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pick up 1
●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
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第41回豊田マラソン大会の参加者を募集しますpick up2
●問合せ　スカイホール豊田（☎31・0451、FAX35・4773、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）催し

新型コロナウイルスワクチン接種を実施しています

■とき　　12月11日（日）午前７時30分～正午　※雨天決行。凍結などの恐れがある場合は中止
■ところ　豊田スタジアム、周辺道路
■申込み　９月５日（月）午後８時～30日（金）午後８時に豊田マラソン大会公式サイト

午前10時45分10キロ㍍

２キロ㍍

２キロ㍍

高校男子
一般男子１部～６部
29歳以下、30歳代、40歳代、50歳
代、60歳代、70歳以上
一般女子１部～５部
29歳以下、30歳代、40歳代、50歳
代、60歳以上
中学生
小学生

高校生以下
　1,000円
一般
　1,500円

午前９時30分
午前10時

午前９時33分

80分

28分

28分

高校生以上

小学生以上

４歳以上※

４キロ㍍

４キロ㍍

45分

45分

１～３年生
４～６年生

※未就学児１人につき保護者１人同伴が必要（同伴者も参加登録・参加費が必要）

参加資格 参加賞

・Ｔシャツ
・クーポン
　（200円）

・クーポン
　（200円）

■そのほか　・新型コロナウイルス感染症の状況により、中止する場合有り。返金はありません
　　　　　　・抽選で市内特産品を進呈
　　　　　　・参加賞のクーポンは、当日、会場の出店店舗で利用可
　　　　　　・完走賞有り（飲料水、タオル（10キロ㍍のみ））
　　　　　　・公共交通機関、大会シャトルバス（往復200円）、自転車、徒歩などで来場してください

午前10時３分

3,000人

400人
600人

2,600人

3,400人

部門 参加費 定員

高校生
　3,000円
一般
　4,000円

スタート時間 制限時間

　1,000円

ワクチン接種に関
する情報はこちら

　新型コロナウイルスワクチン接種は、引き続き、市内医療機関などで受けることができま
す。なお、武田社製ワクチン（ノババックス）の対象年齢は18歳以上でしたが、１・２回目接
種のみ対象年齢が12歳以上に引き下げられました。
　また、新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンが、同時に接種できるよう
になりました。ただし、そのほかのワクチンを接種する場合は、引き続き13日以上の間隔を
あける必要があります。

ワクチン接種後も引き続き感染防止対策にご協力ください！

＜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

豊田マラソン大会公式サイト

コメント

今回紹介するのは、星空に照らされ
た石畳ふれあい広場を遠目に撮影し
た１枚。グラデーションがきれいな
夜空に輝く星が、今にも降ってきそ
うです。

　　　　石畳ふれあい広場は、市街
地から車で約40分で行くことができ、
星がキレイに見える場所なので、新
月や、流星群のときに通っています。
トイレもあるので、ゆっくり星を眺
められます。@toyotacity_official

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 @kaneyam07

撮影場所

豊田市代表のトヨタ自動車硬式野球部が第３位

第93回都市対抗野球大会準決勝
※メダル獲得種目のみ掲載７月28日　東京ドーム

石畳ふれあい広場

　トヨタ自動車硬式野球部が、豊田市代表として都市対抗野球大会に出場しました。８年連続24回目の出
場となった今大会は、順調に勝ち上がり、準決勝へと駒を進めました。準決勝は、前回王者の東京ガス
（東京都）と対戦。トヨタ自動車は、序盤に３点を先取するも、最終的に３－７で逆転負けを喫しました。
惜しくも決勝進出とはなりませんでしたが、結果３位で大会を終え、黄獅子旗を獲得したチームに対し、
応援に駆け付けた市民からはねぎらいの拍手が送られました。

き　じ　し　き

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。

11広 報 と よ た 令和４年９月号
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pick up 4
●問合せ　豊田商工会議所（☎32・4569）催し

市ホームページ

さかくらきょうすけ

　新型コロナウイルスの影響により「とよた産業フェスタ」は２年連続で中止を余儀なくされましたが、３年ぶり
に開催します！

とよたの魅力を全力PR！お楽しみ盛りだくさん

　高齢者温泉休養施設寿楽
荘に、認知症の人や障がい
を持っている人などが、介
助者と一緒に利用できるバ
リアフリーの貸切浴場をオ
ープンします。

　豊田市は、大学・高等専門学校と包括連携協定を締
結し、共働によるまちづくりを進めています。今後の
まちづくりを考えるため、シンポジウムを開催します。

※包括連携協定締結校：愛知学泉大学、愛知県立芸術
大学、愛知工業大学、中京大学、日本赤十字豊田看護
大学、豊田工業高等専門学校

　　４大コーナー

●産業PRストリート
●公共PRストリート
●ランチマーケット
●農林マーケット

　　　とよた産業フェスタならでは！
●世界ラリー選手権（WRC）関連展示
●第10期とよたPR大使も参加
●とよたプレミアムスイーツクラブ特別販売
●イルミネーションストーリーinとよた先行
　ピンバッジ協賛受け付け

そのほかにも
●観光ＰＲ　●爆裂元気ステージ　●ロケットプロジェクト
●交通安全を楽しく学ぶコーナー　●キッズダンス発表会

pick up 3
募集

市正規職員を募集します
●問合せ　人事課（☎34・6609、FAX34・6815、✉jinji@city.toyota.aichi.jp）

１人
程度

５人
程度

昭和38年
４月２日以降
に生まれた人

①社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士のうちいずれかの資格を有
　する
②民間企業等で福祉に関する相談業務等の実務経験が５年以上ある

①一級建築士の資格を有する
②民間企業等で建築物の設計・監理・監督業務に関する実務経験が５年
　以上ある
①建築設備士の資格を有する
②民間企業等で建築物の給排水衛生か空調設備設計・監理業務に関する
　実務経験が５年以上ある
①技術士かＲＣＣＭの資格を有する（いずれも河川、砂防）
②民間企業等で河川の計画設計に関する実務経験が５年以上ある
①技術士（総合技術管理部門か建設部門（鋼構造及びコンクリート））の資
　格を有する
②民間企業等で橋りょうの設計、工事、維持管理のいずれかに関する実
　務経験が５年以上ある
①１級土木施工管理技士、ＲＣＣＭ（道路）、技術士（建設部門）のうちい
　ずれかの資格を有する
②民間企業等で道路の工事施工管理か道路の設計に関する実務経験が５
　年以上ある

行
政
職
　

技
能
労
務
職
任
期
付
正
規
職
員

環境員

行政職
事務
教育
保育職

※「民間企業等」には、民間企業（自営業を含む）か団体等（官公庁、公社、公団、公益法人などを含む）が該当
※任期付正規職員の任期は、来年４月１日～令和７年３月31日。業務内容、給与、処遇は正規職員と同じ

４年制大学を卒業か来年３月までに卒業見込み

20人
程度

５人
程度

１人
程度

１人
程度
５人
程度

■そのほか　２つ以上の職種の併願は不可。申込みの前に必ず各募集要項で詳細を確認

■採用予定　来年４月１日以降
■募集要項・申込書の配布　※募集要項は市ホームページでも閲覧可

民間企業等職務経験者、任期付正規職員／９月１日（木）～22日（木）に市ホームページ
技能労務職／９月１日（木）～22日（木）に郵送で人事課（〒471・8501、西町３－60）　※消印有効

①人事課、市政情報コーナー、受付窓口（南・西・東庁舎１階）、各支所・出張所
　　　　　　　　　　　　／土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５時15分
②駅西口サービスセンター／午前10時～午後７時

