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－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
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市の取組やイベント情報などの最
新情報を随時更新します。

豊田市公式YouTubeチャンネル
市長記者会見やＰＲ動画など様々
な動画を見ることができます。

様々なメディアで豊田市の情報を発信中！

広
報
雑
記

今号のとよたフォトニュースは、今年の市内のできごとを写真で振

り返っています。７月のおいでん総踊りや11月の世界ラリー選手権

など、皆さんの盛り上がりの様子が思い出されます。皆さんの2022

年はどんな年だったでしょうか。それでは…メリークリスマス（Ｈ）

Second Phase Application for Enrollment to KODOMOEN in the SY 2023 (Between January ６ and 17, 2023)  （Ｐ29）

Creches: Segunda fase de matrículas do ano letivo 2023 (de 6 a 17 de janeiro de 2023)　（Ｐ29）

Garbage and Recyclables Collection Schedule for Year-End & New Year Holiday Season  （Ｐ14）

Coleta de lixo durante os feriados de Ano-Novo　（Ｐ14）

Toyota Marathon Traffic Regulations　（Ｐ11）

Restrições de trânsito durante a Maratona de Toyota　（Ｐ11）

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



特集

豊田市民美術展とは

私たちが主役の美術展

　豊田市民美術展を初めて開催したのは、昭和38年。
当時から変わらないのは、誰もが主役になれるという
こと。豊田市在住・在勤・在学の人であれば応募でき
るため、作品をつくる人は経歴などに関係なく、自ら
の感性で自由に表現できます。また、数多くの作品を
無料で鑑賞できるため、見る人も自分の感性で思う存
分楽しむことができます。つまり、すべてが市民の皆
さんによるものであり、市美展には豊田市に関わる私
たちのアートが凝縮されていると言えます。

みる・つくる・つながる

私たちのアート。
　市民の創作活動を幅広く応援し、その活動をさらに深めてもらうことを目的として、毎年開催している「豊田
市民美術展」。今年12月の開催で60回目を迎えます。豊田市民美術展（通称：市美展）の魅力は、プロ・アマチュア
を問わず様々なアートの面白さを感じられること。この特集では、記念すべき第60回豊田市民美術展の魅力をご
紹介します。
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し
さ

豊田市民美術展の魅力

６つの部門で多彩な表現を展示

　豊田市民美術展は、①絵画の部、②彫
刻・インスタレーションの部、③写真の
部、④デザインの部、⑤工芸の部、⑥書
道の部の６つの部門で構成され、各部門
の専門家により審査を行い、入選作品を
展示します。また部門ごとに、市長賞

（最優秀賞）や各種賞が設定されています。
　例年、10代から90代まで幅広い年代の
人から数多くの応募があり、第60回の今
回は420点もの作品が集まりました。多彩
な発想や感性で表現された力作はどれも
個性的なものばかり。あなたのお気に入
りの作品に出会えることが、豊田市民美
術展を見る楽しさの一つです。

前回の市長賞受賞作品　　≪作品名≫素材

１　絵画の部／大槻唯夫
　　≪NIGHT in TOKYO≫　油彩・カンヴァス

２　彫刻・インスタレーションの部／水尻 愛
　　≪ふく≫　樹脂・アクリル・木

３　写真の部／近藤 洋子
　　≪クロス≫

４　デザインの部／都築宣博
　　≪ツーリズムとよた【面ノ木原生林】≫
　　リキテックス・和紙・プラスチックダンボール

５　工芸の部／川口 広美
　　≪奏でる≫　革・染料

６　書道の部／瀨川 秀子
　　≪世間の住り難きを哀しぶる≫

豊田市民美術展
（ 12/４（日）～18（日） ）
を見に行こう。 １

２ ３

４ ５

６

次のページでは、２の作者である水尻さんと、
４の作者である都築さんにお話を伺いました。

第10回豊田市民美術展の様子（昭和47年）

市民文化会館

おおつき ただお

みずじり まな

こんどう ようこ

つづき のぶひろ

かわぐち ひろみ

せがわ ひでこ

よのなか とどま かた かな

●問合せ
文化振興課（☎34・6631、FAX34・6766、✉bunshin@city.toyota.aichi.jp）

2



特集

豊田市民美術展とは

私たちが主役の美術展

　豊田市民美術展を初めて開催したのは、昭和38年。
当時から変わらないのは、誰もが主役になれるという
こと。豊田市在住・在勤・在学の人であれば応募でき
るため、作品をつくる人は経歴などに関係なく、自ら
の感性で自由に表現できます。また、数多くの作品を
無料で鑑賞できるため、見る人も自分の感性で思う存
分楽しむことができます。つまり、すべてが市民の皆
さんによるものであり、市美展には豊田市に関わる私
たちのアートが凝縮されていると言えます。

みる・つくる・つながる

私たちのアート。
　市民の創作活動を幅広く応援し、その活動をさらに深めてもらうことを目的として、毎年開催している「豊田
市民美術展」。今年12月の開催で60回目を迎えます。豊田市民美術展（通称：市美展）の魅力は、プロ・アマチュア
を問わず様々なアートの面白さを感じられること。この特集では、記念すべき第60回豊田市民美術展の魅力をご
紹介します。

みる楽
し
さ

豊田市民美術展の魅力

６つの部門で多彩な表現を展示

　豊田市民美術展は、①絵画の部、②彫
刻・インスタレーションの部、③写真の
部、④デザインの部、⑤工芸の部、⑥書
道の部の６つの部門で構成され、各部門
の専門家により審査を行い、入選作品を
展示します。また部門ごとに、市長賞

（最優秀賞）や各種賞が設定されています。
　例年、10代から90代まで幅広い年代の
人から数多くの応募があり、第60回の今
回は420点もの作品が集まりました。多彩
な発想や感性で表現された力作はどれも
個性的なものばかり。あなたのお気に入
りの作品に出会えることが、豊田市民美
術展を見る楽しさの一つです。

前回の市長賞受賞作品　　≪作品名≫素材

１　絵画の部／大槻唯夫
　　≪NIGHT in TOKYO≫　油彩・カンヴァス

２　彫刻・インスタレーションの部／水尻 愛
　　≪ふく≫　樹脂・アクリル・木

３　写真の部／近藤 洋子
　　≪クロス≫

４　デザインの部／都築宣博
　　≪ツーリズムとよた【面ノ木原生林】≫
　　リキテックス・和紙・プラスチックダンボール

５　工芸の部／川口 広美
　　≪奏でる≫　革・染料

６　書道の部／瀨川 秀子
　　≪世間の住り難きを哀しぶる≫

豊田市民美術展
（ 12/４（日）～18（日） ）
を見に行こう。 １

２ ３

４ ５

６

次のページでは、２の作者である水尻さんと、
４の作者である都築さんにお話を伺いました。

第10回豊田市民美術展の様子（昭和47年）

市民文化会館

おおつき ただお

みずじり まな

こんどう ようこ

つづき のぶひろ

かわぐち ひろみ

せがわ ひでこ

よのなか とどま かた かな

●問合せ
文化振興課（☎34・6631、FAX34・6766、✉bunshin@city.toyota.aichi.jp）

3令和４年12月号広 報 と よ た



私にとってアートとは、心が動くもの。
　市美展に毎年出展するようになって、もう30年ほど
経ちます。誰でも簡単に応募できて、それぞれが好き
な分野で表現できる。そんな場所があるのは有り難い
ことです。私は普段の生活の中で、意図せず心が動く
瞬間があると必ずメモを残すようにしています。歩い
ていて木漏れ陽の感じが良いなとか、建物の光の使い
方が良いなとか。そして、寝かしていたアイデアが、
またふとした瞬間に浮かぶ別のアイデアとつながり作
品になります。例えば昨年に出展した作品は、過去に
見て感動した面ノ木原生林の樹氷を、プラスチックダ
ンボールという半透明の下地素材を用いて表現しまし
た。この素材は、訪れたある建物の採光に使われてい
るのを見て思いついたものです。「よく見ると発見があ
る」そんな作品をつくるのが好きです。アートとは、
心が動くもの。ある人が、自分の心が動いた何かを表
現し、それを見た人が、また何かを感じる。それはと

ても素晴らしいこ
と。自分の作品を
誰かに見てもらえ
る、何かを感じて
もらえるという喜
びが、市美展の醍
醐味だと思います。

アイデアを形にするのが楽しい。
　私は昨年、初めて市美展に作品を出しました。どん
な作品かというと、細い樹脂を編んだり接着させたり
してつくる立体作品（主に衣装）です。実際に人が着る
こともできます。グルーガンという、樹脂を溶かして
打ち出す道具を使うのですが、他ではあまり見ない作
風かと思います。思いついたきっかけは、大学入試の
ための作品づくりでした。その時のお題は「大学構内
に落ちているごみを使う」というもの。拾った石や木
を接着するために、グルーガンを初めて使いました。
また、私は小さい頃から女の子や服を描くのが好きで
した。今でも時折描いています。そんな時「あのグル
ーガンを使って服を作ったら、面白いんじゃないか」
とアイデアが浮かびました。実際に作ってみたら、イ
メージがどんどん立体的になるのがとても楽しくて。
　自分が面白いと感じたことを、他の誰かと共有した
り、評価してもらえたりする市美展は素晴らしい場だ

と思います。今の
作風をもっと発展
させながら、今後
も市美展で自分が
面白いと思うもの
を表現していきた
いです。

つくる面
白
さ

都築さんのメモノート

造園業のかたわら、ライフワークとし
てアート作品などの創作活動に励む。

●デザインの部

水尻さんのスケッチと作品の一部

　今年で60回目の「豊田市民美術展」は人で言えば還暦です。企
業城下町として発展した豊田市に、平成７年（1995年）に開館し
た豊田市美術館は30年足らずで日本で最も注目される美術館の
一つとなりました。11月まで開催していた「未生の美―技能五
輪の技」展では、ものづくりに潜む美、自動車の部品であって
も人の手により生まれた必然の形｢用の美｣が見られました。
1,000万円を超える車や、時に100億円を超える絵画が注目された
りするけれども、それは高いからではないと思う。人の感性に
より生み出された優れたものには、私たちを引き付ける何かが
あるような気がします。人は美しいものを求め、知りたい、探
りたいと作品を作るのではないのでしょうか。記念の60回展に、
美を追い求める多くの作品が集まるとともに、世代を超えた
人々の目に触れることを期待したいと思います。

