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今号の推しスポットで紹介したスカイホール豊田は、学生時代にラ

ンニングコースをよく利用していたなじみ深い場所。スカイホール

豊田の名前は、スポーツの「ス」、車（カー）の「カ」、挙母（衣）の「イ」

を由来としているのだそう。皆さん、ご存知でしたか。　　　（Ｉ）
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Bônus aos idosos　（Ｐ26）

TIA International Day  （Ｐ20）

TIA: Dia Internacional　（Ｐ20）

Tuition Fee Subsidy for Private High School and Vocational School Students　（Ｐ16）

Subsídio para alunos em Escolas Colegiais privadas ou Escolas Vocacionais　（Ｐ16）



【ハッチョウトンボ】
日本一小さなトンボとして
知られ、その大きさはわず
か２センチ㍍ほど。夏から
秋にかけて、湿地を飛び交
う赤い姿が見られます。

●問合せ
環境政策課(☎34・6650、FAX34・6759、✉kansei@city.toyota.aichi.jp)

ラムサール条約登録10周年
特集

　県内最大の面積を誇る豊田市。市域の多くを占める緑豊かな自然には、多様な生き
物が生息しています。特に、ラムサール条約湿地である「東海丘陵湧水湿地群」には、
ほとんどここでしか見られない希少な動植物が生きています。彼らにとっては最後の
楽園とも言える東海丘陵湧水湿地群。今号の特集では、東海丘陵湧水湿地群やそこに
生息する生き物、湿地の環境を保全する人たちについてご紹介します。

東海丘陵湧水湿地群に
　　　　　　　　生きるもの

　なだらかな起伏や小山（丘）が続く地形を丘陵地といいます。東海地方の
丘陵地には、谷間や斜面にできる小規模な湧水湿地が多数あります。これ
らの湿地の特徴は、栄養が乏しいこと、面積が狭いこと、そして地域固有
の植物や昆虫が多く見られることです。
　市街地から東へ約４キロ㍍、低い山に囲まれた谷あいには「矢並湿地」が、
さらに周辺には「上高湿地」や「恩真寺湿地」があります。これら３つの湿地
を合わせて「東海丘陵湧水湿地群」と呼びます。

　昭和46年（1971）の国際会議で採択されたラムサール条約。正式名称は
「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」です。日本を
含むラムサール条約の締約国は、自国の湿地を、条約で定められた国際的
な基準に従って「ラムサール条約湿地」に指定（登録簿に掲載）することがで
きます。現在（８月３日時点）、世界172か国の2,455か所の湿地がラムサール
条約湿地に登録されています。そのうち日本の湿地は53か所です。
　東海丘陵湧水湿地群は、平成24年（2012）にラムサール条約湿地に登録さ
れました。これをきっかけに、市や地域団体などが協働し、将来に向けた
生物多様性の保全や周知・啓発が行われています。

東海丘陵湧水湿地群とは

↑ラムサール条約事務局長から東海丘
陵湧水湿地群の登録認定証を受け取る
市長（平成24年7月7日）

↑ミカワシオガマとシラタマホシクサの群生

ミカワシオガマ→

↑ホトケドジョウ

矢並湿地

上高湿地

恩真寺湿地

湧水湿地

山地 丘陵地

地下水

↑矢並湿地

↑上高湿地

↑恩真寺湿地

豊田市の丘陵地にある３つの湿地

ラムサール条約への登録

やなみ

おんしんじかみたか

　東海地方の丘陵地の湿地には、「東海丘陵要素植物」と呼ばれる、地域固
有の植物が生息しています。中でも、矢並湿地のミカワシオガマの群落規
模は国内最大級で、秋にはシラタマホシクサとともに見事な景観をつくり
ます。東海丘陵要素植物は、栄養が豊かな場所ではほかの植物との競争に
負けてしまうため、栄養が乏しい場所にのみ生息します。東海丘陵湧水湿
地群には、植物の他にもホトケドジョウやヒメタイコウチなどの希少な動
物や、多くのトンボ類も生息しています。かつては広く見られた湿地の動
植物ですが、開発などにより生息できる場所は少なくなってきています。

湿地群の希少性
３つの湿地に生息する、地域固有の多様な生き物
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湿地を彩る植物たち 　　　海丘陵湧水湿地群で確認されている植物は、なんと400種類以上。
　　　どの植物も、湿地に映える鮮やかな色をもっています。その生き
生きとした姿をご覧ください。東海丘陵湧水湿地群で見られる植物
東

④ネジキ
　ツツジ科／５～７月
⑤コバノトンボソウ
　ラン科／６～８月
⑥ウメバチソウ
　ニシキギ科／８～10月

①コオニユリ
　ユリ科／７～９月
②サギソウ
　ラン科／７～８月
③モウセンゴケ
　モウセンゴケ科／６～８月

　季節ごとに様々な植物を楽しむことができる湿地。
普段は公開していませんが、秋の矢並湿地一般公開
や、季節ごとに行われる観察会では、そ
のときどきの植物を身近に観察すること
ができます。多種多様な植物を、是非ご
自身の目で確かめに来てください。

