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家庭の電気使用量見える化キャンペーンを実施していますpick up2
●問合せ　環境政策課（☎34・6650、FAX34・6759、✉kansei@city.toyota.aichi.jp）お知らせ

新型コロナウイルスワクチン接種を実施していますpick up 1 pick up 3
お知らせ

マイナンバーカードの取得を推進するキャンペーンを実施しています
●問合せ　市民課（☎34・6773、FAX37・1617、✉siminka@city.toyota.aichi.jp）

マイナンバーカード出張申請サポート
（９月25日（日）まで）

マイナちゃんグッズを差し上げます！ 

●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）お知らせ

　物価の高騰に加えて、この夏は厳しい暑さが続いているため、家庭の電気代が気になりませんか。
　日々の電気使用量を知って節電行動をすることで、特典がもらえてCO2の削減など環境にも貢献できる、お
得なキャンペーンにみんなで参加しましょう！

■エントリー期間　　８月31日（水）まで
■実施期間　　　　　９月30日（金）まで
■対象　　　　　　　市内在住・在勤・在学の人
■参加の流れ

ところ
えぷろん元宮店
朝日丘交流館
浄水交流館
竜神交流館
益富交流館
崇化館交流館
やまのぶ四郷店
若園交流館
猿投台交流館
メグリア本店
梅坪台交流館
若林交流館

９月の開催日程は市ホーム
ページで確認してください

　市では、新型コロナウイルスワクチン接種を実施しています。４回目接種、１・２回目接
種、３回目接種、小児（５～11歳）の１・２回目接種いずれも受けることができます。市内医
療機関などで予約をしてください。 ワクチン接種に関

する情報はこちら

　帰省や会食などで、人が集まる機会が
増える時期です。ワクチン接種を済ませ
た人も含め、基本的な感染防止対策にご
協力ください。
　

感染防止対策のお願い

＜基本的な感染防止対策＞
●マスクの正しい着用
●こまめな手洗い・手指の消毒
●３密の回避
●積極的な換気　など

市ホームページ

とよたSDGs
ポイントナビ

家庭の電気使
用量を確認。
前年の同じ月
と比べてみま
しょう！

節電・省エネ行
動を実践してみ
ましょう！電力
事業者からの節
電要請に応じて
更なる節電行動
にも挑戦！　

キャンペーンに
参加で
とよたＳＤＧｓ
ポイント100Ｐ
が付与されます！

とよたＳＤＧｓポイントとは
　ＳＤＧｓにつながる行動をするともらえる豊田市独自のポイントです。貯めた
ポイントはポイント加盟店で、１ポイント１円として利用することができます。

市ホームページ

とき（いずれも午前10時～午後６時）
８月２日（火）～４日（木）
８月６日（土）
８月７日（日）
８月11日（木）
８月13日（土）
８月14日（日）
８月17日（水）・18日（木）
８月20日（土）
８月21日（日）
８月23日（火）～25日（木）
８月27日（土）
８月28日（日）

その03その02その01

今度は最大２万円分もらえる！

　　　　　＜マイナポイント操作支援窓口＞
■開設場所
　市役所東庁舎１階ロビー（予約不要）
■受付時間　
　祝日を除く月～金曜日／午前８時30分～午後５時15分
　第２日曜日、第４土曜日／午前９時～午後５時

９月30日（金）までにマイナンバーカードを申請しないとポイントが受け取れません。
マイナポイントは、ご自身のスマートフォン、パソコンから申請できます。 市ホームページ

スマートフォン、パソコンでポイント付与の手続き

●キャッシュレス決済サービス
を選択し、チャージや買い物で

●健康保険証の利用登録で

●公金受取口座の登録で
合計最大２万円分もらえます

ポイントを使ってお買い物

＊利用金額の25㌫分

マイナンバーカードの取得1 ２ ３

＜マイナポイント支援コールセンター＞
☎ 0570・078・056

■受付時間　
　祝日を除く月～金曜日／午前８時30分～午後５時15分
※聴覚に障がいがある人の専用相談窓口 

FAX34・6815

お好きな
キャッシュレス決済
サービスで使える！

申込方法が分からない人、スマートフォンやパソコンを持っていない人向け

　申請書類の作成のお手伝いや顔写真の撮影
などを行います。
持ち物：個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書
　　　　（持っている人のみ）

　マイナンバーカードを持っていない人に、地方
公共団体情報システム機構から「マイナンバーカ
ード交付申請書」が送付されます。この機会にマ
イナンバーカードの申請をご検討ください。
※75歳以上の人、令和４年中に出生・転入などで
個人番号通知書の送付を受けた人、在留期間に定
めがある外国人住民には送付されません

■送付時期　　７月下旬～９月上旬（予定）

お知らせ

※画像はイメージです。グッズの内容・デザインなどは変
　わることがあります

　マイナンバーカード交付窓口（市役所東庁舎５階）
で申請か、事前に来庁予約をして受取した人にマイ
ナちゃんグッズを差し上げます。※なくなり次第終了

参加エントリー、詳しい情報は市ホームページで確認してください ▼

１ ２

最大5,000円分＊

7,500円分

7,500円分
＋

＋
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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

+

+

+

10

Ｐ10 Ｐ11 Ｐ13 Ｐ16 Ｐ19

●市営住宅入居者（定期募集）
対次の全てに該当する人①市内在住・在勤　②現に住宅
に困っている　③市町村税の滞納がない　④収入基準に
該当する　⑤暴力団員でない　※家族形成期支援世帯向
は①の要件を除く　家賃入居者の所得や住宅の規模など
に応じ毎年算定　収入基準（年収）一般世帯／約399万円
未満、子育て・高齢者・障がい者世帯／約483万円未満　	
※３人家族の場合の合計収入（参考例）。子育て世帯は未
就学児がいる世帯。高齢者世帯は60歳以上の人のみで構	
成されている世帯（18歳未満の同居者は可）　対象住宅

（予定）流田住宅、朝日ケ丘住宅、中根住宅、水源町住宅、
牛車住宅、東山住宅、中河原住宅、市木町住宅、仲道住
宅、美和住宅、樹木住宅、すまいる聖心、青木住宅、松	
平志賀住宅　入居日12月１日（木）　他住戸ごとに世帯人
数などの入居要件有り。福祉枠は一般の申込み資格のほ
かに母子世帯、高齢者世帯、障がい者世帯などに該当し
ていることが必要　追加募集申込みのなかった住戸は後
日先着順で受付。詳細は定期募集案内書に掲載　申９月
２日（金）～15日（木）午前９時～午後４時に○直市営住宅管
理事務所。９月21日（水）の公開抽選で仮当選者１人と補
欠２人を決定。申込書と募集住戸一覧表は８月15日（月）
から市営住宅管理事務所で配布　問市営住宅管理事務所
（○☎36・0655）
—————————————————————————
●応急手当インストラクター
対市内在住の普通自動車運転免許を持つ18歳以上65歳以
下（高校生を除く）で、次のいずれかを満たす人①看護師、
保健師などの免許を持つ　②応急手当普及員か応急手当
指導員の認定を受けている　③消防機関の退職者　業務
内容応急手当講習の指導、普及啓発活動の参加　定選考
５人程度　時給1,600円　申・問８月31日（水）までに中消
防署で配布か市○HPからダウンロードした申込書を○郵か○直
中消防署（〒471・0879、長興寺５－17－１、○☎35・9720、
Ⓕ35・9729、○✉shoubou-naka-kanri@city.toyota.aichi.jp）	
	 	 （HP1049953）
—————————————————————————
●社会福祉功績者
　社会福祉の推進に寄与した人に市長感謝状を贈呈しま
す。福祉団体などの代表者は関係課へ候補者を推薦して
ください。
対市内の民間社会福祉施設の役職員として10年以上在職
したかボランティア活動（10年以上）の功績が顕著と認め
られる人な

