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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！
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ラリー初心者の私。レッキ、リエゾン…聞きなれない言葉だが、意

味が分かるにつれ、ラリー中級者ぐらいになった気分になる。競技

だけでなく、車両の移動や整備も楽しめるラリー。せっかくだから、

もっともっと楽しむ準備をしておこう。　　　　　　　　　　（Ｍ）

World Food Event at Toyoshiba　（Ｐ21）
Evento Multicultural Culinário em Toyoshiba　（Ｐ21）

TIA － My Country Day： Jamaica′s Independence Day  （Ｐ21）
TIA － Meu País: Dia da Independência da Jamaica　（Ｐ21）

Japanese Language Class “Nihongo Hiroba” at Takahashi Community Center　（Ｐ20）
Curso de língua japonesa “Nihongo-hiroba” 　（Ｐ20）

Creches: matrículas para o ano letivo de 2023　（Ｐ29）

Application for Admission in KODOMOEN for the SY 2023　（Ｐ29）

1

2

3

4



モナコ

●問合せ　ラリーまちづくり推進課(☎34・6950、FAX34・6681、✉rally@city.toyota.aichi.jp)

　ラリーの起源は、ラリー・モンテカルロという
1911年（明治44年）に始まった大会とされています。
参加者が、ヨーロッパの各都市を出発して、指定
地点を通過しながら、険しい山々を越え、地中海
沿岸のリゾート地モナコへ集合するというイベン
トでした。当時は、長距離・長時間走行の耐久性
を競う傾向が強かったようですが、現代ではコー
スや日程を短縮し、短い区間でタイムを競うこと
が主流になっています。

　大会前に、実際のコースを走りながら下見をします。
この時、カーブの大きさや路面の状況などを「ペース
ノート」というノートに記して本番に備えます。大会
当日、式典としての華々しい「セレモニアルスタート」
を経て、競技区間のスタート位置へ向かいます。

生まれはヨーロッパ
　タイムを競う競技区間では、一般の交通が遮断
され、ラリーカーはフルスピードで１台ずつ走行
します。舞台となる道は、市街地の道路のほか林
道や農道など様々。路面の種類も、舗装路（ター
マック）、未舗装路（グラベル）、雪（スノー）や氷
（アイス）の路面があり、天候などにより路面の状
況は刻一刻と変化します。ドライバーの運転技術
はもちろん、車両のセットアップやタイヤ選択も
勝敗の鍵を握ります。

あんな道や、こんな道も
コース

　１台ずつ１～３分の間隔
でスタートします。タイム
はスタート地点とゴール地
点に設置される機械で計測。
ときにはコンマ数秒の僅差
で勝敗が分かれることも。

　競技区間から次の競技区
間へ向かう間はリエゾンと
呼ばれ、ラリーカーも一般
の車両と同じように交通規
則に従って移動します。

　指定された時間内に車両
の修復やセッティング変更
などを行う場所です。ここ
では、熟練の整備士による
手際の良い仕事を間近で見
学することができます。

できていますか？

ラ リ ー を 楽 し む 準 備 。

⓪下見走行（レッキ） ・ ①スタート

⓪下見 ①スタート ②競技 ③移動 競技 移動 ④整備

②競技区間（スペシャルステージ）

③移動（リエゾン）

④車両整備（サービスパーク）

　ラリーは、モータースポーツの１つとして単に速さを競
うだけでなく、確かな運転技術で人々を魅了するという点
では交通安全に、クルマの高い性能の進化という点では自
動車産業の振興につながることが期待できます。また、豊
田市の自然豊かな山間地には、ラリーの舞台に最適な道が
数多くあります。世界中のファンが注目するラリーを市内
で開催し、市の魅力を世界に発信することで、山間地の振
興につなげることもできます。これらの要素を兼ね備えて
いるからこそ、市はラリー、とりわけＷＲＣについて、今
年度だけでなく、来年度以降も継続的に開催したいと考え
ています。

なぜ豊田市でラリー？

ラリーとは 一般の公道で行われるモータースポーツです。指定された
複数の競技区間を走行し、合計タイムで勝敗を競います。

モナコ

起源

見どころ満載
ラリー競技の流れ

　　　欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋…。過ごし
　　　やすい秋の楽しみ方は様々ですが、今年の豊
田市では、「ラリーの秋」を楽しむことができます。
「ラリーオータム2022」と題した10月１日（土）～11月
20日（日）には、市内でいくつものラリー競技や関連
イベントの開催が予定されています。特に豊田市を
舞台とした世界最高峰のラリー競技、ＦＩＡ世界ラ
リー選手権(略称：ＷＲＣ)は、多くの人が注目する
ビッグイベントです。せっかくのこの機会、まだあ
まりラリーに興味のない人にも、ラリーの魅力を知
ってもらえるように、今号の特集ではラリーの楽し
み方をご紹介します。

食

©WRC Promoter GmbH 
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チーム名称 国 第10戦までのランキング（ポイント）車両
TOYOTA GAZOO Racing 
World Rally Team
トヨタ ガズー レーシング
ワールド ラリー チーム

ヒュンダイ シェル モービス
ワールド ラリー チーム

Mスポーツ フォード
ワールド ラリー チーム

HYUNDAI SHELL MOBIS
World Rally Team

M-SPORT FORD
World Rally Team

TOYOTA GAZOO Racing
World Rally Team Next Generation

フィンランド出身の22歳。８歳までに
ドリフト走行をマスターし、ＷＲＣ史
上最年少で優勝した若き天才。

カッレ・ロバンペラ
TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team HYUNDAI SHELL MOBIS World Rally Team

ベルギー出身の34歳。2016年から４年
連続でドライバーランキング総合２位
を獲得している実力派ドライバー。

ティエリー・ヌービル

エストニア出身の34歳。2019年の年間
チャンピオン。第10戦終了時点でドラ
イバーズランキング２位の注目選手。

オィット・タナック
HYUNDAI SHELL MOBIS World Rally Team TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Next Generation

地元愛知県出身の29歳。昨年のサファリ
ラリーでは２位入賞するなど、世界の舞
台で活躍する若手日本人ドライバー。

勝田貴元

ヒョンデi20 N Rally１

フォード・プーマ・ハイブリッドRally１

GRヤリスRally１ HYBRID

GRヤリスRally１ HYBRID
日本

日本

ドイツ

イギリス

１位
（404）

４位
（112）

２位
（341）

３位
（214）

１年間を通し、世界各地で大会
が開催されるＷＲＣ。大会ごと
に、結果に応じたポイントが加
算され、その通算で順位が決ま
ります。モナコ大会から始まっ
た今大会は、第13戦目の日本大
会で最終決戦を迎えます。

Ｗ
Ｒ
Ｃ
出
場
チ
ー
ム

★★★★★★★★★★

★

★

★

©
W

RC Prom
oter Gm

bH 
©
Red 　

Bull
©
Red 　

Bull

©
Red 　

Bull
©
Red 　

Bull ここが凄い！ “コーナリング”

　迫力あるコーナリングは見どころの１つ。時速150キロ㍍にも及ぶ高速走行から、タ
イムロスを最小限にするために、様々な運転技術を駆使して、カーブを曲がります。
ラリーで有名なのが、ドリフト走行。車のタイヤを横滑りさせながら車体をコントロ
ールして、急カーブを曲がります。また逆に、タイヤの性能を最大限に生かして、横
滑りを最小限に抑える走法をグリップ走行といい、特に舗装路でよく用いられます。

©
W
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bH 

車両整備の現場を観る（要チケット）
豊田スタジアムがラリー競技の拠点
「サービスパーク」に。車両を短時間
で修復する作業は必見。
■料金　一般7,500円、３歳～中学生
3,000円　※３歳未満無料
■申込み　ラリージャパン
ホームページから

パブリックビューイングで観戦 リエゾン区間で声援を送る
競技をリアルタイムで観戦するチャン
ス。無料で申込み不要なので、気軽に
参加できます。
■とき／ところ　①11月12日（土）、13
日（日）／スカイホール豊田　②11月11
日（金）／どんぐりの里いなぶ
※時間などの詳細は市ホームページで確認

ラリーカーが名鉄豊田市駅前を
通過する10日（木）～12日（土）の
夕方頃、各日先着500人に応援グ
ッズを配布します！一緒に沿道
で選手を応援しましょう。

★①～③の詳細はコチラから

開催日程と会場

　ＷＲＣに参戦するのは次の４チームです。ドライバーや整備士、自動車開
発者など、多くの人が関わる総力戦を制するのは、果たしてどのチームか。

　チームだけでなく、ドライバー同士のし烈な争いも見ど
ころ。今、勢いに乗る魅力的なドライバーをご紹介します。

　ラリーでは大会によって様々な車両規定
があり、駆動方式や排気量などに応じて、
いくつかのカテゴリーに分類されます。
ＷＲＣのラリーカーに適用されるのは、
最上位カテゴリーである「ラリー１」
という規定。ラリー１に属する車両は、
排気量１.６㍑のターボエンジンに加え、
134馬力を発するハイブリッドシステムを組み合わせることで、最大500馬力もの出力があると言われています。
また、その大きな力を路面に伝えるため、駆動方式はフルタイム４ＷＤとなっています。

GR YARIS RALLY１ HYBRID

GR YARIS

　ラリーは自動車メーカーの戦いでもあります。
市販車をもとにして、いかに早く、安全に公道を
走らせられるか。メーカーの技術の粋を集めた
ラリーカーは迫力満点です。

最大500馬力の出力

　地球環境への配慮が求められること
も、ラリー１の特徴。ハイブリッドシ
ステムを動力とすることや、燃料に持
続可能な非化石燃料を採用することが
ラリー１では求められます。

最高峰だからこそ、ハイブリッドカー

ワン

©TOYOTA GAZOO Racing

市販車と似て非なる「ラリーカー」の迫力を楽しむ

世界トップクラスの運転技術を観て楽しむ

ＦＩＡ世界ラリー選手権
フォーラムエイト・ラリージャパン2022
11月10日（木）～13日（日）
市内での開催場所  　　　　　　　　　※スペシャルステージをSSと表記
　10日（木）　セレモニアルスタート／豊田スタジアム、SS１／鞍ケ池公園
　11日（金）　SS２・５／旭地区、SS３・６／稲武地区
　12日（土）　SS９・12／下山地区
　13日（日）　SS15・19／旭地区

※恵那市や岡崎市など他市町でも開催
※現地での観戦チケットは完売

１

２

楽しむためのポイント©TOYOTA GAZOO Racing

「知る」

「楽しむ」

楽しみ方　１ 楽しみ方　２ 楽しみ方　３

豊田スタジアムのサービスパークに親子（中学生以下）を無料でご招待します！
■申込み　10 月14 日（金）までに市ホームページから　※定員など詳細は市ホームページ

ラリージャパン

参戦するチーム

参戦するドライバー

セレモニアルスタート

SS1

SS９・12

SS３・SS６

SS２・SS５・SS15・SS19

最終戦の舞台は日本です！

トヨタ ガズー レーシング
ワールド ラリー チーム ネクストジェネレーション

ＷＲＣを「知る」「楽しむ」 いよいよ目前に迫るＷＲＣ。大会の基本情
報と、様々な楽しみ方をご紹介します。

引用：ＷＲＣホームページ

かつた たかもと

市ホームページ

　複雑でカーブのきつい公道を、どのようにしてトップスピードで駆け抜けるのか。
世界有数のドライバーたちが魅せる卓越した運転技術は必見です。

※写真はセントラルラリー2019
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ティエリー・ヌービル
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オィット・タナック
HYUNDAI SHELL MOBIS World Rally Team TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Next Generation
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勝田貴元
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に、結果に応じたポイントが加
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ります。モナコ大会から始まっ
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会で最終決戦を迎えます。
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イムロスを最小限にするために、様々な運転技術を駆使して、カーブを曲がります。
ラリーで有名なのが、ドリフト走行。車のタイヤを横滑りさせながら車体をコントロ
ールして、急カーブを曲がります。また逆に、タイヤの性能を最大限に生かして、横
滑りを最小限に抑える走法をグリップ走行といい、特に舗装路でよく用いられます。

©
W

RC Prom
oter Gm

bH 

車両整備の現場を観る（要チケット）
豊田スタジアムがラリー競技の拠点
「サービスパーク」に。車両を短時間
で修復する作業は必見。
■料金　一般7,500円、３歳～中学生
3,000円　※３歳未満無料
■申込み　ラリージャパン
ホームページから
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ラリーカーが名鉄豊田市駅前を
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夕方頃、各日先着500人に応援グ
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で選手を応援しましょう。

★①～③の詳細はコチラから

開催日程と会場

　ＷＲＣに参戦するのは次の４チームです。ドライバーや整備士、自動車開
発者など、多くの人が関わる総力戦を制するのは、果たしてどのチームか。

　チームだけでなく、ドライバー同士のし烈な争いも見ど
ころ。今、勢いに乗る魅力的なドライバーをご紹介します。

　ラリーでは大会によって様々な車両規定
があり、駆動方式や排気量などに応じて、
いくつかのカテゴリーに分類されます。
ＷＲＣのラリーカーに適用されるのは、
最上位カテゴリーである「ラリー１」
という規定。ラリー１に属する車両は、
排気量１.６㍑のターボエンジンに加え、
134馬力を発するハイブリッドシステムを組み合わせることで、最大500馬力もの出力があると言われています。
また、その大きな力を路面に伝えるため、駆動方式はフルタイム４ＷＤとなっています。
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　ラリーは自動車メーカーの戦いでもあります。
市販車をもとにして、いかに早く、安全に公道を
走らせられるか。メーカーの技術の粋を集めた
ラリーカーは迫力満点です。

最大500馬力の出力

　地球環境への配慮が求められること
も、ラリー１の特徴。ハイブリッドシ
ステムを動力とすることや、燃料に持
続可能な非化石燃料を採用することが
ラリー１では求められます。

最高峰だからこそ、ハイブリッドカー

ワン

©TOYOTA GAZOO Racing

市販車と似て非なる「ラリーカー」の迫力を楽しむ

世界トップクラスの運転技術を観て楽しむ

ＦＩＡ世界ラリー選手権
フォーラムエイト・ラリージャパン2022
11月10日（木）～13日（日）
市内での開催場所  　　　　　　　　　※スペシャルステージをSSと表記
　10日（木）　セレモニアルスタート／豊田スタジアム、SS１／鞍ケ池公園
　11日（金）　SS２・５／旭地区、SS３・６／稲武地区
　12日（土）　SS９・12／下山地区
　13日（日）　SS15・19／旭地区

※恵那市や岡崎市など他市町でも開催
※現地での観戦チケットは完売

１

２

楽しむためのポイント©TOYOTA GAZOO Racing

「知る」

「楽しむ」

楽しみ方　１ 楽しみ方　２ 楽しみ方　３

豊田スタジアムのサービスパークに親子（中学生以下）を無料でご招待します！
■申込み　10 月14 日（金）までに市ホームページから　※定員など詳細は市ホームページ

ラリージャパン

参戦するチーム

参戦するドライバー

セレモニアルスタート

SS1

SS９・12

SS３・SS６

SS２・SS５・SS15・SS19

最終戦の舞台は日本です！

トヨタ ガズー レーシング
ワールド ラリー チーム ネクストジェネレーション

ＷＲＣを「知る」「楽しむ」 いよいよ目前に迫るＷＲＣ。大会の基本情
報と、様々な楽しみ方をご紹介します。

引用：ＷＲＣホームページ

かつた たかもと

市ホームページ

　複雑でカーブのきつい公道を、どのようにしてトップスピードで駆け抜けるのか。
世界有数のドライバーたちが魅せる卓越した運転技術は必見です。

※写真はセントラルラリー2019
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ＷＲＣカーのデモ走行、ラリーカーの展示、飲食ブースの出
店なども予定。デモ走行の観覧や一部の特別エリアでの観戦
にはチケットが必要ですが、無料観戦エリアも有り。
■とき　11月20日（日）午前９時～午後５時（予定）
■ところ　豊田スタジアム周辺ほか

■そのほか　詳細はTOYOTA GAZOO Racingホームページを確認

稲武地区の林道などでタイムを競うシロキヤラリ
ー。拠点となる、どんぐりの里いなぶでは、ラリ
ーカーを間近で見られるなどの関連イベントや、
リエゾンでの応援を行います。
■とき　10月２日（日）
■ところ　どんぐりの里いなぶほか

とよたのラリーで魅力発見！

ラリーカーや応援の様子などの写
真をInstagramに投稿しましょう。
優秀作品にはＷＲＣグッズを進呈。
■とき　10月１日（土）～11月30日

（水）
■参加方法　市公式Instagram

（@toyotacity_official）をフォローのう
え、「＃toyota_rallyphoto」をつけて投
稿

ラリーのまち豊田市
フォトコンテスト

ＷＲＣリエゾン区間の名鉄
豊田市駅前で点灯式を実施
します。
■とき　11月11日（金）午後
５時から
■ところ　名鉄豊田市駅東
口周辺

イルミネーション
ストーリー inとよた
2022　点灯式

詳細はコチラ

本格的なレーシング気分が味わえるｅスポ
ーツ大会。２人１組で参加が可能です。
■とき　11月20日（日）
※申込み多数の場合はオンライン予選を実施
■ところ　豊田スタジアム
■申込み　詳細はホームページを確認
■そのほか　11月12日（土）にＷＲ
Ｃ体験モーターｅスポーツイベン
トを参合館で開催（申込み不要）

ｅスポーツ in 豊田スタジ
アム

誰もがドライバー！

　令和元年、ＷＲＣのテストイベントとしてセントラルラリーが愛知県と岐阜県で開催され、舞台となった
下山地区では、ラリーカーが熊野神社の前を走行する姿が話題に。また今年の６月には「豊田しもやまラリ
ー2022」が新たに開催され、地域ではＷＲＣ開催に向けて機運が高まりつつあります。ラリーを通して地域
を盛り上げようと精力的に活動する「しもやまラリーイベント実行委員会」の安藤さんにお話を伺いました。

