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トヨタヴェルブリッツをみんなで応援しよう！pick up3
●問合せ　スポーツ振興課（☎34・6632、FAX32・9779、✉sports@city.toyota.aichi.jp）催し

　今シーズンで２年目を迎える「NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」が、12月17日(土)に開幕
します。リーグ優勝を目指すトヨタヴェルブリッツをみんなで応援しましょう！

先着1万人を無料ご招待！

■対象試合　12月17日(土)　午後２時30分
　　　　　第１節　静岡ブルーレヴズ戦　　
■ところ　豊田スタジアム
■対象　　市内在住の人（同行者は市外在住でも可）
■席種　　サイドスタンド自由席（北・南）
　　　　　※他の席種を追加する場合有り
■申込み期間
　　　　　11月12日(土)午前10時～試合当日の前半
　　　　　終了時
■問合せ　チケット購入、会員登録に関すること
　　　　　　✉verblitz_fanclub@linkst.jp
            　市民招待に関すること、そのほか
　　　　　　✉oq-rugby@mail.toyota.co.jp

トヨタヴェルブリッツ
ホームページ

申込みはこちら

■申込み方法
　①「ファンクラブ無料会員」へ登録
　　※会員登録済みの人は、マイページ上部
　　　 の「チケット購入予約」からログイン

　②対象試合・席種を選択
　③「クーポンをお持ちの方はこちら」
　　▶クーポンＩＤ（tc22nH）を入力
　④チケット枚数を選択（１人６枚まで）
　⑤チケットを取得 　※決済手数料と発券手数料が必要です

オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

市ホームページ

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

pick up 2
募集

サポーターの募集

「子どもの権利条約フォーラム2023 in とよた」とは
　来年11月25日（土）、26日（日）に豊田市で開催する、子どもの権利に関する全国
フォーラムです。国連「子どもの権利条約」や各地の子どもの権利に関する取組の
紹介、講演会、ワークショップなどを行います。

■対象
　子ども・若者サポーター部門／39歳以下の個人か団体
　大人サポーター部門／40歳以上の個人か団体　　
■活動期間
　来年１月29日（日）～11月26日（日）
■活動内容
　・フォーラム、プレフォーラム開催時の協力
　・２か月に１回程度の打合せへの参加
■申込み
　12月16日（金）までに申込みフォームか申込み用紙
　をＥメールで子どもの権利条約フォーラム2023準
　備委員会　※電話などによる聞き取り有り。来年
　１月13日（金）までに本人へ結果を通知

イラスト・動画の募集
■募集内容
　国連「子どもの権利条約」が定める４つの権利
　（生きる権利、育つ権利、守られる権利、
　参加する権利）をイメージできるもの
　イラスト：手書きでもパソコンで作成　　　　　　
　　　　　　したものでも可（応募用紙有り）
　動画：おおむね１分以内（実写でもイラストでも可）
■応募方法
　来年１月６日（金）までにEメール、郵送か直接次世　
　代育成課（〒471・8501、西町３－60、☎34・6630、
　FAX34・6938、✉jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp）
　※作品は、子どもの権利条約フォーラムホームペー
　　ジやフォーラム会場で使用します

要項・様式など詳細は、
子どもの権利条約フォー
ラムホームページ

「子どもの権利条約フォーラム2023 in とよた」のサポーター、イラスト・動画を募集します
●問合せ　子どもの権利条約フォーラム2023準備委員会（☎080・5697・5197、✉kodomonomaikuk@gmail.com）

■対象
　初回接種（１・２回目接種）が完了し、オミクロン株に対応したワクチンを未接種の12歳以上の市民
　※前回接種から５か月経過後に、オミクロン株に対応したワクチンを「１回のみ」接種可能です。なお、
　　国において接種間隔の見直しが検討されており、短縮される場合があります
■接種券
　

■使用するワクチン
　・オミクロン株に対応したファイザー社製ワクチン（対象年齢：12歳以上）
　・オミクロン株に対応したモデルナ社製ワクチン（対象年齢：18歳以上）
■接種方法
　●個別接種
　　ところ：かかりつけ医など市内120以上の医療機関
　　予約方法：市ホームページに掲載されている「ワクチン接種医療機関一覧」に記載の方法などで予約
　●集団接種
　　ところ：市役所
　　予約方法：ＬＩＮＥ、予約サイト（インターネット）、
　　　　  　　新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターのいずれか

　市では、オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチンの接種を行っています。今後、追加接種（３
～５回目接種）を受ける場合は、オミクロン株に対応したワクチンで接種します。
　年末年始に懸念される感染拡大に備え、年内にオミクロン株に対応したワクチンの接種をご検討ください。

■そのほか
　・初回接種（１・２回目接種）では、オミクロン株に対応したワクチンを接種できません。初回接種で使用
　　するワクチンや接種可能な医療機関は、市ホームページなどで確認してください
　・新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターは、午前９時～10時、午後１時～２時の時間帯につ
　　ながりにくいことがあります。電話がつながらない場合は、時間をおいてかけ直してください

11日（金）　 　12日（土）　 　18日（金）　　 19日（土）　 　９日（金）　 　10日（土）

※オミクロン株に対応したモデルナ社製ワクチンを使用。なお、県大規模集団接種や職域接種（予定）でも接種が可能

ＬＩＮＥはこちら

予約開始日時

実施日

予約サイトはこちら

11月 12月

金曜日は午後７時～９時、土曜日は午前10時～午後５時　

受付中 10月26日（水）午前９時 11月16日（水）午前９時

３回目未接種の人

４回目未接種の人

４回目接種が完了した人

お持ちの接種券が利用できます。
・60歳以上の人、基礎疾患がある人や医療機関などに従事している人
　⇒お持ちの接種券が利用できます。
・上記以外の12歳以上60歳未満の人
　⇒３回目接種から５か月経過している人へ４回目接種券を10月中旬に
　　発送を開始しました。届き次第利用できます。

　
オミクロン株に対応したワクチンをまだ受けていない人の５回目接種券
は、国の接種間隔の見直しを踏まえ、発送していきます。
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トヨタヴェルブリッツをみんなで応援しよう！pick up3
●問合せ　スポーツ振興課（☎34・6632、FAX32・9779、✉sports@city.toyota.aichi.jp）催し

　今シーズンで２年目を迎える「NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」が、12月17日(土)に開幕
します。リーグ優勝を目指すトヨタヴェルブリッツをみんなで応援しましょう！

先着1万人を無料ご招待！

■対象試合　12月17日(土)　午後２時30分
　　　　　第１節　静岡ブルーレヴズ戦　　
■ところ　豊田スタジアム
■対象　　市内在住の人（同行者は市外在住でも可）
■席種　　サイドスタンド自由席（北・南）
　　　　　※他の席種を追加する場合有り
■申込み期間
　　　　　11月12日(土)午前10時～試合当日の前半
　　　　　終了時
■問合せ　チケット購入、会員登録に関すること
　　　　　　✉verblitz_fanclub@linkst.jp
            　市民招待に関すること、そのほか
　　　　　　✉oq-rugby@mail.toyota.co.jp

トヨタヴェルブリッツ
ホームページ

申込みはこちら

■申込み方法
　①「ファンクラブ無料会員」へ登録
　　※会員登録済みの人は、マイページ上部
　　　 の「チケット購入予約」からログイン

　②対象試合・席種を選択
　③「クーポンをお持ちの方はこちら」
　　▶クーポンＩＤ（tc22nH）を入力
　④チケット枚数を選択（１人６枚まで）
　⑤チケットを取得 　※決済手数料と発券手数料が必要です

オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

市ホームページ

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

pick up 2
募集

サポーターの募集

「子どもの権利条約フォーラム2023 in とよた」とは
　来年11月25日（土）、26日（日）に豊田市で開催する、子どもの権利に関する全国
フォーラムです。国連「子どもの権利条約」や各地の子どもの権利に関する取組の
紹介、講演会、ワークショップなどを行います。

■対象
　子ども・若者サポーター部門／39歳以下の個人か団体
　大人サポーター部門／40歳以上の個人か団体　　
■活動期間
　来年１月29日（日）～11月26日（日）
■活動内容
　・フォーラム、プレフォーラム開催時の協力
　・２か月に１回程度の打合せへの参加
■申込み
　12月16日（金）までに申込みフォームか申込み用紙
　をＥメールで子どもの権利条約フォーラム2023準
　備委員会　※電話などによる聞き取り有り。来年
　１月13日（金）までに本人へ結果を通知

イラスト・動画の募集
■募集内容
　国連「子どもの権利条約」が定める４つの権利
　（生きる権利、育つ権利、守られる権利、
　参加する権利）をイメージできるもの
　イラスト：手書きでもパソコンで作成　　　　　　
　　　　　　したものでも可（応募用紙有り）
　動画：おおむね１分以内（実写でもイラストでも可）
■応募方法
　来年１月６日（金）までにEメール、郵送か直接次世　
　代育成課（〒471・8501、西町３－60、☎34・6630、
　FAX34・6938、✉jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp）
　※作品は、子どもの権利条約フォーラムホームペー
　　ジやフォーラム会場で使用します