ど　他選考の上11月26日（土）の社会福祉大会で
感謝状を贈呈　申８月19日（金）までに市○HPからダウンロ
ードした推薦様式を○直各関係課　問総務監査課（○☎34・
6706、Ⓕ34・6755、○✉soumu-kansa@city.toyota.aichi.jp）
	 	 （HP1025924）
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●とよたファミリー・サポート・センター　協力・
両方会員
対市内在住で子どもの送迎や自宅での預かりができる人　
他９月24日（土）午前10時15分～午後３時30分にとよた子
育て総合支援センターで会員登録手続きと講習会。新規
入会者は写真（縦４㌢×横３㌢）２枚と身分証明書、筆記
用具持参　申・問９月23日（金）までに○☎か○直とよたファ
ミリー・サポート・センター（○☎37・7135、Ⓕ37・7072、
○✉kosodateshien-aiai@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●令和４年度広報モニター（後期）
対市内在住の15歳以上　内広報とよた（10月～来年３月	
分、全６回）を読み、アンケートに答える　定選考25人　
他謝礼１回500円　申・問８月31日（水）までに市○HP、○☎、
Ⓕか○✉で市政発信課（○☎34・6604、Ⓕ34・1528、○✉shise	
i@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1013034）
—————————————————————————
●古瀬間墓地公園の墓所の貸付け
対次の全てに該当する人①市内に６か月以上住民登録が
ある　②世帯員いずれも墓所を借りていない　③埋蔵・
収蔵前か改葬すべき親族の遺骨を所有し、その遺骨を埋
蔵する墓所がない　※分骨は申込み不可　貸付墓所数105
区画（面積2.25、４、５、６、7.5、９、12平方㍍の７種類）　
永代使用料１平方㍍あたり８万2,000円（一括払いに限る）　
他事前に必ず現地を確認。同一墓所に２人以上申込みの
場合は抽選　申・問８月29日（月）～９月２日（金）午前９
時～午後４時30分に申請書を○直公園緑地つかう課（○☎34・
6621、Ⓕ34・4500、○✉kouen-tsukau@city.toyota.aichi.jp）　	
※申請書は８月１日（月）から公園緑地つかう課、古瀬間
墓地公園管理事務所、各支所で配布
—————————————————————————
●ボランティアガイド
内松平東照宮、高月院、松平郷園地で観光客に案内をす
る　定先着10人程度　申・問８月５日（金）午前８時から	
○☎で松平郷ふるさとづくり委員会（加藤○☎080・5166・16	
29、Ⓕ58・1629）
—————————————————————————
●ファミリー・サービス・クラブ援助会員
対市内在住の人　活動内容家事援助全般、乳幼児や高齢
者の世話な

ど　報酬時給700円（別途交通費１回500円）　他
９月15日（木）午前10時30分～正午にキラッ☆とよたで説
明会を開催　※説明会欠席者も登録可　申・問随時○☎で
ファミリー・サービス・クラブ（藤田○☎31・8767、Ⓕ31・
8767）　※受付は祝日を除く火・木・土曜日の午前10時
～午後４時
—————————————————————————
●市民合同歌集「欅

けやき

」第56号の作品
内短歌１人10首　他11月３日（木）の市民短歌大会で1,500
円で頒布　申８月31日（水、消印有効）までに市販の原稿

用紙の１行目に申込み共通事項を書いて○郵か○直文化振興
財団（〒471・0035、小坂町12―100）　問豊田短歌協会	
（那須○☎45・3669）

●新型コロナウイルス感染症による保険料（税）の減免
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し
たことなどに対する保険料（税）の減免措置を行っていま
す。
対象となる保険料（税）①国民健康保険税　②介護保険料　
③後期高齢者医療保険料　※減免条件の詳細は担当課に
問い合わせてください　問①国保年金課（○☎34・6637、	
Ⓕ34・6007、○✉kokuhonenkin@city.toyota.aichi.jp）　②介護
保険課（○☎34・6634、Ⓕ34・6034、○✉kaigohoken@city.toy
ota.aichi.jp）　③福祉医療課（○☎34・6959、Ⓕ34・6732、	
○✉ fukushiiryo@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●８月は北方領土返還運動全国強調月間です

　北海道の北東洋上に連なる歯
はぼまい

舞群島、色
しこたん

丹島、国
くなしり

後島
及び択

えとろふ

捉島の北方領土は、第二次世界大戦終了直後、ソ
連軍により不法に占拠され日本人の住めない状態が続い
ています。これら北方四島は、歴史的にみても国際的諸
取決めからみても日本固有の領土ですが、終戦後75年以
上が経過した今でもロシアの不法占拠の下に置かれてい
ます。北方四島の返還を実現し、日露間に真の友好関係
を確立することが皆の願いです。私たち一人一人がこの
問題について正しい知識と理解を持つことが早期返還に
つながります。
問秘書課（○☎34・6601、Ⓕ33・7155、○✉hisho@city.toyota.
aichi.jp）
—————————————————————————
●全国一斉「子どもの人権110番」強化週間における電
話相談
　いじめ・虐待など、子どもの人権にかかわる悩みごと、
心配ごとなどの相談に応じます。ひとりで悩まず、気軽
に相談してください。※秘密厳守
時８月26日（金）～９月１日（木）午前８時30分～午後７時　	
※土・日曜日は午前10時～午後５時　相談専用電話番号 
○☎0120・007・110　相談員法務局職員、人権擁護委員　
問名古屋法務局人権擁護部（○☎052・952・8111、Ⓕ052・
952・8156）

北海道

国後島

択捉島

色丹島
歯舞群島
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●し尿・浄化槽汚泥収集の夏期（お盆）休業
時８月10日（水）～20日（土）　収集業者①トヨタ衛生保繕
（○☎32・4666）　②豊環（○☎28・2020）　③猿投衛生社（○☎
35・1025）　④東邦清掃（○☎0566・92・1605）　⑤ヤハギ
エコノス（○☎76・6330）　⑥浄化槽管理センター※浄化槽
のみ（○☎87・1025）　⑦光商事【下山地区】※浄化槽のみ
（○☎0564・21・5265）　⑧東海環境衛生社【稲武地区】（○☎
0536・62・1464）　⑨直営※し尿のみ（○☎71・3003）　⑩
豊田環境事業協同組合【直営区域の仮設トイレ受付】（○☎
32・7088）　他定期の収集予定日が休業期間にあたる地
区は、予定日の前後で収集　問し尿くみ取り／清掃業務
課（○☎71・3003、Ⓕ71・3000、○✉seisougyoumu@city.toyota.	
aichi.jp）　浄化槽清掃／下水道施設課（○☎34・6964、Ⓕ
32・3171、○✉gesuishisetsu@city.toyota.aichi.jp）

10日
（水）

11日
（木）

12日
（金）

13日
（土）

14日
（日）

15日
（月）

16日
（火）

17日
（水）

18日
（木）

19日
（金）

20日
（土）

① 〇 × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇
② 〇 × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇
③ 〇 × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇
④ 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 ×
⑤ 〇 × × × × × × 〇 〇 〇 〇
⑥ 〇 × × × × × × 〇 〇 〇 〇
⑦ 〇 × × × × × × × 〇 〇 〇
⑧ 〇 × × × × × × 〇 〇 〇 ×
⑨ 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 × ×
⑩ 〇 × 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 ×
—————————————————————————
●令和４年度下期（10月～来年３月）定額制し尿くみ
取り確認券販売
購入８月上旬から自治区販売を継続する自治区の区長を
通じて販売（旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡地区は
各支所）。自治区販売を廃止する自治区に住んでいる人は、	
事前に指定された購入場所で購入（清掃業務課、市民課、	
各支所・出張所）　※くみ取り世帯人員は７月20日現在
の住民基本台帳を基に決定。実際の世帯人員と異なる場
合は、自治区で購入せず清掃業務課、市民課、各支所・
出張所で購入（誤って購入した場合は変更の手続きが必
要）。水洗化などで不用の場合は区長に返却（旭・足助・
稲武・小原・下山・藤岡地区は各支所）　払戻し清掃業
務課、市民課、各支所・出張所にし尿くみ取り確認券と
運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができる
ものを持参　問清掃業務課（○☎71・3003、Ⓕ71・3000、	
○✉seisougyoumu@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●自治総合センターの宝くじの助成を受けました
　宝くじの受託事業収入を財源とした自治総合センター
のコミュニティ助成事業により、幼年消防クラブが火災
予防啓発を行う際の鼓隊用楽器が整備されました。
問予防課（○☎35・9703、Ⓕ35・9719、○✉shoubou-yobou@	
city.toyota.aichi.jp）