支
え
て
楽
し
む

地
元
で
の
ラ
リ
ー
開
催
を

しもやまラリーイベント
実行委員会　会長

安藤　実さん

　「今年こそは下山地区でＷＲＣを！」。この思いを胸に、地域住民が主体となってイ
ベントの企画や広報に関する活動を行っています。ＷＲＣの三河湖ＳＳで観戦者に楽
しんでいただけるよう、イベントやグッズ製作などの準備を進めています。地域住民
によるおもてなしを通して、下山地区の魅力を発信し、地域振興にもつなげていきた
いと思っています。ここ下山地区では、ＷＲＣのほか「豊田しもやまラリー」や「TO
YOTA GAZOO Racingラリーチャレンジin豊田」など多くのラリー競技が開催さ
れます。今後も地域一体となってラリー競技を盛り上げていきたいです！

【鞍ケ池公園】
…11月９日（水）は一部利用制限、10日（木）
　は休園

【スカイホール豊田】
…11月８日（火）～13日（日）は休館

【豊田スタジアム】
…11月４日（金）～14日（月）はレストラン、
　スポーツプラザ（室内プール）を休業

【豊田スタジアム周辺道路の規制】

ＷＲＣ開催に伴う施設の利用制限・周辺道路の規制 ※施設利用制限の詳細は各施設ホームページを確認

詳細はコチラ

INFORMATION

豊田大橋

久澄橋

W2ゲート

南駐車場

豊田スタジアム東

鶯橋北

加茂川橋西③（市）森１号線 301

①（市）広川森１号線
※北進のみ規制

②（市）千石１号線

車両通行止

規制期間
①11月10日（木）～12日（土）
　午前６時～午後９時
②11月13日（日）
　午前６時～午後７時
③11月10日（木）～13日（日）
　終日

そのほかの競技・イベントを楽しむ ＷＲＣ以外にも、見て楽しい、参加して楽しい自動車関連のイベントが目
白押しです。是非ご参加ください。

COME ON！INABU
シロキヤラリー in豊根・豊田 (INABU)

TOYOTA  GAZOO Racing
ラリーチャレンジ in豊田

TOYOTA GAZOO Racing

申込みフォーム

ラ
リ
ー
競
技
を
観
る

高齢者を対象に、プロのラリードライバーが安全
運転を教授します。
■とき　11月18日（金）午後１時～４時
■ところ　豊田スタジアム
■対象　60歳以上の普通自動車運転免許保有者
■申込み　専用申込みフォームに必要事項を入力
■問合せ　市民活躍支援課（☎34・6660）

グッドドライバー・レッスンin豊田運
転
技
術
を
磨
く

関
連
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る

ＪＡＦ

マイカーで運転の正確さを競う競技。競技ライセンスはも
ちろん、ヘルメットやグローブ、車両の特殊装備も不要で、
気軽に参加できます。
■とき　11月３日（木）午前８時～午後３時30分
■ところ　卸売市場
■参加・観戦の申込み　10月16日（日）までにＪＡＦホーム
　ページから
■問合せ　ＪＡＦ愛知支部事業課(☎052・872・3685)

全国一斉オートテスト2022 in豊田
～セーフティドライビングフェスタ～

安全運転のプロに聞きました

市交通安全学習センター

センター長　伊藤 嘉康さん

　ラリーと日常の運転はかけ離れたものですが、基本的な部分では共通する点があり
ます。例えば、正しい運転姿勢を心掛けることの大切さ。これにより、①車輪感覚を
把握しやすい、②的確な周囲の状況の確認と先を読んだ運転が可能になる、③疲労を
軽減できるといった効果を得られます。ラリーの激しく華麗な走行には、安全を保つ
ための基本があるのです。無事に目的地へ到着するために、基本を徹底した安全運転
に努めましょう。

レーシングドライバーと私たちの共通点!?

よしやすいとう

あんどう みのる

カモン イナブ トヨタ ガズー レーシング

ホームページ

体験イベント

※その他各所におい
ても交通規制有り
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　　　ドライブ中に偶然通りがかり、
引き寄せられるように寄りました。
廃線駅ですが、今にも電車が走って
きそうでノスタルジックでした。他
にもある廃線駅にも寄ってみたいで
す。@toyotacity_official

インスタグラムに
「#豊田市の魅力発見」
「#toyotacity_photo」
をつけて投稿された写真
の中から、素敵な１枚を
厳選して紹介します。

デジタルブックアプリ
Catalog Pocket

豊田市公式アカウントで豊田市の魅力を発信しています！

さん投 稿 者 @asamari1006

撮影場所 名鉄三河線　旧三河広瀬駅

このマークがついている記事は右記の
デジタルブックアプリで追加写真が見られます

　今回紹介するのは、廃線になった
名鉄三河線旧三河広瀬駅（東広瀬町）
での１枚。木々に覆われた駅名標か
らは、どこか懐かしい雰囲気が感じ
られます。

コメント

かわばた かいと かたの もとひこ

とよたトピックス
とよたフォトニュース　 今月の１枚　  おおた市長ダイアリー

豊田市わがまちアスリートに認定

映像は
こちら

８月27日　足助消防署

足助消防署ふれあい広場、３年ぶりに開催
８月25日　市役所

世界陸上選手権大会出場の川端魁人選手が市長を訪問
12月４日まで　民芸館

特別展「藍染の絞り　片野元彦・かほりの仕事」開催

　第18回世界陸上選手権大会男子４×400
㍍リレーで、４位に入賞した川端選手が結
果報告のため市長を訪問しました。アジア
新記録と日本新記録の更新に貢献した今大
会。今後の活躍がますます楽しみです。

迫力満点！はしご車に乗って上空へ とよたの魅力を全力ＰＲ
　

９月11日　豊田スタジアム

とよた産業フェスタ2022開催

　消防について楽しく学んでもらうために
３年ぶりに開催されたこの催し。会場では、
消防ヘリコプターとの記念撮影会や約25㍍
の高さまで上昇するはしご車乗車体験など
が行われ多くの家族連れが訪れました。

絞り染め作家が制作した逸品を紹介
　藍染絞りの第一人者として知られる片野
元彦。本展では、藍を中心に植物染料を使
った絞り染めの着物や飾布などの作品と併
せて、長女・かほりの作品も紹介していま
す。問合せは民芸館（☎45・4039）。

　市内の企業・団体が集結し、産業ＰＲや
特産品販売など様々なブースが並びました。
また、11月開催のＦＩＡ世界ラリー選手権
を前にモーターｅスポーツでのラリー体験
も行われ、多くの人でにぎわっていました。

令和４年９月４日

エンジョイ・ドライビング in 豊田オートテスト

　稲武地区で開催したオートテストに、多くの人が参加されました。オートテスト
は、ラリーのように走行タイムの優劣を競うだけではなく、「運転の正確さ」を競う
ＪＡＦ公認のモータースポーツです。市民の皆さんが楽しみながら運転技術を習得
できるよう、市は交通安全の取組として、また、ＷＲＣの機運醸成の一環として、
今後もオートテストを開催していきます。
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ピック
アップ

PICK UP

LIFE
INFORMATION

pick up 3
お知らせ

「豊田市電子図書館」を始めます
●問合せ　図書館管理課（☎32・7970、FAX41・6183、✉library-kanri@city.toyota.aichi.jp）

旧松本家長屋門・遊佐家長屋門を特別公開しますpick up2
●問合せ　文化財課（☎32・6561、FAX34・0095、✉bunkazai@city.toyota.aichi.jp）催し

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

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ

引き続き感染防止
対策にご協力を

●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

■対象者
　２回目接種から５か月経過した小児（５～11歳）
　※接種券は、２回目接種から５か月経過した日以
　　降に順次発送
■使用するワクチン
　ファイザー社製小児用ワクチン
■接種方法・予約方法
　市内医療機関で接種。実施医療機関一覧（市ホー
　ムページ）に掲載の方法で予約
■そのほか
　１・２回目接種時と同様、ワクチン接種には、保
　護者の同意と立ち合いが必要

　　　小児（５～11歳）の３回目
　　　接種が始まりました

　接種対象者は、２回目接種を完了している12歳以
上の人です。９月下旬より以下の人から順に接種を
進めます。（お持ちの接種券が利用できます）
●３回目接種から５か月経過した60歳以上の市民・
　18歳以上60歳未満で基礎疾患がある市民などで、
　４回目接種をまだ受けていない人
●２回目接種から５か月経過した12歳以上の市民で、
　３回目接種をまだ受けていない人
※接種方法や上記に該当しない人の接種の詳細は、
　決まり次第市ホームページなどでお知らせします

ワクチン接種に関する情報

中央図書館
ホームページ

　　　オミクロン株に対応した
　　　ワクチンについて

市郷土資料館
ホームページ

（９月13日時点の情報です）

県大規模集団接種会場でも接種できます。詳細は県
ホームページなどでご確認ください。

■とき　　　　10月22日（土）、23日（日）午前10時～午後４時
■ところ　　　旧松本家長屋門、遊佐家長屋門　※いずれも寺部町
■そのほか　　・旧松本家長屋門で豊田小原和紙の展示と和紙工作体験、遊佐家長屋門で
　　　　　　　　羅織作品・和紙ちぎり絵の展示と綿繰り体験有り
　　　　　　　・寺部東ふれあい広場に駐車可

　電子図書館は、インターネットに接続されたパソコンやスマートフォン、タブレットな
どを利用して、電子化された書籍（電子書籍）などを読むことができるサービスです。図書
館が遠いなど来館が難しい人も「いつでも」「どこにいても」読書を楽しむことができます。

■開始　10月１日（土）午前10時
■対象　市内在住・在勤・在学で中央図書館の利用カードを持っている人

らおり

利用できる電子書籍な
ど

　絵本、児童書、小説、家事・育児・料理・趣味の本など約1,000点（順次追加予定）
　※現在のふるさとアーカイブの資料や動画も閲覧可能

貸出点数・期間
　２点まで、２週間（期限を過ぎた場合は、自動的に返却されます）　※貸出しとは別に２点まで予約可能

利用方法
　1　中央図書館ホームページから「豊田市電子図書館」にアクセス
　2　画面の左上（スマートフォンは右上）からログイン
　　※利用者ＩＤは図書館の利用カード番号、初期パスワードは生年月日８桁（西暦）
　　　例） 昭和62年７月18日生まれの場合、パスワードは「１９８７０７１８」
　　　初回ログイン後、初期パスワードはご自身で必ず変更してください

  
　
　

便利な機能
　・文字の大きさや色が変更できます
　・音声読み上げ機能があります
　・しおり機能のほか、マーカーやメモをすることができます
　・本文の冒頭一部を試し読みしてから借りることができます
　※書籍などによっては、対応していない場合があります

そのほか
　電子図書館の利用は無料ですが、インターネット接続にかかる通信料は利用者の負担となります

　利用の前に利用カードの確認を
　以下の人は、事前に中央図書館、各コミュニティセンター・交流館図書室で登録・更新の手続
きが必要です。
・利用カードがない人、有効期限が切れた人（運転免許証、保険証など本人確認ができるものを

持参）　※電子図書館の利用は翌開館日の午後１時から可能。ただし、日曜日に各コミュニテ
ィセンター・交流館図書室で手続きをした場合、翌火曜日午後１時から利用可能

・市外在住で市内在勤・在学の人（通勤先や通学先が確認できるものを持参）　※電子図書館の利
用は翌開館日の午後４時から可能。ただし、日曜日に各コミュニティセンター・交流館図書室
で手続きをした場合、翌火曜日午後４時から利用可能

 

羅織

　江戸時代の寺部を主な所領とし、尾張徳川家を支えた渡邉半蔵家。初代渡邉半蔵守綱は、徳川家康から「槍半
蔵」の名を賜る功績をあげ、信頼を得ました。この渡邉家の重臣であり、寺部に屋敷を構えていた松本家と遊佐
家に残された長屋門（ともに江戸時代、市指定文化財）の秋の特別公開を行います。両長屋門では展示や体験のイ
ベントも開催します。

わたなべはんぞう

ゆさ

わたなべはんぞうもりつな やりのはん

遊佐家長屋門旧松本家長屋門

ぞう

豊田市中央図書館イメージキャラクター
かたるん　　よみりん

遊佐家長屋門

寺部東
ふれあい
広場

旧松本家長屋門
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　・しおり機能のほか、マーカーやメモをすることができます
　・本文の冒頭一部を試し読みしてから借りることができます
　※書籍などによっては、対応していない場合があります

そのほか
　電子図書館の利用は無料ですが、インターネット接続にかかる通信料は利用者の負担となります

　利用の前に利用カードの確認を
　以下の人は、事前に中央図書館、各コミュニティセンター・交流館図書室で登録・更新の手続
きが必要です。
・利用カードがない人、有効期限が切れた人（運転免許証、保険証など本人確認ができるものを

持参）　※電子図書館の利用は翌開館日の午後１時から可能。ただし、日曜日に各コミュニテ
ィセンター・交流館図書室で手続きをした場合、翌火曜日午後１時から利用可能

・市外在住で市内在勤・在学の人（通勤先や通学先が確認できるものを持参）　※電子図書館の利
用は翌開館日の午後４時から可能。ただし、日曜日に各コミュニティセンター・交流館図書室
で手続きをした場合、翌火曜日午後４時から利用可能

 

羅織

　江戸時代の寺部を主な所領とし、尾張徳川家を支えた渡邉半蔵家。初代渡邉半蔵守綱は、徳川家康から「槍半
蔵」の名を賜る功績をあげ、信頼を得ました。この渡邉家の重臣であり、寺部に屋敷を構えていた松本家と遊佐
家に残された長屋門（ともに江戸時代、市指定文化財）の秋の特別公開を行います。両長屋門では展示や体験のイ
ベントも開催します。

わたなべはんぞう

ゆさ

わたなべはんぞうもりつな やりのはん

遊佐家長屋門旧松本家長屋門

ぞう

豊田市中央図書館イメージキャラクター
かたるん　　よみりん

遊佐家長屋門

寺部東
ふれあい
広場

旧松本家長屋門
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●会期
　10月15日（土）～11月27日（日）
　毎週月曜日は休館
●開館時間
　午前10時～午後５時30分（入場は午後５時まで）
●観覧料
　一般300円（250円）、高校・大学生200円（150円）
　※（　）は20人以上の団体料金。市内在住・在学
　　の高校生、市内在住の75歳以上、障がい者手
　　帳を持っている人（介添者１人）は無料（要証
　　明）

（上左）山本糾《未生の美090》2022年、ランダムプリント　（上中）青木兼治《Diamonds in the Rough》2022
年、映像作品　（上右）山本糾《未生の美001》2022年、ランダムプリント　（下左）山本糾《未生の美080》2022
年、ランダムプリント　（下右）岩田隼之介《産業革命史》2022年、映像作品

オンライン
チケット購
入はこちら

みしょう

みしょう
企画展「ゲルハルト・リヒター」、「未生の美ー技能五輪の技」を開催します

　日本では16年ぶりとなる、現代美術の最高峰ドイツ
人画家ゲルハルト・リヒターの大規模な展覧会です。
1960年代の初期作品から最新作まで、90歳を迎えるリ
ヒターの60年にわたる画業を約140点の作品により紹介
します。アジア初公開のアウシュヴィッツ強制収容所
を主題とした近年の最重要作品「ビルケナウ」など見ど
ころ満載です。

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

《ビルケナウ》2014年［CR 937／１－４］油
彩、キャンバス　ゲルハルト・リヒター
財団蔵　ドレスデン・アルベルティヌム
美術館での展示風景（2015年）Photo: 
David Brandt, courtesy Gerhard 
Richter Archive, Dresden

※10月14日（金）まで休館しています。休館中の問合せは☎34・6748

「ゲルハルト・リヒター」

《モーターボート（第１ヴ
ァージョン）》1965年［CR 
79a］　油彩、キャンバス　
ゲルハルト・リヒター財団蔵

　「モノづくり」の現場では自動化が進み、人の手によ
る作業が機械に置き換わる領域が増えていますが、手
作業の重要性が失われることはありません。本展では、
技能五輪で実際に出された製作物や、製作物に触発さ
れた美術作家による写真や映像を展示し、卓越した技
能に秘められた「美」に光をあてます。

「未生の美ー技能五輪の技」

●会期
　10月15日（土）～来年１月29日（日）
　毎週月曜日、12月28日（水）～来年１月４日（水）
　は休館（ただし、１月９日（月）は開館）
●開館時間
　午前10時～午後５時30分（入場は午後５時まで）
●観覧料
　当日券：一般1,600円、 高校・大学生1,000円（オ

ンラインチケットは100円割引、20人以
上の団体は200円割引（他割引との併用
不可））

　前売り券：一般1,400円、高校・大学生800円
（10月14日（金）までＴ－FACE Ｂ館２
階インフォメーション、オンラインで
販売）

　※市内在住・在学の高校生、市内
　　在住の75歳以上、障がい者手帳
　　を持っている人（介添者１人）は
　　無料（要証明）
●同時開催
　コレクション展「反射と反転」《モーリッツ》2000／2001／2019年［CR 863-3］

油彩、キャンバス　作家蔵
３点共通©Gerhard Richter 2022（07062022）
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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

+

+
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●会期
　10月15日（土）～11月27日（日）
　毎週月曜日は休館
●開館時間
　午前10時～午後５時30分（入場は午後５時まで）
●観覧料
　一般300円（250円）、高校・大学生200円（150円）
　※（　）は20人以上の団体料金。市内在住・在学
　　の高校生、市内在住の75歳以上、障がい者手
　　帳を持っている人（介添者１人）は無料（要証
　　明）