要項・様式など詳細は、
子どもの権利条約フォー
ラムホームページ

「子どもの権利条約フォーラム2023 in とよた」のサポーター、イラスト・動画を募集します
●問合せ　子どもの権利条約フォーラム2023準備委員会（☎080・5697・5197、✉kodomonomaikuk@gmail.com）

■対象
　初回接種（１・２回目接種）が完了し、オミクロン株に対応したワクチンを未接種の12歳以上の市民
　※前回接種から５か月経過後に、オミクロン株に対応したワクチンを「１回のみ」接種可能です。なお、
　　国において接種間隔の見直しが検討されており、短縮される場合があります
■接種券
　

■使用するワクチン
　・オミクロン株に対応したファイザー社製ワクチン（対象年齢：12歳以上）
　・オミクロン株に対応したモデルナ社製ワクチン（対象年齢：18歳以上）
■接種方法
　●個別接種
　　ところ：かかりつけ医など市内120以上の医療機関
　　予約方法：市ホームページに掲載されている「ワクチン接種医療機関一覧」に記載の方法などで予約
　●集団接種
　　ところ：市役所
　　予約方法：ＬＩＮＥ、予約サイト（インターネット）、
　　　　  　　新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターのいずれか

　市では、オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチンの接種を行っています。今後、追加接種（３
～５回目接種）を受ける場合は、オミクロン株に対応したワクチンで接種します。
　年末年始に懸念される感染拡大に備え、年内にオミクロン株に対応したワクチンの接種をご検討ください。

■そのほか
　・初回接種（１・２回目接種）では、オミクロン株に対応したワクチンを接種できません。初回接種で使用
　　するワクチンや接種可能な医療機関は、市ホームページなどで確認してください
　・新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターは、午前９時～10時、午後１時～２時の時間帯につ
　　ながりにくいことがあります。電話がつながらない場合は、時間をおいてかけ直してください

11日（金）　 　12日（土）　 　18日（金）　　 19日（土）　 　９日（金）　 　10日（土）

※オミクロン株に対応したモデルナ社製ワクチンを使用。なお、県大規模集団接種や職域接種（予定）でも接種が可能

ＬＩＮＥはこちら

予約開始日時

実施日

予約サイトはこちら

11月 12月

金曜日は午後７時～９時、土曜日は午前10時～午後５時　

受付中 10月26日（水）午前９時 11月16日（水）午前９時

３回目未接種の人

４回目未接種の人

４回目接種が完了した人

お持ちの接種券が利用できます。
・60歳以上の人、基礎疾患がある人や医療機関などに従事している人
　⇒お持ちの接種券が利用できます。
・上記以外の12歳以上60歳未満の人
　⇒３回目接種から５か月経過している人へ４回目接種券を10月中旬に
　　発送を開始しました。届き次第利用できます。

　
オミクロン株に対応したワクチンをまだ受けていない人の５回目接種券
は、国の接種間隔の見直しを踏まえ、発送していきます。
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凡例

Ｅメール
郵送

　電話
　ハガキ　ホームページ

FAX

　往復ハガキ
　

☎
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F

往

✉
郵
直接直

HP

　とき
内容
その他

ところ
定員
申込み

対象
参加費
問合せ

対
内 定 ￥
他 申 問

時 所

募集 お知らせ 施設 学び 催し

市ホームページ番号（HP0000000）の表記

イベント情報

紙面に掲載していない催しも市
ホームページの「イベント情報」
に掲載しています。

記事の末尾に表記している７桁の数字を使っ
て、市ホームページのトップページから記事
の該当ページを検索できます。

記事と記事の間にある　 の表記

同じ問合せ先の記事が続く場合、記事と記事
の間に　を表記しています。各記事に共通す
る事柄があれば、最後の記事の末尾に記載し
ています。（表記：《共通》）

記事の見方

使い方・注意事項

その他

新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載
した内容が変更になる場合があります。最
新情報については、各問合せ先にご確認い
ただくか、市ホームページをご覧ください。

ホームページ

［申込み共通事項］申込み時には次の４つを記入してください。①案件名  ②〒住所  ③氏名(ふりがな)  ④電話番号　※2人以上の申込みは、全員分を記入

+

+
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Ｐ14 Ｐ16 Ｐ18 Ｐ20 Ｐ23

●職員
▶学校給食協会正規職員
職種調理職　対昭和38年４月２日以降生まれの人　申・
問11月14日（月、消印有効）までに受験志願書を○郵か○直学
校給食協会（〒471・0067、栄生町５－１、○☎32・2110、	
Ⓕ32・7354、○✉school-lunch@city.toyota.aichi.jp）

———————————————————
▶社会福祉協議会特定業務職員
職種①保健看護員、看護員、介護指導員　②相談支援専
門員（生活困窮や成年後見な

ど）　③相談支援専門員（高齢
や障がいな

ど）　対昭和38年４月２日以降生まれの人　※
①は保健師、看護師、准看護師、介護福祉士のいずれか、
③は介護支援専門員、主任介護支援専門員、相談支援専
門員（障がい）のいずれかの資格を持つ人　申・問11月30
日（水）までに社会福祉協議会で配布か社会福祉協議会○HP
からダウンロードした申込書を○直社会福祉協議会総務課
（○☎34・1131、Ⓕ32・6011、○✉soumu@toyota-shakyo.jp）

———————————————————
▶福祉事業団特定業務職員（正規）
職種①支援員　②看護師　対昭和38年４月２日以降生ま
れで次の資格を持つ人か来年３月までに資格取得見込み
の人①保育士、社会福祉士、介護福祉士、教諭のいずれ
か　②看護師　申・問11月21日（月）までに福祉事業団○HP
からダウンロードした受験申込書を○郵か○直福祉事業団
（○☎32・8980、Ⓕ32・8987）

———————————————————
▶「第二ひまわり」臨時職員
職種①運転手（ハイエースウェルキャブかコースター）　
②支援員　対①昭和28年４月２日以降生まれで普通自動
車運転免許取得者か大型自動車運転免許取得者　②昭和
33年４月２日以降生まれで保育士、社会福祉士、介護福
祉士、教諭の資格を持つ人な

ど　問第二ひまわり（○☎31・
3370、Ⓕ31・3391）

———————————————————
▶「暖」臨時職員
職種①支援員　②介護員　対①昭和33年４月２日以降生
まれで保育士、社会福祉士、介護福祉士、教諭の資格を
持つ人な

ど　②昭和33年４月２日以降生まれで介護福祉士
やホームヘルパー２級の資格を持つ人な

ど　問暖（○☎37・
1781、Ⓕ37・1737）
—————————————————————————
●結婚式の思い出
内11月１日（火）～12月７日（水）に足助中馬館内設置のボ
ードに結婚式の思い出を記入　他期間中は展覧会「あす
けの結婚式」を開催　問文化財課（○☎32・6561、Ⓕ34・
0095、○✉bunkazai@city.toyota.aichi.jp）
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●パブリックコメント意見
▶第４期豊田市中心市街地活性化基本計画
ねらい・ポイント中心市街地の更なる活性化を図るため
に、「居住」や「商業」など５つの分野で重要課題を設定し、
解決に向けた方針に基づき事業を実施する（計画期間：
2023～2027）　時11月１日（火）～30日（水）　資料閲覧商
業観光課、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○直商業観光課（〒471・8501、西町３－60、○☎34・66	
42、Ⓕ35・4317、○✉erimane@city.toyota.aichi.jp）（HP1049531）
—————————————————————————
●令和５年度放課後児童クラブの参加者
対新小学１～４年生、支援を要する５、６年生（療育手
帳（Ａ・Ｂ判定）の写しか医師の意見書などが必要）　参
加要件①放課後帰宅しても保護者が就労などで不在　※
保護者は父、母、パートナー（「豊田市ファミリーシップ
宣言」制度による「宣言証明書」を受け取り、児童を現に
監護している人）、同一地番内に居住の65歳未満の祖父母　
②そのほか家庭で適切な保育ができない　開設日／時授
業日／授業終了後～午後６時30分　祝日、振替休日、学
校代休日、春・夏・冬休み／午前７時30分～午後６時30
分　※土・日曜日、５月３日～５日、年末年始は休み　	
￥月額5,500円（８月は8,000円）　※ただし長期休業のみの
申込みの場合は次のとおり。４月・３月の春休み／各3,0	
00円、７月の夏休み／4,000円、12月・１月の冬休み／各
1,000円。過去に参加した兄弟姉妹を含め、負担金に未納
がある場合は参加不可　申込書11月１日（火）から各放課
後児童クラブ、次世代育成課、藤岡・足助・下山・小原・
旭支所で配布（市○HPからダウンロード可）　※新１年生の
申込書はこども園などでも配布　申①11月１日（火）～30
日（水）に○直各放課後児童クラブ、次世代育成課、藤岡・
足助・下山・小原・旭支所　②11月１日（火）～11日（金）
に市○HPか○郵で次世代育成課　※夏休みだけの参加など、
年度当初から利用しない場合も必ず申込み期間内に申込
み。期間以降の申込みは定員に余裕のあるクラブのみ可　
参加決定来年２月上旬までに○郵で通知　他申込書の他に
保護者全員分の就労証明書などが必要。５年生以上は定
員に余裕のあるクラブのみ来年２月１日（水）～７日（火）
に申込み可　問次世代育成課（〒471・8501、	
西町３－60、○☎34・6630、Ⓕ34・6938、○✉jise
daiikusei@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●ビブリオスピーチ（イチオシ本を動画で紹介）
対市内在住・在学・在勤の15～19歳　他紹介本は来年２
～３月に中央図書館で展示　申・問12月27日（火）までに
中央図書館で配布か中央図書館○HPからダウンロードした
応募用紙とＤＶＤを○郵か○直中央図書館（〒471・0025、西
町１－200、○☎32・0717、Ⓕ32・4343）