●令和５年二十歳のつどいの参加地区の変更申込み
開催日稲武地区／来年１月３日（火）、藤岡南・豊南地区
／７日（土）、そのほかの地区／８日（日）　申込み開始日
８月15日（月）　対平成14年４月２日～平成15年４月１日
生まれで①市内在住で参加地区の変更を希望する人　②
市外在住で豊田市での参加を希望する人　※②は過去に
豊田市に住民票があった人に限る　案内状11月１日時点
で市内に住民票のある人と、市外在住で10月上旬までに
申込みをした人には、12月上旬に送付予定　他市外の二
十歳のつどいに参加したい人は○直各市町村に問合せ。延
期や中止の場合は市○HPに掲載　申稲武地区は12月16日
（金）、その他の地区は来年１月４日（水）までに申込みフ
ォームに必要事項を入力　※会場、受付・開始時刻は広
報とよた11月号に掲載予定　問次世代育成課
（○☎34・6630、Ⓕ34・6938、○✉jisedaiikusei@ci	
ty.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●篠原町地内廃棄物最終処分場の変更に係る事業計
画書等の縦覧
時８月10日（水）～９月８日（木）　所廃棄物対策課、保見
交流館　問廃棄物対策課（○☎34・6710、Ⓕ34・6976、○✉
haitai@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1049954）
—————————————————————————
●がんサポートほっとライン
　県では、がんのピアサポーターによる、がん患者とそ
の家族を対象にした電話相談を行っています。
相談専用電話番号○☎052・684・8686　開催日毎週火・木
曜日、土曜日（月２回）午前10時～正午（受付は午前11時
30分まで）、午後１時～４時（受付は午後３時30分まで）　
申・問ミーネット事務局（○☎052・252・7277）
—————————————————————————
●レディース検診
時９月８日、22日の木曜日　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

●＋
●骨粗しょう症検診
時９月６日、20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８月10日（水）午
前８時30分から○☎で豊田地域医療センター（○☎34・3002、
Ⓕ33・8710）　※検診は令和４年度中に１人１回のみ

申込み
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美術館 コンサートホール・能楽堂 市民文化会館
美術館 総合野外センター コンサートホール・能楽堂 市民文化会館

各施設のホームページ
そのほかの催しなどはこちらからご覧ください。

施
設

●公共施設使用料などの支払でキャッシュレス決済
が開始
対象施設／開始日朝日丘交流館、上郷交流館、浄水交流
館、崇化館交流館、美里交流館／８月２日（火）　スカイ
ホール豊田、東山体育センター／10日（水）　他一部支払
は現金のみの取扱いの場合有り。利用条件の詳細は、各
施設へ問合せ　問交流館に関すること／市民活躍支援課
（○☎34・6660、Ⓕ32・9779、○✉katsuyaku-shien@city.toyota.	
aichi.jp）　体育施設に関すること／スポーツ振興課（○☎  

34・6632、Ⓕ32・9779、○✉sports@city.toyota.aichi.jp）

●渡刈クリーンセンターでキャッシュレス決済の実
証テストを開始
　９月１日（木）に、家庭から直接持ち込むごみの処理手
数料のキャッシュレス決済実証テストを開始します（１
年間）。クレジットカード、電子マネーなど、多様な決済
を利用できます。
問清掃施設課（○☎28・2000、Ⓕ28・2212、○✉seisoshisetsu@
city.toyota.aichi.jp）

●こどもギャラリーツアー

時８月の第２～４木曜日と土曜日　
※いずれも午前10時15分から　対小
学３、４年生（小学生他学年、保護	
者参加可）　定各先着15人　他保護
者は常設展の観覧券が必要　申８月
５日（金）午前10時から美術館○HP　問
美術館（○☎34・6610、Ⓕ
36・5103、○✉bijutsukan@
city.toyota.aichi.jp）

●利用抽選会11月～来年３月分
対子ども会、ジュニアクラブなどの
青少年団体　時宿泊／８月28日（日）
午前９時受付、10時抽選　日帰り／
午後１時受付、２時抽選　持ち物上
履き　他抽選会以降の申込みは８月
30日（火）午前９時から利用日の１か
月前までに○☎で同センター

●＋
●家族でハイキング
時９月25日（日）午前10時～午後０時
30分　対市内在住の小・中学生を含
む家族　定抽選12家族　￥200円　	
申８月25日（木）までに申込み共通事
項と参加人数を○✉で同センター

《共通》問総合野外センター（○☎58・
1388、Ⓕ58・1349、○✉toyota-yagai-cen	
ter@hm.aitai.ne.jp）

●市ジュニアオーケストラ　サマ
ーコンサート

時８月７日（日）午後３時開演　￥1,0	
00円（大学生以下半額）　※３歳以下
入場不可　

●＋
●か～るくラシック♪イブニング
コンサート　２台ピアノ de コン
チェルト
時８月17日（水）午後７時開演　￥500
円　※３歳以下入場不可

●＋
●パイプオルガンを楽しむための
講座「フランクを導いたフランス・
ロマン派オルガンの秘密」
時８月27日（土）午後２時開演　￥1,0	
00円（25歳以下半額）　※未就学児入
場不可

●＋
●知りたい！子どものための楽し
クラシック♪「キミも音楽博士」
時８月31日（水）午前11時開演　￥1,0	
00円（小・中学生半額）　※未就学児
入場不可

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

●ala Collectionシリーズvol.13
「百日紅、午後四時」（作・演出：
鈴木聡、出演：市毛良枝ほ

か）

時10月９日（日）午後６時開演　￥3,0	
00円（25歳以下2,500円）　※未就学児
入場不可　申市民文化会館○HP、○☎か
○直同館

●＋
●みんなでドンドコ、リズムで遊
ぼう！（打楽器のワークショップ）
時８月21日、28日の日曜日午前10時
～11時　定先着15人　申８月５日
（金）午前10時から○☎で同館

●＋
●グッドアフタヌーンコンサート
時８月19日（金）午後１時開演　出演
デュオ・わらべすと　曲目トロイメ
ライ、浜辺の歌ほ

か　定先着20人　他
館内「豊田カフェ」で１品購入必要　
申８月９日（火）午前10時から○☎で同
館

●＋
●無限ホープ　手話コンサート

（ドリンク付）
時８月28日（日）午後７時～８時30分
（午後６時30分開場）　￥1,000円　※
当日徴収

《共通》問市民文化会館（○☎33・7111、
Ⓕ35・4801）

ホームページ

総合野外センター
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中央図書館 民芸館 民芸の森

中央図書館 民芸館 民芸の森
●としょかんシールラリー2022　
時８月１日（月）～31日（水）　所中央
図書館、こども図書室、各コミュニ
ティセンター・交流館図書室　対図
書利用カードを持つ中学生以下　他
シールを３点以上集めた人には中央
図書館で参加賞を進呈

●＋
●野村證券共催　野村まなぼう教
室　サイコロゲームで輸入体験
時８月22日（月）午後２時～３時　対
小学４～６年生　定先着20人　申８
月５日（金）午前10時から中央図書館
○HP、○☎か○直同館

●＋
●おうち de ＳＤＧｓ　インテリ
アから考える省エネ！　
時９月３日（土）午後２時～３時30分　
対小学４～６年生と保護者　定先着
10組　申８月５日（金）午前10時から
中央図書館○HP、○☎か○直同館

●＋
●読み聞かせボランティア基礎講座

時９月16日、23日の金曜日午前10時
30分～正午　対両日参加可能で、学
校・園の読み聞かせ初心者な

ど　定先
着30人　申８月19日（金）午前10時か
ら中央図書館○HPか○直同館

●＋
●柚

ゆずき

木麻
あさこ

子講演会　光をともす読
書会　若草物語を読む！
時９月24日（土）午後３時～４時　定
①会場／抽選50人（市内在住・在勤・
在学の人優先）　②オンライン／先
着100人　申①８月14日（日）までに
中央図書館○HPか○直同館　※当選者の
み８月21日（日）までに連絡　②市内
在住・在勤・在学の人は８月22日	
（月）午前10時、それ以外の人は８月
29日（月）午前10時から中央図書館○HP

《共通》問中央図書館（○☎32・0717、
Ⓕ32・4343）

●初めてのやきものづくり「夏の創意工夫」

時８月21日（日）午後１時～３時　対
小学生以上　定抽選12人　￥1,500円
（中学生以下1,000円）　他作品は後日
お渡し　申込み期限８月11日（木）

●＋
●そば猪口絵付け体験
時８月28日（日）まで　※午前10時～
午後３時。月曜日は休み　定先着300
個（１回につき１人１個。なくなり
次第終了）　￥500円　他作品は焼成
し後日引き渡し　申当日○直会場

