・10	
01）

●とよたつながる博（市民活動の
プログラムの体験）
時７月21日（木）～10月31日（月）　他
各プログラムの詳細はとよたつなが
る博○HPか公共施設などで配布のパン
フレットで確認　申７月６日（水）正
午からとよたつながる博
○HP　問とよたつながる博
事務局（○☎42・6590）
————————————————
●昆虫絵付け体験
時７月23日（土）～８月31日（水）午前
10時～午後３時　￥660円

●+
●うちわ作り体験
時７月23日（土）～８月31日（水）午前
10時～午後３時　￥880円

●+
●木

こっぱ

端で昆虫作り体験
時７月23日（土）～８月31日（水）午前
10時～午後３時　￥880円

●+
●流しそうめん
時７月25日（月）～８月31日（水）午前
11時～午後３時　定各日先着11人　
￥880円

●+
●草木染め　インド藍で夏の「青」
を染めよう！
時７月31日（日）午前10時～午後３時　
定先着15人　持ち物ゴム手袋　￥3,2	
50円（布は持込みか別途購入）

●+
●とうもろこし狩り＆五平餅作り体験

時８月８日（月）～10日（水）午前10時
～午後１時　定各先着20人　￥1,650
円

《共通》所どんぐり工房　申・問７月
５日（火）午前９時から○☎で同工房
（○☎83・3838、Ⓕ82・3777、○✉dongr
ikb@hm10.aitai.ne.jp）　※木曜日（８	
月11日は除く）、８月17日（水）は休館
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●市民活動団体から
▶キッズ空手体験会

時７月８日（金）午後６時～７時　所
とよた市民活動センター　対３歳～
小学６年生（未就学児は保護者同伴）　
￥300円　問空手サークル優心会（倉
石○☎080・5100・9807）
————————————————
▶婚活合同パーティ
時７月10日（日）、８月13日（土）午後
１時～３時　所とよた市民活動セン
ター　対未婚者、未婚の子を持つ親　
定先着20人　申・問７月５日（火）午
前９時から縁結び四つ葉親の会○HPか
○☎で同会（服部○☎052・833・7466）
————————————————
▶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７月23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）
————————————————
▶オールド・アート会展示会（水彩画）
時７月30日（土）午前10時～午後６時、
31日（日）午前10時～午後５時　所と
よた市民活動センター　問オールド・
アート会（沢井○☎090・7300・1682）
————————————————
▶日本観賞石展 in とよた「小さい
石の展示会」
時７月30日（土）午前９時～午後４時、
31日（日）午前９時～午後３時　所市
民文化会館　問愛石クラブとよた
（山岸○☎090・4183・9370）
————————————————
▶子育てリユースバザー！！（服、
おもちゃな

ど）
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映像はこちら

じどうコーナー「おはなししつ」で絵本を読む子

中央図書館
西町

知
識
と
興
味
の

幅
を
広
げ
る

絵本コーナーが充実しており、よみきか
せを行う「おはなししつ」もあります。

自動車会社の社史、個人、団体から寄贈
された資料も多く、非売品や古書等の貴
重な資料が多く含まれています。

映画や古典芸能、語学など幅広い分野
の映像を鑑賞することができます。

スイカ

煎豆茶館　杣

山田 千栄子
やまだ

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

スイカゼリー

ち え こ

こーひーかん　  そま

益富蛍友会　会長

新開 広明 さん
しんかい ひろあき

けいゆうかい

輝く市民の活躍を紹介！ 　かつてはホタルが自生し、飛び交う姿が見られた益富地区。団地の開発などが
進むなかで、昭和60年頃になると次第にその姿は見られなくなりました。そこで、
ホタルのいる郷土の風景を残そうと、昭和62年に地域コミュニティ会議の「ホタ
ルの里研究会（現在は文化・蛍部会）」、次いで平成13年に部会ＯＢや有志による

「益富蛍友会」が結成されました。部会では、ゲンジボタルの幼虫の飼育・放流、
観賞会を開催し、蛍友会では、ゲンジボタルが自生する環境づくりや施設の整備、
地元の子どもたちへの学習支援活動をしています。しかし、ホタルが自生する環