●農ライフ創生センター農作物栽培技術研修生

▶担い手づくりコース20期生（農業を本格的に始める人向け）
科目①新規就農科（平地での営農）　②山間営農科（山間
地域での営農）　時来年３月～令和７年２月の①毎週火
曜日午前　②毎週土曜日午前　所①四郷研修所　②旭研
修所　対市内で就農する健康な66歳以下　定①選考12人　
②選考８人　他２年目は研修日以外に約200平方㍍の畑
を個人で栽培管理する実践栽培を実施。修了者には希望
に応じて農地の借受けを支援

●＋
▶生きがいづくりコース５期生（農業を楽しむ人向け）
科目生きがいづくり科（野菜づくりの基礎）　時来年３月
～令和６年２月の毎週金曜日午前　所下山研修所　対県
内在住の健康な70歳以下　定抽選15人
《共通》￥年額２万円　他年齢は来年４月１日時点　申・
問来年１月20日（金）までに農ライフ創生センター、各支
所、各交流館、農業振興課、市政情報コーナーで配布か
市○HPからダウンロードした申込書を本人が○直農ライフ創
生センター（○☎43・0340、Ⓕ43・0341、○✉nou-life@city.to	
yota.aichi.jp）	 	 （HP1003916）
—————————————————————————
●家庭菜園利用者

菜園名（面積） 区画数 運営費（３年分）
大林町（30平方㍍） 30 １万4,400円
三軒町Ａ（30平方㍍） 32 １万4,400円
三軒町Ｂ（25平方㍍） 14 １万2,300円
平山町Ａ（20平方㍍） 18 １万200円
平山町Ｂ（30平方㍍） 24 １万4,400円
上原町（50平方㍍） 45 ２万1,000円
若林東町（30平方㍍） 42 １万2,600円

※上原町と若林東町は水道なし
利用期間来年４月１日（土）～令和８年２月28日（土）　注
意事項利用は１世帯１区画。申込み多数の場合は抽選。
結果は来年２月上旬に通知。継続して利用希望の場合も
申込みが必要　申12月28日（水、消印有効）までに申込み
共通事項と利用希望の園名を○はで家庭菜園協会（〒470・
0373、四郷町松本105－１）　※１世帯１通　問農ライフ
創生センター（○☎43・0340、Ⓕ43・0341、○✉nou-life@city.
toyota.aichi.jp）

HP1011770
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●美術館作品ガイドボランティア７期生
対次の全てを満たす人①18歳以上　②月平均３日以上、
２年以上継続して活動できる　③来年１月から実施する
研修に参加できる（約半年間（８回程度）、原則土曜日に
実施予定）　活動内容常設展、企画展の作品ガイドな

ど　
募集人数10人程度　選考方法書類と面接　他募集の詳細
は美術館○HPの募集要項　申・問11月15日（火、消印有効）
までに美術館○HPからダウンロードした応募用紙を申込み
フォームか○郵で美術館（〒471・0034、小坂本
町８－５－１、○☎34・6610、Ⓕ36・5103、○✉
bijutsukan@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●「無事故・無違反チャレンジ100日間」参加者
対市内・みよし市に在住・在勤・在学で次を満たす人①
家族の部／２～５人のチーム（年齢不問）　②高齢者の部
／65歳以上を含む２～５人のチーム　③一般の部／２～
５人のチーム　④個人の部　※①②③は代表者が運転免
許を持ち、日常的に車両を運転していること　④は運転
免許を持ち、日常的に車両を運転していること　時来年
１月１日（日）～４月10日（月）　他抽選で商品券贈呈有り。	
当選したチーム・人で運転免許所持者は運転記録証明書
（手数料１通670円）が必要　申12月28日（水、消印有効）午
後４時までに県交通安全協会豊田支部○HP、ひまわりネッ
トワーク○HPか同協会豊田支部（豊田警察署内）、同協会足
助支部（足助警察署内）、交通安全防犯課で配布の申込書
を○郵で「無事故・無違反チャレンジ」実行委員会（〒471・08	
77、錦町１－59－１）か○直各配布場所　問県交通安全協
会豊田支部（○☎32・0343、Ⓕ35・1551、○✉takk@hm10.aitai.
ne.jp）
—————————————————————————
●市営住宅入居者（定期募集）
対次の全てに該当する人①市内在住・在勤　②現に住宅
に困っている　③市町村税滞納なし　④収入基準に該当　
⑤暴力団員でない　※家族形成期支援世帯向は①を除く　
家賃入居者の所得や住宅の規模などに応じ毎年算定　収	
入基準（年収）一般世帯／約399万円未満、子育て・高齢者・
障がい者世帯／約483万円未満　※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）　入居日来年３月
１日（水）　他住戸ごとに世帯人数などの入居要件有り。
福祉枠は一般の申込み資格のほかに母子・高齢者・障が
い者世帯などに該当していることが必要　申12月５日	
（月）～16日（金）午前９時～午後４時に○直市営住宅管理事
務所。12月21日（水）の公開抽選で仮当選者と補欠２人を
決定。追加募集は先着順で受付（詳細は定期募集案内書）。
案内書や申込書、募集住戸一覧表は11月11日（金）から市
営住宅管理事務所で配布　問市営住宅管理事務所（○☎36・
0655）

●豊田市地域公共交通計画の策定・パブリックコメ
ント結果公表
　豊田市地域公共交通計画を策定しました。意見の要旨
と市の考え方などは交通政策課、市政情報コーナー、各
支所・出張所、各交流館、市○HPで閲覧可。
意見募集期間７月８日～８月８日　意見数69通・135件　
他計画期間は令和４～７年度　問交通政策課（○☎34・66	
03、Ⓕ33・2433、○✉koutsu@city.toyota.aichi.jp）
	 	 （HP1049531）
—————————————————————————
●令和４年中に納付された保険料（税）をお知らせします
時来年１月下旬　内令和４年中に納付された①国民健康
保険税、②介護保険料、③後期高齢者医療保険料の納付
額　他確定申告などの社会保険料控除に使用してくださ
い。なお、納付方法が老齢基礎年金からの特別徴収（年	
金から直接納付）のみの世帯には発送されませんので、
日本年金機構からの源泉徴収票で確認してください。勤
務先の年末調整などでこの通知より前に必要な人は、事
前に問い合わせてください　問①国保年金課（○☎34・66	
37、Ⓕ34・6007、○✉kokuhonenkin@city.toyota.aichi.jp）、②介
護保険課（○☎34・6634、Ⓕ34・6034、○✉kaigohoken@city.	
toyota.aichi.jp）、③福祉医療課（○☎34・6959、Ⓕ34・6732、
○✉ fukushiiryo@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1033358）
—————————————————————————
●社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が送付さ
れます
　令和４年中に納付した国民年金保険料は、所得税・住
民税の申告の社会保険料控除の対象になります。控除を
受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が
義務付けられています。
送付時期１月１日～９月30日に納付した人は11月上旬、
10月１日～12月31日に今年初めて納付した人は来年２月
上旬　他家族の国民年金保険料を納付した場合も本人の
社会保険料控除に加算可。家族宛の控除証明書を添付し
て申告　問ねんきん加入者ダイヤル（○☎0570・003・004
（ナビダイヤル））　※050から始まる○☎でかける場合は
（○☎03・6630・2525）
—————————————————————————
●中央図書館の特別整理休館
時11月28日（月）～12月２日（金）　理由蔵書点検のため　
他各コミュニティセンター・各交流館図書室、参合館返
却ポストは通常通り利用可。一部資料の貸出期間の変更
有り。11月22日（火）から７階閉架書庫からの取出し不可　
問中央図書館（○☎32・0717、Ⓕ32・4343）

申込み
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●二十歳のつどいの会場・開始時刻が決定しました
とき（来年１月） 地区名 会場