（上左）山本糾《未生の美090》2022年、ランダムプリント　（上中）青木兼治《Diamonds in the Rough》2022
年、映像作品　（上右）山本糾《未生の美001》2022年、ランダムプリント　（下左）山本糾《未生の美080》2022
年、ランダムプリント　（下右）岩田隼之介《産業革命史》2022年、映像作品

オンライン
チケット購
入はこちら

みしょう

みしょう
企画展「ゲルハルト・リヒター」、「未生の美ー技能五輪の技」を開催します

　日本では16年ぶりとなる、現代美術の最高峰ドイツ
人画家ゲルハルト・リヒターの大規模な展覧会です。
1960年代の初期作品から最新作まで、90歳を迎えるリ
ヒターの60年にわたる画業を約140点の作品により紹介
します。アジア初公開のアウシュヴィッツ強制収容所
を主題とした近年の最重要作品「ビルケナウ」など見ど
ころ満載です。

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

《ビルケナウ》2014年［CR 937／１－４］油
彩、キャンバス　ゲルハルト・リヒター
財団蔵　ドレスデン・アルベルティヌム
美術館での展示風景（2015年）Photo: 
David Brandt, courtesy Gerhard 
Richter Archive, Dresden

※10月14日（金）まで休館しています。休館中の問合せは☎34・6748

「ゲルハルト・リヒター」

《モーターボート（第１ヴ
ァージョン）》1965年［CR 
79a］　油彩、キャンバス　
ゲルハルト・リヒター財団蔵

　「モノづくり」の現場では自動化が進み、人の手によ
る作業が機械に置き換わる領域が増えていますが、手
作業の重要性が失われることはありません。本展では、
技能五輪で実際に出された製作物や、製作物に触発さ
れた美術作家による写真や映像を展示し、卓越した技
能に秘められた「美」に光をあてます。

「未生の美ー技能五輪の技」

●会期
　10月15日（土）～来年１月29日（日）
　毎週月曜日、12月28日（水）～来年１月４日（水）
　は休館（ただし、１月９日（月）は開館）
●開館時間
　午前10時～午後５時30分（入場は午後５時まで）
●観覧料
　当日券：一般1,600円、 高校・大学生1,000円（オ

ンラインチケットは100円割引、20人以
上の団体は200円割引（他割引との併用
不可））

　前売り券：一般1,400円、高校・大学生800円
（10月14日（金）までＴ－FACE Ｂ館２
階インフォメーション、オンラインで
販売）

　※市内在住・在学の高校生、市内
　　在住の75歳以上、障がい者手帳
　　を持っている人（介添者１人）は
　　無料（要証明）
●同時開催
　コレクション展「反射と反転」《モーリッツ》2000／2001／2019年［CR 863-3］

油彩、キャンバス　作家蔵
３点共通©Gerhard Richter 2022（07062022）
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●職員
▶学級運営補助指導員
職種会計年度任用職員　対市内在住の成人　勤務場所市
内小・中学校　採用来年４月１日以降　他11月４日（金）、
９日（水）、16日（水）のいずれか１日の午前10時に青少年
相談センターで開催の登録説明会に参加必須。証明写真
持参　問青少年相談センター（○☎32・6595、Ⓕ32・7911、
○✉palctoyota@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1050889）

———————————————————
▶令和５年度市立こども園　会計年度任用職員
職種①保育士・幼稚園教諭（保育士資格か幼稚園教諭免
許を持っている人（来年３月卒業見込み含む）が対象）　
②保育補助　③公務手　勤務形態①代替保育師、加配保
育師、午後・早朝・土曜日パート　②午後・早朝パート　
③代替公務手、単独調理園公務手、調理パート公務手　
勤務場所・時間職種や勤務形態によって異なる　報酬①
時給1,250円（代替保育師）、時給1,170円（その他）　②時給
1,100円　③時給1,060円　他採用は来年４月１日から。交
通費支給　申・問来年１月20日（金）までに資格・免許の	
写し（取得見込みの証明書）、顔写真を○直保育課（○☎34・
6809、Ⓕ32・2088、○✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

———————————————————
▶文化振興財団の交流館職員
職種交流館主事　対昭和42年４月２日以降生まれで高等
学校以上を卒業した人　他10月15日（土）午前10時30分か
ら崇化館交流館で説明会有り（10月12日（水）までに○☎で
要予約）。受験申込書と募集要項は文化振興財団総務課で
配布か文化振興財団○HPからダウンロード　申・問10月23
日（日）までに受験申込書を○直文化振興財団総
務課（○☎33・7222、Ⓕ33・3584、○✉tculpf@hm4.
aitai.ne.jp）

———————————————————
▶水道サービス協会正規職員（技能職）
対昭和38年４月２日以降生まれの高等学校以上を卒業で
普通自動車運転免許取得者　内水道メーター取替、開閉
栓作業、給水管漏水修繕、水道施設維持管理などの屋外
作業、休日夜間の受付業務　申・問10月26日（水）までに
水道サービス協会で配布か水道サービス協会○HPからダウ
ンロードした受験申込書を○郵か○直水道サービス協会（〒
471・0871、豊田市元宮町４－１、○☎31・1421、Ⓕ31・14	
30、○✉ info@toyota-wsa.or.jp）
—————————————————————————
●イルミネーションストーリーinとよた2022　市民協賛
時10月１日（土）午前10時から　所Ｔ－ＦＡＣＥ、豊田商
工会議所、市民文化会館ほ

か　他協賛１口（500円）ごとに
オリジナルピンバッジを進呈　問イルミネーションスト
ーリー実行委員会（○☎33・0002、○✉ illumi.toyota@gmail.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☎ HP14

●市営住宅等入居者（常時募集）
▶市営住宅
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市町村税滞納なし　④暴力団員でない　
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　※収入は３人家族の場
合の参考例で世帯全員の合計収入。子育て世帯：未就学
児がいる世帯。高齢者世帯：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）

●＋
▶特定公共賃貸住宅
対次の全てに該当する人①市町村税滞納なし　②暴力団
員でない　家賃単身向住宅／２万4,000円～２万8,000円　	
家族向住宅／４万5,000円～７万4,000円　収入基準（年収）
約345万円以上約865万円未満　※収入は３人家族の場合
の参考例で世帯全員の合計収入

●＋
▶地域定住化促進住宅
対次の全てに該当する人①市内在住・在勤　②市町村税
滞納なし　③暴力団員でない　家賃１万9,000円～５万円

●＋
▶小原活性化促進住宅
対次の全てに該当する人①主たる生計維持者が37歳未満
の既婚者　②同居者が配偶者のみか配偶者と子　③市町
村税滞納なし　④暴力団員でない　⑤入居期間が12年を
超えない　家賃入居者の所得に応じ毎年算定　３万6,000
円、４万8,000円、６万円　収入基準（年収）世帯全員の合
計収入が約721万2,000円以下

●＋
▶農山村定住応援住宅
対次の全てに該当する人①主たる生計維持者が45歳未満　
②現に住宅に困っている　③市町村税滞納なし　④暴力
団員でない　⑤入居期間は５年間　※単身赴任は不可　
家賃１万9,000円
《共通》入居日来年２月～12月の毎月１日（申込み住宅に
空き家が出た場合、申込み受付順に入居の審査と手続き）　
申11月14日（月）から。初日は午前９時～９時15分に市営
住宅管理事務所に来所した人で公開抽選により空き家待
ちの順番を決定。以後は先着順。申込書と申込案内書は
10月14日（金）から同事務所で配布。農山村定住応援住宅
は、11月15日（火）から旭支所でも申込み可　問市営住宅
管理事務所（○☎36・0655）
—————————————————————————
●豊田地域看護専門学校令和５年度生
対①推薦（指定校）／来年３月卒業見込みの市内・みよし
市の高校生　②社会人／高校を卒業か同等の学力がある
と認められ、11月１日現在で２年６か月以上の就業経験
があり、来年４月１日時点で満35歳以下の人　③一般／

高校を卒業した（来年３月卒業見込みを含む）か同等の学
力があると認められる人　学科看護科（３年課程・全日
制）　定選考40人　試験日①②12月３日（土）／小論文、	
面接　③来年１月14日（土）／学力試験、面接　￥１万5,0	
00円　申・問豊田地域看護専門学校で配布の出願書類を
①②は10月28日（金）～11月４日（金）、③は11月29日（火）
～来年１月５日（木）に○郵か○直豊田地域看護専門学校事務
課（〒471・0062、西山町３－30－１、○☎34・5100、Ⓕ34・
4052、○✉c-kango@hm3.aitai.ne.jp）
—————————————————————————
●消防音楽隊市民演奏者
対次の全てを満たす人①市内在住・在勤・在学の18歳以
上（高校生は除く）　②演奏経験がある　③自分の楽器が
ある　募集パートトランペット、トロンボーン、ホルン、
ユーフォニウム、パーカッション　採用来年４月１日　
定選考７人程度　他報酬・制服貸与有り。行事（演奏）は
年12回程度、練習は年24回程度有り　申・問10月31日	
（月）までに市○HPからダウンロードした様式を○✉で予防課
（○☎35・9703、Ⓕ35・9719、○✉shoubou-yobou@city.toyota.	
aichi.jp）	 	 （HP1050602）
—————————————————————————
●里親
　10月は「里親月間」です。様々な事情により家庭で生活
できなくなった子どもたちを家庭に迎え養育する「里親」
を募集しています。
問県豊田加茂児童・障害者相談センター（○☎33・2211、
Ⓕ33・2212、○✉toyotakamo-fukushi@pref.aichi.lg.jp）

●災害備蓄用ペットボトル水「とよた水物語」の販売
を終了しました
　市販品の流通が充実してきたことなどから、９月30日
をもって販売を終了しました。今後も“１人１日３㍑×
３日分”を目安に非常用飲料水の備蓄をお願いします。
問上下水道局総務課（○☎34・6653、Ⓕ36・5529、○✉jyou	
gesuisoumu@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●縦覧（生産緑地地区の変更案、都市計画緑地（秋 
葉緑地・矢作緑地）の変更案）
時10月５日（水）～20日（木）午前８時30分～午後５時15分　
所都市計画課　他市○HPでも縦覧可　問都市計画課（○☎34・
6620、Ⓕ32・3794、○✉toshikei@city.toyota.aichi.jp）	
	 	 （HP1005152）
—————————————————————————
●井上公園水泳場プール休業
時10月24日（月）～31日（月）　理由水の入換え・点検作業
のため　他トレーニングルーム、スタジオは利用可　問
井上公園水泳場（○☎44・1291）
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●とよたＳＤＧｓポイント　食べきりポイントキャ
ンペーン2022
▶【おみせで食べきり】加盟店めぐり
　食品ロス削減に取り組む店舗で、すぐに使えるとよた
ＳＤＧｓポイントをもらおう。
もらえるポイント100ポイント／店舗（１店舗１回）　他
対象加盟店は「とよたＳＤＧｓポイントナビ」で確認。キ
ャンペーンポイントはアプリ会員のみ受取可。１ポイン
ト＝１円で使用可　

●＋
▶【おうちで食べきり】エコエコチャレンジ～食ロス妖怪
退治編～
　食ロス妖怪を退治しながら30日の食品ロス削減に挑戦。
もらえるポイント300ポイント（応募は１人１回）　参加
方法各支所、各交流館、エコットなどで配布かとよたＳ
ＤＧｓポイントナビからダウンロードしたチャレンジシ
ートを使用。取組後、チャレンジシートをⒻ、○✉か○直環
境政策課
《共通》時10月１日（土）～12月31日（土）　問環境政策課
（○☎41・7391、Ⓕ41・7392、○✉ecolife@city.toyota.aichi.jp）
	 	 （HP1050955）
—————————————————————————
●フードドライブで「もったいない」を「ありがとう」に

　家庭にある消費しない食品をお持ちください。食品を
必要としている人の支援に活用します。
時10月１日（土）～31日（月）午前９時～午後５時　所清掃
事務所（月～金曜日）、エコット（火～日曜日）、福祉セン
ター（火～土曜日）　集める食品未開封で常温で保存でき、
賞味期限まで３か月以上残っている食品（缶詰、飲料、	
菓子、乾物、インスタント・レトルト食品、お米な

ど）　
※アルコール飲料、生鮮食品、冷蔵・冷凍食品、自家製
品（漬け物な

ど）は不可　問循環型社会推進課（○☎71・3001、
Ⓕ71・3000、○✉junkan@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●とよた宿割
　当該事業へ登録している市内宿泊事業者や旅行事業者
の対象プランの利用料金が30㌫（最大１万5,000円）割引と
なり、宿泊プランについては特典として市内の飲食店や
観光施設などで使用できる地域クーポンを配布します。
期間10月１日（土）～来年３月31日（金）　他利用方法や利
用対象の範囲などの詳細はとよた宿割○HP　問
とよた宿割運営事務局（○☎85・7890、○✉yado
wari@jtb.com）

●10月17日（月）～23日（日）は「行政相談週間」です
　行政相談とは、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委
員が行政への苦情や意見・要望を受け、皆様の問題の解
決や目的の実現を促進するとともに、行政の制度や運営
の改善に生かす仕組みです。
行政相談委員（地区）神

かみや

谷のり子
こ

（挙母）、杉
すぎうら

浦明
あきみち

道（高橋）、
野
のだ

田五
いつお

夫（上郷）、圡
ひじかた

方百
ゆりこ

合子（高岡）、本
ほんだ

多剛
ごうしょう

生（猿投）、
柘
つげ

植高
たかじ

治（松平）、澤
さわだ

田好
よしゆき

幸（藤岡）、中
なかね

根秀
ひではる

治（小原）、	
宇
うい

井亮
りょうじ

次（足助）、高
たかはし

橋光
みつや

弥（下山）、成
なるもと

本博
ひろふみ

文（旭）、太
おおた

田
幹
みきお

男（稲武）　問市民相談課（○☎34・6626、Ⓕ31・8252、○✉
s_soudan@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●一日合同行政・法律相談所
　国、県、市のほか、弁護士、司法書士、税理士、行政
書士などが様々な相談に応じます。
時10月19日（水）午後１時～４時（受付は正午から）　所市
民文化会館　内年金、登記、雇用、道路、税金、社会福	
祉、相続、消費生活、金銭貸借、女性の悩みごとな

ど　定	
弁護士／先着20人　司法書士／先着10人　税理士／先着
10人　行政書士／先着５人　申・問弁護士、司法書士、
税理士、行政書士への相談は10月５日（水）午前９時から
○☎で総務省中部管区行政評価局（○☎052・972・7415、Ⓕ
052・972・7419）　※その他の相談は当日○直会場
—————————————————————————
●裁判所の調停委員による無料調停相談会
時10月24日（月）午前９時～正午、午後１時～４時　所市
民相談課　内①交通事故、借入債務、土地・建物明渡し
などの民事トラブル　②相続、離婚など家庭内や親族間
のもめごと、裁判所の調停で解決する手続きの相談　相
談員①豊田簡易裁判所の民事調停委員　②名古屋家庭裁
判所岡崎支部の家事調停委員　他先着順。秘密は厳守　
問豊田調停協会（豊田簡易裁判所内、○☎32・0329）
—————————————————————————
●レディース検診
時11月10日、24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11月１日、15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10月11日（火）午
前８時30分から○☎で豊田地域医療センター（○☎34・3002、
Ⓕ33・8710）

ホームページ
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中央図書館 コンサートホール・能楽堂 美術館

中央図書館 コンサートホール・能楽堂 美術館 総合野外センター

●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、猿投台地区コミュニテ
ィ会議・藤岡南地区コミュニティ会議で活動の促進に必

要な設備（テント・机・椅子・パソコンな
ど）が整備されま

した。
問地域支援課（○☎34・6629、Ⓕ35・4745、○✉chiikishien@
city.toyota.aichi.jp）

●とよた手作り絵本展
時10月22日（土）～11月３日（木）午前
10時～午後５時（最終日は正午まで）　
他10月30日（日）まで、気に入った絵
本への投票有り

●＋
●読み聞かせボランティアステッ
プアップ講座
時11月11日（金）午前10時30分～正午　
対学校・園などで読み聞かせボラン
ティアをしている人　定先着30人　	
申10月14日（金）午前10時から中央図
書館○HPか○直同館

●＋
●始めてみよう英文多読オンライ
ン講座（Zoom）
時11月13日（日）午前10時30分～正午　
対中学３年生以上　定抽選50人（市
内在住・在学・在勤の人優先）　申
10月28日（金）までに中央図書館○HP　
※当選者のみ11月２日（水）までに○✉
で連絡

●＋
●傷ついた本の修理体験会

時11月17日（木）午前10時15分～午後
３時のうち２時間程度　対本の修理
ボランティアに興味のある人　定先
着12人　申10月15日（土）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）

●パイプオルガンを楽しむための
講座「フランクにハマる！オルガ
ン作品の魅力」
時10月22日（土）午後２時開演　￥1,0	
00円（25歳以下半額）

●＋
●か～るくラシック♪「クラシッ
ク×ザ・ビートルズ」
時10月30日（日）午前11時30分開演　
￥500円　※３歳以下入場不可　他
髙嶋弘之氏によるプレトーク（開演
15分前）など有り

●＋
●ミシェル・ダルベルト　ピアノ・
リサイタル
時11月６日（日）午後３時開演　￥4,0	
00円（25歳以下半額）

●＋
●日本全国　能楽キャラバン！ in 豊田

時10月５日（水）午後６時30分開演　
￥正面席4,000円、脇・中正面席3,000
円（25歳以下2,000円）

●＋
●参合館ロビーコンサート
時10月23日（日）午後０時20分～０時
50分　
《共通》問コンサートホール・能楽堂
（○☎35・8200、Ⓕ37・0011）

●写生大会（子ども・一般）
時10月30日（日）午前10時～午後３時　
※雨天中止　定先着100人（当日○直会
場）　他県立芸術大学生がインスト
ラクターとして参加　問美術館（○☎
34・6748、Ⓕ36・5103、○✉bijutsukan	
2@city.toyota.aichi.jp）