境をつくり直すのはとても大変なこと。「い
くつもの条件や時間が必要です。良いと思
ってしたことも、その結果が目に見えてく
るのは何年も先のこと。でも、思いを持っ
て続けることが、とにかく大事なんだと思
います」。そう語るのは蛍友会会長の新開さ
ん。「自生するホタルが飛び交う故郷。その
光景を地域の人、次の世代の人の記憶に残
したい」。未来に向けた新開さんたちの活動
はこれからも続きます。

ホタルが飛び交う故郷の風景を、地域の人の記憶に残したい

映像はこちら

■所在地　西町１-200(参合館内３～６階)
■利用時間　午前10時～午後８時
■休館日　月曜日(祝日は除く)、12月28
日～１月４日　※７月21日～８月31日の
夏休み期間は月曜日も開館
■アクセス　名鉄「豊田市」駅から徒歩約
２分、愛知環状鉄道「新豊田」駅から徒歩
約５分、東名高速道路「豊田インター」か
ら約15分
■駐車場　フリーパーキング加盟駐車場
をご利用ください
■問合せ　☎32・0717
※利用時間、駐車場の詳細は、中央図書
館へお問い合わせください

　今回紹介するのは、参合館内にある「中央図書館」。今年で開館24年目を迎え、
蔵書数は県内有数の約112万冊に及びます。利用できるサービスは、図書・紙芝
居の貸出しをはじめ、ビデオ・ＤＶＤの視聴やインターネットの閲覧などがあ
ります。館内には、図書館を利用する機会が少ない人にも親しみや興味が持て
るように、親子向けの「じどうコーナー」や中高生世代向けの「ティーンズコー
ナー」があります。また、クルマの街ならではの「自動車資料コーナー」は、他
市には取扱いのない自動車会社の社史、専門書などが閲覧できるため、車に興
味のある人にはおすすめです。ふらっと一人で立ち寄るにも、家族や友人と行
くにも楽しめるスポット「中央図書館」。夏休み期間中は月曜日も開館していて、
宿題に役立つ講座も開催されているので、是非ご活用ください。

＜緑ゼリー＞
水 …………… 大さじ１
粉ゼラチン … 3㌘
水 …………… 100㏄
砂糖 ………… 大さじ１
食紅（緑） …… 適量

＜赤ゼリー＞
水 …………… 大さじ２
粉ゼラチン … 10㌘
スイカ ……… 500㌘

（皮付きの場合 650㌘）
砂糖 ………… 大さじ２

＜トッピング＞
スイカ（カット） … 100㌘
チョコチップ …… 10㌘
ミント …………… 適量

若林東町雁股７-８
☎53・3472
定休日／木曜日
営業時間／午前９時～午後
９時（L.O午後８時30分）

1緑ゼリーを作る。水（大さじ１）と粉ゼラチン（３㌘）を混ぜ合わせ、10分程ふやかす。
2鍋に水（100㏄）、砂糖（大さじ１）を入れて中火で加熱し、1と食紅を入れて混ぜ
　合わせ、沸騰直前で火から下ろす。
3粗熱が取れたら、グラスに注ぎ冷蔵庫で30分程冷やす。
4赤ゼリーを作る。水（大さじ２）と粉ゼラチン（10㌘）を混ぜ合わせ、10分程ふやかす。
5スイカをジッパー付き保存袋に入れて潰したら、ボウルに移して種を取り除く。
　※より滑らかにしたい場合は、種を取り除きミキサーを使用する。
65を鍋に移して砂糖（大さじ２）を入れて中火で加熱し、4を入れて混ぜ合わせ、
　沸騰直前で火から下ろす。
7粗熱が取れたら、緑ゼリーの上に注ぎ、冷蔵庫で２時間冷やす。
8ゼリーの上に１センチ㍍に角切りしたスイカ、チョコチップ、ミントをのせて完成。

猿投地区でスイカの栽培が盛
んです。特に「祭りばやし777」と
いう品種は、高い糖度と抜群の
シャリ感が特徴です。

（2 ～ 3 人分　250cc のグラス使用）

※ゼラチンは、メーカーで使用量が異なるため、使用方法に沿ってください。
同世代が選ぶおすすめの本など、様々
なテーマに沿った本を紹介しています。

ティーンズコーナー（３階）

ＡＶコーナー（５階）じどうコーナー（４階）自動車資料コーナー（４階）
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申込みフォーム