⑦ササユリ
　ユリ科／５～７月
⑧ミズギボウシ
　クサスギカズラ科／８～10月
⑨リンドウ
　リンドウ科／９～11月

⑩ショウジョウバカマ
　シュロソウ科／３～４月
⑪トキソウ
　ラン科／５～７月
⑫ヤマジノホトトギス
　ユリ科／８～10月

⑬シデコブシ
　モクレン科／３～４月
⑭シラタマホシクサ
　ホシクサ科／８～10月
⑮ハルリンドウ
　リンドウ科／３～５月

⑯イワショウブ
　チシマゼキショウ科／８～９月
⑰ヘビノボラズ
　メギ科／５～６月
⑱カキラン
　ラン科／６～８月

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

上段：植物名、下段：科名／花の時期
自然観察の森

イベントカレンダー
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地域で守る３つの保全団体

湿地を守るために、どん
な活動をしていますか？

湿地の公開について



湿地を守る人たち 　３つの湿地を地域で守る保全団体
の皆さんに、どのような活動をして
いるのか、お話を伺いました。

山中町自治区（那須さん）
矢並湿地保存会（天野さん）

↑矢並湿地一般公開でガイドをする小学生 ↑矢並湿地で保全活動をする地元企業の従業員

■とき　10月８日(土)午前８時30分～午後０時30分
■ところ　矢並湿地、上高湿地、恩真寺湿地　
■内容　普段は入ることのできない、ラムサール条約湿地を小学生ガイドがご案内　※湿地間の移動はバスを利用
■定員　抽選15人　
■参加費　100円　
■そのほか　集合場所は鞍ケ池公園内「虹のかけ橋駐車場」　※雨天中止。中止の場合は前日に判断　
■申込み　９月16日(金)までに〒住所、電話番号、全員の氏名（ふりがな）、年齢を電話かＥメールで自然観察の森

湿地が見られる！イベント情報湿地が見られる！イベント情報

ラムサール条約登録10周年イベント

矢並湿地一般公開

１.東海丘陵湧水湿地群巡り

■とき　10月８日(土)午前10時～午後３時30分
■ところ　自然観察の森　
■内容　自然の中で遊ぶプログラムや、飲食・雑貨など約30店舗の出店。
　　　　矢並湿地一般公開への無料シャトルバス有り　
■そのほか　雨天などにより予告なく中止になる場合有り。詳細は自然観察の森ホームページなどで確認

■とき　10月６日（木）～９日（日）午前10時～午後３時　
■ところ　矢並湿地　※現地に駐車場なし。鞍ケ池公園内「虹のかけ橋駐車場」から無料シャトルバス有り
■そのほか　当日現地で受付。三脚使用、ペット同伴、昆虫採集・植物採取は禁止　
　　　　　　問合せ　環境政策課（☎34・6650、FAX34・6759、✉kansei@city.toyota.aichi.jp）
　　　　　　　　　　※土・日曜日は自然観察の森（☎88・1310、FAX88・1311、✉toyota@wbsj.org）

２.自然観察の森マルシェ

　　　　　　問合せ　自然観察の森（☎88・1310、FAX88・1311、✉toyota@wbsj.org）

矢並湿地保存会
天野 正和さん

上高湿地を守る会
鈴木 敏朗さん 田中 新二さん

山中町自治区（恩真寺湿地）
那須 一郎さん

山中町自治区（那須さん）
矢並湿地保存会（天野さん）

地域の住民を中心に、80～90人の
会員で活動しています。主には年
に数回の環境整備と毎月の見回り
活動。夏には、湿地周りの草刈り
などをし、冬には湿地の枯れた草
木を取り除きます。これが結構な
重労働。他の会も、活動について
は同じような感じでは。

同じですね。こちらは自治区で活
動をしています。

私たちは、矢並湿地さんと同じく
地域の住民と有志、合計30人弱で
活動しています。中には中学生も
２人います。小学校の授業で保全

活動に関わって、卒業しても続け
たいって言ってね。あと、市外か
ら来てくれる人もいます。

上高湿地さんは、けっこう頻繁に
活動されていますよね。

毎月欠かさず活動しています。特
に冬場は月に２回。役員からでな
く、一般会員から出た「月に２回
にしたい」という意見が発端です。

年に数回の活動では、草はすぐ生
えるし、物足りなさを感じる。上
高湿地さんみたいに頻繁にやれる
と良いなとは思っています。

無理して多くの人を集めてやらな

くても、来た人だけでやれば良い
んだと思いますよ。
私たちは、湿地を守るということ
以上に、この活動の場が、地域の
人と人が交流する場になることを
意識しています。顔を合わせて、
みんなでわいわいやるのが楽しい
んです。

湿地には多様な動植物が生息して
います。それぞれ見頃の時期は異
なり、期間はごく短い。保全団体
である私たちだからこそ遭遇する、
その美しい光景を見るたびに、も
っと多くの人に見てもらえたらと
歯がゆさも感じます。だからこそ、
年に１回の一般公開には、是非多
くの人に来てもらいたいと思って
います。

矢並湿地保存会（天野さん）

ほかにも、
湿地の保全に
取り組む人たち

　　がいます。

　矢並湿地では、地元企業３社が湿地の保全活動
に協力しています。これは、環境活動を行ってい
る団体と、社会貢献活動として環境活動に取り組
みたい企業が結びついて、実現したものです。