総合野外センター
●六所山デイキャンプ「防災キャン
プ入門」（野外炊事、ロープワーク）
時11月６日（日）午前10時～午後３時
30分　対市内の小学４年～中学生　
定抽選44人　￥1,000円　他昼食、視
聴覚ライブラリーからの送迎バス有
り　申10月９日（日）までに○☎で同セ
ンター

●＋
●指導者のための六所山フェスティ
バル（施設見学、プログラム体験ほ

か）

時11月20日（日）午前10時～午後３時
30分　対市内子ども会役員、青少年
団体指導者、小・中学校教員ほ

か　定
先着50人　他一部有料プログラム有
り　申10月９日（日）午前９時から○☎
で同センター
《共通》問総合野外センター（○☎58・
1388、Ⓕ58・1349、○✉toyota-yagai-ce	
nter@hm.aitai.ne.jp）
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民芸館 民芸の森 市民文化会館

民芸館 民芸の森 市民文化会館 豊田スタジアム
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●「第８回伝承挙母木綿展」（挙母
木綿伝承会の作品展示）

時10月29日（土）～11月27日（日）　※
月曜日は休館

●＋
●復元猿投古窯で焼成する穴窯陶
芸講座

時①焼成コース（粘土６キロ㌘）　作
陶／10月27日（木）、29日（土）、30日
（日）のいずれか１日午前９時～午後
４時　窯詰め／11月23日（水）午前９
時から５時間程度　窯焚き／11月24
日（木）～27日（日）のうち指定の８時
間　窯出し／12月10日（土）午前９時
～正午　②体験コース（粘土３キロ
㌘）　作陶／10月27日（木）、29日	
（土）、30日（日）のいずれか１日午後
１時～４時　対①②高校生以上　※
①は全日程参加可能な人　定①②抽
選11人　￥①3,500円　②3,200円　申
10月６日（木）までに申込み共通事項
と希望コース、希望日（第２希望ま
で）を民芸館○HPか○往（１枚で２人ま
で）で民芸館

●＋
●藍染絞り体験
時10月29日（土）午前10時～午後３時　
対小学５年生以上　定抽選12人　￥
3,500円　他小学生は保護者同伴　申
10月18日（火）までに申込み共通事項
と学年（中学生以下）を民芸館○HPか○往
（１枚で２人まで）で民芸館
《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）

●民芸の森　観月会

時10月８日（土）午後１時～６時30分　
他舞台演奏・展示や飲食などの出店
有り。10月５日（水）～22日（土）は青
年会議所による出張カフェ有り

●＋
●竹と和紙で作るミニランプシェ
ード（ろうそく型ミニライト付き）
時10月９日（日）午前10時～午後３時　
定先着100個（当日○直会場）　￥200円

●＋
●森のいきもの～小さい森の獣

じゅうみん

民～
時10月22日（土）～11月27日（日）午前
９時～午後５時　※彫刻家本多晋一
郎氏の木製パネル作品を屋外展示

●＋
●民芸の森・自然ひみつ探検（オ
リエンテーリングとゲーム）

時11月26日（土）午前10時～11時30分　
対小学生以上　定抽選15人　他小学
生は保護者同伴

●＋
●ミニ金屏風に絵を描こう
時11月27日（日）午前10時～正午、午
後１時～３時　対中学生以上　定各
抽選６人　￥800円
《共通》申・問抽選の場合は10月28日	
（金）午後５時までに○☎、○✉か○往で民
芸の森（〒470・0331、平戸橋町石平
60－１、○☎46・0001、Ⓕ46・0043、	
○✉mingeinomori@city.toyota.aichi.jp）　
※「ミニ金屏風に絵を描こう」は希望
時間の記入が必要。申込み１回につ
き２人まで

●グッドアフタヌーンコンサート
時10月19日（水）午後１時30分　出演
Ensemble	Chaleu（ホルン・ユー
フォニウム・ピアノ）　曲目小さな
世界、見上げてごらん夜の星をほ

か　
定先着20人　他館内「豊田カフェ」で
１品購入が必要　申10月５日（水）午
前10時から○☎で同館　

●＋
●WE LOVE CINEMA 豊田カフ
ェ・シネマ「上を向いて歩こう」
時11月10日（木）午前10時　定先着20
人　申10月５日（水）午前10時から○☎
で同館

●＋
●とよた寄席
時来年１月21日（土）午後２時　出演
桂米團治、柳家三三、田辺いちか　
￥3,500円（学生2,000円）　※全席指定。
未就学児入場不可　申10月22日（土）
午前10時から市民文化会館○HPか○☎で
同会館　※座席選択は○HPでの申込み
のみ可。残席がある場合は翌日午前
10時から同館
《共通》問市民文化会館（○☎33・7111、
Ⓕ35・4801）

豊田スタジアム
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第31
節　名古屋グランパスvs横浜Ｆ・
マリノス
時10月１日（土）午後４時

●＋
●名古屋グランパスファン感謝デー
時10月９日（日）

●＋
●リバーサイドＭウオーク
時10月17日（月）午前６時30分

●＋
●明治安田生命Ｊ１リーグ　第33
節　名古屋グランパスvsＦＣ東京
時10月29日（土）午後３時
《共通》休館日スポーツプラザ／10月
１日（土）、29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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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
●10月のプラネタリウム

時10月の毎週土・日曜日、祝日午前
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

●＋●＋
●大人のゆうゆう星めぐり
時10月27日（木）午後２時　定先着150
人　￥300円　他子ども同伴不可

●＋●＋
●サイエンスショー「すごいぞ!! 
大気圧」
時10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

●＋
●簡単な科学工作のミニワークシ
ョップ
時10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　定各日先着60人　
￥100円

●＋
●親子天文教室「皆既月食の楽し
みかたと惑星観望会」
時11月５日（土）午後６時～８時　※
天候不良時は観望会のみ中止　所プ
ラネタリウム、芝生広場　対小・中
学生を含む親子　定先着100人　￥
500円　申10月８日（土）午前10時か
ら○☎で同館

●＋
●熟睡プラ寝たリウム～フィンラ
ンドのほしぞら～
時11月26日（土）午後２時～３時　対
小学生以上　定先着100人　￥500円　
申10月16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）

●ポイ捨てごみゼロ大作戦～とよ
たの街をきれいにしよう～渡刈編
時11月３日（木）午前10時～正午　※
エコット集合　対小学生以上（小学
生は保護者同伴）　定先着30人

●＋
●エコットクッキング～ふわふわ
シフォンケーキを作ろう～
時11月６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

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

●＋
●間伐材の積み木で遊ぼう！

時11月12日（土）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着40人

●＋
●リメイク講座～リユースリボン
でミニミニポーチを作ろう～
時11月13日（日）午後１時30分～３時
30分　対大人　定先着12人　￥100
円

●＋
●かんたんエコ手芸教室～ゆかたか
らブラウスとスカートを作ろう～
時11月19日、12月17日の土曜日午前
９時30分～正午　対両日参加できる
大人　定先着12人

●＋
●エコットシアター「シード～生
命の糧～」
時11月20日（日）午前10時～正午　定
先着50人　￥300円（小学生以下は無
料）　
《共通》申・問10月５日（水）午前10時
から○☎でエコット（○☎26・8058、Ⓕ
26・8068、○✉eco-t@eco-toyota.com）

●あべまきの会と森あるき「日毎
に変わる秋色の森あるき」
時10月５日～11月２日の毎週水曜日
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

●＋
●親子で野遊びしよう　秋編
時10月22日（土）午前10時～正午　※
雨天中止　対３歳以上の子と親　定
先着15人　￥100円　申込み開始日
10月12日（水）

●＋
●矢並湿地自由観察の日（ウメバ
チソウな

ど）
時10月23日（日）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10月13日（木）

●＋
●森の生き物の巣箱を観察しよう

（観察と巣箱作り）

時11月５日（土）午前９時30分～午後
３時30分　※雨天の場合は巣箱作り
のみ　対小学生以上（未就学児同伴
不可）　定先着15人　￥100円　申込
み開始日10月26日（水）

●＋
●森のおはなし散歩会「森を歩い
て秋をみつけにいこう！」
時11月５日（土）午後２時～３時30分　
※雨天の場合は読み聞かせのみ　定
先着12人　申込み開始日10月26日	
（水）
《共通》他小学４年生以下は保護者同
伴　申・問先着の場合は申込み開始
日午前９時から○☎で自然観察の森
（○☎88・1310、Ⓕ88・1311、○✉toyo
ta@wbsj.org）
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学
び

施
設

●若年性認知症本人・家族会スマ
イル（交流会・相談会）
時11月21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11月18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（進
路の描き方や自立へ向けての準備）
時11月28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10月６日（木）午
前９時～11月４日（金）午後５時まで
に○☎、Ⓕ、○✉か○直障がい福祉課（○☎
34・6751、Ⓕ33・2940、○✉shougai_hu	
@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●高次脳機能障がいのある人の家
族の教室（交流会、個別相談）
時11月30日（水）午前10時～11時30分　
所市役所　対高次脳機能障がいのあ
る人の家族　定先着11人　申・問10
月５日（水）午前９時から○☎、Ⓕ、○✉
か○直保健支援課（○☎34・6855、Ⓕ34・
6051、○✉hokenshien@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●老犬セミナー（老犬の飼い方と
介護の仕方）

時11月19日（土）午後１時30分～３時
30分　所市動物愛護センター　対イ
ヌを飼養している市民　※イヌの同
伴不可　定抽選15人　申・問10月14
日（金）までに○☎、○✉、○はか○直市動物
愛護センター（〒471・0002、矢並町
法沢715－４、○☎42・2533、Ⓕ80・20	
20、○✉doubutsu-aigo@city.toyota.aichi.
jp）

●セカンドライフ・キャリアセミナー
時①経験の棚卸で自分の強みや好き
を再確認！／11月19日（土）午前10時
30分～正午　②家族に想いを伝える
エンディングノート作成セミナー／
午後１時30分～３時　所就労支援室　
対市内在住・在勤・就労活動を希望
かセカンドライフで就労を考えてい
る45歳以上の人　定各先着12人　他
予約優先。雇用保険求職活動の実績
として認定　申・問10月５日（水）午
前10時から○☎、Ⓕ、○✉か○直就労支援
室（○☎31・1330、Ⓕ31・1391、○✉shu
rosien@city.toyota.aichi.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」

時仕事と私らしさ～ワークの私とラ
イフの私～／11月５日（土）、しあわ
せ体質のはぐくみ方～ブレない私に
なる～／10日（木）、自己表現で子ど
もの目が輝きだす～家庭でできるは
じめの一歩～／19日（土）、アドラー
心理学でパートナーとより協力的な
関係へ／24日（木）、リーダーシップ
～チームで成果を上げる～／12月３
日（土）、本気でわたしらしく生きる	
！／８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10月７日（金）午前
10時からでブルーバード○HP　問ブル
ーバード（○☎77・6910、	
○✉coco@bluebird.or.jp）

●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座

時11月の毎週月曜日午前９時15分～
正午　￥7,000円

●＋
●よくわかるワード基礎講座
時11月２日～12月21日の毎週水曜日
午前９時15分～正午　※11月23日と
12月７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①11月４日、11日の金曜日　②22
日、29日の火曜日　※いずれも午前
９時30分～11時30分　￥①②5,500円

●＋
●よくわかるエクセル基礎講座
時11月10日～12月15日の毎週木曜日
午前９時15分～正午　￥１万2,200円

●＋
●ホームページ作成講座
時11月の毎週火曜日午後１時15分～
４時　￥１万1,000円

●＋
●楽しく・やさしい年賀状作成講座
時11月１日～15日の毎週火曜日午前
９時15分～正午　￥5,000円

●＋
●ワードで作品作り
時11月４日～18日の毎週金曜日午後
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10月５日（水）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）ホームページ
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●まだまだ働きたいシニアのため
の勉強会（履歴書の書き方、自己
ＰＲ方法な

ど）
時10月12日（水）午後１時15分～３時
15分　所とよた市民活動センター　
対おおむね45歳以上　定先着20人　
申・問10月５日（水）午前９時から○☎
かⒻでささえあい（○☎052・581・46	
77、Ⓕ052・414・4032）	（HP1050891）
————————————————
●働き方改革推進シンポジウム　
経営改革に挑む経営者たち（講演・
ディスカッションな

ど）
時11月25日（金）午後１時～４時　所
市民文化会館　定先着200人　申・問
10月５日（水）午前９時から申込みフ
ォーム、○☎、Ⓕか○✉で産業労働課
（○☎34・6774、Ⓕ35・43	
17、○✉sangyou@city.toyota.
aichi.jp）　
————————————————
●中高年齢者再就職支援セミナー

（自己分析や適職選択の留意点な
ど）

時11月17日（木）午前10時30分～正午、
午後０時50分～３時　所就労支援室　
対おおむね45歳以上で県内で求職活
動をしている人　定先着20人　他雇
用保険求職活動の実績として認定　
申・問10月５日（水）午前10時から○☎、
Ⓕか○✉で中高年事業団やまて企業組
合（○☎052・585・0065、Ⓕ052・585・	
0900、○✉nagoya@yamate-kigyo.jp）
————————————————
●ボランティア講座
時ボランティアの基本・事例／11月
５日（土）午後１時30分～４時、活動
体験／11月～12月のうち１～２日、	
シンポジウム・活動紹介／来年１月
14日（土）午後１時30分～４時30分　	
所福祉センター　対市内在住・在勤・
在学で全日程参加できる中学生以上　
定抽選20人　申・問10月22日（土）ま
でに○☎、Ⓕ、○✉か○郵で社会福祉協議
会（〒471・0877、錦町１－１－１、	
○☎31・1294、Ⓕ33・2346、○✉vc@toyo	
ta-shakyo.jp）

●乾燥の季節　薬膳の知恵で身体
の内と外からケアしましょう！

（薬膳茶の基礎知識・活用方法）

時10月28日（金）午前10時～正午　所
喜楽亭　対市内在住・在勤の人　定
先着16人　￥800円　他未就学児の
託児有り（有料、10月20日（木）まで
に要予約）

●＋
●男性問題としてのＤＶ・性暴力
～暴力のない社会を目指して～
時11月３日（木）午後２時～３時30分　
所キラッ☆とよた　定先着40人　他
未就学児の託児有り（有料、10月25
日（火）までに要予約）

●＋
●こころと身体のセルフケア（ス
トレス軽減・リフレッシュ法な

ど）
時11月12日（土）午前10時～11時30分　
所市内　対市内在住・在勤でパート
ナーからのＤＶに悩む女性　定先着
12人　他未就学児の託児有り（有料、
11月５日（土）までに要予約）
	 （HP1050890）

●＋
●仕事と介護の両立に備えて～知
っておきたい制度と実態～
時11月13日（日）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた　対市内在住・在勤
の人　定先着30人　他未就学児の託
児有り（有料、11月４日（金）までに
要予約）
《共通》申・問10月５日（水）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）

●にほんごひろば高橋教室　学習
者＆日本語パートナー
時11月13日～来年２月19日の毎週日
曜日午前10時～11時30分　所高橋コ
ミュニティセンター　対16歳以上　
※学習者は入門・初級レベル、日本
語パートナーは会話相手で資格・外
国語能力は不要　定学習者は先着15
人　申・問10月５日（水）午前10時か
ら○☎か○✉でＴＩＡ（○☎33・5931、Ⓕ
33・5950、○✉tia-system@hm.aitai.ne.jp）
————————————————
●女性しごとテラスセミナー（私
に合う働き方）
時10月28日（金）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤・在学・在活動中、
市内で就労を希望する女性　定先着
15人　他託児有り（先着５人、500円、
10月19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　

●＋
●在宅ワーク・テレワークセミナ
ー＆体験会（クラウドソーシング
の仕組み、仕事の種類な

ど）
時11月７日～21日の毎週月曜日午前
10時30分～午後０時30分　対全日程
参加可能で、市内在住・在勤・在学・	
在活動中の女性　定先着12人　他託
児有り（先着５人、各日500円、10月
28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
10月５日（水）午前10時から女性しご
とテラス○HP、○☎か○直女性しごとテラ
ス（○☎41・7555、Ⓕ31・1391、○✉shi	
goto@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●家族が困らない書類と情報の整
え方～育児と介護の学びから～
時10月29日（土）午前10時30分～正午　
所キラッ☆とよた　定先着20人　￥
500円　申10月５日（水）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.katazukenokai@
gmail.com）

申込み

ホームページ

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 21広 報 と よ た 令和４年10月号

催
し

学
び

●女性のための無料法律相談
時11月18日（金）午後１時～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
６人　他未就学児の託児有り（有料、	
11月８日（火）までに要予約）　申・
問10月５日（水）午前10時から○☎でク
ローバーコール（○☎33・9680）
————————————————
●大人の板金教室（基礎技術の習
得、銅板「動物のオブジェ」の製作）

時11月10日（木）、11日（金）、14日
（月）午後６時～９時　定先着15人

●＋
●大人の左官教室（基礎技術の習
得、タイルのテーブルの製作）

時11月17日（木）、18日（金）、21日
（月）午後６時～９時　定先着12人
《共通》所豊田高等職業訓練校　対市
内在住・在勤の成人　￥3,000円　申・
問10月７日（金）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
————————————————
●市史講座「織豊政権と豊田市域」
時11月５日（土）午後１時30分～３時
30分　所中央図書館　定先着60人　	
申10月12日（水）午前10時から○☎、Ⓕ
か○✉で市史編さん室（○☎36・0570、
Ⓕ31・0162、○✉shishihensan@city.toyo
ta.aichi.jp）