市美展運営委員長の
こ と ば

山本 富章 さん

豊田市美術展運営委員長
愛知県立芸術大学名誉教授

昭和24年愛知県生まれ
国内外で作品発表

つ な が る 場

　第１回から60年の歴史における、市長賞などの受賞作品
やこれまでの市美展の歩みをたどる資料、歴代受賞者の新
作の数々を展示します。還暦を迎える市美展の、これまで
とこれからを考えるシンポジウムも開催します。
■とき　12月14日（水）～25日（日）午前10時～午後５時30分
　　　　シンポジウム／17日（土）午後２時～４時
　　　　出品作家ギャラリートーク／24日（土）午後２時～３時30分
■ところ　美術館ギャラリー　※19日（月）は休館

第６０回を記念した特別企画展

「 Ａｆｔｅｒ Ｐｒｉｚｅ ― 豊田の美術 」 ■とき／ところ
　12月５日（月）～９日（金）
　／市役所東庁舎１階ロビー
　12月19日（月）～23日（金）
　／市役所南庁舎２階ロビー

豊田市民美術展のほか、「市民が主役」の美術展をご紹介します。
アートを通じて、作品をつくる人、みる人の心がつながります。

障がい者作品展（受賞作品の展示）

梶千春≪無題≫1997年 新實広記≪Vessel≫2016年

■とき　　来年１月19日（木）～22日（日）
　　　　　午前10時～午後５時
■ところ　市民文化会館　展示室A・B

高齢者作品展

■とき　12月４日（日）～18日（日）午前10時～午後６時
　　　　※９日（金）、17日（土）は午後８時、18日（日）は午後４時まで
　　　　※５日（月）、12日（月）は休館
■ところ　市民文化会館　展示室A・B
■その他　18日（日）は午後１時から表彰式、午後２時から受賞者によるトーク有り

第60回  豊田市民美術展
市ホームページ

都築 宣博　さん
つ づ き の ぶ ひ ろ

水尻 愛　さん

大学で美術を学びながら、市美展への
出展を通して自身の創作を探求する。

●彫刻・インスタレーションの部

み ず じ り ま な

や ま も と と み あ き

作品をつくり、出展する面白さはどのような点にあ
るのでしょうか。前回の豊田市民美術展で市長賞を
受賞したお二人にお話を伺いました。

みしょう
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人々の目に触れることを期待したいと思います。

市美展運営委員長の
こ と ば

山本 富章 さん

豊田市美術展運営委員長
愛知県立芸術大学名誉教授

昭和24年愛知県生まれ
国内外で作品発表

つ な が る 場

　第１回から60年の歴史における、市長賞などの受賞作品
やこれまでの市美展の歩みをたどる資料、歴代受賞者の新
作の数々を展示します。還暦を迎える市美展の、これまで
とこれからを考えるシンポジウムも開催します。
■とき　12月14日（水）～25日（日）午前10時～午後５時30分
　　　　シンポジウム／17日（土）午後２時～４時
　　　　出品作家ギャラリートーク／24日（土）午後２時～３時30分
■ところ　美術館ギャラリー　※19日（月）は休館

第６０回を記念した特別企画展

「 Ａｆｔｅｒ Ｐｒｉｚｅ ― 豊田の美術 」 ■とき／ところ
　12月５日（月）～９日（金）
　／市役所東庁舎１階ロビー
　12月19日（月）～23日（金）
　／市役所南庁舎２階ロビー

豊田市民美術展のほか、「市民が主役」の美術展をご紹介します。
アートを通じて、作品をつくる人、みる人の心がつながります。

障がい者作品展（受賞作品の展示）

梶千春≪無題≫1997年 新實広記≪Vessel≫2016年

■とき　　来年１月19日（木）～22日（日）
　　　　　午前10時～午後５時
■ところ　市民文化会館　展示室A・B

高齢者作品展

■とき　12月４日（日）～18日（日）午前10時～午後６時
　　　　※９日（金）、17日（土）は午後８時、18日（日）は午後４時まで
　　　　※５日（月）、12日（月）は休館
■ところ　市民文化会館　展示室A・B
■その他　18日（日）は午後１時から表彰式、午後２時から受賞者によるトーク有り

第60回  豊田市民美術展
市ホームページ

都築 宣博　さん
つ づ き の ぶ ひ ろ

水尻 愛　さん

大学で美術を学びながら、市美展への
出展を通して自身の創作を探求する。

●彫刻・インスタレーションの部

み ず じ り ま な

や ま も と と み あ き

作品をつくり、出展する面白さはどのような点にあ
るのでしょうか。前回の豊田市民美術展で市長賞を
受賞したお二人にお話を伺いました。

みしょう
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Ｔ－ＦＡＣＥがリニューアルオープン新成人を祝う会
防災学習センター
利用者60万人達成記念セレモニー

中馬のおひなさん in 足助
北京オリンピック・パラリンピックに出場する
わがまちアスリート応援プロジェクト

市内セブン-イレブン56店舗に
コミュニケーションボード設置

松平体育館が完成 フォレストアドベンチャー・豊田鞍ヶ池がオープン

藤岡地区のふじの花が開花

ペットボトルの水平リサイクルに関する協定を締結

新伊勢神トンネル（仮称）着工式

１月

２月
５月市議会臨時会で選任された
板垣清志議長（左）、小島政直副議長（右）

写真で振り返る2022年

３月

４月

５月

こどもの日イベントで鎧甲冑＆騎馬武者体験
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フェアリージャパンＰＯＬＡ
新体操特別演技会

電子標示板を搭載した
ぴかっとわたるくんの啓発運動

豊田しもやまラリー

第93回都市対抗野球大会で
トヨタ自動車硬式野球部が第３位

「道の駅どんぐりの里いなぶ」リニューアルオープン

第54回豊田おいでんまつり
ＡＩ型教材Ｑｕｂｅｎａ（キュビナ）
を使った授業を開始

中核市サミット2022 in 豊田ジブリパーク開園に向け帰宅困難者対策
として備蓄品を愛知工業大学に搬入

旭高原元気村に「キャンプデッキ」を設置 フォーラムエイト・ラリージャパンセレモニアルスタート

11月

６月

７月

８月 ９月

10月

第１回豊田市消防団警防技術大会 小原歌舞伎五月公演 郷土資料館閉館
ポスター展「さよならの向こうへ―
　　　　　　ポスターでプレイバック！資料館の55年―」

電子標示板

ぴかっとわたるくん
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PICK UP

LIFE
INFORMATION

豊田マラソン大会の開催に伴い交通規制を行います
●問合せ　スカイホール豊田（☎31・0451、FAX35・4773、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

pick up 2
お知らせ

午前９時15分～11時10分
※国道301号東進全車線通行止め

午前８時50分～午後０時５分
※全車線通行止め

午前10時45分～11時45分
※国道153号南進通行止め

※全車線通行止め
豊田スタジアム

東梅坪町10

落合町

平成記念橋北

高橋

豊田大橋

久澄橋

水間町６

高橋町４
高橋町２

上野町２

上野町９

鶯橋北

森町３

御立町１

加茂川橋西

十塚町５

挙母町４

喜多町５
喜多町４

日之出町１

上野町６南

豊田スタジアム東

スカイ
ホール豊田

午前９時45分～11時25分
※全車線通行止め

午前10時45分～11時25分
※全車線通行止め

午前10時50分～11時28分
※全車線通行止め

午前９時15分～11時55分
※全車線通行止め

午前10時40分～11時40分
※北進片側１車線通行止め

平
成
記
念
橋

午前10時45分～
11時28分頃は
東西通行止め

午前10時45分～
11時28分頃は
東西通行止め

153

419

153

301

矢作川梅
坪
駅

248

挙母町１

（昨年の様子）

■とき　12月11日（日）
　　　　午前８時50分～午後０時５分

　豊田スタジアムと周辺道
路がマラソンコースになる
ため、交通規制を行います。
会場周辺は混雑が予想され
ますので、ご理解とご協力
をお願いします。

※安全確保などのため、多少時間
　が前後する場合があります

■規制場所　豊田スタジアム周辺道路

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ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。12月29日（木）～来年１月３日（火）は除く）お知らせ

　年末年始にかけて感染拡大が懸念されるため、年内のオミクロン株対応ワクチン接種をご検討ください。
　12歳以上の３～５回目接種の接種間隔が短縮され、前回接種から３か月経過後に接種が可能になりました。ま
た、オミクロン株対応ワクチンの接種は１人１回のみです。
　現時点でワクチンを無料で接種できる期間は来年３月31日（金）までです。オミクロン株対応ワクチンでの接種
を受けるには、従来型ワクチンによる１・２回目接種を年内に完了する必要があります。

ＬＩＮＥはこちら▶

実施日

予約サイトはこちら▶

12月２日（金）
　　９日（金）
　　  16日（金）

乳幼児（生後６か月～４歳）の
接種について

■対象
　乳幼児（生後６か月～４歳）
■使用するワクチン
　ファイザー社製乳幼児用ワクチン
■接種回数
　３回（１回目と２回目の接種間隔は３週間、
　　　　２回目と３回目の接種間隔は８週間）
■接種券
　発行申請が必要です。以下の
　いずれかの方法で申請してく
　ださい。　
　・申込みフォーム
　・郵送（送付先：〒471・8501、
　　　　  西町３－60、感染症予防課）
　・市役所（感染症予防課）窓口
　　※申請書は市役所で配布（市ホームページ
　　　からもダウンロード可）　　　
■接種場所
　市内医療機関
■予約方法
　「乳幼児用接種可能な医療機関一覧」（市ホー
　ムページに掲載）に記載の方法で予約