★１日月午前９時30分～11時
　（相談は保健師のみ）
★25日木
   午前９時30分～11時

★18日木
   午前９時30分～11時

★８日月
　午前９時30分～11時

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

★３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

★  ３日水午前10時～11時
★  ６日土午前10時～11時
★  11日木午後１時30分～２時30分
★  22日月午前９時30分～/午前11時～
★  30日火午前９時30分～/午前11時～

親子むし歯予防教室「はじめての歯みがき」（６～11か月）
パパと遊ぼう（１歳～園児）
２歳集まれ！遊ぼう話そう（２歳～２歳11か月）
８月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）
にこにこ♪サマーミニフェス！

★24日水
   午前９時30分～11時

ベビービクス（４～９か月）
親子で遊ぼう（２歳以上）
ミュージックケア（１歳６か月以上）
８月生まれのたんじょう会（1歳）
８月生まれのたんじょう会（2歳以上）

★  ３日水午前10時30分～/午前11時10分～    
★  10日水午前10時30分～11時30分
★  20日土午前10時30分～/午前11時20分～
★  25日木午前10時30分～11時30分
★  25日木午後１時30分～２時30分

★１日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは７月５日（火）（あいあいは６日（水））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）

★  ２日火午前10時15分～11時15分

親子で歯みがきむし歯予防（６か月以上）★  23日火午前10時～10時45分

８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。

★  ９日火午前10時～10時30分
★  ９日火午前11時～11時30分

８月生まれのたんじょう会（１歳）
８月生まれのたんじょう会（２歳以上）

２回
開催

★  25日木午前10時15分～11時 ミュージックケア

　この講座では、歯科衛生士の講師
から歯の大切さ、仕上げ磨きの重要
性やポイントなどを学ぶことができ
ます。歯磨きが苦手な子も嫌がらず
にできるよう、親子でふれあい遊び
をしながら楽しく磨く方法も教えて
くれます。

地域子育て支援センター【若園】

親子でピカピカ虫歯予防教室
（６～11か月）

ふれあい遊びなどもあっ
たので、子どもも飽きま
せんでした。これからは
歯磨きを頑張りたいです。
なかがわ あいこ
中川 藍子さん 凛人くん

りと

講
座

ママと管理栄養士で語る幼児食（１歳以上）★  18日木午前10時～11時
★  ２日火午前10時～11時
★  ４日木午前10時～11時

楽しく子育て教室（６か月～２歳）
親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

楽しい水遊び（１歳以上）★  ２日火午前10時～11時

親子むし歯予防教室（６か月以上）
離乳食教室（９か月～１歳）

★  ２日火午前10時～11時
★  19日金午前10時～11時30分
★  26日金午前10時～11時 管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）

★  23日火午前10時～11時30分 楽しく進める離乳食（９か月～１歳）
★23日火
   午前10時～11時

楽しく子育て（５か月以上）

★10日水
   午前９時30分～11時
★22日月
   午前９時30分～11時

２回
開催

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

お知らせ はじめてのスマホ体験学　び

とき／①７月25日（月）、26日（火）、28日（木）　②８月３日
（水）、５日（金）、８日（月）　※いずれも午前10時～正午
対象／市内在住の60歳以上で、３日全て受講できる人
定員／①②先着20人

催　し ストレッチヨガ講座
とき／７月29日（金）午後１時30分～２時30分
対象／市内在住の60歳以上
定員／先着14人
参加費／500円

いずれもところは豊寿園。申込み・問合せは７月７日
（木）午前10時から直接豊寿園（☎27・2200、FAX28・73
43、✉houjuen@toyota-shakyo.jp）

金婚祝賀の記念写真を撮影
できます 入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方

対象／次のいずれかに該当する市内在住の夫婦
①昭和47年１月１日～12月31日に婚姻（事実上婚姻して
いれば婚姻の届出日は不問）
②昭和46年12月31日以前に婚姻し、これまでに金婚祝賀
会の写真撮影券を使用していない
内容／申込後に郵送で届く撮影券を用いて、提携写真館
で撮影
そのほか／新型コロナウイルス感染症の影響により、記
念式典は中止
申込み／８月12日（金）までに①市民活躍支援
課、各支所・出張所、各交流館で配布の申込
書を直接市民活躍支援課か各支所・出張所　
②申込みフォームに必要事項を入力
問合せ／市民活躍支援課（☎34・6660、FAX32・9779、✉ 
katsuyaku-shien@city.toyota.aichi.jp）