地元企業の人たち

　湿地学習モデル校に指定された小学校（上鷹見・矢
並・則定・根川小学校）が、年間を通して環境学習や
保全活動を行い、生物の多様性などについて理解を深
めています。また矢並湿地の一般公開では、小学生が
ガイドを務めて、日頃の学習の成果を披露しています。

地元の小学生たち

地域で守る３つの保全団体

上高湿地を守る会（鈴木さん）

上高湿地を守る会（田中さん）

上高湿地を守る会（鈴木さん）

湿地を守るために、どん
な活動をしていますか？

湿地の公開について

あまの まさかず すずき としろう なす いちろうたなか しんじ

7広 報 と よ た 令和４年９月号



「また来年も。」

豊
田
お
い
で
ん
ま
つ
り

54th

7／30
おいでん
総踊り

7／31
花火大会

笑顔はじける
　夏の風物詩、豊田おいでんまつり。台風や新型コロナウイル
スの影響により、総踊りのある豊田おいでんまつりは、なんと
５年ぶりの開催となりました。参加者や観客の皆さんは、久し
ぶりのとよたの夏を目一杯に楽しんでいる様子でした。
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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。
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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

競
技

ジ
ョ
ギ
ン
グ

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
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４～６年生
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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
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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
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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
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※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
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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
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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

13広 報 と よ た 令和４年９月号
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　ハガキ　ホームページ

FAX

　往復ハガキ
　

☎
は

F

往

✉
郵
直接直

HP

　とき
内容
その他

ところ
定員
申込み

対象
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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

+

+

14

Ｐ14 Ｐ15 Ｐ16 Ｐ19 Ｐ21

●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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　ハガキ　ホームページ
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その他
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対
内 定 ￥
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時 所

募集 お知らせ 施設 学び 催し

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

+

+

15広 報 と よ た 令和４年９月号

募
集
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知
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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）

ホームページ
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西口から発車します ※車両相互通行経路
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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
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一般車両
交通規制エリア
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障がい者専用
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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

お
知
ら
せ

施
設

●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）

ホームページ

ホームページ

HP1050551

ホームページ

ホームページ
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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



［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

温かい御飯 ……………………… 300㌘
割り箸 …………………………… ２膳
アルミホイル …………………… 少量

＜味噌ダレ＞
赤味噌 ……………………… 90㌘
砂糖 ………………………… 90㌘
水 …………………………… 40㏄
すりおろし生姜 …………… 小さじ１
すりごま …………………… 小さじ１

五平餅屋　
あさぎり

河合　貴司

花沢町ヌマ75
☎90・3155
定休日／木曜日
営業時間／午前10時～午後
５時（店内での飲食は午後
４時まで）

かわい　　 たかし

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

五 平 餅

コメ

（２本分）

1鍋に味噌ダレの材料を入れ、弱火でとろみがつくまでかき混ぜる
2水でぬらしたしゃもじを使い、御飯をつぶす（御飯粒が少し残る程度まで）
3つぶした御飯を２等分し、割り箸につけてわらじ形に整える
4焦げ防止のため、割り箸の持ち手部分にアルミホイルを巻く
5魚焼きグリルを使い、中火で表面に焼き色が付くまで白焼きする
6焼き色が付いたら、魚焼きグリルから取り出し、1を塗る
76を魚焼きグリルに戻し、味噌ダレが焦げない程度に焼き色を付けたら完成♪

豊田市は作付面積・収穫量と
もに県内１位を誇るコメの産
地。主な品種は、「コシヒカ
リ」、「ミネアサヒ」、「大地の
風」で、学校給食の御飯は全
て豊田市産です。

映像はこちら

県内屈指の機能を備えた、市民のスポーツ交流の場

ス カ イ ホ ー ル 豊 田
八幡町

■所在地　八幡町１－20　☎31・0451
■営業時間　午前９時～午後９時
■休館日　月曜日(祝日除く)、年末年始
■駐車場　560台
■アクセス　名鉄豊田市駅から徒歩15分、
東名高速道路「豊田ＩＣ」から約15分

はちまん

　市のスポーツ施設として、私たちになじみ
深いスカイホール豊田。様々なスポーツ競技
での利用はもちろん、ヨガやエアロビクスを
始めとした健康教室の開催やトレーニングル
ームなどがあり、子どもから大人までスポー
ツを通して交流できる場所です。今回は、そ
んな施設内のおすすめを厳選し３つ紹介しま
す。汗を流しに訪れてみませんか。

誰でも無料で！天
候を気にせず利用
できるのも嬉しい
ポイントです。

① フ リ ー ク ラ イ ミ ン グ ウ オ ー ル 体 験 会
初心者でも安心！定期的に開催される体験会では、
安全に登れるようにインストラクターがしっかり
サポートしてくれます。
② ト ラ ン ポ リ ン

好きなようにジャ
ンプ！子どもたち
に大人気です。

③ ラ ン ニ ン グ コ ー ス ※利用可能日は要事前確認

＜１時間あたりの利用料金＞※事前予約必須、詳細はスカイホール豊田へ
■フリークライミングウオール体験会　大人300円、中学生以下100円
■トランポリン　100円+入場料（大人100円、中学生以下50円）
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地域子育て支援センター【山之手】