●＋
●とんぼ玉講座
時①９月２日、16日、30日、10月14
日、11月４日、18日の金曜日　②９
～11月の第１・３土曜日　※いずれ
も午前10時～正午、午後１時～３時　
対①②全日程参加できる人　定①②
抽選12人（初級者は６人まで）　￥初
級者8,400円、上級者１万5,600円　※
材料費別途4,500円程度　申込み期限
８月16日（火）

●●＋
●染織講座（初級　草木を使った
染色と卓上織機）
時９月20日、10月４日、18日、11月
１日、15日の火曜日午前10時～午後
３時　対全日程参加できる人　定抽
選11人　￥7,000円　※材料費別途2,8	
00円程度（初受講者は1,000円）　申込
み期限８月16日（火）

《共通》他小学生以下は保護者同伴　
申・問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	
（〒470・0331、平戸橋町波岩86－100、
○☎45・4039、Ⓕ46・2588、○✉mingeik
an@city.toyota.aichi.jp）　※そば猪口絵
付け体験を除く

●ガラス風鈴に和紙で絵付けをしよう
時８月14日（日）まで　※午前10時～
午後３時。月曜日は休館　定先着300
個　￥500円　申当日○直会場

●＋
●こま犬を作って飾ろう（粘土で
作陶し、民芸の森の土で色付け）

時９月３日（土）午前９時30分～11時
30分、午後１時～３時　所民芸館　
定各抽選12人　￥1,000円　他小学生
以下は保護者同伴。後日焼成後、民
芸の森で展示　申８月19日（金）まで
に申込み共通事項、希望時間帯と学
年（小・中学生）を○往か○✉（１申込み
につき２人まで）で民芸の森　※申
込み時に記載する電話番号は日中連
絡がとれるもの

●＋
●民芸の森ボランティアガイドによ
るゆかりの人々、建物などの案内

時休館日を除く午前10時～正午、午
後１時～３時のうち30分～１時間程
度　他１グループ５～20人（学校関
係は応相談）　申見学希望日の２週
間前までに○☎、Ⓕか○✉で民芸の森
（希望日まで２週間以内の場合は応
相談）

《共通》問民芸の森（〒470・0331、平
戸橋町石平60－１、○☎46・0001、Ⓕ
46・0043、○✉mingeinomori@city.toyota.
aichi.jp）



［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☎ HP 15広 報 と よ た 令和４年８月号

施
設

各施設のホームページ→
そのほかの催しなどは	
こちらからご覧ください。

とよた科学体験館 エコット 自然観察の森

とよた科学体験館 エコット 自然観察の森
●プラネタリウム投映番組「恐竜
超世界　受け継がれるいのち」ほ

か

時８月の毎週火～日曜日・祝日午前
９時40分、11時、午後０時30分、２
時30分、４時　定各先着150人　￥
300円（４歳～高校生100円）　他投映
時間は約50分間。番組の詳細はとよ
た科学体験館○HP

●＋
●サイエンスショー「冷えひえ！
大実験～ドライアイスのひみつ～」
時８月10日～31日の毎週水・金・土・
日曜日、祝日午前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８月の毎週火～日曜日・祝日　※
受付時間は午前10時～正午、午後１
時30分～３時30分　￥100円

●＋
●レッツ・エンジョイ・サイエン
ス「聞いてびっくり！たまごの科
学～キユーピーのたまごスターが
解説～」
時８月28日（日）午前10時～正午、午
後１時30分～３時30分　所キラッ☆
とよた　対小学生と保護者　定各先
着12組　申８月５日（金）午前10時か
ら○☎で同館

●＋
●レンジャーと生き物探し
時８月30日（火）午前９時30分～正午　
対小学生（３年生以下は保護者同伴）　
定先着15人　他長袖、長ズボン、運
動靴、帽子、水筒を持参　申８月７
日（日）午前10時から○☎で同館

《共通》問とよた科学体験館（○☎37・
3007、Ⓕ37・3012）

●エコバッグキーホルダー「天むす君」

時９月４日（日）午前10時～11時30分　
対小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着10組　￥100円　

●＋
●エコットクッキング　野菜を使
ったおいしいスイーツを作ろう
時９月11日（日）午前10時～午後１時　
対小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着12人　￥500円

●＋
●かんたんエコ手芸教室　布で箱
型ミニ袋を作ろう
時９月17日（土）午前９時30分～正午　
対大人　定先着12人　￥100円　

●＋
●ダンボールコンポスト基礎講座
時９月18日（日）午前10時～11時30分　
定先着20人　￥500円

●＋
●堆

たいひ

肥講座
時９月22日（木）午後１時30分～３時
30分　所トヨタの森　定先着20人

●＋
●ポイ捨てごみゼロ大作戦～とよ
たの街をきれいにしよう～吉原編

時９月23日（金）午前10時～正午　所
吉原町内　定先着30人

《共通》申・問８月５日（金）午前10時
から○☎でエコット（○☎26・8058、Ⓕ
26・8068、○✉eco-t@eco-toyota.com）

●調査ボランティア体験講座（自
然を調べるための手法を学ぶ）
時昆虫／９月17日（土）午前９時30分
～11時45分、昆虫・鳥以外の動物／
午後０時45分～３時、鳥／９月18日
（日）午前９時30分～11時45分、植物
／午後０時45分～３時　※雨天中止　
対18歳以上　定各先着12人　￥１回
100円　申込み開始日８月18日（木）

●＋
●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９月８日（木）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８月28日（日）

●＋
●矢並湿地自由観察の日（シラタ
マホシクサ）
時９月３日（土）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　定先着15人　
申込み開始日８月24日（水）

●＋
●大人向け自然体験講座　自然観
察の森でコケ散歩
時９月３日（土）午前10時～正午　※
雨天決行　対大人　定先着15人　￥
100円　申込み開始日８月24日（水）

●＋
●森のレンジャーと生き物調べ
時９月10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８月31日（水）

《共通》他小学４年生以下は保護者同
伴　申・問申込み開始日午前９時か	
ら○☎で自然観察の森（○☎88・1310、
Ⓕ88・1311、○✉toyota@wbsj.org）
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豊田スタジアム

豊田スタジアム
●ＪリーグＹＢＣルヴァンカップ　
プライムステージ準々決勝　第１戦　
名古屋グランパスvs浦和レッズ
時８月３日（水）午後７時30分

●●＋
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第24節　
名古屋グランパスvs浦和レッズ
時８月６日（土）午後７時

●＋
●豊田沖縄ふれあいエイサーまつり
時８月14日（日）午後３時

●＋
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第26節　
名古屋グランパスvsジュビロ磐田
時８月19日（金）午後７時30分

●＋
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第27節　
名古屋グランパスvsガンバ大阪
時８月27日（土）午後６時

《共通》休館日スポーツプラザ／８月
３日（水）、６日（土）、19日（金）、27
日（土）　※イベント開催などのため
休館になる場合有り。豊田スタジア
ム○HPで確認　問豊田スタジアム（○☎
87・5200、Ⓕ87・5201）

●「鯱の大祭典2022」オリジナルユ
ニフォーム（レプリカ）をもらおう

　「鯱の大祭典2022」期間に選手が試
合で着用するユニフォームのレプリ
カがもらえます。
対８月６日（土）、19日（金）、27日
（土）の名古屋グランパス戦のチケッ
トを購入し来場した人のうち先着８
万6,000人　問スポーツ振興課（○☎34・
6632、Ⓕ32・9779、○✉sports@city.toyo
ta.aichi.jp）

●若年性認知症本人・家族会スマイル
時９月12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９月９日	
（金）までに○☎か○✉で高齢福祉課（○☎
34・6984、Ⓕ34・6793、○✉korei-fuku	
shi@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●発達障がい子育ておはなし会

「園や学校での生活」
時９月26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８月８日（月）午
前９時～９月２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）
————————————————
●網膜色素変性症患者・家族のつ
どい（日常生活用具の紹介な