ラ イ ン キューアール

● 健康寿命とは
　一生のうち、健康に暮らす期間を「健康寿
命」と呼びます。一般に、健康寿命は寿命よ
り約10年※短いとされています。健康寿命を
延ばすために、身体の状態の変化に気付き、
生活習慣を見直しましょう。

● 幸福寿命とは
　健康寿命を延ばすことが理想ですが、難
しいこともあります。健康ではない期間も
快適に過ごすことができれば（快適期間）、
人生の最期まで自分らしく幸せに過ごすこ
とができます。豊田市では、健康寿命に快
適期間を加え、「幸福寿命」と呼んでいます。

寿命
健康寿命 約10年の差

今よりも10分
多く体を動か
して、筋力を維持しましょう！

運　　動

健康寿命を延ばすために

１日１回は外出をして、生活に
刺激を与えましょう！

社会参加

◆社会や人とつながる場があります！

幸福寿命
健康寿命

＋快適期間

興味を広げ、没頭できる趣味を
見つけましょう！

趣　　味

幸福寿命を延ばすために

家族など信頼できる人とのコミュ
ニケーションを楽しみましょう！

交　　流

◆適切なリハビリや介護を支援する　
　様々な先進機器を体験できます！

次号で詳しく
紹介します！

◆心身の状態を知り、その状態に
　合った助言を受けられます！

体験内容は
　こちら▶

実施プログラムはこちら▲

豊田市官民連携介護予防
「ずっと元気！プロジェクト！」

在宅で快適に過ごすイメージを
持つことができます。

豊田地域医療センター
地域リハ イノベーションセンター

知っていますか？「健康寿命」と「幸福寿命」

※出典：厚生労働省「健康寿命の令和元年値について」
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申込みフォーム

★１日月午前９時30分～11時
　（相談は保健師のみ）
★25日木
   午前９時30分～11時

★18日木
   午前９時30分～11時

★８日月
　午前９時30分～11時

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

★３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

★  ３日水午前10時～11時
★  ６日土午前10時～11時
★  11日木午後１時30分～２時30分
★  22日月午前９時30分～/午前11時～
★  30日火午前９時30分～/午前11時～

親子むし歯予防教室「はじめての歯みがき」（６～11か月）
パパと遊ぼう（１歳～園児）
２歳集まれ！遊ぼう話そう（２歳～２歳11か月）
８月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）
にこにこ♪サマーミニフェス！

★24日水
   午前９時30分～11時

ベビービクス（４～９か月）
親子で遊ぼう（２歳以上）
ミュージックケア（１歳６か月以上）
８月生まれのたんじょう会（1歳）
８月生まれのたんじょう会（2歳以上）

★  ３日水午前10時30分～/午前11時10分～    
★  10日水午前10時30分～11時30分
★  20日土午前10時30分～/午前11時20分～
★  25日木午前10時30分～11時30分
★  25日木午後１時30分～２時30分

★１日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは７月５日（火）（あいあいは６日（水））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）

★  ２日火午前10時15分～11時15分

親子で歯みがきむし歯予防（６か月以上）★  23日火午前10時～10時45分

８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。

★  ９日火午前10時～10時30分
★  ９日火午前11時～11時30分

８月生まれのたんじょう会（１歳）
８月生まれのたんじょう会（２歳以上）

２回
開催

★  25日木午前10時15分～11時 ミュージックケア

　この講座では、歯科衛生士の講師
から歯の大切さ、仕上げ磨きの重要
性やポイントなどを学ぶことができ
ます。歯磨きが苦手な子も嫌がらず
にできるよう、親子でふれあい遊び
をしながら楽しく磨く方法も教えて
くれます。

地域子育て支援センター【若園】

親子でピカピカ虫歯予防教室
（６～11か月）

ふれあい遊びなどもあっ
たので、子どもも飽きま
せんでした。これからは
歯磨きを頑張りたいです。
なかがわ あいこ
中川 藍子さん 凛人くん

りと

講
座

ママと管理栄養士で語る幼児食（１歳以上）★  18日木午前10時～11時
★  ２日火午前10時～11時
★  ４日木午前10時～11時

楽しく子育て教室（６か月～２歳）
親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

楽しい水遊び（１歳以上）★  ２日火午前10時～11時

親子むし歯予防教室（６か月以上）
離乳食教室（９か月～１歳）

★  ２日火午前10時～11時
★  19日金午前10時～11時30分
★  26日金午前10時～11時 管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）