●「洋菓子作り」講習会（洋梨のケーキ）

時10月25日（火）午前９時30分～午後
０時30分　所高岡農村環境改善セン
ター　定抽選12人　￥1,550円　申・	
問10月11日（火）までに○往で高岡農村
環境改善センター（〒473・0933、高
岡町長根17、○☎52・9931、Ⓕ52・99	
32）
————————————————
●親の居場所（困りごとなどの語らい）
時11月19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10月
５日（水）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）
————————————————
●精神保健福祉家族教室（統合失
調症～地域での暮らしと、私たち
の関わり方～）
時講演／11月５日　体験談発表／12
月３日　※いずれも土曜日午後３時
～４時30分（現地とオンライン配信）　
所地域生活支援センターエポレ（広
美町）　対精神障がいがある人の家
族、病気や障がいに関心のある人　
定各先着30人　申・問10月５日（水）
午前９時から○☎で地域生活支援セン
ターエポレ（○☎25・0052）
————————————————
●空き家・相続に関する無料相談会
時10月19日、11月16日の水曜日午後
１時10分～４時　所とよた市民活動
センター　申・問各日程の前日まで
に○☎か○✉であいち空き家修活相談セ
ンタートヨタリジェ（○☎050・3551・
8611、○✉ info@aas-toyota.com）

●WEB版とよた消防フェスタ

　防火・防災に関わる10個のお題の
中から好きなものを選び、体験、発
見した様子を写真に収めてオンライ
ンで投稿するイベントです。
時10月１日（土）～来年１月15日（日）　
他抽選で消防に関する景
品有り　申専用サイト

●＋
●消防こども写生大会
時10月22日（土）午前10時～午後２時　
※受付は午前９時30分から。荒天中
止　所中消防署　対小学生以下　持
ち物絵の具、クレヨン、画板など絵
を描く道具、レジャーシート　他参
加賞有り。優秀作品は防サイ君に掲
示するステッカーや消防団詰所格納
庫のシャッターラッピングに使用　
	 （HP1020097）
《共通》問予防課（○☎35・9703、Ⓕ35・
9719、○✉shoubou-yobou@city.toyota.aic
hi.jp）
————————————————
●マイカントリーデー「ジャマイ
カ～独立記念日inとよた～」
時10月15日（土）午後１時30分～２時
30分　所産業文化センター　定先着
50人　申10月５日（水）午
前10時から申込みフォー
ムか○☎でＴＩＡ　

　　　　●＋
●ワールドフード in とよた～行
ってみよう、食べてみよう！～
時10月23日（日）午前11時～午後３時　
所とよしば
《共通》問ＴＩＡ（○☎33・5931、Ⓕ33・
5950、○✉tia@hm.aitai.ne.jp）

申込み

申込み
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●ＳＤＧｓアクセサリー講座（ペ
ットボトルキャップでアクセサリ
ー作り）

時11月11日（金）午前10時～正午　所
藤岡ふれあいの館　対市内在住・在
勤の人　定先着15人　￥1,500円　申・
問10月21日（金）午前９時から○☎か○直
藤岡ふれあいの館（○☎75・2105、Ⓕ
75・2106、○✉ fujioka-fureai@homex-co.
com）
————————————————
●障がい者作品展
時11月19日（土）～27日（日）午前10時
～午後５時　※27日は正午まで　所
市民文化会館　他優秀作品は12月５
日（月）～９日（金）、19日（月）～23日
（金）に市役所で展示予定　問障がい
福祉課（○☎34・6751、Ⓕ33・2940、	
○✉shougai_hu@city.toyota.aichi.jp）
	 （HP1050894）
————————————————
●障がい者ふれあい交流軽スポーツ
フェスティバル（ダーツ・ボッチャ）
時10月30日（日）午前９時30分～正午　
所サン・アビリティーズ豊田（西山
町）　対市内在住・在勤・在学の障	
がい者　定先着80人　￥500円　申・
問10月５日（水）午前９時～15日（土）
午後６時までに参加費を添えて○直豊
田市身障協会（○☎31・2941、Ⓕ33・
0114）　※日・月曜日は除く
————————————————
●災害用備蓄食品を活用したアレ
ンジ料理の試食会
時10月15日（土）午前10時～午後２時　
所おいでん市場（元宮町）　他フード
ドライブ実施有り　問循環型社会推
進課（○☎71・3001、Ⓕ71・3000、○✉
junkan@city.toyota.aichi.jp）

●花とみどりの講座
▶ホームフルーツの楽しみ方（早

わせ

生
温州みかん）
時11月９日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　定先着30人　￥1,600
円　申込み開始日10月７日（金）　

●＋
▶フェミニンカラーのプランツギャ
ザリング（ビオラの寄せ植え）
時11月16日（水）午前10時～正午　対
市内在住の人　定先着30人　￥3,600
円　申込み開始日10月11日（火）　

●＋
▶冬を彩る花飾り（ハンギングバス
ケットの寄せ植え）
時11月20日（日）午前10時～正午　対
市内在住の人　定先着30人　￥3,600
円　申込み開始日10月16日（日）

●＋
●花育講座「楽しい！Xmas飾り」
時11月26日（土）午前10時～正午　対
小学生以下の子と保護者　定先着20
組　￥500円　申込み開始日10月22
日（土）
《共通》所西山公園　申・問申込み開
始日午前９時から○☎で同公園（○☎31・	
2108、Ⓕ33・8718、○✉nishiyama-koue	
n@city.toyota.aichi.jp）　※「花とみど
りの講座」は○☎１回につき２人まで
————————————————
●ポスト豊田国際紙フォーラム　
韓紙が彩る李朝工芸の美展

時10月25日（火）～12月４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）

●高岡茶席（抹茶）

時10月30日（日）午前10時～午後１時　
所六鹿会館　定先着30人　￥400円　
申10月14日（金）午前９時から○☎か○直
高岡コミュニティセンター

●＋
●ゆるゆるコーヒー教室（おいし
いコーヒーの淹

い

れ方）

時10月23日（日）午前10時30分～正午　
所高岡コミュニティセンター　定先
着12人　￥1,100円　申10月７日（金）
午前９時から○☎か○直同センター

●＋
●高岡コミセン30周年祭
時①高岡テニスクリニック（講師は
市テニス協会）／11月27日（日）午前
10時30分～正午、午後１時30分～３
時　※雨天中止の場合有り　②トヨ
ター№１選手権（高岡地区に関する
テスト、成績上位者に賞状と記念品
贈呈）／午前10時30分から30分程度　	
所高岡コミュニティセンター　対中
学生以上　定①各先着10人　②先着
20人　￥①1,000円　他祭全体は午前
10時～午後４時　申10月５日（水）午
前９時から申込み共通事項と①・②
の別を○☎、○✉か○直同センター
《共通》問高岡コミュニティセンター
（○☎53・7771、Ⓕ53・7782、○✉ info@
takaoka-cc.com）
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催
し

●暮らしの手作り講座「しめ縄作り」
時12月10日（土）午前10時～正午　定
先着12人　￥1,200円　申込み開始日
10月19日（水）

●＋
●暮らしの手作り講座「ミニ門松作り」
時12月17日（土）午前９時30分～正午　
定先着12人　￥2,200円　申込み開始
日10月26日（水）

●＋
●食の学校「柚餅子作り」
時12月６日（火）午前10時～午後０時
30分　定抽選15人　￥2,000円（入館
料込み）

●＋
●食の学校「なっとうみそ（田舎
のなめみそ）作り」

時12月12日（月）午前10時～正午　定
抽選15人　￥2,200円（入館料込み）
《共通》所三州足助屋敷　申・問先着
の場合は申込み開始日午前９時から
○☎で、抽選の場合は10月12日（水）～
11月２日（水）までに○はで同屋敷（〒
444・2424、足助町飯盛36、○☎62・11	
88、Ⓕ62・1782、○✉yashiki@asuke.aita	
i.ne.jp）
————————————————
●市民俳句会
時10月30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）
————————————————
●豊田市民短歌大会
時11月３日（木）午後１時～４時　所
福祉センター　他未就園児入場不可　
問豊田短歌協会（那須○☎45・3669）

●秋の高原散策と牛のえさやり体験

時11月６日（日）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300円）が必要　
申10月11日（火）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　
※当選者のみ10月19日（水）までに○は
で連絡　

●＋
●秋のノルディックウオーキング
教室（自然薯料理付き）
時11月６日（日）午前10時～午後１時　
定先着20人　￥３歳以上650円　※
別途食事代（大人1,270円、子ども670
円）が必要　他約５キロ㍍。ノルデ	
ィックポールの貸出有り（１組340円）　
申10月７日（金）午前９時から○☎で旭
高原元気村
《共通》所・問旭高原元気村（○☎68・
2755、Ⓕ68・2810、○✉genkimura@hm.
aitai.ne.jp）
————————————————
●ドイツの伝統菓子シュトーレン
を作る
時12月３日（土）午前10時～午後１時　
対中学生以上　定先着12人　￥3,000
円　申込み開始日10月29日（土）

●＋
●陶芸講座　干

えと

支の卯
う

を創ろう
時11月12日（土）午前９時30分～午後
０時30分　定先着20人　他作品は12
月20日（火）以降に引渡し　￥1,300円　
申込み開始日10月７日（金）
《共通》所藤岡交流館　申・問申込み
開始日午前９時30分から○☎か○直同館
（○☎76・1612、Ⓕ76・5660、○✉ph-fu	
jioka@city.toyota.aichi.jp）

●けやきフェスタ2022（ステージ、
ゲームコーナーな

ど）
時10月30日（日）午前10時～午後３時　
￥無料～300円

●＋
●スポーツ万能！キッズ教室（マ
ットやボールなどの運動）
時11月１日～22日の毎週火曜日午後
６時～６時50分　対小学生　定先着
20人　￥3,200円　申10月11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11月５日（土）、６日（日）、26日
（土）、27日（日）午前10時～午後３時　
￥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11月12日（土）、13日（日）、26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10月８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／11月３
日、17日の木曜日　②パリスタイル
／11月６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10月６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）
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●じゃんだら祭りん（棒の手演技、
うまいもの広場な

ど）

時10月30日（日）午前10時～午後３時
●＋

●つまみ細工で簡単２WAYブロ
ーチを作ろう！
時10月19日、11月２日の水曜日午前
10時～正午　定先着12人　￥2,000円　
申込み開始日10月５日（水）

●＋
●楽しくパッチワーク！クリスマ
スツリーのミニタペストリーを作
ろう！
時10月25日、11月８日、22日、12月
13日の火曜日午前９時30分～正午　
定先着12人　￥2,000円　申込み開始
日10月６日（木）
《共通》所猿投棒の手ふれあい広場　
申・問先着の場合は申込み開始日午
前９時から○☎か○直猿投棒の手ふれあ
い広場（○☎45・7288、Ⓕ45・7290、	
○✉bonote@homex-co.com）
————————————————
●転がそうze どんぐり運動会♪

時10月９日（日）午前９時30分～正午　	
所鞍ケ池公園　￥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　申当日午前９時
から○直鞍ケ池公園植物園前　問とよ
たネイチャーゲームの会（○☎53・43	
35、○✉toyotanaturegame@gmail.com）

●稲武もみじまつり
時10月29日（土）～11月13日（日）　所
大井平公園、名倉川遊歩道、タカド
ヤ湿地　他大井平公園で飲食ブース
（午前10時～午後３時）とライトアッ
プ（日没～午後９時）有り。11月６日
（日）午前９時～午後１時にタカドヤ
湿地でバザーと軽トラ市有り。11月
は３日（木）、第１と第２土・日曜日
午前10時～午後３時にシャトルバス
有り（どんぐり工房前～稲武交流館
～大井平公園）　問いなぶ観光協会
観光案内所（○☎83・3200、○✉ inabuka	
n@hm10.aitai.ne.jp）
————————————————
●稲武産「ミネアサヒ」の新米で五
平餅を作って食べよう！

時10月８日（土）午前11時～午後１時
30分　定先着11人　￥880円

●＋
●草木染め～栗の皮で鮮やかな栗
色を染めよう～
時10月29日（土）午前10時～午後３時　
定先着15人　持ち物軍手、ゴム手袋
￥2,750円（布は持込みか別途購入）
《共通》所どんぐり工房　申・問10月
５日（水）午前９時から○☎で同工房
（○☎83・3838、Ⓕ82・3777、○✉dong	
rikb@hm10.aitai.ne.jp）
————————————————
●包丁とぎ
時10月20日（木）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）

●とよたこども創造劇場公演「あ
やかしダイアリー」

時11月13日（日）午後１時、５時30分
開演　所市民文化会館　作・演出鹿
目由紀（劇団あおきりみかん）　￥各
1,000円（全席自由）　申10
月５日（水）午前９時から
専用サイト　

●＋
●とよたまちなか芸術祭2022（作
品展示やパフォーマンスな

ど）
時10月８日（土）～30日（日）　所まち
なかの協力店舗、中央図
書館ほ

か　他詳細はとよた
まちなか芸術祭2022○HP

●＋
●初心者向けレクチャー付き！美術
館で薄茶を楽しむ「秋季市民茶会」
時11月６日（日）午前10時～午後３時　
所一歩亭（童子苑広間）、美術館庭園　
￥600円　申前売りは10月７日（金）
午前10時から○直市民文化会館、当日
販売は午前９時30分から○直各会場
《共通》問文化振興財団（○☎31・8804、
Ⓕ35・4801、○✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.
jp）
————————————————
●じゅわじゅわ健康講座（下半身強化
トレーニング、水中ウオーキング）
時10月19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10月５日（水）午前10
時から○☎か○直豊田ほっとかん（○☎36・	
3000、Ⓕ36・3002、○✉toiawase@toyo	
ta-hotkan.jp）

申込み

ホームページ
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催
し

●ロビー展　豊田工芸協会作品展
時10月２日（日）～29日（土）午前９時
～午後９時（最終日のみ午後３時ま
で）

●＋
●映像による郷土学習（「内藤学文
物語」の上映と解説）
時10月22日（土）午前10時～11時　定
先着30人　申込み開始日10月５日
（水）

●＋
●市民文化講座・映画塾「わが心
に歌えば」
時11月９日（水）午後２時～４時　定
先着30人　￥300円　申込み開始日
10月14日（金）
《共通》所視聴覚ライブラリー　申・
問先着の場合申込み開始日午前９時
から○☎か○直視聴覚ライブラリー（○☎
33・0747、Ⓕ33・7154、○✉avl@hm2.ai
tai.ne.jp）
————————————————
●足助探訪～バスで巡る大多賀～

時11月６日（日）午前８時15分～午後
２時35分　所日東醸造（旧大多賀小
学校）と寧

ね び そ だ け

比曾岳　※集合は足助交
流館　対小学生高学年以上で山登り
できる人（小学生は保護者同伴）　定
先着18人　申・問10月７日（金）午前
９時30分から○☎か○直足助交流館（○☎
62・1251、Ⓕ62・1252、○✉ph-asuke@
city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●脳と腸にはたらきかけるブレイ
ン体操
時11月16日（水）午前10時～正午　所
石野交流館　対成人　定先着30人　
￥100円　申・問10月18日（火）午前９
時30分から○☎か○直石野交流館（○☎42・
1711、Ⓕ42・1861、○✉ph-ishino@city.to
yota.aichi.jp）

●日本の和の心　そば打ちを楽しむ

時11月11日（金）午前10時～午後１時　
所下山基幹集落センター　対成人　
定先着12人　￥3,000円　申・問10月
７日（金）午前９時30分から○☎か○直下
山交流館（○☎91・1650、Ⓕ91・1030、
○✉ph-shimoyama@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●ククサ（木のコップ）を作ろう

時10月29日（土）午前９時30分～午後
３時　対18歳以上　定先着15人　￥
1,000円　他軽食付き　申10月５日
（水）午前９時から申込み共通事項と
年齢を○✉でトヨタの森

●＋
●森歩きで二十四節気を楽しもう
（立冬：木の実や晩秋に咲くセン
ブリなどの花を探す）
時11月８日（火）午後１時～３時　定
先着20人　￥100円　申10月５日
（水）午前９時から○☎でトヨタの森

●＋
●夜のムササビに会いに行こう！
時11月23日（水）午後３時30分～７時　
対小学３年生以上　定抽選20人　￥
300円（小学生は200円）　申11月９日
（水）までに申込み共通事項と年齢を
○✉でトヨタの森
《共通》所トヨタの森　他小学生以下
は保護者同伴　問トヨタの森（○☎58・
2736、Ⓕ58・2855、○✉event@toyotano
mori.jp）

●中京大学子どもスポーツフェスタ
▶スポーツ教室（かけっこ、キッズ
チア、野球、サッカー、水泳、ダン
ス、スケート、卓球な

ど）
時11月13日（日）午前10時～午後４時　
※各教室３部制　対小学生以下　定
各種目で異なる　￥１回500円から　
申10月10日（月）午前10時
から子どもスポーツフェ
スタ特設○HP

●＋
▶スポーツ体験（野球、サッカー、	
体操、ｅスポーツな

ど）
時11月13日（日）午前10時～午後４時　
対小学生以下　他自家発電遊園地な
ど有り

●＋
●豊田市×中京大学イーグルスス
ポーツスクール　ノルディックウ
オーキング教室
時11月２日～16日の毎週水曜日午前
11時～正午　定先着11人　￥2,500円　
申10月５日（水）午前９時から○☎で中
京大学スポーツ振興部
《共通》所中京大学豊田キャンパス　
問中京大学スポーツ振興部（○☎46・
6935、Ⓕ46・6938、○✉sportsadmin@ml
.chukyo-u.ac.jp）
————————————————
●ＮＵ ＥＸＰＯ 2022－つながる
地域　つながる未来－（ロボット
と芸術作品の展示、手話歌披露な

ど）

時10月27日（木）、28日（金）午前11時
～午後７時　所とよしば　テーマ誰
とでも何処でも繋がる社会　問日本	
大学NU	EXPO実行委員会（○☎090・
2680・0917、○✉nuexpo.mirai@gmail.
com）

ホームページ
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●縁JOY市民活動フェスタ2022
（ステージ、ワークショップな