ど）
時９月14日（水）午後２時～４時　所
豊田加茂医師会館　対網膜色素変性
症患者とその家族　定先着30人　申・
問８月５日（金）午前９時から○☎、Ⓕ
か○✉で保健支援課（○☎34・6855、Ⓕ
34・6051、○✉hokenshien@city.toyota.aic
hi.jp）
————————————————
●ヘルスサポートリーダー養成講座
時９月28日（水）、30日（金）午後１時
～３時30分　所高岡コミュニティセ
ンター　対市内在住で健康づくり協
議会に入会しボランティア活動がで
きる人　定先着15人　申・問８月25
日（木）午前９時から○☎か○直地域保健
課（○☎41・3081、Ⓕ41・3083、○✉chi	
ikihoken-hokubu@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●エコ企業見学・環境学習会
時９月23日（金）午前８時40分～11時
50分、午後１時30分～４時40分　所
トヨタ自動車貞宝工場　対小学生と
保護者　定各抽選20人　申・問９月
２日（金）までに○☎、Ⓕか○✉で環境保
全課（○☎34・6628、Ⓕ34・
6684、○✉k_hozen@city.toy
ota.aichi.jp）

●ひとり親家庭等就業支援講習会
▶パソコン講習　初級
時10月１日～来年１月28日の毎週土
曜日午前10時～午後３時40分　※10
月15日、12月24日、31日は休み　所
パソコン教室みんと（喜多町）　定抽
選20人　￥3,500円

●＋
▶日商簿記３級講習
時10月22日～来年２月４日の毎週土
曜日午前10時～午後３時40分　※12
月31日は休み　所ヒューマンアカデ
ミー（名駅）　定抽選20人　￥3,520円

●＋
▶介護職員初任者研修　通信（自宅
学習40.5時間）
時９月29日～来年１月26日の毎週木
曜日午前９時30分～午後５時30分　
※11月３日、12月29日は休み　所未
来ケアカレッジ（名駅）　定抽選20人　
￥6,600円

●＋
▶医薬品登録販売者講習
時10月１日～来年３月４日の毎週土
曜日午前10時～午後３時40分　※10
月15日、12月31日、来年２月11日は
休み　所三幸医療カレッジ（名駅）　
定抽選40人　￥１万4,300円

《共通》対市内在住のひとり親家庭の
父・母か寡婦で全日程出席できる人　
他パソコン講習中級（名駅、岡崎市）、
介護職員初任者研修（豊橋市）も有り。
詳細は市○HP　申・問８月５日（金）～
26日（金）に子ども家庭課で配布の申
込書を○直同課（○☎34・66	
36、Ⓕ32・2098、○✉kodo
mokatei@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●親の居場所（日頃の困りごとな
どの語らい）
時９月17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
の関係者　定先着15人　申・問８月
５日（金）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）ホームページ

HP1049956
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●学ぼう応急手当（10月～12月）
▶普通救命講習Ⅰ
時①10月３日（月）　②11月10日（木）　
③12月６日（火）　※いずれも午前９
時～正午　所①③消防本部　②北消
防署　申込み期間①８月22日（月）～
９月26日（月）　②９月29日（木）～11
月４日（金）　③10月25日（火）～11月
29日（火）

●＋
▶応急手当普及員講習Ⅰ（３日間）
時11月５日～19日の毎週土曜日午前
９時～午後６時（休憩１時間含む）　
所消防本部　申込み期間９月22日
（木）～10月28日（金）

●＋
▶応急手当普及員再講習
時①10月26日（水）　②12月２日（金）　
※いずれも午前９時～正午　所①北
消防署　②消防本部　申込み期間①
９月14日（水）～10月19日（水）　②10
月21日（金）～11月25日（金）

《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@city.toyota.aichi.
jp）	 （HP1028225）
————————————————
●キャリアプランニングセミナー

（書類と面接での志望動機の伝え方）
時９月14日（水）午後２時～４時　対
市内在住・在勤・在学・在活動中の
人

●＋
●セカンドライフ・キャリアセミ
ナー（①人生100年時代のセルフメ
ンテナンス　②働き方を考えるラ
イフプラン）
時９月17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

《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８月５日（金）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（面
接突破の秘訣）
時８月26日（金）午前10時30分～正午　
定先着15人　他託児有り（先着５人、
500円、８月17日（水）までに要予約）。
オンライン参加も可（先着20人）

●＋
●ビジネススキルアップ研修（Power  
Platformの概要、システム開発基礎な

ど）
時９月５日（月）、８日（木）、12日
（月）、15日（木）午前10時30分～午後
４時　定抽選12人

●＋
●豊田市で働く！職場見学ツアー
時９月21日（水）午前10時15分～午後
４時　定先着12人　他託児有り（500
円、９月12日（月）までに要予約）

《共通》所女性しごとテラス　対市内
在住・在勤・在学・在活動中か市内
で就職希望の女性　他雇用保険求職
活動の実績として認定　申・問先着
の場合は８月５日（金）午前10時から、
抽選の場合は８月25日（木）までに女
性しごとテラス○HP、○☎か○直女性しご
とテラス（○☎41・7555、Ⓕ31・1391、	
○✉shigoto@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●介護の仕事セミナー　現役介護ス
タッフに聞く！「介護現場の１日」　
時８月21日（日）正午～午後１時　定
抽選30名　申８月13日（土）までに社
会福祉協議会○HPか○☎で社会福祉協議
会

●＋
●介護の仕事相談会 in とよた
時８月21日（日）午後１時～４時　他
ハローワーク職員による面接と履歴
書の書き方アドバイス、フォトグラ
ファー撮影の履歴書用写真プレゼン
ト、面接用メイクレッスンのコーナ
ー有り

《共通》所福祉センター　問社会福祉
協議会（○☎34・1131、Ⓕ32・6011、	
○✉soumu@toyota-shakyo.jp）

●市史講座「豊田市に残る古文書」
時９月17日（土）午後２時～４時　所
とよた市民活動センター　定先着50
人　申・問８月９日（火）午前10時か
ら○☎、Ⓕか○✉で市史編さん室（○☎36・
0570、Ⓕ31・0162、○✉shishihensan@
city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●今！コミュニケーション力を磨
くチャンス（組織運営に役立つコ
ミュニケーションのコツ）
時８月28日（日）午前10時30分～正午　
所とよた市民活動センター　対市内
で活動しているＮＰＯ、市民活動団
体、これから活動しようとする人　
定先着20人　申・問８月５日（金）午
前10時から○☎か○直とよた市民活動セ
ンター（○☎36・1730、Ⓕ34・0015、	
○✉tec@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●夏目漱石「それから」の世界－

「新しい男」の誕生と恋の行方－
時９月８日（木）午前10時～正午　所
産業文化センター　定抽選20人　申
込み期限８月31日（水）

●＋
●高専生とスノードーム作りと稲刈
りに挑戦！ In 豊田高専ドミタウン

時９月23日（金）午前９時～午後４時
30分　所笹戸町　※名鉄豊田市駅集
合　対小学４～６年生　定抽選12人　
￥500円（交通費別途）　申込み期限
９月11日（日）

《共通》申・問申込み期限までに豊田
高専総務課で配布か豊田高専○HPから
ダウンロードした申込書を○郵、Ⓕか	
○✉で豊田高専総務課（〒471・8525、
栄生町２－１、○☎36・5828、Ⓕ36・
5930、○✉koukai@toyota-ct.ac.jp）
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●働く人のためのとよたキャリア
カレッジ
時仕事における自分の価値観（キャ	
リアアンカ―）を知ろう／９月16日、	
自身のコミュニケーションタイプを
知ってキャリアに生かそう／10月21
日、ホルモンバランスを整えてイキ
イキ働く！セルフメンテナンス講座
（女性限定）／11月４日、その時が来
る前に！介護と仕事の両立講座／12
月２日　※いずれも金曜日午後１時
30分～３時　所キラッ☆とよた　対
市内在住・在勤の人　定各先着12人　	
￥500円　他未就学児の託児有り
（有料、開催日前週水曜日までに要
予約）　申８月５日（金）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
（eight○☎41・8871、○✉offi
ce@8eight8.jp）　
————————————————
●女性のためのスキル＆マインド
アップセミナー「e