ぱくぱくもぐもぐ離乳食
（５～８か月）

講
座講座

★３日月
　午前９時30分～11時

★12日水
   午前９時30分～11時

★20日木
   午前９時30分～11時
★25日火
   午前10時～11時

２回
開催

２回
開催

各センターの一覧はこちら▶

認知症とは 脳の病気など、いろいろな原因で脳の細胞の働きが悪くなったために認知機能が
低下し、普段の生活に支障をきたしている状態です。症状は人によって様々です。

認知症の気付き～疑いがある場合
もの忘れが目立ち、重要な約束を忘れるなど普段と違
う様子があれば、かかりつけ医や地域包括支援センタ
ーなどに早めに相談しましょう。

① 困ったことが
　 あればまず相談を

適度な運動やバランスの取れた食事を心がけましょう。社会活動や余暇活動を通
じて居場所をつくり、その中で仲間と積極的に交流しましょう。また、認知症の
人、介護家族、地域住民など、誰でも参加できる「認知症カフェ」もあります。

② 健康管理に気を付け、居場所や仲間を増やしましょう

HP1003145

認知症カフェの
詳細はこちら▲

HP1018352

今後の生活の見通し（介護や医療など）など、認知症の状態にあわせた相談や
支援について知ることができる「とよた認知症あんしんガイド」を、地域包括
支援センターなどで配布しています。 HP1017461ガイドのデータはこちら▶

施 設 と き 内容（対象）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

★５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

★  ５日水午前10時～11時
★  12日水午前10時～/午前10時45分～
★  13日木午後１時30分～２時30分
★  24日月午前９時30分～/午前11時～
★  25日火午前10時～11時

親子むし歯予防教室（１歳～１歳11か月）
人形劇を楽しもう
０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
10月生まれのたんじょう会（２歳以上/1歳）
親子でリトミック（２歳以上）

★26日水
   午前９時30分～11時

英語で歌おうハロウィン
楽しく子育て♪教室
親子で遊ぼう
ミニうんどう会
10月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
離乳食・幼児食教室（５～８か月）

★  １日土午前10時30分～/午前11時10分～   
★  ７日金午前10時30分～11時30分
★  12日水午前10時30分～/午前11時10分～
★  21日金午前10時15分～/午前11時10分～
★  27日木午前10時30分/午後１時30分～
★  31日月午前10時30分～正午

★３日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは９月５日（月）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）

10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。

★  ４日火午前10時～11時
★  ７日金午前10時～11時
★  11日火午前10時～/11時（２回開催）
★  18日火午前９時～/午前10時45分～/
　　　　  　午後１時～（３回開催）

親子むし歯予防教室（６～11か月）
子どもの事故と心肺蘇生法
10月生まれのたんじょう会（１歳/2歳以上）
ゆうゆうフェスタ
ゆうゆうフェスタ

こども園ってどんなところ？
人形劇を楽しもう

★  ７日金午前10時15分～11時
★  26日水午前10時15分～11時

人形劇がはじまるよ
親子歯みがき教室（１歳以上）

★  12日水午前10時15分～11時15分
★  20日木午前10時15分～11時15分

管理栄養士とママで語り合う幼児食（４か月～１歳２か月）
親子で楽しむベビーダンス（12か月～１歳６か月）

★  ３日月午前10時～11時
★  26日水午前10時～11時

★27日木
   午前９時30分～11時

親子で遊ぼう（ビニール袋風船を使って）★  ６日木午前10時～10時45分
こども園ってどんなところ？
楽しく子育て♪教室

★17日月
   午前９時30分～11時

ベビーヨガリズミック（６か月～１歳６か月）
てくてく散歩（１歳８か月以上）

オカリナとふれあい遊び（１歳６か月以上）★  19日水午前10時～11時 ★24日月
   午前９時30分～11時

★  14日金午前10時～11時30分
★  18日火午前10時～11時

さんぽに行こう（２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

親子リズム遊び（１歳６か月以上）★  12日水午前10時～11時

楽しい読み聞かせ
読み聞かせを楽しもう（１歳以上）
親子のふれあい遊び（１歳以上）

★  13日木午前10時～11時
★  21日金午前10時～11時

★19日水
   午前10時～11時親子ふれあい遊び★  ５日水午前10時～11時

　この講座では、講師から離乳食の
ポイントを学びます。食事の量やタ
イミングだけでなく、食物アレルギ
ーなど親が不安に感じる内容につい
ても正しい知識を得られます。質疑
応答の時間もあり、この日はベビー
フードなどが話題となりました。

離乳食を始めたばかりで
す。学んだことを生かし、
子どもと楽しい食事の時
間を過ごしたいです。

まの　　りか
真野 利佳さん 純寧ちゃん

あやね

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

運動会でかけっこしよう（雨天：12日（水））
親子で楽しくわらべうた遊び

★  ４日火午前10時～11時
★  11日火午前10時～11時
★  19日水午前10時～11時
★  25日火午前10時～11時30分

★  18日火午前10時30分～11時

★  ７日金午前９時～10時
★  18日火午前10時～11時

高齢福祉課（☎34・6984、FAX34・6793、✉ korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）問合せコ ラ ム