■受験申込み

市ホームページ

職種 募集
人数

受験資格（以下の要件を全て満たすこと）
年齢要件 経験年数（いずれも今年８月末時点）・資格など

福祉

獣医

建築

機械

土木

来場は便利な無料シャトルバスで！
会場の駐車場は利用できません。

豊田
スタジアム

名鉄
豊田市駅前
名鉄トヨタ
ホテル前（ （

操作手

保育士資格か幼稚園教諭免許のいずれかを取得か取得見込み

獣医師免許を有する

寿楽荘に要介助者向けバリア
フリー浴場をオープンしますpick up 5
●問合せ　高齢福祉課（☎34・6984、FAX34・67
93、✉korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）お知らせ

とよた産業フェスタ2022を開催します　

■とき　　9月10日(土)・11日(日)午前10時～午後４時　※雨天決行
■ところ　豊田スタジアム

「WE LOVE とよた」でみんなを「笑顔」に！

「地域・大学等連携シンポジウム ㏌ 豊田市
　　～つながりで創る まちづくりのミライ～」
を開催します

pick up 6

■とき　　10月14日（金）午後１時30分～４時30分
■ところ　市民文化会館
■定員　　①対面／先着100人程度
　　　　　②オンライン／先着500人程度
■内容　　・基調講演「成功事例に学ぶ・大学等連
　　　　　　携の価値と秘訣」
　　　　　　坂倉杏介氏（東京都市大学都市生活学部准教授）
　　　　　・事例発表＆パネルディスカッション　
　　　　　　「地域と大学・高専のコレマデとコレカラ」
　　　　　・アフターセッション「交流ブース」
■申込み　９月５日（月）午前９時から〒住所、氏名
　　　　　（ふりがな）、年齢、職業、電話番号を①
　　　　　電話、ファックスかＥメール、②Ｅメー
　　　　　ルで経営戦略課

●問合せ　経営戦略課（☎34・3360、FAX34・1528、
✉keiei-senryaku@city.toyota.aichi.jp）

■開設日　　９月１日(木)
■利用時間　宿泊　午後４時～９時
　　　　　　休憩　午前10時30分～午後３時
■休館日　　月曜日、12月28日～１月４日
■そのほか　・予約優先
　　　　　　・宿泊、休憩の利用料金が必要（食事代別）
　　　　　　　【一般】宿泊3,300円、休憩800円
　　　　　　　【60歳以上の市民、障がい者、小・中学生】　
　　　　　　　宿泊2,100円、休憩500円
　　　　　　　※１室２人以下で宿泊の場合、割増料金有り
　　　　　　・介助が必要な人は混浴で利用できます
　　　　　　・従業員は入浴の介助をしません
■利用予約・利用の問合せ　寿楽荘（☎65・3611）

催し

12
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　　　　　・アフターセッション「交流ブース」
■申込み　９月５日（月）午前９時から〒住所、氏名
　　　　　（ふりがな）、年齢、職業、電話番号を①
　　　　　電話、ファックスかＥメール、②Ｅメー
　　　　　ルで経営戦略課

●問合せ　経営戦略課（☎34・3360、FAX34・1528、
✉keiei-senryaku@city.toyota.aichi.jp）

■開設日　　９月１日(木)
■利用時間　宿泊　午後４時～９時
　　　　　　休憩　午前10時30分～午後３時
■休館日　　月曜日、12月28日～１月４日
■そのほか　・予約優先
　　　　　　・宿泊、休憩の利用料金が必要（食事代別）
　　　　　　　【一般】宿泊3,300円、休憩800円
　　　　　　　【60歳以上の市民、障がい者、小・中学生】　
　　　　　　　宿泊2,100円、休憩500円
　　　　　　　※１室２人以下で宿泊の場合、割増料金有り
　　　　　　・介助が必要な人は混浴で利用できます
　　　　　　・従業員は入浴の介助をしません
■利用予約・利用の問合せ　寿楽荘（☎65・3611）

催し
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市ホームページ番号（HP0000000）の表記

イベント情報

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》）

記事の見方

使い方・注意事項

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。

ホームページ

［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

+

+
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●職員募集
▶家庭児童相談担当育児支援専門員
対臨床心理士、社会福祉士、助産師、看護師、保健師、
保育士、教員などの資格を持つ人　勤務時間祝日を除く
月～金曜日午前９時～午後５時15分　勤務内容養育支援
が必要な家庭の相談業務、自立に必要な情報提供・指導、
児童虐待通告への対応な

ど　定選考若干名（書類・面接）　
給与月給26万1,600円　採用10月１日　申・問９月14日	
（水）までに雇用志願書（様式有り）と職務経歴書（様式は
任意）を○直子ども家庭課（○☎34・6636、Ⓕ32・2098、○✉
kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

———————————————————
▶スポーツ協会職員
職種①正規職員　②非常勤特定業務職員（管理員、トレ
ーニングルーム副担当長）　対①昭和63年４月２日以降
に生まれた人で大学・短大を卒業か来年３月までに卒業
見込みの人　②昭和33年４月２日以降に生まれた人　申・
問９月18日（日）までにスポーツ協会○HPからダウンロード
した採用志願書を○郵か○直スカイホール豊田（〒471・0861、
八幡町１－20、○☎31・0451、Ⓕ35・4773、○✉t-taikyo@hm6.
aitai.ne.jp）
—————————————————————————
●パブリックコメント意見
▶情報公開制度・手数料の導入
ねらい・ポイント情報公開制度の運用に係る行政コスト
の偏在を解消するため、受益者に対し、その一部の負担
を求めるもの　時９月１日（木）～30日（金）　資料閲覧法
務課、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
○直法務課（〒471・8501、西町３－60、○☎34・6608、Ⓕ33・
2221、○✉houmu@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1049531）
—————————————————————————
●「新博物館の記憶あつめるプロジェクト」への参加者
内新博物館に展示する「市民の記憶」の収集活
動　他９月18日、25日の日曜日午前10時～11
時に朝日丘交流館で説明会開催（当日○直会場）

●＋
●新博物館で展示する映像の出演者
内豊田市の記憶を語る映像に出演（語るのみも可）　テー
マ①自動車のまちで暮らして　②加茂蚕糸の思い出　申
９月30日（金）までに○☎で市郷土資料館

《共通》問市郷土資料館（○☎32・6561、Ⓕ34・0095、○✉rek
ihaku@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●女性起業家ビジネスプラン
対市内で起業か起業予定の女性　定選考８プラン　他コ
ンテストは12月11日（日）午後１時から福祉センターで開

ホームページ

ホームページ
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市ホームページ番号（HP0000000）の表記

イベント情報

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》）

記事の見方

使い方・注意事項

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。

ホームページ

［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
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●職員募集
▶家庭児童相談担当育児支援専門員
対臨床心理士、社会福祉士、助産師、看護師、保健師、
保育士、教員などの資格を持つ人　勤務時間祝日を除く
月～金曜日午前９時～午後５時15分　勤務内容養育支援
が必要な家庭の相談業務、自立に必要な情報提供・指導、
児童虐待通告への対応な

ど　定選考若干名（書類・面接）　
給与月給26万1,600円　採用10月１日　申・問９月14日	
（水）までに雇用志願書（様式有り）と職務経歴書（様式は
任意）を○直子ども家庭課（○☎34・6636、Ⓕ32・2098、○✉
kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