エクラ

clat」
時頑張る私をゆるめよう♪自分でで
きる心と体の整え方／９月３日（土）、
本気でわたしらしく生きる！／８日	
（木）、職場の課題解決／17日（土）、
好きをシゴトに！～周りに応援され
て進む～／22日（木）、女性が組織で
能力発揮～自分らしさを見失わない
仕事術～／10月１日（土）、アドラー
心理学で子どもの個性を伸ばす／６
日（木）、仕事はマナーでもっと楽し
くなる／15日（土）、自分にエール～
筆ペンで自分にメッセージを書いて
みましょう～／20日（木）　※いずれ
も午前10時～11時40分　所キラッ☆
とよた　対市内在住・在勤の女性　
定各先着20人　￥500円　他未就学
児の託児有り（有料、各講座開催日
の10日前までに要予約）　申８月８
日（月）午前10時からブルーバード○HP　
問ブルーバード（○☎77・
6910、○✉coco@bluebird.or.
jp）

●瞑想体験で自己肯定感を高めよ
う～ＮＯが言えない人のために～

時９月４日（日）午後１時30分～３時
30分　所キラッ☆とよた　対市内在
住・在勤の人　定先着30人　￥500円　
他未就学児の託児有り（有料、８月
25日（木）までに要予約）　申８月５
日（金）午前10時からキラッ☆とよた
○HP、○☎か○直キラッ☆とよた

●＋
●生き抜くためのアウトドア防災
～多様な視点で助け合おう～
時９月11日（日）午前10時～正午　所
青少年センター　定先着50人　他未
就学児の託児有り（有料、９月２日	
（金）までに要予約）　申８月５日
（金）午前10時からキラッ☆とよた○HP、
○☎か○直キラッ☆とよた

●＋
●女性のための無料法律相談
時９月27日（火）午前９時30分～午後
４時20分　※１人30分　所市内　対
市内在住・在勤の女性　相談員弁護
士　定先着12人　他託児有り（有料、
９月17日（土）までに要予約）　申８
月５日（金）午前10時から○☎でクロー
バーコール（○☎33・9680）

《共通》問キラッ☆とよた	
（○☎31・7780、Ⓕ31・32	
70、○✉clover@city.toyota.aic
hi.jp）　
————————————————
●関節リウマチ市民公開講座（専
門医による講演、質疑応答）
時10月８日（土）午後２時30分～４時
30分　所豊田加茂医師会館　定先着
50人　申・問８月17日（水）午前９時
から申込み共通事項と参加人数、質
問を○☎、Ⓕか○✉で豊田加茂医師会
（○☎31・7711、Ⓕ31・4318、○✉tykm-
isi@hm6.aitai.ne.jp）

●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時９月の毎週金曜日午後１時15分～
４時　※23日は休み　￥7,000円

●＋
●よくわかるエクセル基礎講座
時９月13日～10月18日の毎週火曜日
午前９時15分～正午　￥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①９月５日、12日の月曜日午前９
時30分～11時30分　②９月14日、21
日の水曜日午後１時～３時　￥各5,5	
00円

●＋
●ホームページ作成講座
時９月７日～10月５日の毎週水曜日
午前９時15分～正午　￥１万1,000円

●＋
●Windows10基礎（初級編）
時９月の毎週火曜日午後１時15分～
４時　￥7,000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８月５日（金）午前９時から○☎
でシルバー人材センター（○☎31・10	
07、Ⓕ34・3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）
————————————————
●相続・相続税無料相談会
時８月17日、９月21日の水曜日午後
１時10分～４時、８月27日（土）午前
10時10分～午後０時45分　所とよた
市民活動センター　申・問開催前日
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・35	
51・8611、○✉ info@aas-toyota.com）
————————————————
●日本語教室ボランティア説明会
時９月３日（土）午後１時30分～３時
30分　所産業文化センター　対市内
の日本語教室でボランティアをした
い18歳以上　定先着60人　申・問８
月５日（金）午前10時から○☎でＴＩＡ	
（○☎33・5931、Ⓕ33・5950、○✉tia-sy	
stem@hm.aitai.ne.jp）

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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学
び

催
し

●とよた絶品スイーツフェア
　豊田産農産物とスイーツがコラボ。
事前販売チケットと交換で、15店が
考案したスイーツ詰合せが５つ分提
供されます。
時９月19日（月）午前10時30分、正午、
午後１時30分、３時　所産業文化セ
ンター　定各先着50人　￥2,500円　	
チケット購入８月11日（木）から○直次	
の製菓店　お菓子処花月（竹生町）、
ソルボンヌ洋菓子店（若宮町）、松華
堂（宮上町）、あずき庵（竹元町）、ケ
ーキハウスアンジュ（平戸橋町）、加
東家（足助町）　問豊田プレミアムス
イーツクラブ事務局（砂原○☎090・29	
38・7294）	 （HP1049957）
————————————————
●地産地食冒険隊～とよたの梨編
～（市場や選果場の見学、講話な

ど）
時８月29日（月）午前６時30分～正午　
所卸売市場、選果場ほ

か　対市内在住
の小学４～６年生と保護者　定抽選
４組　￥2,000円　申・問８月10日	
（水）までにⒻか○✉で農政企画課（○☎
34・6640、Ⓕ33・8149、○✉nousei@
city.toyota.aichi.jp）　						（HP1049958）
————————————————
●トヨテツの森で生き物調査！

時９月24日（土）午前９時～正午　※
雨天中止　所豊田鉃工トヨテツの森
（細谷町）　対市内在住の親子　定抽
選20人　申・問８月26日（金）までに
参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を○✉で豊田鉃工環境部企画
室（○☎26・1958、Ⓕ26・1229、○✉kan	
kyou@tiw.co.jp）
————————————————
●原爆と人間展（戦争に関するパ
ネル展示）
時８月３日（水）～16日（火）　所中央
図書館　問秘書課（○☎34・6601、Ⓕ
33・7155、○✉hisho@city.toyota.aichi.jp）

●昆虫食の世界を学んでみよう
（講義、採集、試食）
時10月２日（日）　所オイスカ（勘八
町）　定先着20人　￥1,000円　申８
月５日（金）午前０時から豊田市・森
の総合サイト「Tomori」

●＋
●楽しい森林ウオーキング

時10月10日（月）、11月３日（木）、23
日（水）　所寧

ねびそ

比曽岳、六所山、松平
東照宮　定抽選16人　￥3,000円　申
９月19日（月）までに豊田市・森の総
合サイト「Tomori」か○☎でおいでん・	
さんそんとよた森林学校運営委員会
（○☎090・5453・6411）

●＋
●木製マイスプーン作り
時10月26日（水）　所とよしば　定先
着11人　￥2,000円　申８月５日（金）
午前０時から豊田市・森の総合サイ
ト「Tomori」

●＋
●どんぐり探検隊！（どんぐりを
集め、森にもたらす効果を学ぶ）
時10月30日（日）　所松平東照宮　対
親子　定先着20人　￥1,000円　申８
月５日（金）午前０時から豊田市・森の
総合サイト「Tomori」

《共通》問森林課（○☎62・
0602、Ⓕ62・0612、○✉shinr
in@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●地歌舞伎の楽しみ～バスで巡る
秋の農村舞台～
時９月17日（土）午前９時30分～午後
０時30分　所小原交流館ほ

か　※集合
は小原交流館　対中学生以上　定先
着12人　申・問８月５日（金）午前10	
時から○☎か○直歌舞伎伝承館（○☎65・
3711、Ⓕ65・1189、○✉ph23@hm10.ait
ai.ne.jp）

●「オリジナルキャンドル」をつくろう

時９月23日（金）午前10時～正午　所
ものづくり創造拠点　対小・中学生
親子　定抽選12組　申８月28日（日）	
までに申込み専用フォーム　問もの
づくりサポートセンター
（○☎47・1260、Ⓕ47・1262、
○✉monozukuri@city.toyota.ai
chi.jp）
————————————————
●花とみどりの講座
▶鮮やかな秋のユリを愛でる（冷蔵
球根（ユリ）の育て方）
時９月１日（木）午前10時～正午　￥
1,200円　申込み開始日８月９日（火）

●＋
▶手軽に育てる秋まき一年草
時９月20日（火）午前10時～正午　￥
100円　申込み開始日８月16日（火）

●＋
▶秋景～山野草の寄せ植え
時９月21日（水）午前10時～正午　￥
1,600円　申込み開始日８月23日（火）

●＋
▶小さな秋の風景～苔玉日和～（苔
テラリウム）
時９月30日（金）午前10時～正午　￥
1,600円　申込み開始日８月30日（火）

●＋
●専門講座「樹木と剪

せん

定の基本」
時９月８日、10月13日、11月10日の
木曜日午前10時～正午　￥300円　	
申込み開始日８月12日（金）

《共通》所西山公園　対市内在住の人　
定先着30人　申・問申込み開始日午
前９時から○☎で西山公園（○☎31・21	
08、Ⓕ33・8718、○✉nishiyama-kouen@
city.toyota.aichi.jp）　※申込みは、電
話１回につき２人まで