認知症かも？と思ったら！ ～９月は世界アルツハイマー月間です～

シニアのための運転技術講習会
とき／10月27日（木）午後１時～４時
ところ／豊田自動車学校（前山町）
対象／市内在住・在勤で自動車運転免許を持つ65歳以上
定員／抽選25人
申込み・問合せ／９月16日（金）までに電話、ファックス
かＥメールで交通安全防犯課（☎34・6633、FAX32・37
94、✉signal@city.toyota.aichi.jp）

学　び敬老金を贈呈しますお知らせ

催　し 折り紙講座（オリジナル作品「花」）
とき／９月28日（水）午後１時～３時
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着12人　参加費／200円

いずれもところは豊寿園。申込みは９月６日（火）午前
10時から直接豊寿園（電話申込不可）。問合せは豊寿園

（☎27・2200、FAX28・7343）

はじめてのスマホ体験 学　び

とき／10月５日（水）、６日（木）、21日（金）午前10時～正午
対象／市内在住の60歳以上で、全日程受講できる人
定員／先着20人

入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方
ラ イ ン キューアール

対象者 生まれ年 敬老金
80歳 昭和17年 5,000円90歳 昭和７年

100歳 大正11年 ２万円

贈呈方法※

口座振込

※対象予定者には振込金融機関届を発送しています
贈呈予定日／９月15日（木）頃
問合せ／高齢福祉課（☎34・6984、FAX34・6793、✉
korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）

音楽DE介護予防

とき／①９月11日、10月９日の日曜日午前10時45分～11
時45分　②９月30日、10月28日の金曜日午前10時45分～
正午
ところ／とよた市民活動
センター
対象／おおむね60歳以上
定員／①②先着30人
参加費／①②1,000円
申込み・問合せ／９月５日（月）午前９時からとよたミュー
ジックケアの会ホームページ、電話かＥメールでとよたミ
ュージックケアの会（秋山☎090・4250・1905、✉aki-
yama@pk9.so-net.ne.jp）

催　し
①健康リズム体操　②歌声ひろば

26



地域子育て支援センター【山之手】

ぱくぱくもぐもぐ離乳食
（５～８か月）

講
座講座

★３日月
　午前９時30分～11時

★12日水
   午前９時30分～11時

★20日木
   午前９時30分～11時
★25日火
   午前10時～11時

２回
開催

２回
開催

各センターの一覧はこちら▶

認知症とは 脳の病気など、いろいろな原因で脳の細胞の働きが悪くなったために認知機能が
低下し、普段の生活に支障をきたしている状態です。症状は人によって様々です。

認知症の気付き～疑いがある場合
もの忘れが目立ち、重要な約束を忘れるなど普段と違
う様子があれば、かかりつけ医や地域包括支援センタ
ーなどに早めに相談しましょう。

① 困ったことが
　 あればまず相談を

適度な運動やバランスの取れた食事を心がけましょう。社会活動や余暇活動を通
じて居場所をつくり、その中で仲間と積極的に交流しましょう。また、認知症の
人、介護家族、地域住民など、誰でも参加できる「認知症カフェ」もあります。

② 健康管理に気を付け、居場所や仲間を増やしましょう

HP1003145

認知症カフェの
詳細はこちら▲

HP1018352

今後の生活の見通し（介護や医療など）など、認知症の状態にあわせた相談や
支援について知ることができる「とよた認知症あんしんガイド」を、地域包括
支援センターなどで配布しています。 HP1017461ガイドのデータはこちら▶

施 設 と き 内容（対象）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
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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
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●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

★５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

★  ５日水午前10時～11時
★  12日水午前10時～/午前10時45分～
★  13日木午後１時30分～２時30分
★  24日月午前９時30分～/午前11時～
★  25日火午前10時～11時

親子むし歯予防教室（１歳～１歳11か月）
人形劇を楽しもう
０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
10月生まれのたんじょう会（２歳以上/1歳）
親子でリトミック（２歳以上）

★26日水
   午前９時30分～11時

英語で歌おうハロウィン
楽しく子育て♪教室
親子で遊ぼう
ミニうんどう会
10月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
離乳食・幼児食教室（５～８か月）

★  １日土午前10時30分～/午前11時10分～   
★  ７日金午前10時30分～11時30分
★  12日水午前10時30分～/午前11時10分～
★  21日金午前10時15分～/午前11時10分～
★  27日木午前10時30分/午後１時30分～
★  31日月午前10時30分～正午

★３日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは９月５日（月）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）

10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。

★  ４日火午前10時～11時
★  ７日金午前10時～11時
★  11日火午前10時～/11時（２回開催）
★  18日火午前９時～/午前10時45分～/
　　　　  　午後１時～（３回開催）