　前回接種から３か月が経過し、かつオミクロ
ン株対応ワクチンを未接種の人には、接種券

（３～５回目接種）を発送しています。
　接種券に同封されている「ワクチン接種医療
機関一覧」に記載の医療機関で接種することが
できます。

12月３日（土）
　 　 10日（土）
　　  17日（土）
　　  18日（日）

ところ

市役所

●市集団接種は以下のとおり実施します

申込みフォーム、
申請書などはこちら

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備えましょう
　この冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行する可能性があります。
●新型コロナワクチン、インフルエンザワクチンの年内の接種をご検討ください
●発熱などの体調不良時に備えて、薬局などで抗原定性検査キット＊や解熱鎮痛薬を購入しましょう
　＊国が承認した「体外診断用医薬品」か「第１類医薬品」を選びましょう

※予約受付中。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で予約してください

３～５回目接種（12歳以上）に
ついて

市ホームページ

午後７時～９時

午前10時～午後５時

pick up3
募集

祝ジブリパーク開園！豊田市のイチオシ写真・動画を募集しています
●問合せ　市政発信課（☎34・6604、FAX34・1528、✉shisei@city.toyota.aichi.jp）

　ジブリパークの開園を記念して「足をのばせば  となりのとよた  キャンペーン」
を実施しています。優秀な写真・動画を投稿いただいた人には、市内施設の利用
券や宿泊券、特産品などをプレゼントします。

　■募集期間
　　来年２月28日（火）まで
　■対象
　　 Instagramのアカウントを持っている人　
　■応募方法
　　STEP①：市公式Instagramアカウントをフォロー
　　STEP②：「＃となりのとよた」をつけて写真・動画を投稿　
　■投稿テーマ
　　投稿者が思う、ジブリパークの来園者に「見てほしい」「知ってほしい」
　　「体験してほしい」市内のスポット（風景、場所、食な

ど）
　　例：あまり知られていない市内の「○○○」な場所、まるで「○○○」に出てきそうな市内の風景な

ど

＜投稿例＞

市ホームページ Instagram

▼応募・詳細はこちら▼

　併せてInstagram、Twitterでキャンペーン記事を「いいね」「リツイート」してくれる人を募集
しています。応募者の中から抽選で、市内で使える地域クーポン券などをプレゼントします。 Twitter

＜キャンペーン記事＞
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■とき　12月11日（日）
　　　　午前８時50分～午後０時５分

　豊田スタジアムと周辺道
路がマラソンコースになる
ため、交通規制を行います。
会場周辺は混雑が予想され
ますので、ご理解とご協力
をお願いします。

※安全確保などのため、多少時間
　が前後する場合があります

■規制場所　豊田スタジアム周辺道路

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ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。12月29日（木）～来年１月３日（火）は除く）お知らせ

　年末年始にかけて感染拡大が懸念されるため、年内のオミクロン株対応ワクチン接種をご検討ください。
　12歳以上の３～５回目接種の接種間隔が短縮され、前回接種から３か月経過後に接種が可能になりました。ま
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　現時点でワクチンを無料で接種できる期間は来年３月31日（金）までです。オミクロン株対応ワクチンでの接種
を受けるには、従来型ワクチンによる１・２回目接種を年内に完了する必要があります。

ＬＩＮＥはこちら▶

実施日

予約サイトはこちら▶

12月２日（金）
　　９日（金）
　　  16日（金）

乳幼児（生後６か月～４歳）の
接種について

■対象
　乳幼児（生後６か月～４歳）
■使用するワクチン
　ファイザー社製乳幼児用ワクチン
■接種回数
　３回（１回目と２回目の接種間隔は３週間、
　　　　２回目と３回目の接種間隔は８週間）
■接種券
　発行申請が必要です。以下の
　いずれかの方法で申請してく
　ださい。　
　・申込みフォーム
　・郵送（送付先：〒471・8501、
　　　　  西町３－60、感染症予防課）
　・市役所（感染症予防課）窓口
　　※申請書は市役所で配布（市ホームページ
　　　からもダウンロード可）　　　
■接種場所
　市内医療機関
■予約方法
　「乳幼児用接種可能な医療機関一覧」（市ホー
　ムページに掲載）に記載の方法で予約

　前回接種から３か月が経過し、かつオミクロ
ン株対応ワクチンを未接種の人には、接種券

（３～５回目接種）を発送しています。
　接種券に同封されている「ワクチン接種医療
機関一覧」に記載の医療機関で接種することが
できます。

12月３日（土）
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　　  17日（土）
　　  18日（日）

ところ

市役所

●市集団接種は以下のとおり実施します

申込みフォーム、
申請書などはこちら

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備えましょう
　この冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行する可能性があります。
●新型コロナワクチン、インフルエンザワクチンの年内の接種をご検討ください
●発熱などの体調不良時に備えて、薬局などで抗原定性検査キット＊や解熱鎮痛薬を購入しましょう
　＊国が承認した「体外診断用医薬品」か「第１類医薬品」を選びましょう

※予約受付中。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で予約してください

３～５回目接種（12歳以上）に
ついて

市ホームページ

午後７時～９時

午前10時～午後５時

pick up3
募集

祝ジブリパーク開園！豊田市のイチオシ写真・動画を募集しています
●問合せ　市政発信課（☎34・6604、FAX34・1528、✉shisei@city.toyota.aichi.jp）

　ジブリパークの開園を記念して「足をのばせば  となりのとよた  キャンペーン」
を実施しています。優秀な写真・動画を投稿いただいた人には、市内施設の利用
券や宿泊券、特産品などをプレゼントします。

　■募集期間
　　来年２月28日（火）まで
　■対象
　　 Instagramのアカウントを持っている人　
　■応募方法
　　STEP①：市公式Instagramアカウントをフォロー
　　STEP②：「＃となりのとよた」をつけて写真・動画を投稿　
　■投稿テーマ
　　投稿者が思う、ジブリパークの来園者に「見てほしい」「知ってほしい」
　　「体験してほしい」市内のスポット（風景、場所、食な

ど）
　　例：あまり知られていない市内の「○○○」な場所、まるで「○○○」に出てきそうな市内の風景な

ど

＜投稿例＞

市ホームページ Instagram

▼応募・詳細はこちら▼

　併せてInstagram、Twitterでキャンペーン記事を「いいね」「リツイート」してくれる人を募集
しています。応募者の中から抽選で、市内で使える地域クーポン券などをプレゼントします。 Twitter

＜キャンペーン記事＞

11広 報 と よ た 令和４年12月号
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市ホームページ番号（HP0000000）の表記

イベント情報

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

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

記事と記事の間にある　 の表記

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

記事の見方

使い方・注意事項

その他

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

ホームページ

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

+

+

［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☎ HP12

Ｐ12 Ｐ13 Ｐ16 Ｐ18 Ｐ20

●職員
▶市正規職員（土木）
対平成７年４月２日以降生まれで、大学か短大（専門学
校（学校教育法に規定する「専修学校」で、修業年限２年
以上４年未満の専門学校）を含む）を卒業か来年３月ま
でに卒業見込みの人　勤務内容公園、道路、河川、上下
水道などの、建設に伴う設計、現場における管理監督、
維持管理な

ど　定３人程度　採用来年４月１日以降　試験
１次／ＳＰＩ検査（来年１月５日（木）～16日（月）のうち
１日）、個人面接（来年１月14日（土））　２次／個人面接、
プレゼンテーション（来年２月４日（土））　他令和４年度
豊田市職員採用試験（Ⅰ種）受験者は受験不可。募集の詳
細は12月１日（木）から市役所、各支所・出張所、駅西口
サービスセンターで配布の募集要項（同日か
ら市○HPでも閲覧可）　申12月５日（月）～16日
（金）に市○HP　

●＋
▶会計年度任用職員
職種一般事務ほ

か　報酬時給1,000円から（職種ごとに異な
る）　他来年１月30日（月）～２月４日（土）午前８時30分
～午後７時に市役所で相談や初回登録ができる登録会を
開催　申随時○直人事課

《共通》問人事課（○☎34・6609、Ⓕ34・6815、○✉jinji@city.to
yota.aichi.jp）

———————————————————
▶学校公務手
対普通自動車運転免許を持つ人　勤務時間祝日を除く月
～金曜日午前７時30分～午後６時のうち４時間30分～５
時間30分（学校行事、長期休業中は別途定め有り）　勤務
場所市立小・中学校　勤務内容校舎の開錠・施錠、校内
環境整備、給食準備・片付け、来客接待な

ど　定選考15人
程度（面接）　報酬時給1,030円（交通費支給有り）　採用来
年４月１日以降　申・問12月19日（月）までに顔写真（縦
４㌢×横３㌢）を○直学校教育課（○☎34・6661、Ⓕ31・91	
45、○✉gakkou_k@city.toyota.aichi.jp）

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

ど　定選考若干名（書類・面接）　
報酬月給26万1,600円　採用来年１月１日（相談可）　申・
問12月９日（金）までに雇用志願書（様式有り）と職務経歴
書（様式任意）を○直子ども家庭課（○☎34・6636、Ⓕ32・20	
98、○✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　※雇用志願書は子
ども家庭課で配布

HP1047772
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市ホームページ番号（HP0000000）の表記

イベント情報

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

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

記事と記事の間にある　 の表記

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

記事の見方

使い方・注意事項

その他

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

ホームページ

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

+

+

［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 13広 報 と よ た 令和４年12月号
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▶庁舎警備員
対昭和31年４月２日以降生まれの人（施設警備業務経験
者優遇）　勤務時間月～金曜日午後４時30分～翌午前８
時30分、土・日曜日、祝日午前８時30分～午後４時30分、
午後４時30分～翌午前８時30分な

ど　※月９日程度　勤務
内容夜間・休日の庁舎管理、電話・各種戸籍届出受付な

ど　
定選考若干名（面接を来年１月５日（木）に実施）　報酬時
給1,300円（研修期間中別途規定額を支給。賞与・昇給有
り）　採用来年４月１日（３月に研修期間有り）　申・問
12月26日（月）までに、履歴書記載の準備をし、顔写真	
（縦４㌢×横３㌢）と本人確認書類（運転免許証な

ど）を本人
が○直財産管理課（○☎34・6615、Ⓕ31・6881、○✉zaisankan
ri@city.toyota.aichi.jp）

———————————————————
▶交流館夜間管理業務会員
対市内在住でパソコンの基本操作ができる満59～71歳
（来年１月１日時点）の人　申・問来年１月13日（金）まで
に○☎か○直市シルバー人材センター（○☎31・1007、Ⓕ34・
3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）