★  23日火午前10時～11時30分 楽しく進める離乳食（９か月～１歳）
★23日火
   午前10時～11時

楽しく子育て（５か月以上）

★10日水
   午前９時30分～11時
★22日月
   午前９時30分～11時

２回
開催

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

お知らせ はじめてのスマホ体験学　び

とき／①７月25日（月）、26日（火）、28日（木）　②８月３日
（水）、５日（金）、８日（月）　※いずれも午前10時～正午
対象／市内在住の60歳以上で、３日全て受講できる人
定員／①②先着20人

催　し ストレッチヨガ講座
とき／７月29日（金）午後１時30分～２時30分
対象／市内在住の60歳以上
定員／先着14人
参加費／500円

いずれもところは豊寿園。申込み・問合せは７月７日
（木）午前10時から直接豊寿園（☎27・2200、FAX28・73
43、✉houjuen@toyota-shakyo.jp）

金婚祝賀の記念写真を撮影
できます 入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方

対象／次のいずれかに該当する市内在住の夫婦
①昭和47年１月１日～12月31日に婚姻（事実上婚姻して
いれば婚姻の届出日は不問）
②昭和46年12月31日以前に婚姻し、これまでに金婚祝賀
会の写真撮影券を使用していない
内容／申込後に郵送で届く撮影券を用いて、提携写真館
で撮影
そのほか／新型コロナウイルス感染症の影響により、記
念式典は中止
申込み／８月12日（金）までに①市民活躍支援
課、各支所・出張所、各交流館で配布の申込
書を直接市民活躍支援課か各支所・出張所　
②申込みフォームに必要事項を入力
問合せ／市民活躍支援課（☎34・6660、FAX32・9779、✉ 
katsuyaku-shien@city.toyota.aichi.jp）

ラ イ ン キューアール

● 健康寿命とは
　一生のうち、健康に暮らす期間を「健康寿
命」と呼びます。一般に、健康寿命は寿命よ
り約10年※短いとされています。健康寿命を
延ばすために、身体の状態の変化に気付き、
生活習慣を見直しましょう。

● 幸福寿命とは
　健康寿命を延ばすことが理想ですが、難
しいこともあります。健康ではない期間も
快適に過ごすことができれば（快適期間）、
人生の最期まで自分らしく幸せに過ごすこ
とができます。豊田市では、健康寿命に快
適期間を加え、「幸福寿命」と呼んでいます。

寿命
健康寿命 約10年の差

今よりも10分
多く体を動か
して、筋力を維持しましょう！

運　　動

健康寿命を延ばすために

１日１回は外出をして、生活に
刺激を与えましょう！

社会参加

◆社会や人とつながる場があります！

幸福寿命
健康寿命

＋快適期間

興味を広げ、没頭できる趣味を
見つけましょう！

趣　　味

幸福寿命を延ばすために

家族など信頼できる人とのコミュ
ニケーションを楽しみましょう！

交　　流

◆適切なリハビリや介護を支援する　
　様々な先進機器を体験できます！

次号で詳しく
紹介します！

◆心身の状態を知り、その状態に
　合った助言を受けられます！

体験内容は
　こちら▶

実施プログラムはこちら▲

豊田市官民連携介護予防
「ずっと元気！プロジェクト！」

在宅で快適に過ごすイメージを
持つことができます。

豊田地域医療センター
地域リハ イノベーションセンター

知っていますか？「健康寿命」と「幸福寿命」

※出典：厚生労働省「健康寿命の令和元年値について」
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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

と よ た 子 育 て 便 り 子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）問合せ

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
とき／８月10日（水）午前９時30分～11時40分
ところ／保健センター
対象／市内在住の妊婦と配偶者
内容／管理栄養士・薬剤師・保健師による講話、赤ち
ゃん抱っこ体験な

ど

定員／先着30組

ふれあい子育て教室
とき／７月25日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年７月～９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／７月５日（火）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）

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／８月17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／７月20日（水）午前11時から電話で
地域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun
@homex-co.com）

とき／８月12日（金）午前11時、午後２時
ところ／市民文化会館
対象／24か月までの子と保護者
定員／各先着８組（子１人と保護者１人で１組）
参加費／1,000円
申込み・問合せ／７月16日（土）午前10時から電話で市
民文化会館（☎33・7111、FAX35・4801）