親子むし歯予防教室（６～11か月）
子どもの事故と心肺蘇生法
10月生まれのたんじょう会（１歳/2歳以上）
ゆうゆうフェスタ
ゆうゆうフェスタ

こども園ってどんなところ？
人形劇を楽しもう

★  ７日金午前10時15分～11時
★  26日水午前10時15分～11時

人形劇がはじまるよ
親子歯みがき教室（１歳以上）

★  12日水午前10時15分～11時15分
★  20日木午前10時15分～11時15分

管理栄養士とママで語り合う幼児食（４か月～１歳２か月）
親子で楽しむベビーダンス（12か月～１歳６か月）

★  ３日月午前10時～11時
★  26日水午前10時～11時

★27日木
   午前９時30分～11時

親子で遊ぼう（ビニール袋風船を使って）★  ６日木午前10時～10時45分
こども園ってどんなところ？
楽しく子育て♪教室

★17日月
   午前９時30分～11時

ベビーヨガリズミック（６か月～１歳６か月）
てくてく散歩（１歳８か月以上）

オカリナとふれあい遊び（１歳６か月以上）★  19日水午前10時～11時 ★24日月
   午前９時30分～11時

★  14日金午前10時～11時30分
★  18日火午前10時～11時

さんぽに行こう（２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

親子リズム遊び（１歳６か月以上）★  12日水午前10時～11時

楽しい読み聞かせ
読み聞かせを楽しもう（１歳以上）
親子のふれあい遊び（１歳以上）

★  13日木午前10時～11時
★  21日金午前10時～11時

★19日水
   午前10時～11時親子ふれあい遊び★  ５日水午前10時～11時

　この講座では、講師から離乳食の
ポイントを学びます。食事の量やタ
イミングだけでなく、食物アレルギ
ーなど親が不安に感じる内容につい
ても正しい知識を得られます。質疑
応答の時間もあり、この日はベビー
フードなどが話題となりました。

離乳食を始めたばかりで
す。学んだことを生かし、
子どもと楽しい食事の時
間を過ごしたいです。

まの　　りか
真野 利佳さん 純寧ちゃん

あやね

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

身体計測は、開館中いつでも
できます（予約不要）。

運動会でかけっこしよう（雨天：12日（水））
親子で楽しくわらべうた遊び

★  ４日火午前10時～11時
★  11日火午前10時～11時
★  19日水午前10時～11時
★  25日火午前10時～11時30分

★  18日火午前10時30分～11時

★  ７日金午前９時～10時
★  18日火午前10時～11時

高齢福祉課（☎34・6984、FAX34・6793、✉ korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）問合せコ ラ ム

認知症かも？と思ったら！ ～９月は世界アルツハイマー月間です～

シニアのための運転技術講習会
とき／10月27日（木）午後１時～４時
ところ／豊田自動車学校（前山町）
対象／市内在住・在勤で自動車運転免許を持つ65歳以上
定員／抽選25人
申込み・問合せ／９月16日（金）までに電話、ファックス
かＥメールで交通安全防犯課（☎34・6633、FAX32・37
94、✉signal@city.toyota.aichi.jp）

学　び敬老金を贈呈しますお知らせ

催　し 折り紙講座（オリジナル作品「花」）
とき／９月28日（水）午後１時～３時
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着12人　参加費／200円

いずれもところは豊寿園。申込みは９月６日（火）午前
10時から直接豊寿園（電話申込不可）。問合せは豊寿園

（☎27・2200、FAX28・7343）

はじめてのスマホ体験 学　び

とき／10月５日（水）、６日（木）、21日（金）午前10時～正午
対象／市内在住の60歳以上で、全日程受講できる人
定員／先着20人

入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方
ラ イ ン キューアール

対象者 生まれ年 敬老金
80歳 昭和17年 5,000円90歳 昭和７年

100歳 大正11年 ２万円

贈呈方法※

口座振込

※対象予定者には振込金融機関届を発送しています
贈呈予定日／９月15日（木）頃
問合せ／高齢福祉課（☎34・6984、FAX34・6793、✉
korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）

音楽DE介護予防

とき／①９月11日、10月９日の日曜日午前10時45分～11
時45分　②９月30日、10月28日の金曜日午前10時45分～
正午
ところ／とよた市民活動
センター
対象／おおむね60歳以上
定員／①②先着30人
参加費／①②1,000円
申込み・問合せ／９月５日（月）午前９時からとよたミュー
ジックケアの会ホームページ、電話かＥメールでとよたミ
ュージックケアの会（秋山☎090・4250・1905、✉aki-
yama@pk9.so-net.ne.jp）

催　し
①健康リズム体操　②歌声ひろば
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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 感染症予防課（☎34・6180、FAX34・6929、✉ hokansen@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～
持ち物／妊娠中の子の母子健康手帳、筆記用具
申込み／９月６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）　　　　　　（HP1009078）

ふれあい子育て教室
とき／９月26日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年９月～11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／９月５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）　　　　 （HP1037601）

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／10月19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／９月21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／10月19日（水）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／市内在住で６～11か月の子と保護者
内容／講話、相談
定員／先着15組
申込み／９月14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）

親子むし歯予防教室
はじめての歯みがき　

おはなしひろば
とき／９月27日（火）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
内容／絵本、大型絵本の読み聞かせ、エプロンシアタ
ー、手遊び
定員／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）

かしこい親子に大人気！
おやこ育脳あそび

とき／９月29日（木）①午前
10時30分～11時25分　②午
前11時30分～午後０時25分
③午後０時30分～１時25分
ところ／とよた市民活動セ
ンター
対象／①平成31年４月～令
和２年３月生まれの子と親
②令和２年４月～令和３年３月生まれの子と親　③
令和３年４月～令和４年５月生まれの子と親　※過
去に参加のない親子
定員／各先着６組
申込み・問合せ／９月５日（月）午前10時からＥメー
ルでこどもはれるFsC右脳みらい∞（鷺山☎090・
5933・4285、✉kodomohareru@gmail.com）