———————————————————
▶スポーツ協会職員
職種①正規職員　②非常勤特定業務職員（管理員、トレ
ーニングルーム副担当長）　対①昭和63年４月２日以降
に生まれた人で大学・短大を卒業か来年３月までに卒業
見込みの人　②昭和33年４月２日以降に生まれた人　申・
問９月18日（日）までにスポーツ協会○HPからダウンロード
した採用志願書を○郵か○直スカイホール豊田（〒471・0861、
八幡町１－20、○☎31・0451、Ⓕ35・4773、○✉t-taikyo@hm6.
aitai.ne.jp）
—————————————————————————
●パブリックコメント意見
▶情報公開制度・手数料の導入
ねらい・ポイント情報公開制度の運用に係る行政コスト
の偏在を解消するため、受益者に対し、その一部の負担
を求めるもの　時９月１日（木）～30日（金）　資料閲覧法
務課、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
○直法務課（〒471・8501、西町３－60、○☎34・6608、Ⓕ33・
2221、○✉houmu@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1049531）
—————————————————————————
●「新博物館の記憶あつめるプロジェクト」への参加者
内新博物館に展示する「市民の記憶」の収集活
動　他９月18日、25日の日曜日午前10時～11
時に朝日丘交流館で説明会開催（当日○直会場）

●＋
●新博物館で展示する映像の出演者
内豊田市の記憶を語る映像に出演（語るのみも可）　テー
マ①自動車のまちで暮らして　②加茂蚕糸の思い出　申
９月30日（金）までに○☎で市郷土資料館

《共通》問市郷土資料館（○☎32・6561、Ⓕ34・0095、○✉rek
ihaku@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●女性起業家ビジネスプラン
対市内で起業か起業予定の女性　定選考８プラン　他コ
ンテストは12月11日（日）午後１時から福祉センターで開

ホームページ

ホームページ

催。優秀なプラン作成者を表彰　申10月７日
（金）までにeight○HP　問eight（○☎41・8871、	
Ⓕ41・8872、○✉project@8eight8.jp）
—————————————————————————
●市民美術展の作品
対市内在住・在勤・在学の高校生以上　部門絵画、彫刻・
インスタレーション、工芸、書道、写真、デザイン　※
１人１部門で１作品（他の公募展に展示されたものは不	
可）　他作品の搬入は11月30日（水）。12月４日（日）～18
日（日）に入選作品を市民文化会館で展示　申・問10月13
日（木）～27日（木）に文化振興課、各支所・出張所、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○郵、
Ⓕ、○✉か○直文化振興課（〒471・8501、西町３－60、○☎34・
6631、Ⓕ34・6766、○✉bunshin@city.toyota.aichi.jp）
	 	 （HP1009557）
—————————————————————————
●豊田市民短歌大会の作品
内自由題の短歌１首　申９月30日（金）までに自作の短歌、
申込み共通事項を○はで文化振興財団（〒471・0035、小坂
町12－100）　問豊田短歌協会（那須○☎45・3669）
—————————————————————————
●「WE LOVE とよたフェスタ」出展者
内来年３月５日（日）にスカイホール豊田で開催のフェス
タにおける活動の紹介や展示、ワークショップなど　※
調理や加工が必要な飲食物の販売は不可　他説明会への
参加が必要。説明会日時はWE	LOVE	とよたフェスタ○HP

で確認　申込み期限11月６日（日）	 	 	（HP1046698）
●＋

●WE LOVE とよたアワード候補者
対とよたのまちを楽しんでいる、楽しくしようとする活
動や取組をしている個人・団体　※WE	LOVE	とよた条
例の趣旨に沿うこと。自薦、他薦や規模は不問　他受賞
者はWE	LOVE	とよたフェスタで表彰　申込み期限12
月16日（金）

《共通》申・問申込み期限までにWE	LOVE	とよたフェ
スタ○HPか○✉でWE	LOVE	とよたフェスタ実行	
委員会（○☎090・8498・1040、○✉hello@weloveto	
yota-festa.com）
—————————————————————————
●とよたフレッシュコンサート出演者
対次の全てを満たす人①県内在住・在勤・在学・出身　
②令和２～４年度に音楽専攻の短期大学・大学・大学院
を卒業か卒業見込み　③同コンサート未出演　部門クラ
シック　定選考10組程度　￥２万円　他自由曲20分程度。	
コンサートは来年２月18日（土）に開催予定　申・問９月
19日（月）までにコンサートホール、各交流館、県内音楽
大学で配布かコンサートホール・能楽堂○HPからダウンロ
ードした申込書を○郵か○直コンサートホール・能楽堂（〒
471・0025、西町１－200、○☎35・8200、Ⓕ37・0011）

●高岡コミセン30周年祭参加者（作品・出店者）
内①「高岡フォトコンテスト」作品　②「ペット親バカ選
手権」作品　③フリーマーケット出店者（先着20区画程
度（１区画２㍍×２㍍））　￥③１区画500円　他30周年祭	
は11月27日（日）午前10時～午後４時に高岡コミュニティ
センターで開催。①②は当日、投票により１～３位決定
（景品贈呈）　申・問①②10月31日（月）までに申込み共通
事項と写真データ、③９月６日（火）午前９時からフリマ
出店希望の旨を○✉で高岡コミュニティセンター（○☎53・
7771、Ⓕ53・7782、○✉ info@takaoka-cc.com）
—————————————————————————
●ＰＯＰフェスタ作品（ＰＯＰ：本のＰＲ）
対市内在住・在学・在勤の15～19歳　他11月に一部作品
を中央図書館で展示　申・問10月９日（日）までに応募用
紙とＰＯＰを○郵か○直中央図書館（〒471・0025、西町１－
200、○☎32・0717、Ⓕ32・4343）

●豊田市駅東口バス乗降場の移設と交通規制を行います

時９月24日（土）午前５時～10月１日（土）午前０時　内バ
ス乗降場の移設（東口乗降場は西口に移設。東口には臨
時降り場を設置）。豊田市駅東口駅前広場（ロータリー）、
西口バス乗降場への一般車両の交通規制　理由駅前再整
備に向けた交通実証実験のため　問都市整備課（○☎34・
6622、Ⓕ34・6764、○✉tosiseibi@city.toyota.aichi.jp）	
	 	 （HP1050415）
—————————————————————————
●明治用水受益地農家支援給付金の申請受付
　明治用水頭首工大規模漏水の影響を受けた市内農家世
帯を対象とした支援給付金の申請を受け付けています。
自作地か借入地に受益地（市外含む）があり、案内が届い
ていない人は問い合わせてください。
問農業振興課（○☎34・6785、Ⓕ33・8149、○✉nougyou@ci	
ty.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1050162）
—————————————————————————
●無料表題登記・土地境界問題相談会
時10月７日（金）午前10時～正午、午後１時～４時　所福
祉センター　定先着５組　他相談は無料で秘密厳守。相
談員は土地家屋調査士　申・問９月12日（月）午前９時30
分から○☎で豊調会（○☎32・5532）
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仮設 西口降り場

仮設 西口乗り場
館

臨時 東口降り場
東口のバスも
西口から発車します ※車両相互通行経路

バスは西口降り場(終点)
まで運行します

※車両一方通行経路

※豊田空港線（セントレア行き
　バス)は乗り場変更ありません

仮設
タクシー
乗り場

［バス乗降場移設］
現在：東口乗り場  ⇒    仮設：西口乗り場
現在：東口降り場  ⇒    仮設：西口降り場

臨時：東口降り場
      

通行止め箇所
一般車両
交通規制エリア
デッキ
タクシー乗り場
障がい者専用
停車場
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民芸館 民芸の森 市民文化会館

●レディース検診
時10月６日、20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　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10月４日、18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９月12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）
—————————————————————————
●災害時に市ホームページで市道通行止め情報が見られます
　災害時における市道の通行止め情報を地図上に分かり
やすく表示する「豊田市道通行止め情報提供システム」の
運用を開始しました。
問土木管理課（○☎34・6644、Ⓕ33・2460、○✉
dobokukanri@city.toyota.aichi.jp）