３日（火） 午後１時 稲武 稲武交流館

７日（土）
午後１時 藤岡南 つどいの丘
午後２時 豊南 市民文化会館

８日（日）

午前10時

逢妻 西部コミュニティセン
ター

足助 足助交流館

井郷 猿投コミュニティセン
ター

上郷 上郷交流館
前林 前林中学校
美里 美里中学校
竜神 竜神中学校

午前10時15分 猿投台 猿投台中学校

午前10時30分

朝日丘 市民文化会館

猿投 猿投棒の手ふれあい広
場

浄水 福祉センター
崇化館 コンサートホール

高橋 高橋コミュニティセン
ター

保見 保見交流館
松平 松平交流館
若林 若林交流館

午前11時
下山 下山基幹集落センター
藤岡 藤岡ふれあいの館
益富 益富中学校

午後１時
旭 旭交流館
若園 若園中学校

午後１時30分 石野 石野交流館

午後２時
梅坪台 福祉センター
小原 小原交流館
末野原 末野原中学校

他市内在住で参加地区の変更を希望する人や、市外在住
で豊田市での参加を希望する人（過去に豊田市に住民票
があった人に限る）の参加地区変更は、稲武地区は12月
16日（金）、その他の地区は来年１月４日（水）までに申込
みフォームで申込み。市外の二十歳のつどいに参加した
い人は、○直各市町村に問合せ　問次世代育成
課（○☎34・6630、Ⓕ34・6938、○✉jisedaiikusei@
city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期限が
近づいています
請求期限来年３月31日（金）　対戦没者等の死亡当時の遺
族のうち、令和２年４月１日時点で公務扶助料・遺族年
金などを受ける人がいない場合に、次の順番で遺族１人
に支給①令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等
援護法による弔慰金の受給権を取得した人　②戦没者等
の子　③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹　④戦
没者等の死亡前に１年以上生計関係があった三親等内の

親族（甥、姪な
ど）　支給額額面25万円、５年償還の記名国

債　必要書類請求書・戸籍書類な
ど　受付場所総務監査課、

旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所　※居住者のみ　
問総務監査課（○☎34・6706、Ⓕ34・6755、○✉soumu-kansa	
@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定
　遺留品などの手がかり情報がない戦没者遺骨の身元特
定のため、遺族からの申請に基づいてＤＮＡ鑑定を行っ
ています。親族関係が判明した場合、ご遺骨を遺族に返
還します。
鑑定対象地域硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺
太、旧ソ連等（旧ソ連、モンゴル）、タイ、中部太平洋地
域（ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸
島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレ
ヨン島）、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク・
ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー（令和４年３月
時点）　申・問厚生労働省から○☎で取り寄せるか、厚生
労働省○HPからダウンロードした申請書を○✉、Ⓕか○郵で厚
生労働省社会・援護局事業課戦没者遺骨鑑定推進室（〒	
100・8916、東京都千代田区霞が関１－２－２、○☎03・35	
95・2219、Ⓕ03・3595・2229、○✉dnakantei@mhlw.go.jp）
	 	 （HP1046594）
—————————————————————————
●レディース検診
時12月１日、15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12月６日、20日の火曜日　対令和４年４月２日～令和
５年４月１日に40・45・50・55・60・65・70歳の誕生日
を迎える女性　内問診、骨密度検査　定各先着20人　￥
500円　他検診は令和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を含む
《共通》所豊田地域医療センター　申・問11月10日（木）午
前８時30分から○☎で豊田地域医療センター（○☎34・3002、
Ⓕ33・8710）
—————————————————————————
●全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間にお
ける電話相談
時11月18日（金）、21日（月）、22日（火）、24日（木）午前８
時30分～午後７時　19日（土）、20日（日）、23日（水）午前
10時～午後５時　内法務局職員や人権擁護委員がＤＶ、
セクハラ、ストーカー行為など女性に関する人権問題の
相談に応じる。秘密厳守　専用電話番号○☎0570・070・810　	
問名古屋法務局人権擁護部（○☎052・952・8111、Ⓕ052・
952・8156）

申込み
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発見館 中央図書館 民芸館 民芸の森

発見館 民芸館 民芸の森
●冬のものづくり体験2022

時①お正月飾り／11月19日（土）から　
②えと絵馬・卯

う

／12月３日（土）から　
※いずれも来年１月29日（日）まで。	
午前９時～午後４時　定①先着100
セット　②先着50セット　￥①500
円　②400円　他期間中「おきあがり
ととろ」「箸袋・ポチ袋」など無料工
作有り　問発見館（○☎33・0301、Ⓕ
33・0319、○✉hakken@city.toyota.aichi.
jp）

中央図書館
●新聞切りぬき作品づくりにチャ
レンジ
時12月11日（日）午前10時15分～午後
０時15分　対小・中学生（小学３年
生以下は保護者同伴）　定先着15人　
申・問11月５日（土）午前10時から○☎
か○直中央図書館（○☎32・0717、Ⓕ32・
4343）

●初めてのやきものづくり「コー
ヒーカップとケーキ皿」
時11月20日（日）午後１時～３時　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
￥1,500円（中学生以下1,000円）　他作
品は焼成して後日お渡し　申11月10
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か○往で同館

●＋
●絞り染め体験「ランチョンマッ
トかハンカチの製作」
時11月27日（日）午後１時～３時　￥
1,200円（中学生以下1,000円）　他小学
生以下は保護者同伴　申11月17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か○往で同館

●＋
●裂織体験
時12月11日（日）午前10時～正午、午
後１時～３時　対小学生以上（小学
生は保護者同伴）　￥各1,700円（中	
学生以下1,500円）　申11月24日（木）
までに申込み共通事項と学年（中学
生以下）、希望時間（第２希望まで）を
民芸館○HPか○往で同館
《共通》定各抽選12人　他１回の申込
みで２人まで　問民芸館（〒470・03	
31、平戸橋町波岩86－100、○☎45・40	
39、Ⓕ46・2588、○✉mingeikan@city.toy
ota.aichi.jp）

●秋の勘八峡紅葉ウイーク（①マ
ップを持ってウオーキング　②民
芸館茶室勘桜亭平日営業）
時11月12日（土）～27日（日）　※月曜
日は休み　①受付は民芸の森・民芸
館／午前９時～午後４時30分、平戸
橋いこいの広場／午前９時～午後９
時）　②午前10時～午後４時

●＋
●勘八峡紅葉ウオーキング（約４
キロ㍍）～地域の偉人を知ろう～

時11月19日（土）午前10時～午後１時　
※受付は11時30分まで　他民芸館特
別展優待有り。越戸ダムを歩いてダ
ムカードがもらえる

●＋
●森の木の実でリース作り
時11月29日（火）～12月25日（日）　※
受付は午前10時～午後３時　￥200
円　他小学生以下は保護者同伴
《共通》問民芸の森（○☎46・0001、Ⓕ
46・0043、○✉mingeinomori@city.toyota.
aichi.jp）

●社会保険労務士による年金・労務無料相談会
時12月３日（土）午前10時～午後２時30分　所メグリア本
店（山之手）　内年金問題、解雇・賃金・職場のトラブル
などの労働問題、健康保険・労災保険・雇用保険等社会
保険の手続な

ど　申当日○直会場　問県社会保険労務士会三
河中支部（春日井○☎34・2839、Ⓕ34・2793、○✉y_kasu@d5
.dion.ne.jp）
—————————————————————————
●愛知県最低賃金の改正
　10月１日から時間額986円に改正されました。県内の事
業所で働く全ての労働者（常用・臨時・派遣・パート・
アルバイトな

ど）に適用されます。
問豊田労働基準監督署（○☎35・2323）

●税に関する作品展示
時11月11日（金）～18日（金）午前10時～午後８時　所ＧＡ
ＺＡ

●＋
●確定申告
　確定申告にはスマートフォンなどで利用できるe-Tax
が便利です。利用にはマイナンバーカードが必要です。

●＋
●年末調整に関する各種情報
　国税庁○HPで確認してください。
《共通》問豊田税務署（○☎35・7777）
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コンサートホール・能楽堂 市民文化会館 とよた科学体験館

コンサートホール・能楽堂 市民文化会館 総合野外センター 豊田スタジアム とよた科学体験館

施
設

お
知
ら
せ

●ヴィクトリア・ムローヴァ　ヴ
ァイオリン・リサイタル
時11月19日（土）午後３時開演　￥Ｓ
席6,000円、Ａ席5,000円、Ｂ席4,000円
（Ａ、Ｂ席は25歳以下半額）

●＋
●コンサートホール・クリスマス・
フェスティバル“あわてんぼうの
サンタクロースからのおくりもの”

時12月17日（土）午前10時30分開演　
￥1,000円（４歳～大学生は500円、３
歳以下は50円）　※膝上鑑賞も有料　
申11月５日（土）午前10時からコンサ
ートホール・能楽堂○HP、○☎か○直コン
サートホール窓口