とき／９月22日（木）午前９時40分～10時40分
ところ／保健センター
対象／市内在住の２人目以降出産予定の妊婦と家族　
内容／保育士による講話など

定員／先着25組

２ndマタニティ教室

とき／10月１日（土）午前10時～11時　※雨天中止
ところ／自然観察の森
対象／未就学児と親
定員／先着５組　　参加費／100円
申込み・問合せ／９月21日（水）午前９時から電話で
自然観察の森（☎88・1310、FAX88・1311、✉toyota
@wbsj.org）

親子向け自然体験講座
はじめてのもりさんぽ　秋編

２歳児の絵本講座

ベビー＆ママヨガ教室

とき／10月14日～12月16
日の毎週金曜日午前９時
30分～10時20分　※10月
21日、11月４日は休み
ところ／猿投棒の手ふれ
あい広場
対象／１か月半～12か月頃の子と母親（兄弟姉妹の同
伴不可）
定員／先着15組
参加費／6,400円
申込み・問合せ／９月９日（金）午前９時から電話か直
接猿投棒の手ふれあい広場（☎45・7288、FAX45・72
90、✉bonote@homex-co.com）

とき／10月５日（水）午前
10時30分～11時20分
ところ／中央図書館
対象／２歳児と保護者
定員／抽選10組
申込み・問合せ／９月21
日（水）までに申込み共通事項（14㌻下参照）と子の生
年月日を中央図書館ホームページかハガキで中央図
書館（〒471・0025、西町１－200、☎32・0717、FAX
32・4343）※当選者のみ９月28日（水）までに連絡

えいと

　それぞれの予防接種には、法で定められた接種期間（接種対象年齢）があり、
この期間中であれば接種が受けられます。予防接種のタイミングは、感染症
にかかりやすい年齢などをもとに決められていますので、市から接種券が届
いたら、早めに接種を受けましょう。接種券を紛失した場合などは、再発行
しますので問い合わせてください。

予防接種のタイミングは？

さぎやま

子どもの予防接種、早めに受けましょう！

　予防接種は、お子さんを病気から守るだけでなく、他のお子さんに病気をうつさない
ようにして病気の流行を防ぐことにも役立ちます。新型コロナウイルス感染症の感染の
懸念から受診を控える傾向がありますが、お子さんの予防接種を受けることは決して

「不要不急」ではありません。お子さんの健やかな成長のために、接種期間内に、ためら
わず早めに予防接種を受けましょう。

　お母さんからお子さんに与えられた免疫は、時間がたつにつれて自然に失われて
いきます。病気を予防するためには、お子さん自身で免疫をつくらなければなりま
せん。免疫をつくるために、予防接種は必要です。

予防接種、必要？

HP1003346
詳細はこちら▲
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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 感染症予防課（☎34・6180、FAX34・6929、✉ hokansen@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～
持ち物／妊娠中の子の母子健康手帳、筆記用具
申込み／９月６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）　　　　　　（HP1009078）

ふれあい子育て教室
とき／９月26日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年９月～11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／９月５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）　　　　 （HP1037601）

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／10月19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／９月21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／10月19日（水）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／市内在住で６～11か月の子と保護者
内容／講話、相談
定員／先着15組
申込み／９月14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）

親子むし歯予防教室
はじめての歯みがき　

おはなしひろば
とき／９月27日（火）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
内容／絵本、大型絵本の読み聞かせ、エプロンシアタ
ー、手遊び
定員／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）

かしこい親子に大人気！
おやこ育脳あそび

とき／９月29日（木）①午前
10時30分～11時25分　②午
前11時30分～午後０時25分
③午後０時30分～１時25分
ところ／とよた市民活動セ
ンター
対象／①平成31年４月～令
和２年３月生まれの子と親
②令和２年４月～令和３年３月生まれの子と親　③
令和３年４月～令和４年５月生まれの子と親　※過
去に参加のない親子
定員／各先着６組
申込み・問合せ／９月５日（月）午前10時からＥメー
ルでこどもはれるFsC右脳みらい∞（鷺山☎090・
5933・4285、✉kodomohareru@gmail.com）

とき／９月22日（木）午前９時40分～10時40分
ところ／保健センター
対象／市内在住の２人目以降出産予定の妊婦と家族　
内容／保育士による講話など

定員／先着25組

２ndマタニティ教室

とき／10月１日（土）午前10時～11時　※雨天中止
ところ／自然観察の森
対象／未就学児と親
定員／先着５組　　参加費／100円
申込み・問合せ／９月21日（水）午前９時から電話で
自然観察の森（☎88・1310、FAX88・1311、✉toyota
@wbsj.org）

親子向け自然体験講座
はじめてのもりさんぽ　秋編

２歳児の絵本講座

ベビー＆ママヨガ教室

とき／10月14日～12月16
日の毎週金曜日午前９時
30分～10時20分　※10月
21日、11月４日は休み
ところ／猿投棒の手ふれ
あい広場
対象／１か月半～12か月頃の子と母親（兄弟姉妹の同
伴不可）
定員／先着15組
参加費／6,400円
申込み・問合せ／９月９日（金）午前９時から電話か直
接猿投棒の手ふれあい広場（☎45・7288、FAX45・72
90、✉bonote@homex-co.com）