ベイビーシアター「MARIMO」　　　　　　　　　
親子参加型舞台　

パパといっしょに楽しくリトミック♪
とき／８月21日（日）
午前９時10分～９時55分
ところ／キラッ☆とよた
対象／市内在住・在勤の
１歳の子と父親
定員／先着８組
参加費／500円
その他／託児有り（有料、８月13日（土）までに要予約）
申込み・問合せ／７月５日（火）午前10時
からキラッ☆とよたホームページ、電話
か直接キラッ☆とよた（☎31・7780、
FAX31・3270、✉clover@city.toyota.aichi.jp）

あつまれちびっこかいじゅう！こわせ！
やぶれ！あばれろ！ 身近な素材を使って遊ぶ

とき／７月29日（金）午前10時～11時
ところ／崇化館交流館
対象／２～３歳の子と保護者
定員／先着40人
参加費／200円
申込み・問合せ／７月８日（金）午前10時30分から電
話かＥメールでフリースペースＫ（☎32・0105、✉
freespacek@yahoo.co.jp）

えほんよみきかせ会

とき／８月～11月の毎週木曜日午前10時30分～11時15分
ところ／藤岡ふれあいの館
対象／６か月以上の未就園児と保護者
定員／先着15組
参加費／１回600円
申込み・問合せ／７月13日（水）午前９時から電話か直
接藤岡ふれあいの館（☎75・2105、FAX75・2106、✉
fujioka-fureai@homex-co.com）

親子むし歯予防教室
はじめての歯みがき

とき／８月19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／市内在住の６～11か月の子と保護者
定員／先着15組
申込み／７月13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）

おはなしひろば
絵本の読み聞かせ、エプロンシアターな

ど

とき／７月～来年３月の毎月第４火曜日午前10時15
分～10時45分
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／６か月～６歳の子と保護者
定員／各先着30組
申込み・問合せ／当日直接高橋コミュニティセンタ
ー（☎80・4729、FAX80・0068、✉takacomu@homex-co.com）

持ち物／母子健康手帳交付時に配布した冊子「パパと
ママへ」、筆記用具、母子健康手帳
申込み／７月11日（月）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）　　　　　　（HP1023701）

ダルクローズリトミックとスタンプ遊び
とき／７月29日（金）、８月31日（水）　※いずれも午
前10時30分～11時30分
ところ／とよた市民活動センター
対象／首座り～未就園児と保護者
定員／各先着15組
参加費／500円
申込み・問合せ／７月５日（火）午前８時30分からな
ないろえがおホームページかＥメールでなないろえ
がお（山内☎080・3668・0062、✉nanairoegao@gmail.com）

申込み

とき／７月15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
問合せ／７月５日(火)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）

親子リトミック教室

赤ちゃんのサイン ～泣き方と対応方法～

　赤ちゃんはまだお話ができませんが、泣き方、
機嫌や顔つき（表情）、食欲などで、一生懸命気
持ちを伝えようとしています。
　赤ちゃんのサインを受け止めてあげましょう。

●どうしても泣きやまないとき
　何をしても赤ちゃんが泣きやまず、イライラして我慢できない時は、安全な場所に
赤ちゃんを寝かせて、まずは自分がリラックスしましょう。数分したら、もう一度戻
って赤ちゃんの様子を確認しましょう。

■年齢によって赤ちゃんの泣き方はこんなに違う

大半の赤ちゃんの泣きは、２か月目にピークを迎え、次第におさま
ってきます。

●赤ちゃんのなだめ方
泣いているとき
　抱っこする・優しくゆらゆら揺れる・話しか
ける・歌を歌う・外をみせる・おもちゃを使っ
てあやす・おっぱいをあげる
寝かしつけるとき
　頭をなでる・腕や足、背中をなでる・耳たぶ
を触る
　添い寝や添い乳も効果があります。※添い乳をするときは、おっぱいで赤ちゃんの呼吸をふさがないように注意しましょう

赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。
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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

と よ た 子 育 て 便 り 子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）問合せ

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
とき／８月10日（水）午前９時30分～11時40分
ところ／保健センター
対象／市内在住の妊婦と配偶者
内容／管理栄養士・薬剤師・保健師による講話、赤ち
ゃん抱っこ体験な

ど

定員／先着30組

ふれあい子育て教室
とき／７月25日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年７月～９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／７月５日（火）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）

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／８月17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／７月20日（水）午前11時から電話で
地域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun
@homex-co.com）