●私立高校・専修学校の授業料補助
対10月１日時点で、私立高校か専修学校の高等課程に在
籍し（定時制・通信制の課程、専攻科・別科を除く）、高
校卒業資格を取得見込みで保護者が市内在住の人　※た
だし、各学校の特待生などで授業料が全額免除の人、国・
県・学校の補助金などで授業料負担が生じない人を除く　
他県外の学校に在籍の人は問合せ　申・問10月31日（月、
消印有効）までに各学校で配布の申込書を○郵か○直教育政
策課（〒471・8501、西町３－60、○☎34・6658、Ⓕ34・67	
71、○✉kyouiku@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1002724）
補助額（年額） 対象者の補助区分

3万円 県私立高等学校等授業料軽減補助金の
所得基準の「乙」の世帯

2万円
国の就学支援金の対象のうち、県私立
高等学校等授業料軽減補助金の対象と
ならない世帯

—————————————————————————
●行政書士への相続、遺言などに関する相談
時10月12日（水）午前10時～正午　所市民相談課　定先着
４人（１人30分）　申・問９月５日（月）午前８時30分から
○☎か○直市民相談課（○☎34・6626、Ⓕ31・8252、○✉s_soudan@
city.toyota.aichi.jp）ホームページ

●特別展「藍染の絞り　片野元彦・
かほりの仕事」
時９月13日（火）～12月４日（日）　￥
500円（高校・大学生300円）　他関連
事業①記念講演会／10月22日（土）午
後２時～３時30分、抽選30人、観覧
券提示必要、10月４日（火）までに民
芸館○HPか○往（１枚で２人まで）で同館　
②ギャラリートーク／11月６日（日）
午後２時、先着15人

●＋
●初めてのやきものづくり「ラン
プシェード」
時９月25日（日）午後１時～３時　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定抽選12人　￥1,500円（中学生以下
1,000円）　他光源は各自用意。作品
は焼成して後日お渡し　申９月15日
（木）までに申込み共通事項と学年
（中学生以下）を民芸館○HP、○往（１枚
で２人まで）で同館

《共通》問民芸館（〒470・0331、平戸
橋町波岩86－100、○☎45・4039、Ⓕ46・
2588、○✉mingeikan@city.toyota.aichi.jp）

●森のアート展「藍染めに魅せら
れて～なみ工房の仲間たち～」
時９月23日（金）～12月４日（日）午前
９時～午後５時　※月曜日は休み
（祝日は開館）　他10月15日（土）午前
10時からアーティストトークを開催

●＋
●本多静雄ゆかりの地を巡る円空
仏鑑賞バスツアー
時10月21日（金）午前８時45分～午後
５時30分　所名古屋市ほ

か　※集合は
民芸の森　定抽選20人　￥600円　	
※バス代無料　他ツアー行程に一部
未舗装の場所有り。未就学児不可　	
申９月27日（火）までに申込み共通事
項と参加者全員の氏名・年齢を○往
（１人１回、１枚で２人まで）で民芸
の森

《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）

●おしゃべりと、表現と。カフェ
で待ってます。（美術家・中根理氏
の作品展示、トーク）
時①展示／９月23日（金）午前11時～
午後５時（午後４時からは予約制）、
24日（土）午前11時～午後３時（正午
までは予約制）　②トーク／９月24
日（土）午後３時～４時　定①予約制
は抽選７組　申９月22日
（木）午後５時までに応募
フォーム

●＋
●グッドアフタヌーンコンサート
時９月14日（水）午後１時開演　出演
古賀智子（ヴァイオリン）　曲目愛の
喜び、タイスの瞑想曲ほ

か　定先着20
人　他館内「豊田カフェ」で１品購入
が必要　申９月６日（火）午前10時か
ら○☎か○直同館

《共通》問市民文化会館（○☎33・7111、
Ⓕ35・4801）

申込み
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民芸館 民芸の森 市民文化会館 中央図書館 コンサートホール・能楽堂 とよた科学体験館

中央図書館 コンサートホール・能楽堂 とよた科学体験館
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●WE LOVE CINEMA「千と千尋
の神隠し」

時９月18日（日）午後１時30分～４時　
対小学生以上　定先着40人　申９月
６日（火）午前10時から中央図書館○HP、
○☎か○直同館

●＋
●読んで感じるアメリカ文学
時10月１日（土）午後１時30分～３時　
対高校生以上　定先着40人　申９月
６日（火）午前10時から○☎か○直同館

●＋
●とびだすしかけが楽しい！ポッ
プアップカード講座
時10月９日（日）午後２時30分～４時　
対５歳～小学生（未就学児は保護者
同伴）　定先着20人　申９月13日	
（火）午前10時から○☎か○直同館

●＋
●バリアフリー映画上映会「博士
の愛した数式」
時10月16日（日）午後１時30分～４時　
定先着40人　申９月６日（火）午前10
時から申込み共通事項と参加人数・
配慮の有無を中央図書館○HP、○☎、Ⓕ
か○直同館

●＋
●小・中学校読み聞かせボランテ
ィア交流会

時10月21日（金）午前10時30分～正午　
対小・中学校などで読み聞かせをし
ている人　定先着30人　申９月９日
（金）午前10時から中央図書館○HPか○直
同館

《共通》問中央図書館（○☎32・0717、
Ⓕ32・4343）

●参合館ロビーコンサート

時９月８日（木）午後０時20分～０時
50分

●＋
●市民クラシックコンサート
時９月17日（土）、18日（日）、19日
（月）午前10時～午後６時　￥各500円　
※全席自由。２歳以下入場不可

●＋
●名フィル　シンフォニック・ジ
ブリ！
時９月25日（日）午後４時開演　￥１
階席5,200円、バルコニー席3,200円　
※いずれも25歳以下半額

●＋
●パイプオルガン演奏体験講座
時10月11日（火）午後１時～８時、12
日（水）午前10時～午後５時　※30分
間　対鍵盤楽器の演奏経験がある中
学生以上　定各抽選11人　￥3,000円
（大学院生以下2,000円）　申９月15日
（木）午後５時までに○☎か○直コンサー
トホール・能楽堂

●＋
●菊月能

時９月11日（日）午後２時開演　￥正
面席6,000円、脇・中正面席4,000円　
※脇・中正面席は25歳以下半額

●＋
●能狂言が見たくなる講座②「呪
術と能」
時９月23日（金）午後２時開演　￥1,0	
00円（25歳以下半額）

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

●プラネタリウム投映番組「まだ
見ぬ宇宙へ」ほ

か

時９月の毎週土・日曜日、祝日　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

●＋
●簡単な科学工作のミニワークシ
ョップ
時９月の毎週土・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　定各先着60人　	
￥100円

●＋
●サイエンスショー「耳をすませ
て　音の世界へ」
時９月の毎週土曜日午後１時45分、
日曜日・祝日午前10時15分、午後１
時45分　※いずれも約20分間

●＋
●街中の星見会「まちぼしお月見
スペシャル」

時９月10日（土）午後７時から　※天
候不良時は中止　定先着70人（当日
午後６時から整理券配布）

●＋
●演劇×プラネタリウム「ねがい
星へようこそ」
時10月15日（土）午後２時30分、６時　
※いずれも約60分間　対小学生以上　
脚本・演出鹿目由紀　出演劇団あお
きりみかん　定各先着140人（全席指
定）　￥大人2,500円、小学～高校生	
1,200円　他当日の一般投映は休止　
申９月10日（土）午前10時から○直、11
日（日）午前10時から○☎で同館　※○☎
での申込みはチケットの事前受取が
必要