ホームページ

申込み
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●包丁とぎ
時８月22日（月）午前10時～正午　所
ふれあいの家　￥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　	
問シルバー人材センター（○☎31・10	
07、Ⓕ34・3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）
————————————————
●サマーカレッジ・喜多明人氏が
語る「戦争と子どもの権利」
時８月20日（土）午前10時～11時45分
（受付開始は午前９時10分）　所産業
文化センター　対高校生以上（中学	
生以下は要相談）　定先着240人　￥
500円　申・問８月５日（金）午前９時
から○☎か○✉でこどものマイクけんき
ゅうかい（○☎080・5697・5197、○✉ko
domonomaikuk@gmail.com）
————————————————
●ロビー展「みんなあつまれ展」

（青い金魚メンバーの作品展）

時８月３日（水）～30日（火）午前９時
～午後９時　

●＋
●夏休みこどもシアター（とよた
のむかしばなし・とよたの人物記
の上映）
時８月７日、21日の日曜日午前10時
～11時（午前９時30分開場）　対小学
生以下と保護者　定各先着30人　申
当日会場

●＋
●市民文化講座・映画塾９月「若
草物語」
時９月14日（水）午後２時～４時　定
先着30人　￥300円　申８月12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）

●にぎにぎバルーンを作ろう（風
船と小麦粉で人形作り）

時①８月21日　②28日　※いずれも
日曜日午後１時30分～３時　対小学
生以上（小学３年生以下は保護者同
伴）　定①②先着15人　￥500円　申
①８月５日（金）、②７日（日）午前９
時から○☎か○直各施設　所・問①藤岡
ふれあいの館（○☎75・2105、Ⓕ75・
2106、○✉ fujioka-fureai@homex-co.com）　
②猿投棒の手ふれあい広場（○☎45・
7288、Ⓕ45・7290、○✉bonote@homex-
co.com）
————————————————
●市民活動団体から
▶がん治療体験者による相談会と患者会
時相談会／８月19日、９月16日の金
曜日午前11時～午後２時　患者会／
８月19日（金）午後２時～４時　所と
よた市民活動センター　問がんのピ	
アサポート楽

らっく

みかわ（○☎090・9225・
4141）

——————————
▶豊田市平和を願う戦争展
時８月27日（土）午前９時30分～午後
７時、28日（日）午前９時30分～午後
６時　所産業文化センター　他戦争
体験を聞く会、絵本作家の講演など
有り　問豊田市平和を願
う戦争展実行委員会（柏
木○☎090・3459・2805）

——————————
▶はじけるリズム！みんなでつくる　
バリアフリーコンサート
時８月27日（土）午後１時～２時、３
時30分～４時30分　所とよた市民活
動センター　定各先着50人　￥各1,0	
00円（中学生以下は無料）　申・問８
月７日（日）午前９時から○☎か○✉でと
よたミュージックケアの会（秋山○☎
090・4250・1905、○✉aki-yama@pk9.so-
net.ne.jp）

●大人の盆栽講座
時９月17日（土）午前10時～11時、午
前11時30分～午後０時30分　対成人
（未成年同伴可）　定各先着12人　￥
3,500円　申８月28日（日）午前10時か
ら○☎か○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／９月１
日、15日の木曜日　②パリスタイル
／４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８月18日（木）午前
10時から参加費を添えて○直同広場

●＋
●けやき茶房
時８月６日（土）、７日（日）、27日
（土）、28日（日）、９月３日（土）、４
日（日）、24日（土）、25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９月10日（土）、11日（日）、24日
（土）午前９時30分～正午　定先着20
人　※親子での参加可　￥3,000円　
申８月６日（土）午前10時から参加費
を添えて○直同広場

《共通》所・問地域文化広場（○☎53・
0671、Ⓕ53・5086、○✉chibun@homex-
co.com）
————————————————
●稲武まつり（手踊り、廻り太鼓、
花火の打ち上げな

ど）

時８月15日（月）午後６時　所稲武中
学校グラウンド　問いなぶ観光協会
（○☎77・6283、Ⓕ50・4945、○✉ inabu	
kan@hm10.aitai.ne.jp）

ホームページ
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●木工クラフト人形教室（せん定
枝を使ったトンボの人形）
時８月13日（土）午前10時～11時30分　
対３歳～小学６年生（小学３年生以
下は保護者同伴）　定先着20人　￥
700円　申込み開始日８月５日（金）

●＋
●女性のためのシェイプアップエ
クササイズ
時９月７日～21日の毎週水曜日午前
10時～10時50分　対成人女性　定先
着25人　￥1,950円　申込み開始日８
月６日（土）

●＋
●ズンバⓇ水曜教室
時９月７日～21日の毎週水曜日午前
11時～11時50分　対成人　定先着20
人　￥1,950円　申込み開始日８月７
日（日）

●＋
●やさしいダンスエアロビクス
時９月～10月の毎週水曜日午後２時
45分～３時35分　対成人（子連れ可）　
定先着16人　￥5,200円　申込み開始
日８月11日（木）

《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）
————————————————
●農村舞台アートプロジェクト2022

時①太鼓、落語、フラメンコ／９月
10日（土）午後６時　②小田木人形座
旗揚げ公演／９月24日（土）午後２時　	
所①西中山町八柱神社　②小田木町
八幡神社　￥各1,000円　申８月７日
（日）午前９時から○直①藤岡南交流館、
②稲武交流館、①②市民文化会館　
問文化振興財団（○☎31・8804、Ⓕ35・
4801、○✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.jp）

●五平餅マイスター養成講座
時講義／９月17日（土）午前10時～午
後３時　実習／10月15日、11月19日
の土曜日のうちいずれか１日午前10
時～正午　試験／12月17日（土）午前
10時～正午　所野田味噌商店（桝塚
西町）　対市内在住・在勤・在学の
満18歳以上　定先着30人　￥3,000円
（別途入会金3,000円）　申・問８月５
日（金）午前９時からとよた五平餅学
会（○☎21・0028）
————————————————
●森のつるでリース作り
時９月19日（月）午後１時～３時　定
抽選15人　￥300円

●＋
●ふしぎはっけん！森の探検隊

（バッタやカマキリの観察な
ど）

時９月23日（金）午前９時30分～11時
50分　対小学生を含む家族（３歳以
下不可）　定抽選30人　￥100円

●＋
●森歩きで二十四節気を楽しもう

（白露：キノコ博士のキノコ観察会）
時９月13日（火）午後１時～３時　定
先着20人　￥100円　

《共通》所トヨタの森　他小学生以下
保護者同伴　申・問先着の場合は８
月５日（金）午前９時から○☎で、抽選
の場合は９月７日（水）までに○✉でト
ヨタの森（○☎58・2736、Ⓕ58・2855、
event@toyotanomori.jp）　※氏名・

年齢は全員分必要
————————————————
●婚活合同パーティ
時９月10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８月５日（金）午前９時から縁結び
四つ葉親の会○HPか○☎で縁結び四つ葉
親の会（服部○☎052・833・7466）

●暮らしの手作り講座「包丁の初
級講座」

時９月17日（土）午前10時～正午　￥
4,500円　定先着12人　申８月17日
（水）午前９時から○☎で三州足助屋敷

●＋
●食の学校「こんにゃく作り」

時10月４日（火）午前10時～午後０時
30分　￥2,500円　定抽選12人　申８
月15日（月）午前９時から９月５日
（月）までに○はで同屋敷

●＋
●食の学校「秋を食す」（秋の味覚
キノコ狩りと勉強会）
時10月12日（水）午前10時～午後０時
30分　￥3,100円　定抽選12人　申８
月15日（月）午前９時から９月５日
（月）までに○はで同屋敷
《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
————————————————
●市民俳句会
時８月21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）
————————————————
●着衣泳体験教室（水難時の命の
守り方）
時８月31日（水）午後３時30分～５時　
所加茂川公園プール　対小学生（保
護者同伴可）　定先着20人　申・問
８月５日（金）午前９時30分から○☎か	
○直加茂川公園プール（○☎88・0664、
Ⓕ80・0068、○✉takacomu@homex-co.
com）
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●巴川鮎まつり（鮎のつかみどり）