とき／８月12日（金）午前11時、午後２時
ところ／市民文化会館
対象／24か月までの子と保護者
定員／各先着８組（子１人と保護者１人で１組）
参加費／1,000円
申込み・問合せ／７月16日（土）午前10時から電話で市
民文化会館（☎33・7111、FAX35・4801）

ベイビーシアター「MARIMO」　　　　　　　　　
親子参加型舞台　

パパといっしょに楽しくリトミック♪
とき／８月21日（日）
午前９時10分～９時55分
ところ／キラッ☆とよた
対象／市内在住・在勤の
１歳の子と父親
定員／先着８組
参加費／500円
その他／託児有り（有料、８月13日（土）までに要予約）
申込み・問合せ／７月５日（火）午前10時
からキラッ☆とよたホームページ、電話
か直接キラッ☆とよた（☎31・7780、
FAX31・3270、✉clover@city.toyota.aichi.jp）

あつまれちびっこかいじゅう！こわせ！
やぶれ！あばれろ！ 身近な素材を使って遊ぶ

とき／７月29日（金）午前10時～11時
ところ／崇化館交流館
対象／２～３歳の子と保護者
定員／先着40人
参加費／200円
申込み・問合せ／７月８日（金）午前10時30分から電
話かＥメールでフリースペースＫ（☎32・0105、✉
freespacek@yahoo.co.jp）

えほんよみきかせ会

とき／８月～11月の毎週木曜日午前10時30分～11時15分
ところ／藤岡ふれあいの館
対象／６か月以上の未就園児と保護者
定員／先着15組
参加費／１回600円
申込み・問合せ／７月13日（水）午前９時から電話か直
接藤岡ふれあいの館（☎75・2105、FAX75・2106、✉
fujioka-fureai@homex-co.com）

親子むし歯予防教室
はじめての歯みがき

とき／８月19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／市内在住の６～11か月の子と保護者
定員／先着15組
申込み／７月13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）

おはなしひろば
絵本の読み聞かせ、エプロンシアターな

ど

とき／７月～来年３月の毎月第４火曜日午前10時15
分～10時45分
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／６か月～６歳の子と保護者
定員／各先着30組
申込み・問合せ／当日直接高橋コミュニティセンタ
ー（☎80・4729、FAX80・0068、✉takacomu@homex-co.com）

持ち物／母子健康手帳交付時に配布した冊子「パパと
ママへ」、筆記用具、母子健康手帳
申込み／７月11日（月）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）　　　　　　（HP1023701）

ダルクローズリトミックとスタンプ遊び
とき／７月29日（金）、８月31日（水）　※いずれも午
前10時30分～11時30分
ところ／とよた市民活動センター
対象／首座り～未就園児と保護者
定員／各先着15組
参加費／500円
申込み・問合せ／７月５日（火）午前８時30分からな
ないろえがおホームページかＥメールでなないろえ
がお（山内☎080・3668・0062、✉nanairoegao@gmail.com）

申込み

とき／７月15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
問合せ／７月５日(火)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）

親子リトミック教室

赤ちゃんのサイン ～泣き方と対応方法～

　赤ちゃんはまだお話ができませんが、泣き方、
機嫌や顔つき（表情）、食欲などで、一生懸命気
持ちを伝えようとしています。
　赤ちゃんのサインを受け止めてあげましょう。

●どうしても泣きやまないとき
　何をしても赤ちゃんが泣きやまず、イライラして我慢できない時は、安全な場所に
赤ちゃんを寝かせて、まずは自分がリラックスしましょう。数分したら、もう一度戻
って赤ちゃんの様子を確認しましょう。

■年齢によって赤ちゃんの泣き方はこんなに違う

大半の赤ちゃんの泣きは、２か月目にピークを迎え、次第におさま
ってきます。

●赤ちゃんのなだめ方
泣いているとき
　抱っこする・優しくゆらゆら揺れる・話しか
ける・歌を歌う・外をみせる・おもちゃを使っ
てあやす・おっぱいをあげる
寝かしつけるとき
　頭をなでる・腕や足、背中をなでる・耳たぶ
を触る
　添い寝や添い乳も効果があります。※添い乳をするときは、おっぱいで赤ちゃんの呼吸をふさがないように注意しましょう

赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。
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相談窓口などのご案内