《共通》問とよた科学体験館（○☎37・
3007、Ⓕ37・3012）

©2001		
Studio	Ghibli・	
NDDTM

©辻井清一郎
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エコット 自然観察の森 発見館 総合野外センター 豊田スタジアム

エコット 自然観察の森 発見館
●エコットシアター「できる－セ・
ポシブル」
時10月30日（日）午前10時～正午、午
後１時30分～３時30分　定各先着50
人　￥300円（小学生以下は無料）

●＋
●青空の下　モルックで遊ぼう

時10月２日（日）午前10時～正午　※
雨天中止　定先着９チーム（１チー
ム２～５人）　￥１人100円

●＋
●やさしいおやつ講座～オートミ
ールクッキー編～
時10月１日（土）午前10時～正午　定
先着10組　￥300円

●＋
●かんたんエコ手芸教室　クラフ
トテープで縦編みのかごを作ろう
時10月15日（土）午前９時30分～正午　
対大人　定先着12人　￥300円

●＋
●もった博士のかがく倶楽部　フ
ルーツ食べて、種さがそう

時10月23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

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

《共通》申・問９月６日（火）午前10時
から○☎でエコット（○☎26・8058、Ⓕ
26・8068、○✉eco-t@eco-toyota.com）

●森のアート　キノコ観察会
時９月24日（土）午前９時30分～正午　
※雨天中止　対小学３年生以上　定
先着15人　￥100円　申込み開始日
９月14日（水）

●＋
●夜の森まったり散歩会
時10月15日（土）午後６時～８時　※
雨天中止　対18歳以上（高校生不可）　
定先着15人　￥100円　申込み開始
日10月５日（水）

●＋
●コオロギ観察会
時９月17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９月７日（水）

●＋
●あべまきの会と森あるき「秋の
湿地は花盛り」
時９月の毎週水曜日午前10時～正午　
※雨天中止　他当日○直ネイチャーセ
ンターで受付

●＋
●森のおはなし会

時10月１日（土）午後２時～３時　※
雨天決行　定先着12人　申込み開始
日９月21日（水）

●＋
●バッタの不思議を見てみよう！
時10月２日（日）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　￥100円　申込
み開始日９月22日（木）

《共通》他小学４年生以下は保護者同
伴（夜の森まったり散歩会を除く）　
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）

●自由散策「秋のぶらコロモ～グ
ルめぐり編～」
時９月１日（木）～11月30日（水）午前
９時～午後４時　他ガイドなし。約
3.5キロ㍍。参加者に粗品贈呈　申・
問当日○直発見館（○☎33・0301、Ⓕ33・
0319、○✉hakken@city.toyota.aichi.jp）

総合野外センター
●自然あそび探検隊 in 秋（ハイ 
キング、天体観察）

時10月15日（土）午後２時～８時　対
市内在住の小学１～４年生　定抽選
32人　￥1,000円　申・問９月17日	
（土）までに○☎で総合野外センター
（○☎58・1388、Ⓕ58・1349、○✉toyo	
ta-yagai-center@hm.aitai.ne.jp）

豊田スタジアム
●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９月14日（水）午後７時30分
●＋

●明治安田生命Ｊ１リーグ　第30
節　名古屋グランパスvsサンフレ
ッチェ広島
時９月17日（土）午後７時

●＋
●リバーサイドＭウオーク
時９月19日（月）午前６時30分

《共通》休館日スポーツプラザ／９月
10日（土）、11日（日）、14日（水）、17
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）
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●森林と災害
時11月６日、20日の日曜日午前９時
30分～午後３時30分　所藤岡南交流
館、東大演習林、小原交流館、大洞
市有林　定抽選16人　￥3,000円　申
10月16日（日）までに豊田市・森の総	
合サイト「Tomori」か○直おいでん・
さんそんとよた森林学校運営委員会
（○☎090・5453・6411）

●●＋
●家族で楽しむキャンプのススメ
時11月13日（日）午前９時30分～午後
２時、19日（土）午前９時30分～午後
３時30分　所総合野外センター　対
親子　定先着６家族（１家族５人ま
で）　￥小学生以上1,500円／人　申
９月５日（月）から豊田市・森の総合
サイト「Tomori」か○直森林課

●＋
●山を持ったら知っておくべきこと５選

時11月26日（土）午前９時～午後０時
30分　所豊南交流館　対市内に山林
を所有しているか所有するかもしれ
ない人　定先着20人　￥1,000円　申
９月５日（月）から豊田市・森の総合
サイト「Tomori」か○直森林課

《共通》問森林課（○☎62・
0602、Ⓕ62・0612、○✉shi	
nrin@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●気分も稼働率も上がるクローゼ
ットの整え方
時10月２日（日）午前10時30分～正午　
所キラッ☆とよた　対30～40代の女
性　定先着20人　￥500円　申９月
５日（月）午後８時からとよた小さな	
片づけの会○HP　問とよた小さな片づ
けの会（○✉toyota.katazuke
nokai@gmail.com）

●ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患
者・家族会（交流会、制度紹介）
時９月22日（木）午後２時～４時　所
豊田加茂医師会館　対患者と家族　
定先着20人

●●＋
●パーキンソン病患者・家族のつどい
時９月30日（金）午後２時～４時　所
豊田加茂医師会館　対パーキンソン
病患者とその家族　定先着30人

●●＋
●依存問題でお困りの家族教室
時10月20日、11月10日の木曜日午後
１時～３時　所市役所　対依存問題
がある人の家族で全日参加できる人　
定先着12人

●●＋
●精神障がいの理解を深める講演会
時10月22日（土）午後２時～４時　所
キラッ☆とよた　対市内在住・在勤
の人　定先着40人

《共通》申・問９月５日（月）午前９時
から○☎、Ⓕか○✉で保健支援課（○☎34・
6855、Ⓕ34・6051、hokenshien@city.to
yota.aichi.jp）
————————————————
●①認知症サポーター養成講座　
②ステップアップ講座（認知症サ
ポーター養成講座受講者向け）
時９月17日（土）午前10時～11時30分
所福祉センター　対市内在住・在勤・
在学の人　定①②先着30人程度　申
９月５日（月）午前９時か
ら申込みフォームか○☎で
高齢福祉課

●●＋
●若年性認知症本人・家族会スマイル
時10月17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10月14日（金）
までに○☎か○✉で高齢福祉課

《共通》問高齢福祉課（○☎34・6984、
Ⓕ34・6793、○✉korei-fukushi@city.toyo
ta.aichi.jp）

●私らしく生きるためのコミュニ
ケーション講座
時10月７日～21日の毎週金曜日午前
10時～正午　対全日程参加できる市
内在住・在勤の女性　他未就学児の
託児有り（有料、各講座開催日の前
週水曜日までに要予約）