●＋
●能や狂言の特別公演

時11月５日（土）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）

●＋
●狂言づくし
時11月27日（日）午後２時開演　￥正
面席5,000円、脇・中正面席4,000円
（脇・中正面席は25歳以下半額）

●＋
●参合館ロビーコンサート　フル
ートアンサンブル
時11月15日（火）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）

●グッドアフタヌーンコンサート　
時11月16日（水）午後１時　出演デュ
オ・アミティエ　曲目The	Victori
an	Kitchen	Garden、ニュー・シネ
マ・パラダイスメドレーほ

か　定先着
20人　他館内「豊田カフェ」で１品購
入が必要

●＋
●明るく楽しく懐メロ脳活ライブ
～ＳＤＧｓな楽器とともに～
時11月25日（金）午前11時～正午　定
先着20人
《共通》申・問11月５日（土）午前10時
から○☎で市民文化会館（○☎33・7111、
Ⓕ35・4801）

総合野外センター
●自然あそび探検隊 in 冬（原生
林ハイキング、たき火）
時12月18日（日）午前10時～午後３時
30分　対市内在住の小学１～４年生　
定抽選44人　￥1,000円　申11月12日
（土）午後５時までに○☎で同センター

●＋
●家族で初めての登山！（六所山）
時12月25日（日）午前10時～午後２時　
対市内在住の小・中学生と家族　定
抽選８家族　￥１家族500円　申11
月30日（水）までに申込み共通事項と
参加人数を○✉で同センター
《共通》問総合野外センター（○☎58・
1388、Ⓕ58・1349、○✉toyota-yagai-ce	
nter@hm.aitai.ne.jp）

豊田スタジアム
●リバーサイドМウオーク
時11月21日（月）午前６時30分

●＋
●EUROJAPAN CUP 2022　名
古屋グランパスvsASローマ
時11月25日（金）午後７時30分
《共通》休館日11月４日（金）～14日
（月）、20日（日）、25日（金）　※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）

●プラネタリウム投映番組「まだ
見ぬ宇宙へ」ほ

か

時11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　※いずれも約50分間　定各先着	
150人　￥300円（４歳～高校生100円）

●＋
●簡単な科学工作のミニワークシ
ョップ
時11月の毎週土・日曜日、祝日　※
受付は午前10時～正午、午後１時30
分～３時30分　定各日先着60人　￥
100円

●＋
●サイエンスショー「回転体！ジ
ャイロくん」

時11月３日（木）～27日（日）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　

●＋
●豊田高専ワークショップ「ＡＩ
プログラミング入門」
時11月19日（土）午前10時～正午　対
小学４～６年生　定先着12人　￥300
円　申11月５日（土）午前10時から○☎
で同館

●＋
●サイエンステラス　トヨタ技術
会「こども乗りものデザイン展」

（ミニチュア模型の展示）

時11月29日（火）～12月４日（日）午前
９時～午後５時
《共通》問とよた科学体験館（○☎37・
3007、Ⓕ37・3012）
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エコット 自然観察の森

エコット 自然観察の森
●古布で晴れ着の押絵を作ろう

時12月９日（金）午前９時30分～正午　
対大人（子どもの同伴不可）　定先着
12人　￥300円

●＋
●もった博士のかがく倶楽部～ＬＥ
Ｄライトのミニツリーをつくろう～

時12月11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　￥500円

●＋
●迎春フラワーアレンジメント講
座～生け花を長持ちさせるコツを
学ぼう～
時12月15日（木）午前10時～正午　対
大人（子どもの同伴不可）　定先着15
人　￥1,300円

●＋
●ダンボールコンポスト基礎講座
時12月17日（土）午前10時～11時30分　
定先着20人　￥500円　

●＋
●エコットシアター「simplife」
時12月18日（日）午前10時～正午、午
後１時30分～３時30分　対小学生以
上（小学生は保護者同伴）　定各先着
50人　￥中学生以上300円
《共通》申・問11月５日（土）午前10時
から○☎でエコット（○☎26・8058、Ⓕ
26・8068、○✉eco-t@eco-toyota.com）

●豊田バードカービング（野鳥の
木彫り）展
時11月３日（木）正午～６日（日）正午

●＋
●あべまきの会と森あるき「青空、
紅葉、秋かみしめて森歩き」
時11月９日～30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

●＋
●自然素材を使ってクリスマス飾
りを作ろう

時11月27日（日）午後１時～３時　※
雨天決行　対小学生以上の子と親　
定先着15人　￥600円　申込み開始
日11月17日（木）

●＋
●森のおはなし会「森の冬じたく」
時12月３日（土）午後２時～３時　※
雨天決行　定先着16人　申込み開始
日11月23日（水）

●＋
●野鳥観察入門　冬鳥を見に行こう
時12月４日（日）午前９時30分～正午　
※雨天中止　対小学生以上　定先着
15人　￥100円　他双眼鏡貸出し有
り　申込み開始日11月24日（木）

●＋
●親子向け自然体験講座～竹切っ
て竹馬作り～
時12月４日（日）午前10時～正午　※
雨天決行　対親子　定先着20人　￥
３歳以上100円　申込み開始日11月
24日（木）
《共通》他小学４年生以下は保護者同
伴（「豊田バードカービング展」は除
く）　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）

●ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患
者・家族会（講演、療養相談）
時11月30日（水）午後２時～４時　対
患者と家族　定先着20人

●＋
●網膜色素変性症患者・家族のつ
どい（療養相談・交流会）
時12月８日（木）午後２時～４時　対
患者と家族　定先着30人　

●＋
●皮膚筋炎・多発性筋炎講演会・
療養相談会
時12月12日（月）午後２時～４時　対
患者と家族、福祉医療関係者　定先
着30人　他オンライン参加も可（申
込みは12月７日（水）までに○✉で保健
支援課）
《共通》所豊田加茂医師会館　申・問
11月７日（月）午前９時から○☎、Ⓕか
○✉で保健支援課（○☎34・6855、Ⓕ34・
6051、○✉hokenshien@city.toyota.aichi.
jp）
————————————————
●今すぐできる空き家防止策～い
つか来る我が家の相続に備えて～
時12月３日（土）午後１時30分～３
時30分　所松平交流館　定先着20
人　他オンライン参加も可　申・
問11月７日（月）午前９時からオン
ライン参加は申込みフォーム、会
場参加は○☎で松平支所（○☎58・
0001、Ⓕ58・0049、○✉
matsudaira-shisho@city.toy
ota.aichi.jp）
————————————————
●親の学習会（青年の生活と就労）
時12月17日（土）午後１時30分～３時
30分　所青少年センター　対自立に
悩む15～39歳の人がいる家族、支援
に携わっている人　定先着30人　申・
問11月５日（土）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）

申込み
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●学ぼう応急手当（来年１月～３月）
▶普通救命講習Ⅰ
時①来年１月17日　②２月14日　※
いずれも火曜日午前９時～正午　申
込み期間①12月６日（火）～来年１月
10日（火）　②来年１月４日（水）～２
月７日（火）

●＋
▶応急手当普及員再講習
時来年３月４日（土）午前９時～正午　
申込み期間来年１月20（金）～２月27
日（月）
《共通》所消防本部　定各先着30人　
申申込み期間に市○HP　問中消防署管
理課（○☎35・9720、Ⓕ35・9729、○✉
shoubou-naka@city.toyota.aichi.jp）	
	 （HP1028225）
————————————————
●体験！点字教室
時11月26日（土）午後２時～３時30分　
他小学１・２年生は保護者同伴　申
込み開始日11月７日（月）

●＋
●体験！手話教室（あいさつや自
己紹介な

ど）

時12月４日（日）午後２時～３時30分　
申込み開始日11月14日（月）
《共通》所中央図書館　対市内在住の
小学生以上　定先着20人　申・問申
込み開始日午前９時から○☎かⒻで障
がい福祉課（○☎34・6751、Ⓕ33・29	
40、○✉shougai_hu@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●若年性認知症本人・家族会スマイル
時12月19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12月16日	
（金）までに○☎か○✉で高齢福祉課（○☎
34・6984、Ⓕ34・6793、○✉korei-fuku	
shi@city.toyota.aichi.jp）

●ひとり親家庭等就業支援講習会
▶調剤薬局事務講習（薬の基礎知識・
修了試験な

ど）
時来年１月18日～３月１日の毎週水
曜日午前10時～午後３時40分　所ニ
チイ名古屋校一宮教室（一宮市）　￥
3,600円

●＋
▶調剤薬局事務講習（調剤の基礎知
識・試験対策な

ど）
時来年１月28日～３月18日の毎週土
曜日午前10時～午後３時40分　※２
月11日は休み　所中部コンピュータ・
パティシエ専門学校（豊橋市）　￥5,6	
00円
《共通》対市内在住のひとり親家庭の
父・母か寡婦で、全日程参加できる
人　定抽選20人　他交通費・教材費
は自己負担　申・問10月31日（月）～
11月21日（月）に子ども家庭課で配布
の申込書を○直子ども家庭課（○☎34・
6636、Ⓕ32・2098、○✉kodomokatei@
city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●市民公開講座
時11月12日（土）午後２時～４時（開
場は午後１時30分）　所豊田加茂医
師会館　テーマ起こる前に備える災
害対策－リハビリテーション医学・
医療の視点から－　定先着100人（当
日○直会場）　他Ｗｅｂ配信有り　申
Ｗｅｂ配信参加は11月７日（月）まで
に申込みフォーム　問豊田地域医療	
センター（○☎34・3000、
○✉cbr@toyotachiiki-mc.or.jp）