30

８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、３日、17日の水曜日午
後１時30分～４時30分、10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７月20日（水）、そのほか
は７月５日（火）午前８時30分から同課
※同時に複数の相談の予約は不可。「く
らしの人権」「国などの行政困りごと」
は申込み不要
他いずれも祝日を除く。各相談年度内
２回まで

※外国語による相談も可。対応言語、
対応時間はお問合せください

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） ３日、17日の水曜日午前９時～正午、
25日（木）午後１時30分～４時30分

登記
名義変更（司法書士） ４日、25日の木曜日午前９時30分～正午
境界・分筆（土地家屋調査士） 18日（木）午前９時30分～正午

不動産（宅地建物取引士） ９日（火）午後１時30分～４時30分
労働・年金（社会保険労務士） ５日、19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
10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 ８日（月）午後１時30分～３時

くらしの人権（人権擁護委員） ９日、23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）
９日、23日の火曜日午前10時～正午、
17日（水）午後１時30分～３時30分

人権（人権擁護委員） 祝日を除く月～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） 22日（月）午前９時30分～11時30分

所保健センター　申・問７月６日（水）
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 ９日（火）午前10時～正午 所・問子ども家庭課（☎34・6636）　申７
月11日（月）午前９時から市ホームページ

女性の悩みごと〈女性対象〉
毎週火・木～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）

男性の悩みごと〈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 ６日（土）、10日（水）、20日（土）、24日（水）
午後２時～５時 所・問就労支援室（☎31・1330）

申７月６日（水）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〉

６日（土）、10日（水）午前10時15分～午後１時
31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〉 ６日、27日の土曜日午後１時～４時

所就労支援室　申・問７月５日（火）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７月６日（水）午前10時から同所

福
祉

法律（弁護士） 祝日を除く第１・３土曜日午後１時～４時 所福祉センター　申・問７月20日（水）	
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 10日（水）午後１時30分～３時40分
弁護士 24日（水）午後１時30分～３時40分

HP1003529



▶▶相談窓口 ▶▶救急診療 ▶▶納税 ▶▶人口
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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 ９日、23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〉３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

７／

３ 竹元町 名豊病院 ☎51・3000

10 小川町 あさひが丘クリニック ☎37・3939

17 小坂町 三九朗病院 ☎32・0282

18 喜多町 きたまちクリニック ☎37・0618

24 司　町 つかさ整形外科 ☎37・3322

31 曙　町 細野クリニック ☎28・3665

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

７月分の税金・料金
［ 納 期 限 ］８月１日（月）

固定資産税・都市計画税・国民健康保険税・介護保険料 ２ 期

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 １ 期

※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。	
　後期高齢者医療保険料決定通知は７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
（６月１日現在）

男 性 217,713人
女 性 201,023人

人 口 418,736人
世 帯 数 184,231世帯



今月の表紙／立ち直りを支援する地域の人の思いCONTENT S

広 報 と よ た
72022

Toyota
Newsletter

No.1493

２  特集１　立ち直りを支える地域のちから
５  特集２　新型コロナウイルス　ワクチン接種に関するお知らせ
６  とよたトピックス　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

８  暮らしのひろば　24  とよた推しスポット／スポットライト／とよた旬レシピ
26  いきいきシニアサロン　27  のびのび子育てサロン
30  相談窓口／救急診療／今月分の税金・料金／人口・世帯数
32  Toyota Newsletter Digital Edition／広報雑記

立 ち 直 り を 支 え る 地 域 の ち か ら立 ち 直 り を 支 え る 地 域 の ち か ら

令和４年７月号
編集・発行／豊田市市長公室市政発信課　毎月1日発行
〒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。
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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

今号の特集では、犯罪者の立ち直りを支えるボランティアの皆さん

にお話を伺った。「犯罪は勿論いけない。けれど、間違ってしまうこ

とは誰にでもあり得る。否定して突き放すのではなく、まずは耳を

傾ける」。皆さんの心のあたたかさを感じた。　　　　　　　　（A）

National Pension: Exemption or Postponement of Contribution Payments  （Ｐ14）

Plano de Pensão Nacional: pedidos de dispensa de pagamento　（Ｐ14）

Opening of Municipal Pools　（Ｐ13）

Abertura das piscinas municipais　（Ｐ13）

Renewal of Advanced Elderly Medical Service Insurance Card　（Ｐ10）

Renovação do Cartão de Seguro de Saúde de Idosos　（Ｐ10）