———————————————————
▶文化振興財団特定業務職員
職種主事職　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　申・問12月18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）　※受験申込書は文化振興財団
総務課で配布か文化振興財団○HPからダウンロード
—————————————————————————
●こども消防士
対市内在学の小・中学生（保護者の同意が必要）　内来年
１月７日（土）に豊田スタジアムで開催の消防出初・観閲
式で車両分列行進時に消防車などに乗車　定抽選20人程
度　他当日の写真は広報物などに使用予定　申12月16日	
（金）までに申込み共通事項と申込書を○郵、Ⓕか○✉で予防
課　※申込書は市○HPからダウンロード。当選者のみ23日
（金）までに結果を通知　問予防課（〒471・0879、長興寺
５－17－１、○☎35・9703、Ⓕ35・9719、○✉shoubou-yobou	
@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1051605）
—————————————————————————
●文化振興財団表彰候補者
対市内在住・在勤・在学・出身・拠点に活動する団体か
その構成員で、市の文化・芸術の振興、青少年健全育成
活動、地域貢献に顕著な業績をあげたか、将来の活躍が
期待される個人・団体　※自薦不可　表彰の種類①文化
表彰／豊田文化賞、豊田芸術選奨、豊田文化功労賞、豊
田文化奨励賞、豊田市文化振興財団功労賞、豊田文化新
人賞　②青少年表彰／豊田青少年育成功労賞、豊田青少
年育成奨励賞　③地域表彰／豊田地域貢献功労賞、豊田
地域貢献奨励賞　申来年１月５日（木）～31日（火）に申込
用紙を○直①は文化振興財団文化事業課、②は青少年セン

ター、③は文化振興財団交流館課　※申込用紙は市民文
化会館、青少年センター、各交流館で配布か文化振興財
団○HPからダウンロード　問文化振興財団総務
課（○☎33・7222、Ⓕ33・3584、○✉tculpf@hm4.ai
tai.ne.jp）
—————————————————————————
●とよたファミリー・サポート・センター協力・両方会員
対市内在住で子どもの送迎や自宅での預かりができる人　
他来年１月22日（日）午前10時15分～午後３時30分にとよ
た子育て総合支援センターで会員登録手続きと講習会有
り。新規入会者は顔写真（縦４㌢×横３㌢）２枚と身分証
明書、筆記用具を持参　申・問来年１月21日（土）までに
○☎か○直とよたファミリー・サポート・センター（○☎37・
7135、Ⓕ37・7072、○✉kosodateshien-aiai@city.toyota.aichi.jp）

●年末年始の主な施設の休業日
　12月24日（土）～来年１月６日（金）の各施設の休業日
（予定）は以下のとおり。

生活

市役所、各支所・出張所 24日（土）、25日（日）、
29日（木）～３日（火）

駅西口サービスセンター 29日（木）～３日（火）
各交流館、コミュニティ
センター（高橋、高岡、西部）

26日（月）、28日（水）
～４日（水）

子ども

とよた子育て総合支援センター 27日（火）、29日（木）
～３日（火）

子どもつどいの広場（志
賀、柳川瀬）　※各地域子
育て支援センターは問合せ

25日（日）、29日（木）
～３日（火）

教育・ 
文化

美術館、民芸館、民芸の森、
発見館、市民文化会館、ス
カイホール豊田、とよた科
学体験館、中央図書館、自
然観察の森、エコット、産
業文化センター

26日（月）、28日（水）
～４日（水）

豊田スタジアム 28日（水）～４日（水）

コンサートホール・能楽堂 26日（月）、28日（水）
～３日（火）

鞍ケ池公園 29日（木）～31日（土）

—————————————————————————
●年末年始の市営駐車場の無料開放
時①市役所前・元城・児ノ口の各駐車場／来年１月１日
（日）午前８時～３日（火）午後10時　②新豊田駅西駐車場
／来年１月１日（日）～３日（火）の終日　③産業文化セン
ター駐車場／12月28日（水）午前８時～来年１月４日（水）
午後10時　他終了時刻までに必ず退去してください。駐
車場内での事故や盗難には十分注意してください　問①
②財産管理課（○☎34・6615、Ⓕ31・6881、○✉zaisankanri@
city.toyota.aichi.jp）　③産業文化センター（○☎33・1531、Ⓕ
33・1535）

ホームページ
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●年末年始のごみ収集日・清掃関係施設の休業日
ごみ収集日12月29日（木）～来年１月３日（火）は通常の収
集なし。「燃やすごみ」・「資源の日」は以下のとおり臨時
収集有り

種類 通常収集 臨時収集

燃やすごみ
月・木曜日地区 12月29日（木）
火・金曜日地区 12月30日（金）

資源の日
第１回目の月曜日地区 12月29日（木）
第１回目の火曜日地区 12月30日（金）

※プラスチック製容器包装と粗大ごみの臨時収集なし
清掃関係施設の休業日12月28日（水）～来年１月５日（木）
の各施設の休業日は以下のとおり

施設 休業日
渡刈クリーンセンター（○☎28・2000）①

31日（土）～３日（火）藤岡プラント（○☎76・2027）①
グリーン・クリーンふじの丘（○☎75・2101）①
緑のリサイクルセンター（○☎43・2080）②

29日（木）～３日（火）
粗大ごみ受付センター（○☎25・5353）④

リサイクル
ステーション

広路町（イオンスタイ
ル豊田西駐車場）③ 30日（金）～３日（火）

大沼町④ 29日（木）～３日（火）、５日（木）
稲武町、小原町、下切町④ 28日（水）～５日（木）
上記以外③ 31日（土）～３日（火）

し尿 市直営（○☎71・3003）31日（土）～３日（火）、５日（木）

し尿・
浄化槽汚泥

トヨタ衛生保繕	
（○☎32・4666） 30日（金）～４日（水）

豊環（○☎28・2020） 29日（木）～４日（水）
猿投衛生社（○☎35・1025）29日（木）午後～４日（水）
東邦清掃	
（○☎0566・92・1605）29日（木）～３日（火）

ヤハギエコノス（○☎76・6330）
30日（金）～５日（木）光商事	

（○☎0564・21・5265）	
※下山地区の浄化槽のみ
東海環境衛生社	
（○☎0536・62・1464）　
※稲武地区

29日（木）～４日（水）

浄化槽管理センター
（○☎87・1025）　	
※浄化槽のみ

30日（金）～５日（木）

豊田環境事業協同組合
（○☎32・7088）　	
※直営地区の仮設トイレ受付

30日（金）～４日（水）

他施設の開設時間／①午前８時30分～午後４時、②午前
９時30分～午後５時、③午前10時～午後６時、④午前９
時～午後５時。し尿の収集／定期の収集予定日が休業日
の場合は予定日の前後で収集　問ごみ分別・リサイクル
ステーション／循環型社会推進課（○☎71・3001、Ⓕ71・
3000、○✉junkan@city.toyota.aichi.jp）、ごみ収集・し尿／清掃
業務課（○☎71・3003、Ⓕ71・3000、○✉seisougyoumu@city.	

toyota.aichi.jp）、ごみ処理施設／清掃施設課（○☎28・2000、	
Ⓕ28・2212、○✉seisoshisetsu@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●年末年始のおいでんバス・地域バスの運行
　いずれも期間は12月29日（木）～来年１月３日（火）。

休日ダイヤ
運行

おいでんバス全路線（「快速いなぶ」除く）、高
岡地域バス、稲武地域バス（根羽線、押山線）、
藤岡地域バス（西市野々線、三箇線　※いず
れも１月１日（日）は運休）

運休

おいでんバス（「快速いなぶ」のみ）、石野地域
バス、保見地域バス、稲武地域バス（予約バ
ス）、上郷地域バス、小原地域バス、藤岡地域
バス（川口・飯野線）、下山地域バス、旭地域
バス、足助地域バス（12月29日（木）は運行）

問交通政策課（○☎34・6603、Ⓕ33・2433、○✉koutsu@city.	
toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●どんぐり横丁の臨時休館
時12月13日（火）～15日（木）　理由施設メンテナンスのた
め　問どんぐりの里いなぶ（○☎82・3666、Ⓕ82・3136、	
○✉ info@dongurinosato.com）
—————————————————————————
●子育て世帯臨時特別給付金
　新型コロナウイルス感染症と食費等の物価高騰の影響
を受ける子育て世帯を支援するため、臨時の特別給付金
を支給します。「愛知県子育て世帯臨時特別給付金」の対
象外となる児童の保護者にも、「豊田市子育て世帯臨時特
別給付金」を支給します。
支給額児童１人当たり一律１万円

給付金 対象児童 申請 支給時期
愛知県子育て
世帯臨時特別
給付金

①令和４年９月分児童手
当支給対象の０～15歳の
子（特例給付対象を除く）不要

☆

児童手当の
振込口座に
12月22日	
（木）に振込

豊田市子育て
世帯臨時特別
給付金

②令和４年９月分児童手
当特例給付対象の０～15
歳の子
③児童手当（特例給付を
含む）支給対象ではない
０～15歳の子（ただし、
令和４年８月31日までに
生まれた子）

必要
★
受付・審査
後、順次振
込予定

④16～18歳の子（高校生
またはそれに準ずる子）

☆公務員は申請が必要。受付・審査後、順次振込予定
★④の中で、①②の保護者が養育する子は申請が不要。
児童手当の振込口座に12月22日（木）に振込
申請①②の公務員と③④は来年１月31日（火）までに○郵で
子ども家庭課　※申請書は、①②の公務員は市○HPからダ
ウンロード、③④は市から発送　問子ども家庭課（○☎34・	
6636、Ⓕ32・2098、○✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）
	 	 （HP1051835）
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お
知
ら
せ

●電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏ま
え、住民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。
支給額１世帯当たり５万円

対象 手続き

世帯全員の令和４年度の住
民税均等割が非課税の世帯

11月末までに市から発送さ
れる確認書に必要事項を記
入し、来年１月31日（火、
消印有効）までに返送

令和４年１月～12月の収入
が減少し「住民税非課税相
当」の収入となった世帯

来年１月31日（火）までに申
請

問非課税世帯等給付金推進室（○☎34・6017、Ⓕ34・6755）
—————————————————————————
●人権問題や日常生活の悩みは人権擁護委員にご相
談ください
■人権擁護委員（地区）