————————————————
●訪問看護師との交流・相談～訪
問看護で働いてみませんか～
時12月15日（木）午前10時30分～正午　
所豊田地域医療センター　対看護師
資格を持つ育児中・休職中などの人　
定先着15人　申・問11月７日（月）午
前９時から○☎、Ⓕか○✉で豊田訪問看
護師育成センター（○☎34・3306、Ⓕ
34・3306、○✉vns-tc@toyotachiiki-mc.or.
jp）

●県労働協会支援員による出張相談 in 豊田市
時12月12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
時健康寿命を延ばすための食生活と
は？（冬編）／12月17日（土）午前10時
30分～正午　セカンドキャリアデザ
イン講座／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で就労を考え
ている45歳以上の人　定各先着12人

●＋
●キャリアプランニングセミナー

（就活は何をするか、から考えよう！）
時12月22日（木）午後２時～４時　対
市内在住・在勤・在学・在活動中の
人　定先着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11
月５日（土）午前10時から○☎、Ⓕ、○✉
か○直同室（○☎31・1330、Ⓕ31・1391、
○✉shurosien@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●女性しごとテラスセミナー（仕
事探しの第一歩！自分を知ろう！）
時11月25日（金）午前10時30分～正午　
定先着15人　他託児有り（先着５人、
500円、11月16日（水）までに要予約）。
オンライン参加も可（先着20人）

●＋
●ビジネススキルアップ研修（専
門知識ゼロから始めるアプリ開発
の基礎）
時12月１日（木）、５日（月）、８日
（木）、15日（木）午前10時30分～午後
４時　定抽選12人
《共通》所女性しごとテラス　対市内
在住・在勤・在学・在活動中か市内
で就労希望の女性　他雇用保険求職
活動の実績として認定　申・問先着
の場合は11月５日（土）午前10時から、
抽選の場合は11月20日（日）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）

申込み
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●更年期を笑顔で過ごすための心
とカラダのトリセツセミナー

時更年期に関する知識な
ど／12月10日

エクササイズな
ど／17日　※いずれも

土曜日午前10時～11時30分　対市内
在住・在勤の女性　定各先着20人　
￥各500円（別途教材費500円）

●＋
●人気店主直伝。家族で作る！み
んな大好きこだわりカレー

時12月11日（日）午前10時～正午　対
市内在住・在勤の親子　定先着12組　
￥１組1,600円（３人目から１人追加
ごとに材料費500円）

●＋
●離婚という選択（制度を学ぶ）
時12月15日（木）午前10時～正午　対
市内在住・在勤の女性　定先着40人
《共通》所キラッ☆とよた　他未就学
児の託児有り（有料、「離婚という
選択」は12月８日（木）、それ以外は
12月１日（木）までに要予約）　申・
問11月５日（土）午前10時からキラッ
☆とよた○HP、○☎か○直キラッ☆とよた
（○☎31・7780、Ⓕ31・3270、
○✉clover@city.toyota.aichi.jp）

●イヌのしつけ方教室
時講義／12月６日（火）午後１時30分
～３時30分　実技／13日（火）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11月13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）
————————————————
●「和菓子作り」講習会（栗大福）
時11月17日（木）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16人　￥1,700円　申・
問11月８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）
————————————————
●賢いお金の増やし方
時12月４日（日）午前10時～正午　所
下山交流館　定先着30人　￥100円　
申・問11月９日（水）午前９時30分か
ら○☎か○直下山交流館（○☎91・1650、	
Ⓕ91・1030、○✉ph-shimoyama@city.toy
ota.aichi.jp）
————————————————
●マンション管理地域別初級ミニ講座
時12月11日（日）午後１時30分～４時
30分　所とよた市民活動センター　
定抽選20人　他無料相談有り。詳細	
はマンション管理推進協議会○HP　申・
問12月７日（水）までに申込み共通事
項と受講会場（豊田市会場）、相談内
容（無料相談を希望する場合）を○郵か	
Ⓕで県住宅計画課（〒460・8501、名
古屋市中区三の丸３－１－２、○☎	
052・954・6569、Ⓕ052・961・8145）

●地域の日本語教室コーディネー
ター養成講座
時12月10日～来年３月11日の毎週土
曜日午後１時～５時　※12月31日、
来年１月７日、14日、２月11日は休
み　所産業文化センター　定選考15
人程度　申・問12月２日（金）までに
○☎か○✉でＴＩＡ（○☎33・5931、Ⓕ33・
5950、○✉tia-system@hm.aitai.ne.jp）
————————————————
●高年齢者のための就職相談会
時11月24日（木）正午～午後３時　所
就労支援室　対おおむね55歳以上で
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）
————————————————
●老後に資金と住宅で困らないた
めのセミナー
時11月26日（土）午前10時30分～正午　
所とよた市民活動センター　申・問
11月24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）
————————————————
●やってみよう！ちっちゃなコン
ピュータでプログラミング！

時来年１月６日（金）午前９時30分～
午後０時30分、午後１時30分～４時
30分　所豊田高専　対小学４～中学
２年生　定各抽選15人　申・問11月
30日（水）までに豊田高専総務課で配
布か豊田高専○HPからダウンロードし
た申込書を○郵、Ⓕか○✉で豊田高専総
務課（〒471・8525、栄生町２－１、	
○☎36・5828、Ⓕ36・5930、○✉koukai@
toyota-ct.ac.jp）

ホームページ
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●楽しく・やさしい年賀状作成講座
時12月１日～15日の毎週木曜日午後
１時15分～４時　￥5,000円

●＋
●スマホ・デジカメ写真を編集し
て楽しもう
時12月２日～23日の毎週金曜日午前
９時15分～正午　￥8,000円

●＋
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座

時12月２日～23日の毎週金曜日午後
１時15分～４時　￥7,000円

●＋
●インターネット・メール講座
時12月12日～26日の毎週月曜日午後
１時15分～４時　￥6,000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①12月12日、19日の月曜日午前９
時30分～11時30分　②14日、21日の
水曜日午後１時～３時　￥①②5,500
円

●＋
●エクセルでミニ家計簿作成
時12月13日～27日の毎週火曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円

●＋
●ワードで地域だより作成
時12月13日～27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11月７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）

●レトロなリユース家具の展示販売（入札）

時11月19日（土）、20日（日）午前９時
～午後４時　所メグリア本店（山之
手）　他11月22日（火）午後に落札決
定。その後リユース工房（渡刈町）で
引渡し　問循環型社会推進課（○☎71・
3001、Ⓕ71・3000、○✉junkan@city.toy
ota.aichi.jp）
————————————————
●男女共同参画で自分らしく輝こ
う！さんかくフェスタ2022
▶ステージ発表や体験ほ

か（ダンス、
スタンプラリーほ

か）
時11月27日（日）午前10時～午後２時　
問キラッ☆とよた（○☎31・7780、Ⓕ
31・3270、○✉clover@city.toyota.aichi.jp）

●＋
▶質の高い介護と看護を求めて～福
祉制度について知ろう！～
時11月27日（日）午前10時～正午　対
市内在住・在勤の人　定先着60人　
申・問11月５日（土）午前10時から○☎
でW

ウィー

Eの会（井奥○☎24・2379）
●＋

▶鍋帽子Ⓡを使って親子でエコクッ
キング（鍋でご飯を炊いておにぎり、
簡単プリン）
時11月27日（日）午前10時30分～午後
１時　対未就学児・小学生と親　定
先着６組　￥１人300円　申・問11月
５日（土）午前10時から○✉で岡崎友の
会豊田もより（○✉okatomo1932@gmail.
com）
《共通》所産業文化センター　他11月
26日（土）、27日（日）は図書・情報コ
ーナーが休み
————————————————
●豊田三曲会演奏会
時11月13日（日）午後１時30分　所能
楽堂　問豊田三曲会（杉山○☎31・58	
03）

●ラムサール条約登録10周年記念
シンポジウム（地元小学校による
活動発表な

ど）
時11月26日（土）午後２時～４時　所
ＪＡあいち豊田ふれあいホール　定
抽選100人　申・問11月16日（水）まで
に○☎、○✉か○直自然観察の森（○☎88・
1310、Ⓕ88・1311、○✉toyota@wbsj.
org）　※当選者のみ11月19日（土）
までに結果を連絡
————————————————
●～47災害から50年　とよたで学
ぼうさい～とよた防災コンサート