ど）

時10月23日（日）午前10時30分～午後
３時　所とよた市民活動センター　
問とよた市民活動センター（○☎36・
1730、Ⓕ34・0015、○✉tec@city.toyota.
aichi.jp）
————————————————
●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10月20日（木）午前10時～正午　所
福祉センター　￥100円　問じっく
り傾聴チーム（服部○☎080・5107・91	
35）

——————————
▶研究発表大会（豊田市の司法につ
いて・源義朝尾張敗走船航ルート）
時11月13日（日）午後１時30分～４時
30分　所とよた市民活動センター　
定先着30人　申・問10月６日（木）午
前10時から○☎で豊田市郷土史研究会
（岡本○☎090・2684・9419）
————————————————
●ジビエマルシェ in 鞍ケ池公園

（料理の販売、ワークショップな
ど）

時10月23日（日）午前10時～午後３時　	
所鞍ケ池公園　問猪鹿工房山恵（○☎
98・0836、Ⓕ77・7196、○✉ inosisi-ya	
makei@asuke.aitai.ne.jp）
————————————————
●市民デッサン会（裸婦）
時10月16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）

●挙母祭り

所中心市街地、樹木・小坂地区一帯　
試楽

10月15日（土）

●午前９時から	
三町曳き（樹木地区）・町内曳き
（竹生町・西町・喜多町・神明
町・中町）
●午後１時から	
町内曳き（旧南町・旧本町・旧
東町）・五町曳き（豊田市駅周辺　
中心市街地）
●午後７時～９時	
七度参り（挙母神社）　

本楽
10月16日（日）

●午前９時	
八町山車集結（桜城址公園前・
元城町１丁目交差点）
●午前10時から	
挙母神社曳込み
●午後０時30分から	
神
みこし

輿渡
とぎょ

御（樹木・小坂地区・中
心市街地）
●午後４時から	
挙母神社曳出し
●午後４時40分頃	
八町泣き別れ（桜城址公園前・
元城町１丁目交差点）
●午後７時から	
奉納煙火（白浜公園）

他山
だし

車・神
みこし

輿の運行に伴い一時的な
通行止めなどの交通規制有り。現場
の警察官・誘導員などの指示に従っ
てください。16日（日）にひまわりネ
ットワークによるテレビ中継とYou
Tube配信有り。詳細は、挙母祭り
公式○HP、ひまわりネットワークのチ
ャンネルガイド誌　問ツーリズムと
よた（○☎85・7777、Ⓕ85・7700、○✉
info@tourismtoyota.jp）

●スポーツ協会から
▶ベーシックピラティス体験会
時10月21日（金）午前10時10分～11時　	
所東山体育センター　対市内在住・
在勤の人　定先着16人　￥500円　
申10月７日（金）午前９時から○☎で美
里スポーツクラブ（○☎87・1226）

●＋
▶バドミントン指導講習会
時①10月22日　②11月５日　※いず
れも土曜日午後１時～５時　所①西
部体育館　②運動公園　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

●＋
▶11月のフリークライミング体験会
時①６日（日）午後３時～６時　②１
日（火）、15日（火）、17日（木）、30日
（水）午後７時～９時　所スカイホー
ル豊田　対小学生以上　※小学生は
保護者同伴　定①先着45人　②各先
着30人　※１時間ごとに定員有り　	
￥１時間300円（小・中学生100円）　
申当日初回開始30分前から参加費を
添えて○直会場
《共通》問スカイホール豊田（○☎31・
0451、Ⓕ35・4773、○✉t-ta
ikyo@hm6.aitai.ne.jp）

————————————————
●西三河イベントだより
▶碧南市　大浜てらまちウオーキング
時10月16日（日）午前９時30分～午後
３時　所名鉄碧南駅以西大浜てらま
ち地区　問大浜にぎわいづくり実行
委員会（○☎0566・95・9894）

——————————
▶岡崎市　岡崎城下家康公秋まつり
時11月５日（土）午前10時～午後４時、
６日（日）午前10時～午後３時　所殿
橋下流乙川河川敷、桜城橋ほ

か　問岡
崎市経済振興部商工労政課（○☎0564・
23・6210、Ⓕ0564・23・6213）

ホームページ



　日本では、高齢者のおよそ10㌫がうつ病であると考えられています※。退職や近親者との別れ
などの喪失感により孤独を感じる人もいれば、健康や経済の不安を感じる人もいます。
　メンタルヘルスとは、「こころの健康」という意味です。
　この機会にご自身の「こころの健康」について考えてみましょう。

８項目に回答するチェック表です。ご自身のこころの状態を是非チェック
してみてください。例えば次のような項目があります
□心配ごとや気がかりなことがあると感じましたか。
□そわそわ、落ち着かなく感じましたか。　

こころの健康状態を確認

・就寝・起床時間、食事時間など生活リズムを整え、体を動かしましょう
・家族や友人、地域の人々と交流し、悩みごとは一人で
　抱え込まないようにしましょう
・眠れない、不安が続くなど、不調を感じる時は相談機関に相談しましょう

こころの不調を防ぐには

HP1030659

いのち支える
こころのストレス度チェックはこちら▲

相談窓口一覧は
　　　　こちら▶

※長寿科学振興財団 健康長寿ネットより　ホームページはこちら▶

保健支援課（☎34・6855、FAX34・6051、✉hokenshien@city.toyota.aichi.jp）問合せコラム

「メンタルヘルス」について考えてみませんか？ ～10月10日は世界メンタルヘルスデーです～

「バラの育て方とバラ園見学」

とき／11月４日（金）午前９時30分～11時30分
ところ／西山公園　定員／先着12人　参加費／100円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前10時から電話でとよ
たシニアアカデミー（☎36・6363、FAX34・0015、✉t-saj@
hm.aitai.ne.jp）

学　び

音読でイキイキ生活！催　し

催　し やさしい太極拳
とき／11月７日（月）午前10時～11時、午前11時15分～午
後０時15分　ところ／豊寿園　対象／市内在住の60歳以上
定員／各先着15人　参加費／100円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前10時から直接豊寿園
（☎27・2200（電話申込不可）、FAX28・7343）

クリスマスの曲を演奏しよう！

とき／練習：10月12日、26日、11月９日、30日、12月14
日の水曜日午前10時～11時　発表会：12月17日（土）午前
10時～11時
ところ／市民文化会館
対象／60歳以上で全日程参加できる人　定員／抽選15人
申込み・問合せ／10月９日（日）までに電話で市民文化会館
（☎33・7111、FAX35・4801）

催　し
～トーンチャイム体験～

とき／11月16日（水）午前10時30分～11時30分
ところ／中央図書館　対象／60歳以上　定員／抽選18人
申込み・問合せ／10月26日（水）までに中央図書館ホーム
ページ、電話か直接中央図書館（☎32・0717、FAX32・
4343）　※当選者のみ11月２日（水）までに電話で連絡

はじめの一歩講座

福祉・家事援助支援のための勉強会学　び

とき／10月22日、29日、11月５日、19日の土曜日午前10
時～午後４時　※別途実習が１日有り
ところ／ふれあいの家ほか　対象／市内在住の60歳以上　
定員／先着20人
申込み・問合せ／10月５日（水）午前９時から電話でシル
バー人材センター（☎31・1007、FAX34・3238、✉toyota@
sjc.ne.jp）

キラキラ健康塾「みんなの体力つくり」催　し

とき／11月11日～25日の毎週金曜日午前10時～11時30分
ところ／朝日丘交流館　対象／65歳以上　
定員／先着15人　参加費／400円（器具レンタル300円）
申込み・問合せ／10月７日（金）午前10時から電話か直接
朝日丘交流館（☎34・1561、FAX34・1569、✉ph-asahigaoka
@city.toyota.aichi.jp）
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地域子育て支援センター【足助】

講
座講座 ミュージックケア

★10日木
   午前10時～11時
★８日火
   午前10時～11時

２回
開催

区　分 １次申込み

新規
申込児

在園児

入園
決定

来年２月中旬頃
市から通知

面接は10月下旬～11月下旬に各園指定日で受ける。11月21日（月）までに
必要書類を提出（提出がない場合は申込み取下げとする）

【Ｂ 第１希望園での申請】
10月11日（火）～17日（月）に直接第１希望園（申込書に第５希望園まで記入可）

【Ａ 電子申請】
10月３日（月）～６日（木）に市ホームページ（第５希望園まで申請可）

面接・書類提出

申請
AかＢどちらかの

方法で申請

10月中旬に園から配付される在園状況確認書を園に提出。来年４月から転園希望の場合は、新規申込児と同様の手続が必要
注意

(１)【Ａ 電子申請】と【Ｂ 第１希望園での申請】の重複申込み不可
(２)１次申込み後に希望園を変更する場合は、取下げをし、２次申込みでの申込みが必要
(３)定員を超えて申込みがあった場合、希望園に入園できない場合有り
(４)入園希望児の学齢（※来年４月１日時点の満年齢）によっては、次の入園要件（原則同居の父母に必要）有り

(１)申込みの詳細・こども園等一覧は市ホームページ「豊田市こども園等のご案内」などを参照　
(２)申込書は午前９時～午後４時（土・日曜日、祝日を除く）に園で受取可。それ以外の時間は、園に事前確認が必要
(３)乳幼児の発達などで入園に心配のある場合は、園か保育課へ事前相談可
(４)２次申込みは広報とよた12月号に掲載予定（申込期間は来年１月６日（金）～17日（火）の予定）。
     来年５月以降の途中入園の申込みは広報とよた令和５年３月号に掲載予定

ア 就労（月60時間以上の労働が必要。来年５月10日以前に就労開始しており、前１週間（平日５日間）の慣らし保育を
含め４月中の入園を希望する人が対象）

イ 出産（予定月とその前後２か月を含めた５か月間、多胎児出産の場合は予定月と予定月前２か月と予定月後４か月
を含めた７か月間）

ウ 病気・障がい　　エ 同居親族の看護・介護　　オ 就学　　カ 通園・通学の付き添い　　キ り災　など

ただし、家族従業者と求職活動者は、１次申込みは不可

そのほか
※要件証明書（就労証明書等）は令和５年度様式を使用すること（昨年度から様式が変更されている）

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　●育児に関する相談は随時、来所・電話・出張で応じていま
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

★２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

親子でフラダンス（２歳以上）
わらべうたで音遊び（１歳/２歳以上）
０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
離乳食・幼児食教室（９～12か月）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上/1歳）

★30日水
   午前９時30分～11時

人形劇を見よう
人形劇を見よう
おはなしのとびら
自然と遊ぼう（２歳以上）
11月生まれのたんじょう会（１歳）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上）

★７日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは10月５日（水）から電話か直接各子育て支援施設。(申込みは本人のみ)
保健師、管理栄養士の
相談も行っています
　　　（要予約）

11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。

11月生まれのたんじょう会（１歳）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上）
テーブルシアター（１歳６か月以上）
プチ消防音楽隊コンサート
親子ビクス（４～11か月）

親子遊び

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

離乳食・幼児食教室（９～12か月）

親子でGOGOリトミック（２歳以上） ★14日月
   午前９時30分～11時

親子むし歯予防教室（６か月以上）
親子リトミック（１歳６か月以上）
リズム・手遊びで遊ぼう（１歳～１歳11か月）

クリスマスの準備をしよう（２歳以上）
さんぽに出かけよう（２歳以上）
乳児食・幼児食教室（５～８か月）
楽しく子育て♪教室
人形劇を見よう

★16日水
  午前９時30分～11時

　この講座では、音楽に合わせ、子
どもたちが体全体で拍子をとったり
楽器を鳴らしたりしながら親とのふ
れあいを楽しみます。親の楽しげな
様子を見た子は、今度は周りのお友
だちと関わるようになります。これ
は音でつながる素敵な体験です。

子どもは楽器を鳴らして
満足げでした。親同士で
も交流できたので、楽し
めたし刺激になりました。
はらかわ ももか
原川 桃果さん 柚樹くん

ゆずき

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）。

人形劇を見よう

★  ２日水午前10時15分～11時

★  １日火午前10時15分～11時15分

★  ４日金午前10時～11時
★  ９日水午前10時～/午前10時45分～
★  10日木午後１時30分～２時30分
★  21日月午前10時～11時
★  28日月午前９時30分～/午前11時～

★  ９日水午前10時30分～11時  
★  ９日水午前11時15分～11時45分
 　 10日木午前11時～11時30分
★  16日水午前10時30分～11時30分
★  24日木午前10時30分～11時30分
★  24日木午後１時30分～２時30分
★  15日火午前10時～10時30分
★  15日火午前11時～11時30分
★  16日水午前10時～11時
★  19日土午前10時～11時
★  24日木午前10時～11時

★  ７日月午前10時～11時30分

★  １日火午前10時～11時

★  ２日水午前10時30分～11時30分

★  ２日水午前10時～11時
★  ９日水午前10時～11時

★  14日月午前10時～11時30分

★  ７日月午前10時～11時

★  25日金午前10時～11時
★  １日火午前10時～11時
★  25日金午前10時～11時30分
★  １日火午前10時～11時
★  ２日水午前10時～11時

離乳食・幼児食教室（後期）（９～12か月） ★28日月
   午前９時30分～11時

講
座
の
様
子

利
用
マ
マ
V
O
I
C
E

令和５年度　こども園等の園児を募集します
１次申込みの方法　【A 電子申請】 10月３日（月）～６日（木）　【Ｂ 第１希望園での申請】 10月11日（火）～17日（月）

HP1016131

HP1016132

入園希望児と保護者が市内に居住することが必要（入園希望日の平日５日前までに転入手続が必要。
入園式から入園の場合は来年３月24日（金）までに転入手続が必要）

問合せ／各園、保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

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

お子さんの成長に合わせた子育て情報がLINEで受け取れます

HP1050987

　　　「子育てについて誰に相談したらいいだろう」「どこか子どもが安全に遊べる
　　場所はないかな」「子どもの健診や予防接種の時期はいつ頃だったかな？」など、
　子育てに関する悩みや困りごとはありませんか。
　　豊田市LINE公式アカウントを「友だち追加」し、お子さんの生年月日を登録するだけで、
子育てに役立つ情報を、成長に合わせて受け取ることができます。是非ご利用ください。

豊田市LINE公式アカウントを
「友だち追加」

配信イメージ

出生日 20日目

１か月健診のお知らせ

30日目

子育て相談窓口の案内

60日目

子育て支援センターの紹介

90日目

育児に関するアドバイス

概要や受信設定方法などは
市ホームページ参照
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地域子育て支援センター【足助】

講
座講座 ミュージックケア

★10日木
   午前10時～11時
★８日火
   午前10時～11時

２回
開催

区　分 １次申込み

新規
申込児

在園児

入園
決定

来年２月中旬頃
市から通知

面接は10月下旬～11月下旬に各園指定日で受ける。11月21日（月）までに
必要書類を提出（提出がない場合は申込み取下げとする）

【Ｂ 第１希望園での申請】
10月11日（火）～17日（月）に直接第１希望園（申込書に第５希望園まで記入可）

【Ａ 電子申請】
10月３日（月）～６日（木）に市ホームページ（第５希望園まで申請可）

面接・書類提出

申請
AかＢどちらかの

方法で申請

10月中旬に園から配付される在園状況確認書を園に提出。来年４月から転園希望の場合は、新規申込児と同様の手続が必要
注意

(１)【Ａ 電子申請】と【Ｂ 第１希望園での申請】の重複申込み不可
(２)１次申込み後に希望園を変更する場合は、取下げをし、２次申込みでの申込みが必要
(３)定員を超えて申込みがあった場合、希望園に入園できない場合有り
(４)入園希望児の学齢（※来年４月１日時点の満年齢）によっては、次の入園要件（原則同居の父母に必要）有り

(１)申込みの詳細・こども園等一覧は市ホームページ「豊田市こども園等のご案内」などを参照　
(２)申込書は午前９時～午後４時（土・日曜日、祝日を除く）に園で受取可。それ以外の時間は、園に事前確認が必要
(３)乳幼児の発達などで入園に心配のある場合は、園か保育課へ事前相談可
(４)２次申込みは広報とよた12月号に掲載予定（申込期間は来年１月６日（金）～17日（火）の予定）。
     来年５月以降の途中入園の申込みは広報とよた令和５年３月号に掲載予定

ア 就労（月60時間以上の労働が必要。来年５月10日以前に就労開始しており、前１週間（平日５日間）の慣らし保育を
含め４月中の入園を希望する人が対象）

イ 出産（予定月とその前後２か月を含めた５か月間、多胎児出産の場合は予定月と予定月前２か月と予定月後４か月
を含めた７か月間）

ウ 病気・障がい　　エ 同居親族の看護・介護　　オ 就学　　カ 通園・通学の付き添い　　キ り災　など

ただし、家族従業者と求職活動者は、１次申込みは不可

そのほか
※要件証明書（就労証明書等）は令和５年度様式を使用すること（昨年度から様式が変更されている）

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　●育児に関する相談は随時、来所・電話・出張で応じていま
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

★２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

親子でフラダンス（２歳以上）
わらべうたで音遊び（１歳/２歳以上）
０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
離乳食・幼児食教室（９～12か月）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上/1歳）

★30日水
   午前９時30分～11時

人形劇を見よう
人形劇を見よう
おはなしのとびら
自然と遊ぼう（２歳以上）
11月生まれのたんじょう会（１歳）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上）

★７日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは10月５日（水）から電話か直接各子育て支援施設。(申込みは本人のみ)
保健師、管理栄養士の
相談も行っています
　　　（要予約）

11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。

11月生まれのたんじょう会（１歳）
11月生まれのたんじょう会（２歳以上）
テーブルシアター（１歳６か月以上）
プチ消防音楽隊コンサート
親子ビクス（４～11か月）