稲
いなぐま

熊実
みえこ

枝子（崇化館）山
やまだ

田正
まさあき

秋（梅坪台） 川
かわはた

畑勝
かつあき

亮（浄水）
太
おおた

田高
たかふみ

史（朝日丘） 佐
さとう

藤祐
ゆうこ

子（逢妻） 松
まつざわ

澤昭
あきお

夫（高橋）
伊
いとう

藤房
ふさじ

治（美里） 星
ほしだ

田恵
けいこ

子（益富） 加
かとう

藤昭
あきたか

孝（豊南）
今
いまにし

西モ
もとこ

ト子（末野原） 阿
あべ

部惠
けいいち

一（上郷） 水
みずたに

谷雅
まさこ

子（竜神）
猪
いづか

塚美
みさこ

佐子（若林） 内
うちやま

山雅
まさよ

代（前林） 野
のば

場能
よしこ

子（若園）
岩
いわつき

附まゆみ（猿投台）三
みやけ

宅八
やちよ

千代（井郷） 山
やまうち

内敏
としゆき

之（保見）
小
おがさわら

笠原政
まさみ

巳（石野） 平
ひらまつ

松学
まなぶ

（松平） 青
あおき

木康
やすし

次（藤岡）
堀
ほり

隆
たかあき

昭（藤岡南） 加
かとう

藤章
あきら

（小原） 加
かとう

藤智
ともこ

子（足助）
中
なかしま

島文
ふみこ

子（足助） 倉
くらち

地雅
まさひろ

博（下山） 後
ごとう

藤康
やすひと

仁（旭）
伊
いとう

藤純
すみよし

義（稲武）
問市民相談課（○☎34・6626、Ⓕ31・8252、○✉s_soudan@ci	
ty.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●福祉の悩みは民生委員・児童委員にご相談ください
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された
無報酬のボランティアです。地域住民を見守り、支援を
必要とする人の福祉の相談に応じ、関係機関につなぎま
す。12月１日に一斉改選があり、豊田市では610人が活動
しています。福祉に関する困りごとや気になることは、	
お住まいの地域の民生委員・児童委員にご相談ください。
他民生委員・児童委員は身分証を携帯。守秘義務有り　
問福祉総合相談課（○☎34・6791、Ⓕ33・2940、○✉ fukushi-
sodan@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●PayPayボーナス付与キャンペーン
対象期間12月１日（木）～来年２月28日（火）　付与割合・
上限20㌫（上限：2,000円相当／回、１万円相当／月）　対
象店舗PayPayに登録・加盟している市内の中小飲食店
のうち、とよた元気プロジェクト実行委員会とPayPay
が指定する店舗　※店頭ポスターかPayPayアプリ内の
地図に表示　対象となる支払方法PayPay残高、PayPay

カード（旧Yahoo!JAPANカード含む）、PayPayあと払い、
PayPayあと払い（一括のみ）　問商業観光課（○☎34・6642、
Ⓕ35・4317、○✉shoukan@city.toyota.aichi.jp）	 （HP1047893）
—————————————————————————
●レディース検診
時来年１月５日、19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
時来年１月10日、24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12月12日（月）午
前８時30分から○☎で豊田地域医療センター（○☎34・3002、
Ⓕ33・8710）
—————————————————————————
●エイズ・梅毒検査（自己採血による検査）
時12月８日（木）午後６時～７時　所保健所　定先着25人
（当日○直会場）　他結果は約１週間後にスマートフォンや
パソコンで確認　問感染症予防課（○☎34・6180、Ⓕ34・
6929、○✉hokansen@city.toyota.aichi.jp）		 （HP1046170）
—————————————————————————
●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、災害時などに活用する
投光器を水防倉庫に整備しました。
問消防本部総務課（○☎35・9717、Ⓕ35・9709、○✉shoubo	
u-soumu@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●一般県道宮上知立線バイパス開通

　一般県道宮上知立線バイパスの約２キロ㍍（中田町～
刈谷市一里山町の区間）が完成し、12月18日（日）午後３
時（予定）に開通します。
問豊田加茂建設事務所道路整備課（○☎35・9321）
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コンサートホール・能楽堂 民芸館 民芸の森

コンサートホール・能楽堂 民芸館 民芸の森 中央図書館 総合野外センター

●徳岡めぐみ　パイプオルガン・
リサイタル
時12月10日（土）午後３時開演　￥2,0	
00円（25歳以下半額）

●＋
●バッハ・コレギウム・ジャパン

「聖夜のメサイア」
時12月25日（日）午後４時開演　￥Ｓ
席8,000円、Ａ席6,000円、Ｂ席4,000円
（Ａ、Ｂ席は25歳以下半額）

●＋
●ウィーン・シュトラウス・フェ
スティヴァル・オーケストラ　ニ
ューイヤー・コンサート

時来年１月６日（金）午後６時45分開
演　￥Ｓ席7,000円、Ａ席6,000円、Ｂ
席5,000円、Ｃ席3,000円（Ｂ、Ｃ席は
25歳以下半額）

●＋
●能狂言が見たくなる講座③「60分
で観てみる能～鑑賞入門「鉄輪」～」
時12月７日（水）午後６時30分開演　
￥1,000円（25歳以下半額）

●＋
●お囃

はやし

子体験教室
時来年１月10日（火）、17日（火）、25
日（水）、２月１日（水）、７日（火）午
後６時30分～８時30分　定笛／先着
５人、小鼓・大鼓・太鼓／各先着10
人　￥3,000円（高校生以下半額）　他
小学生以下は保護者同伴　申12月７
日（水）午前10時から○☎か○直コンサー
トホール・能楽堂

●＋
●参合館ロビーコンサート　クラ
シックギターアンサンブル
時12月15日（木）午後５時～５時30分

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

●とんぼ玉体験「クリスマスツリ
ーのガラス細工作り」
時12月17日（土）午前10時～正午、午
後１時～３時　対小学５年生以上　
定抽選12人　￥3,200円（中学生以下
2,800円）　申込み期限12月８日（木）

●＋
●しめ縄作り体験

時12月18日（日）午後１時30分～３時　
対小学生以上　定抽選11人　￥1,000
円　申込み期限12月８日（木）

●＋
●はじめてのやきものづくり「お
ひなさま」
時12月18日（日）午後１時～３時　対
小学生以上　定抽選12人　￥1,500円
（中学生以下1,000円）　他作品は焼成
して後日お渡し　申込み期限12月８
日（木）

●＋
●とんぼ玉講座
時①来年１月13日、27日、２月３日、
17日、３月３日、17日の金曜日　②
１月14日、28日、２月４日、18日、	
３月18日の土曜日　※いずれも午前
10時～正午、午後１時～３時　対①
②全日程参加できる小学５年生以上　
定①②抽選12人（初級は６人まで）　
￥①初級8,400円、上級１万5,600円　
②初級7,000円、上級１万3,000円　※
いずれも材料費別途4,500円程度　申
込み期限12月13日（火）

《共通》他小学生以下は保護者同伴　
申・問申込み期限までに申込み共通
事項と学年（中学生以下）、希望時間
（第２希望まで）を民芸館○HPか○往（１
枚で１講座、２人まで）で民芸館	
（〒470・0331、平戸橋町波岩86－100、
○☎45・4039、Ⓕ46・2588、○✉mingeik
an@city.toyota.aichi.jp）

●竹と小原和紙でつるし飾りを作ろう

時来年１月７日（土）から　※なくな
り次第終了。受付は午前10時～午後
３時　定先着15個（当日○直会場）　￥
150円　問民芸の森（○☎46・0001、Ⓕ
46・0043、○✉mingeinomori@city.toyota.
aichi.jp）

中央図書館
●「図書館を使った調べる・伝え
る学習コンクール」入賞作品展
時12月３日（土）～25日（日）午前10時
～午後８時

●＋
●クリスマスおはなし会
時12月18日（日）午後２時～３時　定
先着30人（当日○直会場）　他未就学児
は保護者同伴。おはなし会スタンプ
２倍

●＋
●不安解消！トラブルにならない
終活のススメ
時来年１月７日（土）午後２時～４時　
定先着40人　申12月６日（火）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）

総合野外センター
●家族でたき火を楽しもう！
時来年１月８日（日）午前10時～午後
０時30分　対市内在住の小・中学生
と家族　定抽選12家族　￥１家族500
円　申・問12月15日（木）までに申込
み共通事項と参加人数を○✉で総合野
外センター（○☎58・1388、Ⓕ58・13	
49、○✉toyota-yagai-center@hm.aitai.ne.jp）
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とよた科学体験館 　　　　　　　 豊田スタジアム エコット 自然観察の森 発見館

とよた科学体験館 エコット 自然観察の森

施
設

●中学・高校の科学部などによるシ
ョーと工作「サイエンスカーニバル」
時12月11日（日）午前10時～午後３時　
他整理券配布有り

●＋
●街中の星見会「まちぼし」
時12月17日（土）午後６時　※天候不
良時は中止　定先着70人（当日午後
５時から整理券配布）

●＋
●大人のゆうゆう星めぐり
時12月22日、来年１月26日の木曜日
午後２時　定先着150人　￥300円　
他子どもの同伴不可　

●＋
●もっとも美しい金属結晶「ビス
マス結晶づくり」

時来年１月15日、22日の日曜日午前
10時～10時50分、午前11時～11時50
分　対小学３～中学３年生（小学４
年生以下は保護者同伴）　定各日先
着12組　￥500円　申12月24日（土）
午前10時から○☎で同館

●＋
●ダジャレ満載の笑って学べる

「ブラック星博士の爆笑天文教室」
（プラネタリウム）
時来年１月21日（土）午後３時30分～
５時　定先着120人　￥500円　申12
月10日（土）午前10時から○☎で同館

《共通》問とよた科学体験館（○☎37・
3007、Ⓕ37・3012）

豊田スタジアム
●とよた元気まつり
時12月24日（土）午前11時　休館日全
館／12月６日（火）　スポーツプラザ
／12月11日（日）、17日（土）　※イベ
ント開催などのため休館になる場合
有り。豊田スタジアム○HPで確認　問
豊田スタジアム（○☎87・5200、Ⓕ87・
5201）