とき／10月５日（水）午前
10時30分～11時20分
ところ／中央図書館
対象／２歳児と保護者
定員／抽選10組
申込み・問合せ／９月21
日（水）までに申込み共通事項（14㌻下参照）と子の生
年月日を中央図書館ホームページかハガキで中央図
書館（〒471・0025、西町１－200、☎32・0717、FAX
32・4343）※当選者のみ９月28日（水）までに連絡

えいと

　それぞれの予防接種には、法で定められた接種期間（接種対象年齢）があり、
この期間中であれば接種が受けられます。予防接種のタイミングは、感染症
にかかりやすい年齢などをもとに決められていますので、市から接種券が届
いたら、早めに接種を受けましょう。接種券を紛失した場合などは、再発行
しますので問い合わせてください。

予防接種のタイミングは？

さぎやま

子どもの予防接種、早めに受けましょう！

　予防接種は、お子さんを病気から守るだけでなく、他のお子さんに病気をうつさない
ようにして病気の流行を防ぐことにも役立ちます。新型コロナウイルス感染症の感染の
懸念から受診を控える傾向がありますが、お子さんの予防接種を受けることは決して

「不要不急」ではありません。お子さんの健やかな成長のために、接種期間内に、ためら
わず早めに予防接種を受けましょう。

　お母さんからお子さんに与えられた免疫は、時間がたつにつれて自然に失われて
いきます。病気を予防するためには、お子さん自身で免疫をつくらなければなりま
せん。免疫をつくるために、予防接種は必要です。

予防接種、必要？

HP1003346
詳細はこちら▲
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相談窓口などのご案内
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1 0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、５日、19日の水曜日午後
１時30分～４時30分、12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９月20日（火）、そのほか
は９月５日（月）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。
※各相談14言語に対応可。対応言語、
　対応時間はお問い合わせください

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） ５日、19日の水曜日午前９時～正午、13日、27
日の木曜日午後１時30分～４時30分

登記
名義変更（司法書士） ６日、13日、27日の木曜日午前９時30分～正午
境界・分筆 

（土地家屋調査士） 20日（木）午前９時30分～正午

不動産（宅地建物取引士） 11日（火）午後１時30分～４時30分
労働・年金（社会保険労務士） ７日、21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 12日（水）午後１時30分～３時30分

外国人関連手続（入国管理局
長届出済行政書士） 17日（月）午後１時30分～３時

くらしの人権（人権擁護委員） 11日、25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）
11日、25日の火曜日午前10時～正午、19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 祝日を除く月～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） 24日（月）午前９時30分～11時30分

所保健センター　申・問９月７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 11日（火）午前10時～正午
所・問子ども家庭課（☎34・6636）　申
９月９日（金）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 １日（土）、12日（水）、19日（水）、29日（土）午後
２時～４時50分 所・問就労支援室（☎31・1330）

申９月５日（月）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〉

８日（土）、12日（水）午前10時15分～午後１時
19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〉 ８日、22日の土曜日午後１時～４時

所就労支援室　申・問９月６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９月５日（月）午前10時から同所

内職相談 毎週木曜日午前10時～正午、午後１時～３時 所・問就労支援室（☎31・1330）

HP1003529
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相談内容（相談員） とき ところ・申込み・問合せ

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９月20日（火）
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 12日（水）午後１時30分～３時40分
弁護士 26日（水）午後１時30分～３時40分

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 11日、25日の火曜日午後１時30分～３時
保健支援課（☎34・6855）心理職員〈18歳以上対象〉５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 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 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

９／

４（日）若林西町 たつや整形外科クリニック ☎52・3300

11（日）深田町 なかね整形外科 ☎74・0066

18（日） 高上 かみや外科クリニック ☎88・8568

19（月）大清水町 山口胃腸科外科クリニック ☎46・2211

23（金）御立町 吉田整形外科病院 ☎89・1818

25（日） 本町 窪田整形外科リウマチクリニック ☎52・1631

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

９月分の税金・料金
［ 納 期 限 ］９月30日（金）

後期高齢者医療保険料 ３期
国 民 健 康 保 険 税 ・ 介 護 保 険 料 ４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	
　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
（８月１日現在）

男 性 217,630人 世 帯 数 184,383世帯
女 性 200,914人 人 口 418,544人
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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

今号の推しスポットで紹介したスカイホール豊田は、学生時代にラ

ンニングコースをよく利用していたなじみ深い場所。スカイホール

豊田の名前は、スポーツの「ス」、車（カー）の「カ」、挙母（衣）の「イ」

を由来としているのだそう。皆さん、ご存知でしたか。　　　（Ｉ）

Cash Gift to the Elderly　（Ｐ26）

Bônus aos idosos　（Ｐ26）

TIA International Day  （Ｐ20）

TIA: Dia Internacional　（Ｐ20）

Tuition Fee Subsidy for Private High School and Vocational School Students　（Ｐ16）

Subsídio para alunos em Escolas Colegiais privadas ou Escolas Vocacionais　（Ｐ16）