親子遊び

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

離乳食・幼児食教室（９～12か月）

親子でGOGOリトミック（２歳以上） ★14日月
   午前９時30分～11時

親子むし歯予防教室（６か月以上）
親子リトミック（１歳６か月以上）
リズム・手遊びで遊ぼう（１歳～１歳11か月）

クリスマスの準備をしよう（２歳以上）
さんぽに出かけよう（２歳以上）
乳児食・幼児食教室（５～８か月）
楽しく子育て♪教室
人形劇を見よう

★16日水
  午前９時30分～11時

　この講座では、音楽に合わせ、子
どもたちが体全体で拍子をとったり
楽器を鳴らしたりしながら親とのふ
れあいを楽しみます。親の楽しげな
様子を見た子は、今度は周りのお友
だちと関わるようになります。これ
は音でつながる素敵な体験です。

子どもは楽器を鳴らして
満足げでした。親同士で
も交流できたので、楽し
めたし刺激になりました。
はらかわ ももか
原川 桃果さん 柚樹くん

ゆずき

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）。

人形劇を見よう

★  ２日水午前10時15分～11時

★  １日火午前10時15分～11時15分

★  ４日金午前10時～11時
★  ９日水午前10時～/午前10時45分～
★  10日木午後１時30分～２時30分
★  21日月午前10時～11時
★  28日月午前９時30分～/午前11時～

★  ９日水午前10時30分～11時  
★  ９日水午前11時15分～11時45分
 　 10日木午前11時～11時30分
★  16日水午前10時30分～11時30分
★  24日木午前10時30分～11時30分
★  24日木午後１時30分～２時30分
★  15日火午前10時～10時30分
★  15日火午前11時～11時30分
★  16日水午前10時～11時
★  19日土午前10時～11時
★  24日木午前10時～11時

★  ７日月午前10時～11時30分

★  １日火午前10時～11時

★  ２日水午前10時30分～11時30分

★  ２日水午前10時～11時
★  ９日水午前10時～11時

★  14日月午前10時～11時30分

★  ７日月午前10時～11時

★  25日金午前10時～11時
★  １日火午前10時～11時
★  25日金午前10時～11時30分
★  １日火午前10時～11時
★  ２日水午前10時～11時

離乳食・幼児食教室（後期）（９～12か月） ★28日月
   午前９時30分～11時

講
座
の
様
子

利
用
マ
マ
V
O
I
C
E

令和５年度　こども園等の園児を募集します
１次申込みの方法　【A 電子申請】 10月３日（月）～６日（木）　【Ｂ 第１希望園での申請】 10月11日（火）～17日（月）

HP1016131

HP1016132

入園希望児と保護者が市内に居住することが必要（入園希望日の平日５日前までに転入手続が必要。
入園式から入園の場合は来年３月24日（金）までに転入手続が必要）

問合せ／各園、保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

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

お子さんの成長に合わせた子育て情報がLINEで受け取れます

HP1050987

　　　「子育てについて誰に相談したらいいだろう」「どこか子どもが安全に遊べる
　　場所はないかな」「子どもの健診や予防接種の時期はいつ頃だったかな？」など、
　子育てに関する悩みや困りごとはありませんか。
　　豊田市LINE公式アカウントを「友だち追加」し、お子さんの生年月日を登録するだけで、
子育てに役立つ情報を、成長に合わせて受け取ることができます。是非ご利用ください。

豊田市LINE公式アカウントを
「友だち追加」

配信イメージ

出生日 20日目

１か月健診のお知らせ

30日目

子育て相談窓口の案内

60日目

子育て支援センターの紹介

90日目

育児に関するアドバイス

概要や受信設定方法などは
市ホームページ参照
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とき／10月28日(金)午前10時～10時30分
ところ／高岡コミュニティセンター
対象／乳幼児と保護者
問合せ／10月14日(金)午前９時から電話か直接高岡コ
ミュニティセンター（☎53・7771、FAX53・7782、✉
info@takaoka-cc.com）

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

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
とき／11月５日（土）①午前９時30分～11時40分　②午
後１時30分～３時40分
対象／市内在住の妊婦と配偶者
内容／管理栄養士、薬剤師、保健師による講話、赤ち
ゃん抱っこ体験な

ど

定員／各先着30組
持ち物／母子健康手帳交付時に配布した冊子「パパと
ママへ」、筆記用具、母子健康手帳
申込み／10月11日（火）午前９時から市ホームページ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1023701）

２ndマタニティ教室
とき／11月12日（土）午前９時40分～10時50分
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
持ち物／妊娠中の子の母子健康手帳、筆記用具
申込み／10月12日（水）午前９時から市ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1009078）

ふれあい子育て教室
とき／10月31日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年10月～12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／10月５日（水）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）

季節の手足型アート作り（①ハロウィン　②はたらくくるま　③クリスマス）と
ダルクローズリトミック遊び

とき／①10月12日　②11月９日　③12月14日　※いず
れも水曜日午前10時30分～11時10分
ところ／とよた市民活動センター
対象／首座り～未就園児と保護者
定員／各先着15組
参加費／各1,000円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前９時からなないろ
えがおホームページかＥメールでなないろえがお（山
内☎080・3668・0062、✉nanairoegao@gmail.com）

親子むし歯予防教室
①親子ピカピカ教室　②はじめての歯みがき

とき／①11月11日（金）　②21日（月）　※いずれも午前
10時30分～11時15分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／市内在住の①１歳以上の未就園児と保護者　②
６～11か月の子と保護者
定員／①②先着15組
申込み／10月12日（水）午前９時から市ホームページ
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023466）

おはなしひろば
とき／10月25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（当日直接会場）
問合せ／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／10月27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令和２年４月～令和３年３月生まれの子と親
②平成31年４月～令和２年３月生まれの子と親　③令
和３年４月～令和４年６月生まれの子と親　※過去に
参加のない親子
内容／語彙を増やしコミュニケーション力を高めるカ
ードを使った脳を活性化する遊びと座談会
定員／各先着６組
申込み・問合せ／10月５日（水）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）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／11月16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／10月19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）

エコ・キッズスペース　～秋の森へ遊びに行こう！～
とき／11月１日（火）午前10時～正午
ところ／トヨタの森
対象／未就園児と保護者
定員／先着15組
参加費／100円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前10時から電話でエ
コット（☎26・8058、FAX26・8068、✉eco-t@eco-toyo
ta.com）

縁ＪОＹ市民活動フェスタ2022　親子向け遊び

とき／10月23日（日）①午前10時30分～11時10分　②午前
11時30分～午後０時10分　③午後１時30分～２時10分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／未就学児と親
内容／①リズム遊び、工作、音楽劇　②器具や遊具を
使った体操遊び　③親子で楽しむ音楽会
定員／先着20組（当日直接会場）
問合せ／とよた市民活動センター（☎36・1730、FAX34・
0015、✉tec@city.toyota.aichi.jp）

いずれもところは保健センター。問合せは子ども家庭課
（☎34・6636、FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

えいと さぎやま

とき／10月20日、11月17日、12月１日の木曜日午前10
時30分～11時10分　
ところ／とよた市民活動センター
対象／全日程に参加できる１歳以上の未就園児と親
内容／カホンやカウベルなどの楽器の演奏
定員／先着15組
参加費／3,000円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前９時からエンジェ
ルKidsホームページかＥメールでエンジェルKids（竹
口☎090・9206・3914、✉rito_piano@yahoo.co.jp）

赤ちゃんのための絵本講座
とき／①11月９日（水）　②10日（木）　※いずれも午前
10時30分～11時20分
ところ／中央図書館
対象／①０歳児と保護者　②１歳児と保護者
定員／①抽選10組　②抽選８組
申込み・問合せ／10月26日（水）までに申込み共通事項

（14㌻参照）と赤ちゃんの生年月日、希望コースを中央
図書館ホームページかハガキで中央図書館（〒471・00
25、西町１－200、☎32・0717、FAX32・4343）　※当選
者のみ11月２日（水）までにハガキで連絡

えほんよみきかせ会

リトミック　珍しい楽器でリズムをとろう！
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とき／10月28日(金)午前10時～10時30分
ところ／高岡コミュニティセンター
対象／乳幼児と保護者
問合せ／10月14日(金)午前９時から電話か直接高岡コ
ミュニティセンター（☎53・7771、FAX53・7782、✉
info@takaoka-cc.com）

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

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
とき／11月５日（土）①午前９時30分～11時40分　②午
後１時30分～３時40分
対象／市内在住の妊婦と配偶者
内容／管理栄養士、薬剤師、保健師による講話、赤ち
ゃん抱っこ体験な

ど

定員／各先着30組
持ち物／母子健康手帳交付時に配布した冊子「パパと
ママへ」、筆記用具、母子健康手帳
申込み／10月11日（火）午前９時から市ホームページ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1023701）

２ndマタニティ教室
とき／11月12日（土）午前９時40分～10時50分
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
持ち物／妊娠中の子の母子健康手帳、筆記用具
申込み／10月12日（水）午前９時から市ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HP1009078）

ふれあい子育て教室
とき／10月31日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年10月～12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／10月５日（水）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）

季節の手足型アート作り（①ハロウィン　②はたらくくるま　③クリスマス）と
ダルクローズリトミック遊び

とき／①10月12日　②11月９日　③12月14日　※いず
れも水曜日午前10時30分～11時10分
ところ／とよた市民活動センター
対象／首座り～未就園児と保護者
定員／各先着15組
参加費／各1,000円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前９時からなないろ
えがおホームページかＥメールでなないろえがお（山
内☎080・3668・0062、✉nanairoegao@gmail.com）

親子むし歯予防教室
①親子ピカピカ教室　②はじめての歯みがき

とき／①11月11日（金）　②21日（月）　※いずれも午前
10時30分～11時15分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／市内在住の①１歳以上の未就園児と保護者　②
６～11か月の子と保護者
定員／①②先着15組
申込み／10月12日（水）午前９時から市ホームページ
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023466）

おはなしひろば
とき／10月25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（当日直接会場）
問合せ／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／10月27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令和２年４月～令和３年３月生まれの子と親
②平成31年４月～令和２年３月生まれの子と親　③令
和３年４月～令和４年６月生まれの子と親　※過去に
参加のない親子
内容／語彙を増やしコミュニケーション力を高めるカ
ードを使った脳を活性化する遊びと座談会
定員／各先着６組
申込み・問合せ／10月５日（水）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）

ベビースキンシップ&ママヨガ教室
とき／11月16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／10月19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）

エコ・キッズスペース　～秋の森へ遊びに行こう！～
とき／11月１日（火）午前10時～正午
ところ／トヨタの森
対象／未就園児と保護者
定員／先着15組
参加費／100円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前10時から電話でエ
コット（☎26・8058、FAX26・8068、✉eco-t@eco-toyo
ta.com）

縁ＪОＹ市民活動フェスタ2022　親子向け遊び

とき／10月23日（日）①午前10時30分～11時10分　②午前
11時30分～午後０時10分　③午後１時30分～２時10分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／未就学児と親
内容／①リズム遊び、工作、音楽劇　②器具や遊具を
使った体操遊び　③親子で楽しむ音楽会
定員／先着20組（当日直接会場）
問合せ／とよた市民活動センター（☎36・1730、FAX34・
0015、✉tec@city.toyota.aichi.jp）

いずれもところは保健センター。問合せは子ども家庭課
（☎34・6636、FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）

えいと さぎやま

とき／10月20日、11月17日、12月１日の木曜日午前10
時30分～11時10分　
ところ／とよた市民活動センター
対象／全日程に参加できる１歳以上の未就園児と親
内容／カホンやカウベルなどの楽器の演奏
定員／先着15組
参加費／3,000円
申込み・問合せ／10月５日（水）午前９時からエンジェ
ルKidsホームページかＥメールでエンジェルKids（竹
口☎090・9206・3914、✉rito_piano@yahoo.co.jp）

赤ちゃんのための絵本講座
とき／①11月９日（水）　②10日（木）　※いずれも午前
10時30分～11時20分
ところ／中央図書館
対象／①０歳児と保護者　②１歳児と保護者
定員／①抽選10組　②抽選８組
申込み・問合せ／10月26日（水）までに申込み共通事項

（14㌻参照）と赤ちゃんの生年月日、希望コースを中央
図書館ホームページかハガキで中央図書館（〒471・00
25、西町１－200、☎32・0717、FAX32・4343）　※当選
者のみ11月２日（水）までにハガキで連絡

えほんよみきかせ会

リトミック　珍しい楽器でリズムをとろう！
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ボランティアでカフェを運営する地域の皆さん

italian&wine
charcoal

宮越　暖　

浄水町伊保原305　
Y′s GARDEN　１階
☎46・1134
定休日／月曜日
営業時間／午前11時～午後
２時、午後６時～10時

みやこし

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

イチジクとブッラータチーズのサラダ

主に上郷、高岡、高橋、猿投
地区で栽培され、品質が良く
人気があります。
８月から11月中旬まで収穫・
出荷され、市内の各スーパー
などで購入できます。

イチジク

（４～５人分）

1イチジクをよく洗い、皮付きのまま８等分にくし切りする
2キュウリは千切りにし、赤タマネギは薄切りにし、プチトマトは半分に切る
3ボウルに1と2を入れて、★であえる
4器に3を盛り付け、真ん中に半分に切ったブッラータチーズを載せる
5仕上げにオリーブオイルを回しかけ、粗挽き黒コショウを振ったら完成♪

だん

■所在地　中金町前田765－２　
■営業時間　カフェ：毎週土曜日・日曜日
　　　　　　　　　　午前10時～午後３時
　　　　　軽トラ市：毎月第２・４土曜日
　　　　　 　　　　  午前９時～正午
　※軽トラ市は１月～３月は休み
■駐車場　有り
■アクセス　名鉄豊田市駅からとよたおいで
んバス旭・豊田線「広瀬」下車、さなげ・足助
線に乗り換え「西中金」下車徒歩１分。猿投グ
リーンロード「力石ＩＣ」から東へ２分
■問合せ　☎45・1214（猿投支所）

新鮮な野菜のほか手作りの梅干しなども
販売しています。

西中金ふれあい
ステーション
中金町
町

心
安
ら
ぐ

憩
い
の
場

軽トラ市

なかがね

にしなかがね

伊勢神峠を愛する会　会長

メンバーは17人。会作成の
散策マップは、会の事務局
であるドライブ
イン伊勢神（☎
67・2531）にあ
るほか、足助観
光協会HPから
ダウンロード可。

朝倉 和夫 さん
あさくら かずお

輝く市民の活躍を紹介！ 　かつて尾張・三河と信州を結ぶ街道として人や物資が往
来した飯田街道。今でもところどころ昔のまま残っており、
足助町と稲武町の間に位置する「伊勢神峠」もその１つです。
国の有形文化財に登録されている伊世賀美隧道（旧伊勢神
トンネル）の入り口付近と出口付近をつなぐ林道の頂に伊
勢神峠はあります。平成24年に結成した「伊勢神峠を愛す
る会」は、伊勢神峠や伊世賀美隧道でのイベント、林道の
整備などを行ってきました。「昔から人や牛がこの道を通って、峠を越えました。
明治になって馬車が普及すると伊世賀美隧道がつくられ、昭和になり大型自動車
が普及すると今の国道153号のトンネルができました」。そう語るのは同会の会長、

朝倉さん。峠からは、晴れた日には伊勢湾や
伊勢神宮が望め、峠の横には、江戸時代に稲
武の古橋家が設けたとされる伊勢神宮遥拝所
があります。「会では、みなさんが峠の散策を
楽しめるようマップを作成しました。是非多
くの人に訪れてもらいたいです」。伊勢神峠を
愛する会の活動はこれからも続きます。

歴史があり、見晴らしの良い伊勢神峠を知ってほしい

映像はこちら

足助観光協会HP

（上）国の登録有形文化財のプラットホ
ーム
（下）歩くことのできる線路

い せ が み す い ど う

いせがみとうげ

ようはいじょ

　歴史的景観が評価され、国の有形文化財に登録されている名鉄三河線旧西中
金駅の駅舎とプラットホーム。平成16年に廃線となった後、地元の魅力発信・
交流の場として「西中金ふれあいステーション」に生まれ変わりました。「いらっ
しゃいませ」と書かれたのれんをくぐり、趣ある駅舎の中に入ると地域のボラ
ンティアの人たちで営んでいるカフェがあります。壁には、かつての旅客運賃
表が残り、歴史を感じながらコーヒーにワッフル、五平餅を味わうことができ
ます。プラットホームに出ると、レトロ感漂う「にしなかがね」の駅名標。線路
の上でポーズを決めれば、ＳＮＳ映えする写真が撮影できます。また、毎月第
２・４土曜日に開かれる「軽トラ市」では、新鮮な旬の野菜が荷台に並び販売さ
れます。軽トラ市の魅力は、作った人たちとの会話を楽しみながら買い物がで
きるところ。地域の人たちを中心に人が集まり交流するこの場所で、懐かしい
雰囲気や温かさを感じてみませんか。

（上）カフェで会話を楽しむ様子
（下）提供されるコーヒー（１杯200円）

映像はこちら

イチジク（中サイズ） …………… ２個
キュウリ ………………………… １本
赤タマネギ ……………… ４分の１個
プチトマト ……………………… ５個
ブッラータチーズ ……………… 100㌘
※ない場合は、モッツァレラチーズでも可

★レモン汁 ……………………… 30㏄
★オリーブオイル ……………… 30㏄
★塩 ……………………………… 適量 
＜仕上げ用＞
オリーブオイル ………………… 適量
粗挽き黒コショウ ……………… 適量
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ボランティアでカフェを運営する地域の皆さん

italian&wine
charcoal

宮越　暖　

浄水町伊保原305　
Y′s GARDEN　１階
☎46・1134
定休日／月曜日
営業時間／午前11時～午後
２時、午後６時～10時

みやこし

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

イチジクとブッラータチーズのサラダ

主に上郷、高岡、高橋、猿投
地区で栽培され、品質が良く
人気があります。
８月から11月中旬まで収穫・
出荷され、市内の各スーパー
などで購入できます。

イチジク

（４～５人分）
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2キュウリは千切りにし、赤タマネギは薄切りにし、プチトマトは半分に切る
3ボウルに1と2を入れて、★であえる
4器に3を盛り付け、真ん中に半分に切ったブッラータチーズを載せる
5仕上げにオリーブオイルを回しかけ、粗挽き黒コショウを振ったら完成♪