●●＋
●あなたの知らないコーヒーの世
界～香りと時間を楽しもう～

時10月９日（日）午前10時～11時30分　
対市内在住・在勤の人　￥500円　他
未就学児の託児有り（有料、９月29
日（木）までに要予約）

《共通》所キラッ☆とよた　定先着20
人　申・問９月６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@ci	
ty.toyota.aichi.jp）
————————————————
●女性たちの職場復帰・再就職準
備セミナー in 豊田市
時10月26日（水）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた　対結婚・出産・育
児などで離職し、再就職を考えてい
る女性　定先着12人　他未就学児の
託児有り（10月19日（水）までに要予
約）　申・問９月５日（月）午前10時
からママ・ジョブ・あいち○HPか○☎で	
ママ・ジョブ・あいち
（○☎052・485・6996、○✉ai	
chi-mamasapo@ray.ocn.ne.jp）
————————————————
●セミナー　備えてますか？自分
の将来の生活に向けて
時９月24日（土）午前10時30分～正午　
所とよた市民活動センター　申・問
９月22日（木）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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●イヌのしつけ方教室
時講義／10月１日（土）午後１時30分
～３時30分　実技／８日（土）午前９
時30分～午後０時40分　所市動物愛
護センター　対両日参加できる人。
イヌは健康で狂犬病予防注射・各種
伝染病予防ワクチン接種済みで市に
登録があること　定抽選15人　申・
問９月11日（日）までに申込み共通事
項とイヌの種類・名前・登録鑑札番
号・令和３年度か４年度の狂犬病予
防注射済票番号・各種伝染病予防ワ
クチンの最終接種日を○は、○☎、○✉か
○直市動物愛護センター（〒471・0002、
矢並町法沢715－４、○☎42・2533、Ⓕ
80・2020、○✉doubutsu-aigo@city.toyota.
aichi.jp）
————————————————
●女性しごとテラスセミナー
時９月30日（金）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤・在学・在活動中
か市内で就労を希望する女性　テー
マ40代・50代からの就活　定先着15
人　他託児有り（先着５人、500円、	
９月21日（水）までに要予約）。オンラ
イン参加も可（先着20人）。雇用保険
求職活動の実績として認定

●●＋
●ジョブトレーニング（Excel初
級講座）
時10月１日～15日の毎週土曜日午後
１時～４時　対全日程参加可能な再
就労を目指す女性　※女性しごとテ
ラス相談履歴がある人優先　定抽選
12人　他託児有り（１回500円、９月
16日（金）までに要予約）。雇用保険求
職活動の実績として認定

《共通》所女性しごとテラス　申・問
先着の場合は９月５日（月）午前10時
から、抽選の場合は９月16日（金）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）

●求職者支援セミナー
時10月28日（金）午後２時～３時30分　
所就労支援室　対労働者派遣の事を
知りたい人、労働者派遣で働いてい
るか働くことを考えている人　定先
着30人　他雇用保険求職活動の実績
として認定　申・問９月５日（月）午
前10時から○☎か○直ハローワーク豊田
（○☎31・1400）
————————————————
●ＳＬＥ（全身性エリテマトーデ
ス）講演会・療養相談会
時11月５日（土）午後２時30分～４時
15分　所豊田加茂医師会館　対患者
と家族、医療福祉関係者　定先着50
人　申・問９月12日（月）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）
————————————————
●大人の木工教室（ティッシュボ
ックス、シューズラックの製作）

時10月13日（木）、14日（金）、17日
（月）午後６時～９時　所豊田高等職
業訓練校　対市内在住・在勤の成人　
定先着15人　￥3,000円　申・問９月
６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
————————————————
●親の学習会（精神的症状とひき
こもり）
時10月15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歳の人がいる家族、支援
に携わっている人　定先着30人　申・
問９月６日（火）午前９時から○☎で若
者サポートステーション（○☎33・15	
33、Ⓕ32・6298、○✉tyss@nponiji.org）

●ＳＤＧｓCafé～ことばの壁をな
くそう！～（大学院生との意見交換）
時９月18日（日）午後１時30分～３時
30分　定先着50人　申９月６日（火）
午前10時から○☎でＴＩＡ

●●＋
●帰国子女English講座
時９月30日～12月２日の毎週金曜日
午後５時45分～６時45分　対海外生
活経験があり、英語の保持を希望す
る小学生　定抽選12人　￥8,000円　	
申９月15日（木）までに申込み共通事
項と学年、海外滞在歴、保護者の連
絡先を○☎か○✉でＴＩＡ（○✉tiakikoku@
gmail.com）

●●＋
●ＴＩＡ国際の日（展示、ワーク
ショップ）
時10月１日（土）、２日（日）午前10時
～午後３時　他詳細はＴＩＡ○HP

《共通》所産業文化センター　問ＴＩ
Ａ（○☎33・5931、Ⓕ33・5950、○✉tia	
@hm.aitai.ne.jp）
————————————————
●高年齢者のための就職相談会
時10月６日（木）正午～午後３時　所
就労支援室　対おおむね55歳以上の
再就職を希望する人　他雇用保険求
職活動の実績として認定　問ヒュー
マンアカデミー（○☎052・561・2372、
Ⓕ052・561・2320）
————————————————
●市史講座「猿投の典籍」
時10月29日（土）午後２時～４時30分　
所崇化館交流館　定先着65人　申・
問９月12日（月）午前10時から○☎、Ⓕ
か○✉で市史編さん室（○☎36・0570、
Ⓕ31・0162、○✉shishihensan@city.toyo
ta.aichi.jp）
————————————————
●里親養育体験発表会
時９月23日（金）午後６時45分～８時
30分、10月22日（土）午前10時～正午、
11月27日（日）午前10時～正午　所梅
ヶ丘学園　申・問各日程の前日まで
に○☎で梅ヶ丘学園（○☎32・1107）
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●市民講座「術後の運動と栄養～
お腹の手術を受けられた方へ～」
時10月５日（水）午後２時～３時　所
トヨタ記念病院　対消化器外科の手
術を受けたか今後受ける予定の患者
と家族、医療関係者　定先着30人　	
申・問９月５日（月）午前８時30分か
ら○✉でトヨタ記念病院（○☎24・7230、
○✉tmh-reha-tiiki@mail.toyota.co.jp）
————————————————
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時10月12日～11月２日の毎週水曜日
午前９時15分～正午　￥7,000円

●●＋
●よくわかるワード基礎講座
時10月６日～11月17日の毎週木曜日
午後１時15分～４時　※11月３日は
休み　￥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①10月７日、14日　②21日、28日　
※いずれも金曜日午前９時30分～11
時30分　￥①②5,500円

●●＋
●Windows10基礎（初級編）
時10月の毎週金曜日午後１時15分～
４時　￥7,000円

●●＋
●ワードで会報作成
時10月17日～31日の毎週月曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円

●●＋
●写真をムービーで楽しもう
時10月の毎週水曜日午後１時15分～
４時　￥8,000円

●●＋
●絵手紙で年賀状
時10月４日～18日の毎週火曜日午後
１時15分～４時　￥6,000円

《共通》所ふれあいの家　対成人　定
先着12人　他貸出用パソコン・タブ
レットを使用する場合は別途借用料
が必要　申・問９月５日（月）午前９
時から○☎でシルバー人材センター
（○☎31・1007、Ⓕ34・3238、○✉toyo	
ta@sjc.ne.jp）

●やってみよう！保育の補助員
時講義／10月３日、17日、11月７日、
28日の月曜日午前10時30分～正午　
実習／10月24日（月）～11月４日（金）
のうち２日程度、11月８日（火）～25
日（金）のうち２日程度　※いずれも
午前中　所とよた市民活動センター、
こども園、民間託児所な

ど　対市内在
住で講座受講後保育の補助員などの
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９
月７日（水）午前10時からとよたシニ
アアカデミー○HPからダウンロードし
た申込書をⒻ、○✉か○直とよたシニア
アカデミー

●●＋
●はじめの一歩講座「豊田スタジア
ムガイドボランティア体験ツアー」
時10月20日（木）午前10時～11時30分　
所豊田スタジアム　対市内在住の成
人　定先着12人　￥600円　申９月
５日（月）午前10時から○☎でとよたシ
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）
————————————————
●55歳以上対象出張相談 in 豊田
市（キャリアカウンセリング）
時10月17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歳以上の人　定先着３人