●eco☆ゲームでウオームシェア
時来年１月７日（土）午前10時～正午　
対小学生以上　定先着15人

●＋
●豊田東高生による環境講座（①リ
サイクル工作であそぼう　②野菜を
丸ごと使ったおいしい料理を作ろう　
③ごみのゆくえをたどろう）
時①来年１月７日（土）　②８日（日）　
③９日（月）　※いずれも午後１時30
分～３時30分　対小学生以上（小学
生は保護者同伴）　定①③先着20人　
②先着12人　￥②300円

●＋
●リメイク講座～カーテンのはぎ
れでトートバッグを作ろう～

時来年１月13日（金）午後１時～３時
30分　対大人　定先着12人　￥200
円　

●＋
●エコットクッキング　食ロス削減
で干し野菜のおいしい漬物を作ろう
時来年１月15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　

●＋
●愛知学泉短大生による環境講座

「食品ロス削減」（①キーマカレー 
とみかんの牛乳寒天を作ろう！　
②ポトフとにんじんのきんぴらと
ケーキを作ろう！）
時①来年１月22日　②29日　※いず
れも日曜日午前10時～午後１時　対
小学４年生以上の子と親　定①②先
着７組　￥①②500円　

《共通》申・問12月６日（火）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「静か
な森でひっそり冬芽」
時12月７日～21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。小学４
年生以下は保護者同伴

●＋
●森のおはなし会「冬、生きもの
たちはどうしてる？」（絵本の読み
聞かせ）
時来年１月７日（土）午後２時～３時　
※雨天決行　定先着16人　他小学４
年生以下は保護者同伴　申込み開始
日12月20日（火）

●＋
●親子向け自然体験講座　森あそ
び～木の実コロコロ～（どんぐり
を転がす遊び板作り）

時来年１月８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12
月21日（水）

●＋
●森の生き物の巣箱を観察しよう
時来年１月14日（土）午前９時30分～
正午　※雨天時は21日（土）に延期　
対小学生以上（小学４年生以下は保
護者同伴）　定先着15人　￥100円　	
申込み開始日12月27日（火）

《共通》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）

発見館
●自由散策「冬のぶらコロモ」
時12月１日（木）～来年２月28日（火）
午前９時～午後４時　他ガイドなし。
約3.5キロ㍍。参加賞有り　問発見館
（○☎33・0301、Ⓕ33・0319、○✉hakk
en@city.toyota.aichi.jp）
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●若年性認知症本人・家族会スマ
イル（交流・相談会な

ど）
時来年１月16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・問来年
１月13日（金）までに○☎か○✉で高齢福
祉課（○☎34・6984、Ⓕ34・6793、○✉
korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●ヘルスサポートリーダー養成講座
時来年１月17日（火）、19日（木）午後
１時～３時30分　所井郷交流館　対
市内在住で講座に両日参加でき、豊
田市健康づくり協議会に入会してボ
ランティア活動ができる人　定先着
15人　申・問12月15日（木）午前９時
から○☎か○直地域保健課北部地区担当
（○☎41・3081、Ⓕ41・3083、○✉chiiki	
hoken-hokubu@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●もやもや病講演会・療養相談会
時来年１月24日（火）午後２時～４時　
所豊田加茂医師会館　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（申込みは来年１
月19日（木）までに○✉で保健支援課）　
申・問12月５日（月）午前９時から○☎、
Ⓕか○✉で保健支援課（○☎34・6855、
Ⓕ34・6051、○✉hokenshien@city.toyota.
aichi.jp）　
————————————————
●親の居場所（困りごとなどの語らい）
時来年１月21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歳の人がいる家族と
関係者　定先着15人　申・問12月６
日（火）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）
————————————————
●人生すごろく金の糸（すごろく
を通じた交流会）
時来年１月15日（日）午前10時～正午　
所キラッ☆とよた　対18歳以上　定
先着12人　申・問来年１月５日（木）
正午から○☎できらきらレインボー
（石川○☎090・7304・9570）

●女性のための無料法律相談
時来年１月18日（水）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、来年１月７日（土）までに要
予約）　申12月６日（火）午前10時か
ら○☎でクローバーコール（○☎33・96	
80）　

●＋
●ＷＥＢで学ぶ家事シェア！家族
の時間とシンプルな暮らし方（オ
ンライン講座）

時来年１月29日（日）午前10時～11時
30分　定先着30組　他キラッ☆とよ
たでオンライン聴講も可　申12月６
日（火）午前10時からキラッ☆とよた
○HP、○☎か○直キラッ☆とよた

《共通》問キラッ☆とよた（○☎31・77	
80、Ⓕ31・3270、○✉clov
er@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～
時来年１月29日（日）午後１時30分～
３時30分　所稲武交流館　定先着60
人　他オンライン参加も可　申・問
12月５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○☎で稲武支所（○☎82・2511、Ⓕ
82・3272、○✉ inabu-shisho	
@city.toyota.aichi.jp）

————————————————
●里親養育体験発表会
時12月10日（土）、来年２月26日（日）、
３月18日（土）午前10時～正午　来年
１月20日（金）午後６時45分～８時30
分　所梅ヶ丘学園　申・問開催前日
までに○☎で梅ヶ丘学園（○☎32・1107）

●働く人のためのとよたキャリア
カレッジ

時アドラー心理学に学ぶ職場コミュ
ニケーションの実践／来年１月27日　
伝える力－プレゼン力を高めよう－
／２月３日　お金に向き合うライフ
プランニング／３月３日　※いずれ
も金曜日午後１時30分～３時　所キ
ラッ☆とよた　対市内在住・在勤の
人　定各先着12人　￥500円　他未
就学児の託児有り（有料、開催日前
週水曜日までに要予約）　申12月５
日（月）午前10時からとよたキャリア
カレッジ○HP　問とよたキャリアカレ
ッジ（eight○☎41・8871、
○✉office@8eight8.jp）

————————————————
●キャリアプランニングセミナー

（働く満足と企業選び）
時来年１月12日（木）午後２時～４時　
対市内在住・在勤・在学・在活動中
の人

●＋
●セカンドライフ・キャリアセミナー
時人生100年を生き生きと過ごすセ
ルフメンテナンス講座／来年１月21
日（土）午前10時30分～正午　ライフ
プラン＆マネープランセミナー／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

《共通》所就労支援室　定各先着12人　
他雇用保険求職活動の実績として認
定　申・問12月５日（月）午前10時か
ら○☎、Ⓕ、○✉か○直同室（○☎31・1330、
Ⓕ31・1391、○✉shurosien@city.toyota.ai
chi.jp）

ホームページ

申込み

ホームページ
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学
び

●女性しごとテラスセミナー（働
き方とマネープラン）
時12月21日（水）午前10時30分～正午　
所女性しごとテラス　定先着15人　	
他未就学児の託児有り（先着５人、
500円、12月12日（月）までに要予約）。
オンライン参加も可（先着20人）

●＋
●出張座談会
時12月22日（木）午後２時～２時50分　
所藤岡南交流館　定先着11人　他子
ども同伴可

●＋
●豊田市で働く！職場見学バスツアー
時来年１月19日（木）午前10時15分～
午後４時　所女性しごとテラス　定
先着12人　他未就学児の託児有り
（500円、来年１月９日（月）までに要
予約）

《共通》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12月５日（月）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、
○✉shigoto@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●中京大湯

ゆあさ

浅景
かげもと

元名誉教授の「即
実践！健康寿命を延ばす運動法」

時来年１月10日（火）午前10時～11時
30分　所市民文化会館　対市内在住
の人　定先着50人　￥200円　申・問
12月５日（月）午前10時から○☎でとよ
たシニアアカデミー（○☎36・6363、	
Ⓕ34・0015、○✉t-saj@hm.aitai.ne.jp）

●寄せ植え講習会（クリスマス・
正月用）
時12月17日（土）午前10時～11時30分　
所高岡農村環境改善センター　定抽
選14人　￥2,000円　申・問12月９日
（金）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・9932）
————————————————
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時来年１月の毎週金曜日午前９時15
分～正午　￥7,000円

●＋
●ホームページ作成講座
時来年１月６日～２月３日の毎週金
曜日午後１時15分～４時　￥１万1,0	
00円

●＋
●よくわかるワード基礎講座
時来年１月10日～２月14日の毎週火
曜日午前９時15分～正午　￥１万2,2	
00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①来年１月11日、18日の水曜日　
②19日、26日の木曜日　※いずれも
午前９時30分～11時30分　￥①②5,5	
00円

●＋
●よくわかるエクセル基礎講座
時来年１月12日～２月16日の毎週木
曜日午後１時15分～４時　￥１万2,2	
00円

●＋
●ワードで会報作成
時来年１月16日～30日の毎週月曜日
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　	
申・問12月５日（月）午前９時から○☎
で市シルバー人材センター（○☎31・
1007、Ⓕ34・3238、○✉toyota@sjc.ne.
jp）

●市民公開講座「ボランティアを
続けるための秘訣」
時来年１月14日（土）午後１時30分～
４時　所福祉センター　対市内在住・
在勤・在学の人　定先着180人　申・
問12月６日（火）午前９時から○郵、○☎、
Ⓕか○✉で社会福祉協議会共生推進課
（〒471・0877、錦町１－１－１、○☎
31・1294、Ⓕ33・2346、○✉vc@toyota-
shakyo.jp）
————————————————
●現役介護スタッフに聞く！
介護の仕事セミナー in とよた

時来年１月22日（日）午後２時～２時
45分　所福祉センター　定抽選30人　
申・問来年１月13日（金）までに市○HP

か○☎で社会福祉協議会総務課（○☎34・
1131、Ⓕ32・6011、○✉sou
mu@toyota-shakyo.jp）

————————————————
●家事援助技能講習
時来年１月16日（月）、17日（火）午前
10時～午後４時　所ふれあいの家　
申込み期間12月５日（月）～19日（月）