（演奏、講話ほ
か）

時来年１月21日（土）午後１時～４時　
所コンサートホール　定先着800人　
申11月５日（土）から申込みフォーム　	
問防災対策課（○☎34・67	
50、Ⓕ34・6048、○✉	bous
ai@city.toyota.aichi.jp）　
————————————————
●火災予防啓発コンサートinとよ
しば（消防音楽隊、愛知学泉大学
オーケストラ部）　
時11月６日（日）午前11時～正午　所
とよしば　問予防課（○☎35・9703、
Ⓕ35・9719、○✉shoubou-yobou@city.toy
ota.aichi.jp）
————————————————
●ミニたたみを作ろう！

時12月４日（日）午前10時～正午　所
ものづくり創造拠点　対小学３年～
中学生　定抽選20人　申11月20日	
（日）までに申込みフォーム　問もの
づくりサポートセンター（○☎47・12	
60、Ⓕ47・1262、○✉mono
zukuri@city.toyota.aichi.jp）

申込み

申込み
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●小原四季桜まつり

時11月12日（土）～30日（水）　所小原
ふれあい公園、小原和紙のふるさと、
川見四季桜の里　他11月12日（土）、
13日（日）、19日（土）、20日（日）に小
原ふれあい公園特設会場などでクラ
シックカーの展示、小原歌舞伎公演、
アニメ「シキザクラ」ヒーローショー
など有り　問小原観光協会（○☎65・
3808、Ⓕ66・0015、○✉ info@kankou-o	
bara.toyota.aichi.jp）
————————————————
●おばらマルシェ with 和紙良い
フェスタ（特産品販売、ワークシ
ョップ）
時11月12日（土）午前10時～午後３時　
所小原和紙のふるさと

●＋
●四季桜ウオーク大会（約５キロ㍍）
時11月27日（日）午前８時40分～正午　
所緑の公園（起終点）　対２～６人の
チーム　定先着200人　￥小学生以
上200円　申小原支所で配布か市○HP
からダウンロードした申込み用紙を
11月５日（土）～18日（金）にⒻか○直小
原支所	 （HP1023552）
《共通》問小原支所（○☎65・2001、Ⓕ
65・3695、○✉obara-shisho@city.toyota.ai
chi.jp）	
————————————————
●じゅわじゅわ健康講座（リズム
脳トレ・アクアビクス）
時11月16日（水）午後１時～２時30分　
対温浴施設じゅわじゅわ　定先着15	
人　￥500円　持ち物水着、タオル、
バスタオル、水分補給できるもの	
（必要な人）　申・問11月５日（土）午
前10時から○☎か○直豊田ほっとかん
（○☎36・3000、Ⓕ36・3002、○✉toiaw
ase@toyota-hotkan.jp）

●香嵐渓もみじまつり

時11月１日（火）～30日（水）　所香嵐
渓、足助の町並み　他期間中の日没
～午後９時に飯盛山をライトアップ

●＋
▶竹灯りの香積寺
時11月の毎週土・日曜日午後６時～
８時30分　所香積寺までの参道

●＋
▶願掛けろうそく
時11月12日（土）～27日（日）の毎週土・
日曜日午後６時～８時30分　所巴川
河川敷周辺　他500円でグラスを購
入し願いを込め河原へ並べる

●＋
▶猿まわし
時11月の毎日（随時）　※雨天中止　
所香嵐渓広場
《共通》問足助観光協会（○☎62・1272、
Ⓕ62・0424、○✉kankou@asuke.info）
————————————————
●食の学校「味

みそ

噌作り」
時来年１月16日（月）～18日（水）午前
10時～正午　定各抽選12人　￥各4,2	
00円

●＋
●食の学校「寒茶作り」
時来年１月22日（日）午前10時～午後
０時30分　定抽選15人　￥2,400円　
《共通》所三州足助屋敷　他作ったも
のは持ち帰り可　申・問12月16日	
（金）までに○はで同屋敷（〒444・2424、
足助町飯盛36、○☎62・1188、Ⓕ62・
1782、○✉yashiki@asuke.aitai.ne.jp）
————————————————
●障がい者ふれあい交流　演芸会
時12月３日（土）午前９時30分～午後
２時30分　所豊寿園　対市内在勤・
在住の障がい者　定先着90人（当日
○直会場）　問豊田市身障協会（○☎31・
2941、Ⓕ33・0114）

●「夢・彩・発見」ふじおか紅葉まつり

時／所①11月18日（金）～20日（日）午
前10時～午後８時30分／県緑化セン
ター　②11月19日（土）、20日（日）午
後５時～９時／大沢池（下川口町）　
③11月18日（金）、19日（土）午後５時
～９時／木瀬八柱神社（木瀬町）　④
11月19日（土）、20日（日）午後５時～
８時（19日は午後８時30分まで）／石
畳ふれあい広場　他ライトアップ有
り。①地元特産品などの販売有り　
④足湯利用可　問藤岡観光協会（○☎
76・6108、Ⓕ76・0205、○✉ fujioka@hm	
3.aitai.ne.jp）
————————————————
●花とみどりの講座
▶初雪の便り～和モダンの寄せ植え
時12月８日（木）午前10時～正午　￥
3,600円　申込み開始日11月８日（火）

●＋
▶招福の松竹梅ミニ寄せ植え
時12月10日（土）午前10時～正午　￥
1,100円　申込み開始日11月11日（金）

●＋
▶迎春のプランツギャザリング（ハ
ボタンの寄せ植え）
時12月14日（水）午前10時～正午　￥
3,600円　申込み開始日11月15日（火）
《共通》所西山公園　対市内在住の人　
定先着30人　申・問申込み開始日午
前９時から○☎で同公園（○☎31・2108、
Ⓕ33・8718、○✉nishiyama-kouen@city.to
yota.aichi.jp）　※○☎１回につき２人
まで
————————————————
●社会福祉大会（社会福祉功績者
の顕彰）
時11月26日（土）午前10時　所福祉セ
ンター　問総務監査課（○☎34・6706、
Ⓕ34・6755、○✉soumu-kansa@city.toyo
ta.aichi.jp）
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●喜楽亭こども茶会
時11月20日（日）午前10時～正午、午
後１時～３時　所喜楽亭　定各先着	
50人（事前予約か当日○直会場）　￥400
円（事前予約350円）　他「こども茶華
道教室」参加者の華展同時開催　申・
問11月８日（火）午前10時から○☎で産
業文化センター（○☎33・1531、Ⓕ33・
1535）
————————————————
●ふれあい秋まつり
時青空ピアノ／11月20日（日）午前10
時～午後３時　※雨天中止　紙飛行
機大会／（練習）午前、（本戦）午後１
時　所藤岡ふれあいの館　対市内在
住・在勤の人　問藤岡ふれあいの館
（○☎75・2105、Ⓕ75・2106、○✉ fujio	
ka-fureai@homex-co.com）
————————————————
●クリスマスフェア　①稲武の竹
でヒンメリを作ろう！　②大松ぼ
っくりでミニツリーを作ろう！

時11月20日（日）、23日（水）、26日
（土）午前10時～正午　定各先着15人　
￥①②1,100円

●＋
●草木染め～アベマキの殻

かくと

斗で秋
の色を染めよう～
時11月26日（土）午前10時～午後３時　
定先着15人　￥2,750円（布は持込み
か別途購入）

●＋
●そば打ち体験
時11月27日（日）午前11時～午後２時　
定先着11人　￥3,000円
《共通》所どんぐり工房　休業日木曜
日、11月18日（金）、25日（金）　申・
問11月５日（土）午前９時から○☎で同
工房（○☎83・3838、Ⓕ82・3777、○✉
dongrikb@hm10.aitai.ne.jp）

●高岡茶席（紅茶）
時11月25日（金）午前10時～午後１時　
所六鹿会館　定先着15人　￥400円　
申11月11日（金）午前９時から○☎か○直
高岡コミュニティセンター

●＋
●高岡コミセン30周年祭（子ども
向け出し物、フリーマーケット、
屋台な

ど）
時11月27日（日）午前10時～午後４時　
所高岡コミュニティセンター・六鹿
会館　￥一部有料　他雨天の場合一
部中止有り。臨時駐車場（高岡運動
広場な

ど）有り
《共通》問高岡コミュニティセンター	
（○☎53・7771、Ⓕ53･7782、○✉ info@
takaoka-cc.com）
————————————————
●森歩きで二十四節気を楽しもう
（大雪：野生動物の痕跡を探しな
がら森を歩く）
時12月13日（火）午後１時～３時　定
先着20人　￥100円　申11月７日
（月）午前９時から○☎でトヨタの森

●＋
●焚き火の会（焚き火調理）

時12月26日、来年１月９日の月曜日
午前10時～午後３時　定各抽選15人　
申12月７日（水）までに申込み共通事
項と年齢、希望日を○✉でトヨタの森
《共通》所トヨタの森　他小学生以下
保護者同伴　問トヨタの森（○☎58・
2736、Ⓕ58・2855、○✉event@toyotano
mori.jp）
————————————————
●市民デッサン会（裸婦）
時11月20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）