●●＋
●セカンドライフ・キャリアセミナー
時10月29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、市内で就労活動を希望
かセカンドライフを考えている45歳
以上の人　テーマ①修活スタートア
ップ　②田舎で豊かに暮らす働くを
実践者と考える　定各先着12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９
月５日（月）午前10時から○☎、Ⓕ、○✉
か○直同室（○☎31・1330、Ⓕ31・1391、
○✉shurosien@city.toyota.aichi.jp）

●徳川家広公特別講演会
時９月24日（土）午後２時　所市民文
化会館　定先着400人　申・問９月５
日（月）午前９時からⒻか○✉で商業観
光課（○☎34・6642、Ⓕ35・4317、○✉
kankou@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●花とみどりの講座「箱庭で作る
枯山水の庭」

時10月５日（水）午前10時～正午　定
先着15人　￥3,600円　申込み開始日
９月６日（火）

●＋
●花とみどりの講座「お庭を整え
る」（せん定体験）
時10月８日（土）午前10時～正午　定
先着20人　￥100円　申込み開始日
９月13日（火）

●＋
●専門講座「ジュエリープランツ」

（多肉植物の寄せ植え）
時10月６日、27日の木曜日午前10時
～正午　定先着30人　￥2,700円　申
込み開始日９月９日（金）

《共通》所西山公園　対市内在住の人　
申・問申込み開始日午前９時から
○☎で同公園（○☎31・2108、Ⓕ33・8718、
○✉nishiyama-kouen@city.toyota.aichi.jp）　
※申込みは、○☎１回につき２人まで
————————————————
●秋まき草花種子の配布
時９月15日（木）から　※なくなり次
第終了　所市役所、各支所・出張所、
各交流館、西部コミュニティセンタ
ー、西山公園、鞍ケ池公園　配布種
子キキョウ、クリサンセマム、リー
フレタスミックス　問西山公園（○☎
31・2108、Ⓕ33・8718、○✉nishiyama-
kouen@city.toyota.aichi.jp）
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●耕Life ＳＤＧｓ マルシェ（ス
テージイベント、キッチンカーな

ど）

時10月１日（土）、２日（日）午前10時
30分～午後３時　所とよたエコフル
タウン　他詳細はとよたエコフルタ
ウン○HP　問未来都市推進課（○☎34・
6982、Ⓕ34・2192、○✉hybrid-city@city.
toyota.aichi.jp）
————————————————
●高岡茶席（抹茶）
時９月25日（日）午前10時～午後１時　
所六鹿会館　定先着30人　￥400円　	
申・問９月９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@taka	
oka-cc.com）
————————————————
●産業文化センターロビーコンサ
ート「相撲甚句」
時９月11日（日）正午～午後１時　所・
問産業文化センター（○☎33・1531、
Ⓕ33・1535）
————————————————
●木村泰子さんと語り合う！子ども
アドボカシー文化ってなんだろう？
時10月９日（日）午後１時～３時30分　	
所福祉センター　定先着200人　￥
2,000円（小学生～17歳と高校生は1,0	
00円）　他当日午前中は関連映画	
「みんなの学校」無料上映会有り（要
予約）　申・問９月５日（月）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）
————————————————
●タグラグビー教室
時９月24日（土）午前９時～10時30分　
所豊田スタジアム芝生広場　対幼児
～大人　定先着80人　申９月５日	
（月）正午から市○HP　問スポーツ振興
課（○☎34・6632、Ⓕ32・9779、○✉sp
orts@city.toyota.aichi.jp）	 （HP1047421）

●おうちでできるベーキング教室
（ピザづくり）
時９月23日（金）午前10時～正午　対
小学３年生以上（小学生は保護者同	
伴）　定先着12組　￥１組1,500円　
申込み開始日９月11日（日）

●＋
●ミニ盆栽教室「雑木の景色盆栽」
時９月24日（土）午前９時30分～11時
30分、午後１時～３時、25日（日）午
前９時30分～11時30分　定各先着16
人　￥3,000円　申込み開始日９月９
日（金）

●＋
●初級ヒップホップ
時10月～11月の毎週木曜日午後３時
30分～４時30分　※11月３日は休み　
対年中～小学１年生　定先着20人　
￥4,200円　申込み開始日９月６日	
（火）

●＋
●季節の変わり目の健康を保つアロ
マテラピー（講話、バスソルト製作）

時10月８日（土）午前９時30分～11時
30分　対成人　定先着12人　￥1,500
円　申込み開始日９月10日（土）　

《共通》所高橋コミュニティセンター　
申・問申込み開始日午前９時から○☎
か○直同センター（○☎80・4729、Ⓕ80・
0068、○✉takacomu@homex-co.com）
————————————————
●じゅわじゅわ健康講座（座って
体幹トレーニング、水中運動）
時９月21日（水）午後１時～２時30分　
所温浴施設じゅわじゅわ　定先着15
人　￥500円　他水着、タオル、バス
タオル、水分補給できるもの（必要
な人）　申・問９月５日（月）午前10
時から○☎か○直豊田ほっとかん（○☎36・
3000、Ⓕ36・3002、○✉toiawase@toyo	
ta-hotkan.jp）

●謎解きイベント料理旅館「喜楽
亭」の幻の料理を発見せよ！
時10月30日（日）午後１時30分～３時
30分　所喜楽亭　対市内在住・在学
の高校～大学生　※友人同士での参
加も可　定先着20人　申９月６日	
（火）午前９時から青少年センター○HP　
問青少年センター（○☎32・6296、Ⓕ 
32・6298、○✉youth@hm2.aitai.ne.jp）
————————————————
●ロビー展「とよたの小鳥たち」写
真展示
時９月３日（土）～29日（木）午前９時
～午後９時

●＋
●スマホアプリでムービーづくり
に挑戦
時９月18日、25日の日曜日午前10時
～正午　対両日参加できる小学５・
６年生　定先着12人　￥500円　申
９月６日（火）午前10時から○☎か○直視
聴覚ライブラリー

●＋
●市民文化講座・映画塾「夢の宮廷」

時10月12日（水）午後２時～４時　定
先着30人　￥300円　申９月16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）
————————————————
●センチュリー室内管弦楽団第53
回定期演奏会
時10月15日（土）午後１時30分～４時　
所コンサートホール　曲目管弦楽　
メンデルスゾーン交響曲第３番ほ

か　	
￥1,000円（高校生以下無料。要証明）　
※未就学児不可　申９月６日（火）か
ら○直コンサートホールか市民文化会
館　問センチュリー室内管弦楽団
（樹神○☎090・3386・8813）
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催
し

●スポーツ万能！キッズ教室（マ
ットやボールなどの運動）
時10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９月13日（火）午前10時から
参加費を添えて○直地域文化広場

●＋
●けやき茶房
時10月１日（土）、２日（日）、15日
（土）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10月８日（土）、９日（日）、22日
（土）午前９時30分～正午　定先着20
人　￥3,000円　他親子での参加も可　
申９月10日（土）午前10時から参加費
を添えて○直地域文化広場

●＋
●フラワーアレンジメント教室
時①ヨーロピアンスタイル／10月６
日、20日の木曜日　②パリスタイル
／10月２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９月15日（木）
午前10時から参加費を添えて○直地域
文化広場

《共通》所・問地域文化広場（○☎53・
0671、Ⓕ53・5086、○✉chibun@homex-
co.com）
————————————————
●食育推進ボランティア研修会　
郷土料理五平餅づくりとお米講座

時10月５日（水）午後１時～３時　所
三州足助屋敷　対市内在住の人　定
抽選15人　￥800円　申・問９月20日
（火）までに○は、Ⓕか○✉で県豊田加茂
農林水産事務所農政課（〒471・8566、
元城町４－45、○☎32・73	
63、Ⓕ32・7396、○✉toyota	
kamo-nourin@pref.aichi.lg.jp）