●＋
●せん定技能講習
時来年１月26日（木）午後１時～４時　
所県緑化センター　申込み期間12月
５日（月）～23日（金）

《共通》対市シルバー人材センターの
会員でない市内在住の60歳以上の人、	
市シルバー人材センター会員で職種
転換を希望するか１年以上就業して
いない人　定選考20人　申・問申込
み期間に申込書を○郵かⒻで県シルバ	
ー人材センター連合会業務課（〒460・
0001、名古屋市中区三の丸３－２－
１、○☎052・961・9521、Ⓕ052・961・
9524）　※申込書は県シルバー人材
センター連合会○HPからダウンロード

HP1051548
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●韓国語講座　
時①入門／毎週水曜日午前11時～正
午　②中級／毎週水曜日午後１時30
分～２時30分　所韓国民団豊田支部
（陣中町）　対①韓国語を基礎から勉
強したい人　②韓国語の読み書きが
ある程度できる人　￥月額5,000円	
（別途教材費）　申・問12月５日（月）
から韓国民団豊田支部○HP、○☎（月・
水・木曜日午前９時～午後３時）か
○✉で韓国民団豊田支部（○☎32・4350、
Ⓕ32・4351、○✉mindantoyota@ia5.itkee
per.ne.jp）　
————————————————
●空き家・相続に関する無料相談会
時12月14日、来年１月18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・問開催前日まで
に○☎か○✉であいち空き家修活相談セ	
ンタートヨタリジェ（○☎050・3551・
8611、○✉ info@aas-toyota.com）
————————————————
●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～私の能力を整理
する～／来年１月21日（土）、女性と
身近なＤＶを知る～我慢しない生き
方について考えよう～／26日（木）、	
家族で「チーム」になる～アドラー心
理学のコミュニケーション～／２月
４日（土）、しあわせ体質のはぐくみ
方～捉え方で変わる世界～／９日
（木）、リーダーシップ～自分らしい
リーダーシップを考える～／18日	
（土）、本気でわたしらしく生きる！
／３月２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12月８日（木）午
前10時からブルーバード○HP　問ブル	
ーバード（○☎77・6910、
○✉coco@bluebird.or.jp）

ホームページ

●冬休みこどもデー2022　出前博
物館で昔の遊びをしよう！（火お
こし体験、戦国鎧

よろい

の試着など）

時12月24日（土）、25日（日）午前９時
30分～午後３時30分　所朝日丘交流
館　問文化財課（○☎32・6561、Ⓕ34・
0095、○✉bunkazai@city.toyota.aichi.jp）
	 （HP1051608）
————————————————
●「知恵泉出張スペシャル“徳川
軍団・最強の秘密”」公開収録

時来年２月３日（金）午後６時45分～
８時45分（午後６時開場）　所市民文
化会館　出演予定大河ドラマ「どう
する家康」キャストな

ど　※後日、Ｎ
ＨＫ名古屋放送局○HPで発表　申１月
９日（月）までにＮＨＫサイト専用申
込みフォーム　※当選は１人１件ま
で。応募多数の場合は抽選し、１月
19日（木）頃に結果を通知。応募者の
情報は抽選結果の連絡のほか、ＮＨ
Ｋでは受信契約者情報との照合、受
信料支払いのお願いに使用する場合
有り　問商業観光課（○☎34・6642、	
Ⓕ35・4317、○✉shoukan@
city.toyota.aichi.jp）

————————————————
●包丁とぎ
時12月20日（火）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　	
問市シルバー人材センター（○☎31・
1007、Ⓕ34・3238、○✉toyota@sjc.ne.
jp）

●発達障がい子育ておはなし会
「なんでも相談会」
時来年１月30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12月６
日（火）午前９時～来年１月６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）
————————————————
●高岡茶席（抹茶）

時12月18日（日）午前10時～午後１時　	
所六鹿会館　定先着30人　￥400円　	
申・問12月６日（火）午前９時から○☎
か○直高岡コミュニティセンター（○☎
53・7771、Ⓕ53・7782、○✉ info@takao	
ka-cc.com）
————————————————
●山で恋活　大人の林間学校（宝
探し、肝試し、焚

た

き火）

時来年２月４日（土）午後２時～９時　
所総合野外センター　対市内在住・
在勤で25歳～39歳の独身の人　定男
女各先着18人　￥1,000円　他送迎バ
ス有り　申12月６日（火）午前９時か
ら青少年センター○HP　問青少年セン
ター（○☎32・6296、Ⓕ32・6298、○✉
youth@hm2.aitai.ne.jp）

申込み
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学
び

催
し

●花とみどりの講座
▶毎年咲かせるシンビジウム
時来年１月18日（水）午前10時～正午　
￥2,600円　申込み開始日12月６日
（火）

●＋
▶カジュアル盆栽（枝垂桜）
時来年１月20日（金）午前10時～正午　
￥1,600円　申込み開始日12月９日
（金）

●＋
▶早春の芽吹き　リースの寄せ植え

（芽出し球根のリング型バスケット）
時来年１月25日（水）午前10時～正午　
￥3,600円　申込み開始日12月13日	
（火）

●＋
●特別講座　ガーデナー本

ほんけ

家幸
ゆきひろ

大「ク
リスマスローズのコツ」（講義・実習）
時来年１月28日（土）午前10時～正午　	
￥3,600円　申込み開始日12月16日
（金）
《共通》所西山公園　対市内在住の人　
定先着30人　申・問申込み開始日午
前９時から○☎（１回につき２人まで）
で同公園（○☎31・2108、Ⓕ33・8718、
○✉nishiyama-kouen@city.toyota.aichi.jp）　
————————————————
●創立45周年記念少年少女合唱団
定期演奏会

時来年１月29日（日）午後４時開演
（午後３時15分開場）　所コンサート
ホール　他３歳以下入場不可　申12
月６日（火）午前９時から市民文化会
館かコンサートホールで整理券を配
布　問文化振興財団（○☎31・8804、	
Ⓕ35・4801、○✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.
jp）

●ものづくりひろば（簡単な紙工作）
時来年１月７日～29日の毎週土・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）
時来年１月10日～31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12月６日
（火）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／来年１
月12日、19日の木曜日　②パリスタ
イル／１月15日（日）　※いずれも午
前10時～11時　定各先着25人　￥①
１回2,500円　②5,000円　申12月15日
（木）午前10時から参加費を添えて○直
地域文化広場

●＋
●陶芸教室
時来年１月14日（土）、15日（日）、28
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12月10日（土）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
時来年１月８日（日）、15日（日）、28
日（土）、29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

《共通》所・問地域文化広場（○☎53・
0671、Ⓕ53・5086、○✉chibun@homex-
co.com）

●アレンジキャンドル（ドライフ
ラワーを使ったキャンドル作り）

時12月23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12月９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）
————————————————
●おうちでできるベーキング教室
（クリスマスパンづくり）
時12月17日（土）午前10時～正午　対
小学３年生以上（小学生は保護者同
伴）　定先着12組　￥１組1,500円　	
申込み開始日12月６日（火）

●＋
●ミニ盆栽教室「お正月の盆栽」
時12月24日（土）午前９時30分～11時
30分、午後１時～３時　定各先着16
人　￥各3,000円　申込み開始日12月
７日（水）

●＋
●正月花を生けよう
時12月27日（火）午前10時30分～11時
30分　定先着15人　￥3,000円　申込
み開始日12月６日（火）

《共通》所高橋コミュニティセンター　
申・問申込み開始日午前９時から○☎
か○直同センター（○☎80・4729、Ⓕ80・
0068、○✉takacomu@homex-co.com）
————————————————
●テニス教室（午後の部）
時来年１月11日～３月１日の毎週水
曜日午後７時15分～８時45分　所平
戸橋いこいの広場　定先着28人　￥
6,000円　申・問12月17日（土）午前９
時から○☎か○直平戸橋いこいの広場
（○☎45・7977、Ⓕ45・7922、○✉ ikoi@
hm10.aitai.ne.jp）
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●暮らしの手作り講座（①ミニわ
らほうき　②炭）

時①来年１月14日　②21日、28日　
※いずれも土曜日午前10時～正午　
定①②先着12人　￥①②2,200円（別
途入館料が必要）　申込み開始日①
12月14日（水）　②21日（水）

●＋
●食の学校（①老舗直伝「甘酒の
競演」（甘酒作り）　②コーヒー自
家焙煎）
時①来年２月１日（水）午前10時～正
午　②７日（火）午前10時～正午、午
後１時30分～３時30分　定①抽選12
人　②各抽選12人　￥①2,500円　②
各2,200円　他①作った甘酒、②コー
ヒー豆150㌘は持ち帰り可　申込み
期限来年１月６日（金）

《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、抽選の場合は申込み期限まで
に○はで同屋敷（〒444・2424、足助町
飯盛36、○☎62・1188、Ⓕ62・1782、	
○✉yashiki@asuke.aitai.ne.jp）
————————————————
●足助八幡宮七草粥の無料提供

時来年１月７日（土）午前11時から　
※なくなり次第終了　所足助八幡宮　
他足腰のお守り、絵馬、御朱印有り　
問足助観光協会（○☎62・1272、Ⓕ62・
0424、○✉kankou@asuke.info）

●餅つき体験

時12月24日（土）午前９時30分　所す
げの里　定先着12組　￥小学生以上
500円　他試食有り。持ち帰り用の餅
を購入可　申・問12月５日（月）午前
９時から申込み共通事項と年齢、人
数、餅の持ち帰り購入希望の有無を
○☎かⒻですげの里（○☎69・1622、Ⓕ
69・1633、○✉sugenosato@city.toyota.aic
hi.jp）
————————————————
●そば打ち体験

時12月25日（日）午前11時～午後２時　
所どんぐり工房　定先着11人　￥3,0	
00円　申・問12月５日（月）午前９時
から○☎でどんぐり工房（○☎83・3838、
Ⓕ82・3777、○✉dongrikb@hm10.aitai.ne
.jp）
————————————————
●ロビー展　文化振興財団写真部
写真展
時12月２日（金）～24日（土）午前９時
～午後９時

●＋
●スマホでつくろう１分映画
時来年１月７日～21日の毎週土曜日
午前９時30分～11時　対全日程参加
できる高校生以上　定先着20人　￥
1,000円　申12月10日（土）午前10時か
ら○☎か○直視聴覚ライブラリー