●秋の森だ ze 色さがし♪

時11月13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・4335、
○✉toyotanaturegame@gmail.com）
————————————————
●ワンダフェスタ（移動動物園、
ドローン体験、謎ときラリーな

ど）
時11月６日（日）午前９時30分～午後
３時

●＋
●初級ヒップホップ
時12月１日～来年１月26日の毎週木
曜日午後３時30分～４時30分　※12
月29日、来年１月５日は休み　対年
中～小学１年生　定先着20人　￥4,2	
00円　申込み開始日11月６日（日）

●＋
●女性のためのシェイプアップエ
クササイズ
時12月７日～来年１月18日の毎週水
曜日午前10時～10時50分　※12月21
日、28日、来年１月４日は休み　対
成人　定先着25人　￥2,600円　申込
み開始日11月９日（水）

●＋
●温もりの香り～冬の夜を彩るア
ロマキャンドルを作ろう～
時12月10日（土）午前９時30分～11時
30分　対成人　定先着12人　￥2,000
円　申込み開始日11月８日（火）　
《共通》所高橋コミュニティセンター　
申・問先着の場合は申込み開始日午
前９時から○☎か○直高橋コミュニティ
センター（○☎80・4729、Ⓕ80・0068、
○✉takacomu@homex-co.com）
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●女性起業家によるビジネスコン
テスト最終プレゼンテーション
時12月11日（日）午後１時～４時30分　
所福祉センター　他来場者の投票で
オーディエンス賞決定　申12月５日
（月）までに申込みフォーム　問eig	
ht（○☎41・8871、Ⓕ41・88	
72、○✉project@8eight8.jp）

————————————————
●動物愛護フェスティバルinとよた
（動物なんでも相談会、イヌとのふ
れあい体験、保護犬・猫のためのチ
ャリティバザーな

ど）
時11月23日（水）午前10時～午後３時　
所・問市動物愛護センター（○☎42・
2533、Ⓕ80・2020、○✉doubutsu-aigo@
city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●ちりめんで来年の干

えと

支ウサギの
置物を作ろう

時①11月13日　②20日　※いずれも
日曜日午前10時～正午　所猿投棒の
手ふれあい広場　対②は小学生以上
（小学校低学年は保護者同伴）　定各
先着12人　￥各500円　申・問11月９
日（水）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）
————————————————
●歳末チャリティー作品展（文化
振興財団会員の作品展示と販売）
時12月９日（金）～11日（日）午前10時
～午後６時（11日は午後４時まで）　
所市民ギャラリー　他９日（金）に豊
田茶友会による呈茶有り（前売り券
300円、当日券400円。前売り券は市
民ギャラリー、市民文化会館で販売）　
問市民ギャラリー（○☎33・2112、Ⓕ
33・2144、○✉tcul19@hm5.aitai.ne.jp）

●けやき茶房
時12月３日（土）、４日（日）、24日
（土）、25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

●＋
●ものづくりひろば（簡単な紙工作）
時12月の毎週土・日曜日午前11時～
午後０時30分、午後１時～２時30分　
対小学生以下（未就学児は保護者同
伴）　定各先着12人　￥１回200円　	
申当日午前10時から受付で参加券を
販売

●＋
●スポーツ万能！キッズ教室（マ
ットやボールなどの運動）
時12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11月８日（火）午前10時から
参加費を添えて○直地域文化広場

●＋
●陶芸教室
時12月10日（土）、11日（日）、24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11月12日（土）午前10時から参加費
を添えて○直地域文化広場

●＋
●大人の盆栽講座
時12月17日（土）午前10時～11時、午
前11時30分～午後０時30分　対成人
（未成人同伴可）　定各先着12人　￥
各3,500円　申11月27日（日）午前10時
から○☎か○直地域文化広場

●＋
●けやきクリスマス2022（ステー
ジ、キッチンカーな

ど）

時12月25日（日）午前10時～午後３時　
￥無料～300円
《共通》所・問地域文化広場（○☎53・
0671、Ⓕ53・5086、○✉chibun@homex-
co.com）

●Ｂリーグ シーホース三河vs宇都
宮ブレックス　市民招待

時11月19日（土）午後３時５分　所ス
カイホール豊田　定抽選100組（２人
１組）　申11月９日（水）までに申込
みフォーム　問シーホー
ス三河（○☎0566・24・86	
61）　
————————————————
●豊田市×中京大学イーグルスス
ポーツスクール
▶サッカー部員と一緒に楽しむサッ
カー教室
時12月３日～17日の毎週土曜日午後
１時～２時30分　対小学１～３年生　
定先着28人　￥2,400円

●＋
▶はじめての野球教室
時12月３日～17日の土・日曜日午前
９時30分～11時　対小学１～３年生　
定先着18人　￥4,000円

●＋
▶楽しんで体の使い方を覚える運動教室
時12月４日～18日の毎週日曜日午前
９時30分～11時　対小学１～４年生　
定先着36人　￥2,400円

●＋
▶親のための子どもの運動能力UP講座
時12月４日～18日の毎週日曜日午前
９時30分～10時30分　対小学１～４
年生の保護者　定先着13人　￥2,000
円
《共通》所中京大学豊田キャンパス　
他初回申込み時に入会金2,000円が必
要（小学生のみ）　申11月８日（火）午
前９時から中京大学○HP　問中京大学
スポーツ振興部（○☎46・
6935、Ⓕ46・6938、○✉spo
rtsadmin@ml.chukyo-u.ac.jp）

申込み

申込み

HP1049532
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●タグラグビー教室
時11月26日（土）午前10時～11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11月７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）
————————————————
●スポーツ協会から
▶バドミントン指導講習会
時12月３日（土）午後１時～５時　所
運動公園　対市内在住・在勤・在学
の高校生以上　￥500円　申当日○直
会場

●＋
●12月のフリークライミング体験会
時①17日、24日の土曜日午後３時～
６時　②２日（金）、７日（水）、15日
（木）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時間15人　￥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）

————————————————
●ロビー展（市民デッサン会員の
作品展示）

時11月２日（水）～29日（火）午前９時
～午後９時　所・問視聴覚ライブラ
リー（○☎33・0747、Ⓕ33・7154、○✉
avl@hm2.aitai.ne.jp）
————————————————
●市民俳句会
時11月27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）

●包丁とぎ
時11月21日（月）午前10時～正午　所
ふれあいの家　￥１本500円から　
他引渡しは当日午後以降。セラミッ
ク包丁不可。ハサミ・鎌類も受付可　
問シルバー人材センター（○☎31・10	
07、Ⓕ34・3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）
————————————————
●市民活動団体から
▶がん治療体験者による相談会と患者会
時相談会／11月18日、12月16日の金
曜日午前11時～午後２時　患者会／
12月16日（金）午後２時～４時　所と
よた市民活動センター　問がんのピ
アサポート楽

らっく

みかわ（○☎090・9225・
4141）

——————————
▶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11月19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）

——————————
▶とよたいかんぬ映画祭（自主映画
の上映、ライブ＆トークショー）
時11月19日（土）午前11時～午後１時、
午後２時～３時40分、午後４時30分
～６時30分　所福祉センター（当日
○直会場）　定各先着560人　￥各1,000
円（高校生以下500円、未就学児無料）　	
問NegaPosi	FILM（坂本○☎080・42	
22・3732）

——————————
▶正月のハンギングバスケット講座

時12月６日（火）午後１時30分～３時
30分　所西山公園　定先着30人　￥
4,400円　申・問11月21日（月）午前10
時から○☎で花やか豊田プラント（○☎
58・5655）

●イルミネーションストーリーinと
よた2022

　冬のとよたのまちなかを明るく照
らします。
時11月11日（金）～来年１月９日（月）
午後５時～11時　所中心市街地一帯　
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）
————————————————
●Let's ENJOY 山村フェスティ
バル in TOYOTA（トレイルラン
ニング、ワークショップほ

か）
時11月12日（土）午前９時～午後４時　
所鼎

かなえかん

館（旧御内小学校）　他トレイル
ランニングなど申込みが必要なもの
有り　問豊田青年会議所
（櫻井○☎41・3111、○✉ lie	
n3961@gmail.com）
————————————————
●西三河イベントだより
▶みよし市　産業フェスタみよし2022
時11月６日（日）午前９時20分～午後
２時　所緑と花のセンター「さんさ
んの郷」　問緑と花のセンター（○☎
0561・34・6111、Ⓕ0561・34・6161、
○✉midori_c@city.aichi-miyoshi.lg.jp）

——————————
▶岡崎市　おかざきクルまつり2022
時11月12日（土）、13日（日）　※ＷＲ
Ｃ「フォーラムエイト・ラリージャ
パン2022」は12日のみ　所乙川河川
敷、籠田公園、桜城橋ほ

か　問岡崎市
スポーツ振興課（○☎0564・23・6597、
Ⓕ0564・23・7182）
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