●骨盤ボクシングエクササイズ体験会
時９月21日、28日の水曜日午前11時
～正午　定各先着20人　申込み開始
日９月７日（水）

●＋
●キッズコーディネーション体験
会（子どもの運動神経を伸ばす）

時９月20日、27日の火曜日①午後４
時　②５時　③６時　対４～12歳　
定各先着12人　申込み開始日９月14
日（水）

《共通》所猿投棒の手ふれあい広場　
￥500円　申・問申込み開始日午前９
時から○☎か○直同広場（○☎45・7288、	
Ⓕ45・7290、○✉bonote@homex-co.com）
————————————————
●ススキでバッタを作ろう

時10月10日（月）午後１時～３時　対
小学生以上　定抽選15人　￥300円　
申９月28日（水）までに申込み共通事
項と年齢を○✉でトヨタの森

●＋
●森歩きで二十四節気を楽しもう
（寒露：ここがスゴイぞ　バッタ
とカマキリ）
時10月11日（火）午後１時～３時　定
先着20人　￥100円　申９月５日
（月）午前９時から○☎でトヨタの森
《共通》所・問トヨタの森（○☎58・27	
36、Ⓕ58・2855、○✉event@toyotanom
ori.jp）　他小学生以下保護者同伴

●リラックス・ヨガ
時10月５日、12日、26日の水曜日午
前10時30分～11時30分　所藤岡ふれ
あいの館　対市内在住・在勤の人　
定先着20人　￥2,100円　申・問９月
21日（水）午前９時から○☎か○直藤岡ふ
れあいの館（○☎75・2105、Ⓕ75・21	
06、○✉ fujioka-fureai@homex-co.com）
————————————————
●身近な材料で草木染め～アカネ
で赤っぽい色に染めよう～

時９月17日（土）午前10時～午後３時　
所どんぐり工房　定先着15人　￥3,0	
50円（布は持込みか別途購入）

●＋
●地元の野菜を使って石窯でオリ
ジナルピザを作ろう！
時９月23日（金）、24日（土）午前11時
～午後１時30分　所どんぐり工房　
定各先着15人　￥1,100円

●＋
●さつま芋堀り体験
時９月25日、10月２日の日曜日午前
10時～正午　集合吟醸工房・稲武郷
土資料館駐車場（黒田町）　定各先着
15人　￥660円

《共通》申・問９月５日（月）午前９時
から○☎でどんぐり工房（○☎83・3838、
Ⓕ82・3777、○✉dongrikb@hm10.aitai.ne
.jp）
————————————————
●障がい者ふれあい交流グラウン
ドゴルフ大会
時10月５日（水）午前９時30分～正午　
※予備日は６日（木）　所東山運動広
場　対市内在住・在学・在勤の障が
い者　定先着70人　￥500円　持ち 
物用具　申・問日・月曜日を除く９
月６日（火）～17日（土）に申込み共通
事項と年齢、障がい箇所を○☎、Ⓕか
○直豊田市身障協会（○☎31・2941、Ⓕ
33・0114）ホームページ
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●五平餅味噌＆五平餅づくり
時10月２日、16日の日曜日午前９時
30分～11時45分　￥３歳以上850円　
※別途材料費（１セット800円）が必
要　申９月12日（月）までに申込み共
通事項と参加者全員の氏名・年齢、
材料セット数をⒻか○✉で旭高原元気
村　※抽選結果は９月14日（水）まで
に○☎か○✉で連絡

●＋
●秋の昆虫をさがそう

時10月２日（日）午後１時30分～３時　
￥３歳以上350円　申９月12日（月）
までに申込み共通事項と参加者全員
の氏名・年齢をⒻか○✉で旭高原元気
村　※抽選結果は９月14日（水）まで
に○☎か○✉で連絡

●＋
●お月見会（団子作りと天体観測）
時10月８日（土）午後３時～９時　￥
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９月12日（月）
までに申込み共通事項と参加者全員
の氏名・年齢、食事の種類と材料セ
ット数をⒻか○✉で旭高原元気村　※
当選者のみ９月18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）　定抽選５組
————————————————
●原っぱであそぼうze♪
時９月11日（日）午前９時30分～正午　	
所トヨタの森　￥200円（16歳以上300
円）　他服装は長袖・長ズボン・帽
子、飲み物持参　申当日９時から○直
（旧）ホテルフォレスタＰ８駐車場　
問とよたネイチャーゲームの会（○☎
53・4335、○✉toyotanaturegame@gmail.
com）

●とよたデカスプロジェクト「あ
なたの思い手のこしませんか？」

（石膏の「手」の作品展）
時９月18日（日）午前11時～午後４時	
30分　所市民ギャラリー　問成田	
（○☎090・4407・7242、○✉hono140209	
@yahoo.co.jp）
————————————————
●スポーツ協会から
▶市民総体弓道競技（中学）
時９月23日（金）午前９時～午後５時　
申９月11日（日）午後８時までに○直ス
カイホール豊田　※当日会場で参加
費徴収	 （HP1022650）

●＋
▶市民総体グラウンド・ゴルフ競技
時９月27日（火）午前８時30分～午後
２時　申９月６日（火）午前９時から
参加費を添えて○直スカイホール豊田
か五ケ丘運動広場	 （HP1022650）

●＋
▶市民総体陸上競技
時10月１日（土）午前９時から　申９
月17日（土）午後８時までに○直スカイ
ホール豊田　※当日会場で参加費徴
収	 （HP1022650）

●＋
▶市民総体卓球競技
時10月９日（日）午前９時～午後９時　
申９月23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）

●＋
▶キッズスポーツフェスティバル
時10月８日（土）午前９時～正午、午
後１時～４時　所スカイホール豊田　
対年中～小学３年生　定各先着270
人　申９月７日（水）午前10時からス
ポーツ協会○HP

《共通》問スカイホール豊田（○☎31・
0451、Ⓕ35・4773、○✉t-ta
ikyo@hm6.aitai.ne.jp）

●市民デッサン会（裸婦）
時９月18日（日）午前10時～正午　所
視聴覚ライブラリー　￥1,000円　問
豊田美術連盟（井口○☎090・4448・10	
01）
————————————————
●市民活動団体から
▶ボランティアが悩みなどを傾聴す
る「話せば楽になる処」傾聴カフェ
時９月24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）

——————————
▶絵手紙教室
時10月１日（土）午前10時30分～正午　
所とよた市民活動センター　対高校	
生以上　定先着15人　申・問９月10
日（土）午前10時から○☎か○✉で絵手紙・
若宮会（田口○☎48・4427、○✉t-m40u	
@hm3.aitai.ne.jp）

——————————
▶聞こえにくい人のおしゃべり会
時10月23日（日）午後１時30分～３時
30分　所福祉センター　対聞こえに
くい人とその家族な

ど　定抽選20人　
￥500円　申・問９月16日（金）までに
Ⓕか○✉で要約筆記きこえのサークル
ダンボ（山本○☎71・2028、Ⓕ71・20	
28、○✉toyotacity_danbo@yahoo.co.jp）

——————————
▶ごちゃまぜ運動会～インクルーシ
ブ社会ってなぁに？～

時11月５日（土）午後１時～３時30分　	
所とよた市民活動センター　対小・
中学生（障がいの有無・種別不問）　
定先着20人　￥500円　申・問９月５
日（月）午前10時から○☎か○✉で自立生
活センター十

といろ

彩（○☎31・1117、○✉toi
ro@utopia-wakamiya.com）

ホームページ