だん

■所在地　中金町前田765－２　
■営業時間　カフェ：毎週土曜日・日曜日
　　　　　　　　　　午前10時～午後３時
　　　　　軽トラ市：毎月第２・４土曜日
　　　　　 　　　　  午前９時～正午
　※軽トラ市は１月～３月は休み
■駐車場　有り
■アクセス　名鉄豊田市駅からとよたおいで
んバス旭・豊田線「広瀬」下車、さなげ・足助
線に乗り換え「西中金」下車徒歩１分。猿投グ
リーンロード「力石ＩＣ」から東へ２分
■問合せ　☎45・1214（猿投支所）

新鮮な野菜のほか手作りの梅干しなども
販売しています。

西中金ふれあい
ステーション
中金町
町

心
安
ら
ぐ

憩
い
の
場

軽トラ市

なかがね

にしなかがね

伊勢神峠を愛する会　会長

メンバーは17人。会作成の
散策マップは、会の事務局
であるドライブ
イン伊勢神（☎
67・2531）にあ
るほか、足助観
光協会HPから
ダウンロード可。

朝倉 和夫 さん
あさくら かずお

輝く市民の活躍を紹介！ 　かつて尾張・三河と信州を結ぶ街道として人や物資が往
来した飯田街道。今でもところどころ昔のまま残っており、
足助町と稲武町の間に位置する「伊勢神峠」もその１つです。
国の有形文化財に登録されている伊世賀美隧道（旧伊勢神
トンネル）の入り口付近と出口付近をつなぐ林道の頂に伊
勢神峠はあります。平成24年に結成した「伊勢神峠を愛す
る会」は、伊勢神峠や伊世賀美隧道でのイベント、林道の
整備などを行ってきました。「昔から人や牛がこの道を通って、峠を越えました。
明治になって馬車が普及すると伊世賀美隧道がつくられ、昭和になり大型自動車
が普及すると今の国道153号のトンネルができました」。そう語るのは同会の会長、

朝倉さん。峠からは、晴れた日には伊勢湾や
伊勢神宮が望め、峠の横には、江戸時代に稲
武の古橋家が設けたとされる伊勢神宮遥拝所
があります。「会では、みなさんが峠の散策を
楽しめるようマップを作成しました。是非多
くの人に訪れてもらいたいです」。伊勢神峠を
愛する会の活動はこれからも続きます。

歴史があり、見晴らしの良い伊勢神峠を知ってほしい

映像はこちら

足助観光協会HP

（上）国の登録有形文化財のプラットホ
ーム
（下）歩くことのできる線路

い せ が み す い ど う

いせがみとうげ

ようはいじょ

　歴史的景観が評価され、国の有形文化財に登録されている名鉄三河線旧西中
金駅の駅舎とプラットホーム。平成16年に廃線となった後、地元の魅力発信・
交流の場として「西中金ふれあいステーション」に生まれ変わりました。「いらっ
しゃいませ」と書かれたのれんをくぐり、趣ある駅舎の中に入ると地域のボラ
ンティアの人たちで営んでいるカフェがあります。壁には、かつての旅客運賃
表が残り、歴史を感じながらコーヒーにワッフル、五平餅を味わうことができ
ます。プラットホームに出ると、レトロ感漂う「にしなかがね」の駅名標。線路
の上でポーズを決めれば、ＳＮＳ映えする写真が撮影できます。また、毎月第
２・４土曜日に開かれる「軽トラ市」では、新鮮な旬の野菜が荷台に並び販売さ
れます。軽トラ市の魅力は、作った人たちとの会話を楽しみながら買い物がで
きるところ。地域の人たちを中心に人が集まり交流するこの場所で、懐かしい
雰囲気や温かさを感じてみませんか。

（上）カフェで会話を楽しむ様子
（下）提供されるコーヒー（１杯200円）

映像はこちら

イチジク（中サイズ） …………… ２個
キュウリ ………………………… １本
赤タマネギ ……………… ４分の１個
プチトマト ……………………… ５個
ブッラータチーズ ……………… 100㌘
※ない場合は、モッツァレラチーズでも可

★レモン汁 ……………………… 30㏄
★オリーブオイル ……………… 30㏄
★塩 ……………………………… 適量 
＜仕上げ用＞
オリーブオイル ………………… 適量
粗挽き黒コショウ ……………… 適量
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相談内容（相談員）11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

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

10／２（日）

９（日）

10（月）

16（日）

23（日）

30（日）

上郷整形外科・リハビリテーション科 ☎25・0377

浄水町

ひので整形外科

☎43・3688

宮　町

むつおクリニック

☎28・3691

日之出町

吉田整形外科病院 ☎89・1818

休日救急内科診療所
南部休日救急内科診療所

西山町　☎32・7150
和会町　☎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

10月分の税金・料金
［納期限］10月31日（月）

３期
５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
（９月１日現在）

217,473 人

418,312
世帯

200,839 人
184,318

人

相談内容（相談員） とき ところ・申込み・問合せ

とき ところ・申込み・問合せ

法律（弁護士）

法律（弁護士）

司法書士

生活習慣病予防に関する相談

親族後見
人相談会

精神保健
福祉相談

精神科医師
心理職員〈18歳以上対象〉
保健師

精神保健福祉士

精神障がい者家族会
予防接種に関する相談

発熱などの症状がある人の受診・相談
陽性者の相談
その他一般的な相談

ワクチン接種に関する相談

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

家庭悩みごと
（元裁判所調停委員）

税務（税理士）

登記
名義変更（司法書士）
境界・分筆

（土地家屋調査士）
不動産（宅地建物取引士）
労働・年金（社会保険労務士）
行政への手続（行政書士）
※相続・遺言な

ど

外国人関連手続（入国管理局長
届出済行政書士）※在留資格な

ど

くらしの人権（人権擁護委員）
国などの行政困りごと

（行政相談委員）
人権（人権擁護委員）

青少年の悩みごと

若者の自立に関すること

子どもの権利に関すること

こども相談（臨床心理士によ
る子どもの発達相談）

授乳・発育・発達・育児に
関すること、
妊産婦・乳幼児訪問

 

不妊症・不育症

女性の悩みごと〈女性対象〉

男性の悩みごと〈男性対象〉

就
労

暮
ら
し

福
祉

健
康

新
型
コ
ロ
ナ

他

キャリアカウンセリング

セカンドライフ＆キャリア
個別相談〈45歳以上対象〉

個別就労相談・個別パソコン
教室〈15～49歳対象〉

カウンセリング〈女性対象〉

内職相談

HP1003529

毎週火・木・金曜日、２日、16日の水曜日午後１
時30分～４時30分、9日（水）午前10時～午後１時
毎週月曜日午後１時～４時、毎週水・金曜日午
前９時～正午
２日、16日の水曜日午前９時～正午、10日、24
日の木曜日午後１時30分～４時30分

17日(木)午前9時30分～正午

９日（水）午後１時30分～３時30分

14日（月）午後１時30分～３時

８日、22日の火曜日午前10時～正午、16日（水）
午後１時30分～３時30分
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）

はあとラインとよた（☎31・7867）　
※本人以外も可
所・問 若者サポートステーション

（☎33・1533）　※本人以外も可

こことよ（ 　0120・797・931）
※本人以外も可

所・問 子ども家庭課（☎34・6636）　申 10
月12日（水）午前９時から市ホームページ

クローバーコール（☎33・9680）

所・問 就労支援室（☎31・1330）
申 10月５日（水）午前10時から同室

所 就労支援室　申・問 10月5日（水）午前10時から知
立若者サポートステーション（☎0566・70・7771）
所・問 女性しごとテラス（☎41・7555）
申 10月５日（水）午前10時から同所
所・問 就労支援室（☎31・1330）※本人以外も可

メンズコール☆とよた（☎37・0034）

申・問 地域保健課（☎34・6627）

所 保健センター　申・問 10月６日（木）
午前９時30分から子ども家庭課（☎34・
6636）

祝日を除く月～金曜日午前９時～午後５時

毎週火～日曜日午前９時～午後５時

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

８日（火）午前10時～正午

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

※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）

所・問 市民相談課（☎34・6626）
申 法律相談は10月20日（木）、そのほか
は10月５日（水）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。11月16日(水)の「国などの
行政困りごと相談」は稲武・下山支所、
藤岡交流館でも開催
※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

５日（土）、16日（水）、19日（土）、28日（月）午後
２時～午後４時50分
５日（土）、９日（水）午前10時15分～午後１時、
23日（水）午後１時15分～４時

12日、26日の土曜日午後１時～４時

火曜日を除く毎日

28日（月）午前９時30分～11時30分

祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５時15分

８日（火）午後１時30分～４時30分
４日、18日の金曜日午後１時30分～３時30分

10日、24日の木曜日午前９時30分～正午

８日、22日の火曜日午前10時～正午

第２・４金曜日午後６時～８時

毎週木曜日午前10時～正午、午後１時～３時

国民健康保険税・介護保険料

市県民税

男性

女性

世帯数

人口

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 10月20日（木）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）

保健支援課（☎34・6855）

９日（水）午後１時30分～３時40分

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）

地域生活支援センターエポレ（☎25・0052）
地域生活支援センター豊田ころもサポート（☎32・8112）
☎070・2214・3397
☎34・6584

☎050・3665・
8019

☎34・6070

☎34・6975

不用品紹介窓口
（☎33・2447）

１日、15日、29日の火曜日午後１時30分～３時
２日（水）午後２時30分～４時30分
土・日曜日、祝日を除く毎日
月～土曜日午前９時～午後４時
月～金曜日午前９時～午後４時
祝日を除く毎週水曜日午前10時～午後４時
土・日曜日、祝日を除く午前９時～正午、午後１時～５時

土・日曜日、祝日を含む午前９時～午後５時

午前９時～午後５時（９月30日（金）までは午前
８時30分～午後５時30分）

午後５時～翌午前９時　※緊急の場合（９月30
日（金）までは午後５時30分～翌午前８時30分） HP1037560

HP1008873

聴覚障がい者：
FAX34・6929、
✉hokansen@city.
toyota.aichi.jp

後期高齢者医療保険料 ４期

「チャットボット
健康・医療相談」も▶
ご利用ください。HP1015574 HP1050542

いながき整形外科

さくら病院

和会町

☎36・5511

豊栄町

☎31・2525

御立町
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▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

相談内容（相談員）11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

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

10／２（日）

９（日）

10（月）

16（日）

23（日）

30（日）

上郷整形外科・リハビリテーション科 ☎25・0377

浄水町

ひので整形外科

☎43・3688

宮　町

むつおクリニック

☎28・3691

日之出町

吉田整形外科病院 ☎89・1818

休日救急内科診療所
南部休日救急内科診療所

西山町　☎32・7150
和会町　☎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

10月分の税金・料金
［納期限］10月31日（月）

３期
５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
（９月１日現在）

217,473 人

418,312
世帯

200,839 人
184,318

人

相談内容（相談員） とき ところ・申込み・問合せ

とき ところ・申込み・問合せ

法律（弁護士）

法律（弁護士）

司法書士

生活習慣病予防に関する相談

親族後見
人相談会

精神保健
福祉相談

精神科医師
心理職員〈18歳以上対象〉
保健師

精神保健福祉士

精神障がい者家族会
予防接種に関する相談

発熱などの症状がある人の受診・相談
陽性者の相談
その他一般的な相談

ワクチン接種に関する相談

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

家庭悩みごと
（元裁判所調停委員）

税務（税理士）

登記
名義変更（司法書士）
境界・分筆

（土地家屋調査士）
不動産（宅地建物取引士）
労働・年金（社会保険労務士）
行政への手続（行政書士）
※相続・遺言な

ど

外国人関連手続（入国管理局長
届出済行政書士）※在留資格な

ど

くらしの人権（人権擁護委員）
国などの行政困りごと

（行政相談委員）
人権（人権擁護委員）

青少年の悩みごと

若者の自立に関すること

子どもの権利に関すること

こども相談（臨床心理士によ
る子どもの発達相談）

授乳・発育・発達・育児に
関すること、
妊産婦・乳幼児訪問

 

不妊症・不育症

女性の悩みごと〈女性対象〉

男性の悩みごと〈男性対象〉

就
労

暮
ら
し

福
祉

健
康

新
型
コ
ロ
ナ

他

キャリアカウンセリング

セカンドライフ＆キャリア
個別相談〈45歳以上対象〉

個別就労相談・個別パソコン
教室〈15～49歳対象〉

カウンセリング〈女性対象〉

内職相談

HP1003529

毎週火・木・金曜日、２日、16日の水曜日午後１
時30分～４時30分、9日（水）午前10時～午後１時
毎週月曜日午後１時～４時、毎週水・金曜日午
前９時～正午
２日、16日の水曜日午前９時～正午、10日、24
日の木曜日午後１時30分～４時30分

17日(木)午前9時30分～正午

９日（水）午後１時30分～３時30分

14日（月）午後１時30分～３時

８日、22日の火曜日午前10時～正午、16日（水）
午後１時30分～３時30分
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）

はあとラインとよた（☎31・7867）　
※本人以外も可
所・問 若者サポートステーション

（☎33・1533）　※本人以外も可

こことよ（ 　0120・797・931）
※本人以外も可

所・問 子ども家庭課（☎34・6636）　申 10
月12日（水）午前９時から市ホームページ

クローバーコール（☎33・9680）

所・問 就労支援室（☎31・1330）
申 10月５日（水）午前10時から同室

所 就労支援室　申・問 10月5日（水）午前10時から知
立若者サポートステーション（☎0566・70・7771）
所・問 女性しごとテラス（☎41・7555）
申 10月５日（水）午前10時から同所
所・問 就労支援室（☎31・1330）※本人以外も可

メンズコール☆とよた（☎37・0034）

申・問 地域保健課（☎34・6627）

所 保健センター　申・問 10月６日（木）
午前９時30分から子ども家庭課（☎34・
6636）

祝日を除く月～金曜日午前９時～午後５時

毎週火～日曜日午前９時～午後５時

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

８日（火）午前10時～正午

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

※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）

所・問 市民相談課（☎34・6626）
申 法律相談は10月20日（木）、そのほか
は10月５日（水）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。11月16日(水)の「国などの
行政困りごと相談」は稲武・下山支所、
藤岡交流館でも開催
※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

５日（土）、16日（水）、19日（土）、28日（月）午後
２時～午後４時50分
５日（土）、９日（水）午前10時15分～午後１時、
23日（水）午後１時15分～４時

12日、26日の土曜日午後１時～４時

火曜日を除く毎日

28日（月）午前９時30分～11時30分

祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５時15分

８日（火）午後１時30分～４時30分
４日、18日の金曜日午後１時30分～３時30分

10日、24日の木曜日午前９時30分～正午

８日、22日の火曜日午前10時～正午

第２・４金曜日午後６時～８時

毎週木曜日午前10時～正午、午後１時～３時

国民健康保険税・介護保険料

市県民税

男性

女性

世帯数

人口

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 10月20日（木）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）

保健支援課（☎34・6855）

９日（水）午後１時30分～３時40分

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）

地域生活支援センターエポレ（☎25・0052）
地域生活支援センター豊田ころもサポート（☎32・8112）
☎070・2214・3397
☎34・6584

☎050・3665・
8019

☎34・6070

☎34・6975

不用品紹介窓口
（☎33・2447）

１日、15日、29日の火曜日午後１時30分～３時
２日（水）午後２時30分～４時30分
土・日曜日、祝日を除く毎日
月～土曜日午前９時～午後４時
月～金曜日午前９時～午後４時
祝日を除く毎週水曜日午前10時～午後４時
土・日曜日、祝日を除く午前９時～正午、午後１時～５時

土・日曜日、祝日を含む午前９時～午後５時

午前９時～午後５時（９月30日（金）までは午前
８時30分～午後５時30分）

午後５時～翌午前９時　※緊急の場合（９月30
日（金）までは午後５時30分～翌午前８時30分） HP1037560

HP1008873

聴覚障がい者：
FAX34・6929、
✉hokansen@city.
toyota.aichi.jp

後期高齢者医療保険料 ４期

「チャットボット
健康・医療相談」も▶
ご利用ください。HP1015574 HP1050542

いながき整形外科

さくら病院

和会町

☎36・5511

豊栄町

☎31・2525

御立町
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再生紙と植物油インキで印刷して
います。

古紙パイプ配合率70％再生紙を使用

FREE
APP

本紙をスマートフォンや
タブレットで
ご覧いただけます。

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

ラリー初心者の私。レッキ、リエゾン…聞きなれない言葉だが、意

味が分かるにつれ、ラリー中級者ぐらいになった気分になる。競技

だけでなく、車両の移動や整備も楽しめるラリー。せっかくだから、

もっともっと楽しむ準備をしておこう。　　　　　　　　　　（Ｍ）

World Food Event at Toyoshiba　（Ｐ21）
Evento Multicultural Culinário em Toyoshiba　（Ｐ21）

TIA － My Country Day： Jamaica′s Independence Day  （Ｐ21）
TIA － Meu País: Dia da Independência da Jamaica　（Ｐ21）

Japanese Language Class “Nihongo Hiroba” at Takahashi Community Center　（Ｐ20）
Curso de língua japonesa “Nihongo-hiroba” 　（Ｐ20）

Creches: matrículas para o ano letivo de 2023　（Ｐ29）

Application for Admission in KODOMOEN for the SY 2023　（Ｐ29）
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