時８月７日（日）午前９時～午後２時　
※雨天・濁水中止　所香嵐渓広場下
河川　対小学生以下　定先着260人　
￥800円（匹数制限有り）　他午後１
時から天然鮎即売会有り（売り切れ
次第終了）　申当日午前８時30分か
ら○直香嵐渓広場下河川　問巴川漁業
協同組合（○☎62・0015、Ⓕ62・1808）
————————————————
●足助夏まつり
▶たんころりんの夕涼み

時８月６日（土）～15日（月）日没～午
後９時　所足助の町並み一帯　他土・
日曜日にはまちかど演奏会有り

●＋
▶足助をどり
時８月10日（水）午後６時～８時30分　
所足助町新町地内　※雨天時は足助
トレーニングセンター

●＋
▶足助川万灯まつり
時８月13日（土）、14日（日）午後６時
～９時　所足助町新町から足助町新
田町の足助川遊歩道

●＋
▶花火大会
時８月14日（日）午後８時30分～９時　
他午後６時30分から町並みの一部が
歩行者天国

《共通》問足助商工会（○☎62・0480、
Ⓕ62・0993、○✉asuke@asuke.aitai.ne.jp）

●じゅわじゅわトレーニング講座
（ヨガ体操）
時８月９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　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（脳トレ、
水中体幹トレーニング）
時８月17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８月５日
（金）午前10時から○☎か○直豊田ほっと
かん（○☎36・3000、Ⓕ36・3002、○✉
toiawase@toyota-hotkan.jp）
————————————————
●野外映画会「ドクタードリトル」
時８月27日（土）午後７時～８時40分　
所平戸橋いこいの広場　定先着500
人（当日直接会場）　他雨天時は屋内
で実施、先着100人（午後６時から整
理券を配布）　問平戸橋いこいの広
場（○☎45・7977、Ⓕ45・7922、○✉ ikoi	
@hm10.aitai.ne.jp）
————————————————
●豊田市×中京大学イーグルスス
ポーツスクール　かけっこ教室

時９月24日（土）、25日（日）、10月２
日（日）午前９時30分～11時　所中京
大学豊田キャンパス　対小学生　定
先着25人　￥2,400円　※初回申込み
時に入会金2,000円が必要　申８月９	
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・69	
35、Ⓕ46・6938、○✉sport
sadmin@ml.chukyo-u.ac.jp）

●スポーツ協会から
▶市民総体バドミントン競技
時９月３日（土）午前９時～午後９時　
申８月19日（金）午後８時までに参加
費を添えて○直スカイホール豊田　
	 （HP1022650）

●＋
▶市民総体マレットゴルフ競技
時予選／９月３日（土）、４日（日）　
決勝／９月17日（土）午前８時から　
申８月15日（月）正午までに参加費を
添えて○直運動公園、河合池、柳川瀬、
高岡の各マレットゴルフ場　※非協	
会員の参加費は当日徴収
	 （HP1022650）

●＋
▶市民総体水泳競技
時９月４日（日）午後１時～６時　申
８月14日（日）午後８時までに○直スカ
イホール豊田	 （HP1022650）

●＋
▶市民総体空手道競技
時９月18日（日）午前９時30分～午後
５時　申８月10日（水）午後８時まで
に参加費を添えて○直スカイホール豊田			
 （HP1022650）

●＋
▶バドミントン指導講習会
時８月27日（土）午後１時～５時　所
西部体育館　対市内在住・在勤・在
学の高校生以上　￥500円　申当日
参加費を添えて○直会場

●＋
▶秋季ジュニアソフトテニス教室　
時９月10日～10月15日の毎週土曜日
午前10時～正午　所毘森公園　対市
内在住の小学３～中学２年生　￥3,0	
00円　申８月13日（土）までに○直スカ
イホール豊田　※保護者の同意（印
鑑）が必要

《共通》問スポーツ協会（○☎31・0451、
Ⓕ35・4773、○✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）
————————————————
●市民デッサン会（裸婦）
時８月21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・1001）ホームページ
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●お月見会（月見団子作りと天体観測）

時９月10日（土）午後３時～９時　定
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800円）が必要　申
８月12日（金）までに申込み共通事項
と参加者全員の年齢、食事の種類・
材料の必要数をⒻか○✉で旭高原元気
村　※当選者のみ８月20日（土）まで
に○はで連絡

●＋
●探検自然ビンゴ（散策、リース
づくり）
時９月19日（月）午前10時～正午　定
抽選５組　￥３歳以上350円　※別	
途材料費（１セット560円）が必要　
申８月12日（金）までに申込み共通事
項と参加者全員の年齢と必要セット
数をⒻか○✉で旭高原元気村　※当選
者のみ８月28日（日）までに○はで連絡

●＋
●きのこの観察会

時９月25日（日）午後１時～３時　定
抽選５組　￥３歳以上350円　申８
月12日（金）までに申込み共通事項と
参加者全員の年齢をⒻか○✉で旭高原
元気村　※当選者のみ８月28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）

●足助消防署ふれあい広場（はし 
ご車試乗、防災ヘリ訓練の見学な

ど）
時８月27日（土）午前９時30分～午後
０時30分　問足助消防署管理課（○☎
62・0180、Ⓕ62・0877、○✉shoubou-
asuke@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●夏休み工芸体験フェア
▶稲武の竹を使ってヒンメリを作ろう！
時８月12日（金）～31日（水）午前10時
～11時　￥1,100円

●＋
▶竹とんぼ作り
時８月12日（金）～31日（水）午前10時
～正午　￥1,100円

●＋
▶身近なもので草木染め　インド藍
で「夏の青」を染めよう！
時８月20日（土）午前10時～午後３時　
持ち物ゴム手袋　￥3,250円（布は持
込みか別途購入）

《共通》所どんぐり工房　定各日先着
15人　他８月17日（水）は臨時休館　	
申・問８月５日（金）午前９時から○☎
でどんぐり工房（○☎83・3838、Ⓕ82・
3777、○✉dongrikb@hm10.aitai.ne.jp）
————————————————
●Monthly pickup book ８・
９月～ものづくり～
時８月２日（火）～９月30日（金）午前
10時～午後５時　所・問とよしば（○☎
50・8635、Ⓕ50・8635、○✉daisuke@
koikeya-create.com）
————————————————
●親子で楽しむ・お茶の会（市内
お茶農家による講話、お茶のいれ
方、抹茶のアイスクリーム作りな

ど）
時８月24日（水）午前10時～正午　所
市役所　対県内在住の小学生と保護
者　定抽選６家族　※保護者１人に
つき小学生２人まで　申・問８月12
日（金）までにⒻか○✉で県豊田加茂農
林水産事務所農政課（○☎
32・7363、Ⓕ32・7396、
○✉toyotakamo-nourin@pref.
aichi.lg.jp）

●ポスト豊田国際紙フォーラム　
紙すき村旅日記展（三河森下紙な
どの展示）
時８月９日（火）～10月23日（日）　所
小原和紙のふるさと　￥200円（中学
生以下無料）　問小原和紙のふるさ
と（○☎65・2151、Ⓕ66・1001、○✉wa	
shinofurusato@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●ジビエ市民講座「ジビエの新たな
楽しみ方の提案と日本酒の出会い」
時９月23日（金）午前10時～午後１時　
所浦野酒造（四郷町）　対20歳以上　	
定先着20人　￥2,000円　申・問８月
５日（金）午前９時から○☎、Ⓕか○✉で
山恵（○☎98・0836、Ⓕ77・
7196、○✉ inosisi-yamakei@as
uke.aitai.ne.jp）
————————————————
●怪談ナイト「続・六鹿会館の闇
をあばけ！」
時８月20日（土）午後６時30分～８時
30分　所高岡コミュニティセンター　
対幼児～小学生と保護者　定先着24
組　￥１人200円　申・問８月５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@takaoka-cc.com）
————————————————
●西三河イベントだより
▶みよし市　三好池まつり
時８月６日（土）午後６時40分～８時
30分　所三好池　問みよし市観光協
会（○☎0561・34・6000）

——————————
▶西尾市　三河一色大提灯まつり

時８月27日（土）、28日（日）　所三河
一色諏訪神社　問西尾市観光文化振
興課（○☎0563・65・2169）
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