《共通》所・問視聴覚ライブラリー
（○☎33・0747、Ⓕ33・7154、○✉avl@
hm2.aitai.ne.jp）

●タグラグビー教室
時12月17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12月５日	
（月）正午から市○HP　問スポーツ振興
課（○☎34・6632、Ⓕ32・9779、○✉sp
orts@city.toyota.aichi.jp）	（HP1047421）
————————————————
●スポーツ協会から
▶冬休みジュニアボウリング教室
時12月27日（火）～30日（金）、来年１
月６日（金）午後４時～５時20分　所
美鳥里ボウル（元町）　対小・中学生　
定各先着20人　￥各1,000円（当日会
場で徴収）　申12月５日（月）午前９
時から○直美鳥里ボウル

●＋
▶４期テニス教室
時一般教室／来年１月～３月の①毎
週水曜日午前９時15分～10時45分　	
②毎週金曜日午前９時15分～10時45
分　③④毎週金曜日午後７時15分～
８時45分　⑤毎週土曜日午前９時15
分～10時45分　健康教室／⑥１月～
３月の毎週土曜日午前９時15分～10
時45分　所①④柳川瀬公園　②③加
茂川公園　⑤⑥地域文化広場　対市
内在住・在勤・在学の人、市テニス
協会員　定①～④先着30人　⑤⑥先
着20人　￥①②１万2,000円（協会員
7,000円）　③～⑥１万4,000円（協会
員8,000円）　申12月５日（月）午前０
時から市テニス協会○HP

●＋
▶来年１月のフリークライミング体験会
時９日（月）、13日（金）、19日（木）、
25日（水）、31日（火）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時間ご
とに先着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）　

ホームページ
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催
し

●豊田市民の探鳥会（冬鳥をバー
ドウオッチング）

時来年１月15日（日）午前９時～正午　
※雨天中止　所前田公園（集合は駐
車場）　対小学生以上　￥100円　他
双眼鏡があれば持参。オリジナル野
鳥カードプレゼント　問豊田野鳥友
の会（○☎58・1039）
————————————————
●つくってみよう ze 木のサンタ♪

時12月11日（日）午前９時30分～正午　
所鞍ケ池公園　￥200円（16歳以上300
円）　他服装は汚れても良い服・帽
子・軍手、絵の具筆、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）
————————————————
●製造業フェアinメタバース（イ
ンターネット上の仮想空間で市内
企業がブースを出展）
時12月21日（水）～23日（金）午前10時
～午後６時　対おおむね16～45歳の
求職者　申12月５日（月）午前９時か
ら申込みフォーム　問産業労働課	
（○☎34・6774、Ⓕ35・43	
17、○✉sangyou@city.toyota.
aichi.jp）

●森歩きで二十四節気を楽しもう
（小寒：寒い水の中でも生きてい
るヤゴを探す）
時来年１月17日（火）午後１時～３時　
定先着20人　￥100円　申・問12月５
日（月）午前９時から○☎でトヨタの森
（○☎58・2736、Ⓕ58・2855、○✉event@
toyotanomori.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12月15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）
————————————————
▶なつかしの歌謡曲を一緒に歌いましょう

時12月11日（日）午後２時～３時　所
とよた市民活動センター　定先着20
人　￥100円　申・問12月５日（月）
午前９時から○☎か○✉でうた声シュシ
ュ（○☎090・4213・8554、○✉utagoe-syu	
syu@docomo.ne.jp）
————————————————
▶つながろＭＹ制服活動・リユー
スバザー
時来年１月７日（土）午前10時30分～
午後４時　所とよた市民活動センタ
ー　問親子コミュケの会（中西○☎070・
5258・9727、○✉oyacomyu@gmail.com）
————————————————
▶入会希望者説明会＆ウオーキン
グ講座
時12月17日（土）午後１時～３時　所
とよた市民活動センター　定先着15
人　申・問12月５日（月）午前10時か
ら豊田市ウオーキング協会○HPか○☎で
豊田市ウオーキング協会（長谷川○☎
080・2619・8480）

●市民デッサン会（裸婦）
時12月18日（日）午前10時～正午　所
視聴覚ライブラリー　￥1,000円　問
豊田美術連盟（井口○☎090・4448・10	
01）
————————————————
●豊田市民合唱団定期演奏会
時12月18日（日）午後２時開演　所コ
ンサートホール　曲目グローリア、
聞こえる、群青、ディズニー作品ほ

か　
￥1,000円（全席自由）　他未就学児入
場不可　申12月17日（土）までに○直コ
ンサートホールか市民文化会館　問
豊田市民合唱団（森下○☎090・8337・	
8784）
————————————————
●豊田楽友協会吹奏楽団定期演奏会
時12月11日（日）午後２時～４時　所
市民文化会館　曲目グローバル・バ
リエーション、鎌倉殿の13人、ジュ
ラシック・パークからの音楽ほ

か　	
￥700円　申12月６日（火）から○直市
民文化会館か第一楽器豊田元城店　
問豊田楽友協会（中島○☎080・4841・
9301）
————————————————
●市民俳句会

時12月18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）
————————————————
●西三河イベントだより
▶刈谷市　冬の特別企画展　色と
光の魔法展
時12月16日（金）～来年２月６日（月）　
※毎週水曜日と12月28日（水）～来年
１月４日（水）は休館　所夢と学びの
科学体験館（刈谷市神田町）　問夢と
学びの科学体験館（○☎0566・24・03	
11）

申込み



腹話術師

【芸名：春風 赤とんぼ】

美里在住の85歳。
腹話術のほか、
絵手紙も趣味。

宇野 政博 さん
うの まさひろ

輝く市民の活躍を紹介！

　相棒の名は「けんちゃん」。腹話術師の宇野政博
さんは、約20年間に渡り「春風 赤とんぼ」として
市内外の学校や施設などで活動を続けています。
　特殊詐欺をテーマに腹話術で演じるのは、犯人
と被害者のやり取り。電話が鳴り、受話器を取る
と、犯人役のけんちゃんが「もしもし、俺だよ、
俺」と言う。電話を受けた母（春風 赤とんぼさん）
は、いつもの息子とは少し違う声に違和感を覚えながらも、結局は息子だと信じ
込んでしまい、言われるがまま行動してしまう。犯行の手口や親の心情にリアリ
ティがあり、観た人たちからは「とても分かりやすい」と評判です。
　宇野さんが腹話術を始めたのは、定年で教職を退いた後のこと。人権擁護委員
として子どもたちに話をする機会があるなか、真剣に聞いてもらえる方法はない
かと探した答えが腹話術でした。最近では高齢者を対象に、特殊詐欺をテーマと
して行うことが多くなったといいます。「豊田市は、様々な面で特殊詐欺に狙われ
やすい地域のようです。私にできることで、少しでも地域のためになればと思い
活動を続けています」。宇野さんの腹話術で、きっと多くの人が救われるはず。

どんなに難しい話でも、真剣な表情で
聞いてもらえる。それが腹話術の魅力

映像はこちら

佐久間　洋和

足助町本町16
☎62・0056
定休日／火曜日
営業時間／
午前８時30分～午後６時30分

さくま

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

米粉のマドレーヌ

豊田市は作付面積・収穫量と
もに県内１位を誇る米の産地。
地産地食応援店のどんぐり横
丁では「幻のお米」と呼ばれる

「ミネアサヒ」の米粉を購入す
ることができます。

米粉
（マドレーヌ用の紙カップ（底辺直径６センチ㍍）を使用して10～11個分）

1ボウルに卵を入れて溶きほぐし、砂糖を加えて混ぜる
21に練乳、水飴、レモン汁を入れて混ぜる
3湯せんで溶かした無塩バターを2に入れて混ぜる
42に米粉、アーモンドプードル、ベーキングパウダーを入れてよく混ぜる
5よく混ぜたら、ボウルにラップをかけ冷蔵庫で30分ほど生地を休ませる
6休ませた生地をマドレーヌ用の紙カップに流し込み、180度に温めたオーブンで
　20分焼く
7焼き上がったら、冷まして完成♪

ひろかず

足助両口屋

　石畳ふれあい広場は、藤岡地区北部の自然に囲まれた静かな里山風景の中に
あります。バレーボールコート一面が使用できる広さの体育館や子どもからお
年寄りまで一緒に楽しめるマレットゴルフ場、無料で利用することができる足
湯などを備え、市民の健康づくりと交流の場として親しまれています。
　中でも、足湯は代表的スポット。冷え性や疲労回復、健康増進などに効果が
ある温泉を使用しています。また、旬の果物や植物を湯に入れた季節足湯も定
期的に開催。季節ごとに変わる香りや見た目を楽しめるのも魅力の一つです。
　さらに、敷地内には足湯で使用している温泉を持ち帰ることができる温泉ス
タンドもあり、自宅でも気軽に温泉気分を味わえると好評です。
　そのほか、毎月第１土曜日に開催される朝市では、採れたての野菜や地元の
特産品が販売されるのでこちらも見逃せません。
　手足が冷えるこの季節、ぬくもりを感じに訪れてみませんか。

石畳町

心
ほ
ぐ
れ
る

癒
や
し
空
間

石畳足湯 （上）毎月第１土曜日に開催される朝市
（下）仲間と楽しむマレットゴルフ

いしだたみ

（上）セルフサービスの温泉スタンド
（下）足裏を刺激できる足ツボ健康歩道

石畳ふれあい広場

※朝市開催の様子

映像はこちら
映像はこちら 市ホームページ

自然を眺めながら、ゆったりとくつろぐ
ことができます

■所在地　〒470・0471 石畳町池ノ平318－１
■営業時間　
　石畳足湯：午前10時～午後５時
　※その他施設の営業時間、利用料金の詳
　　細は市ホームページを確認
■定休日　
　月曜日（祝日の場合は営業し翌日休み）、　
　12月28日（水）～来年１月４日（水）
　※ただし、１月２日（月）のみ石畳足湯と
　　温泉スタンドは営業
■アクセス　
　猿投グリーンロード中山ＩＣより約25分
■駐車場　76台（無料）
■問合せ　☎76・6577

卵（Ｌサイズ） …………………… ２個
砂糖 ……………………………… 95㌘
練乳 ……………………………… 30㌘
水飴 ……………………………… 30㌘
レモン汁 ………………………… ８㏄

無塩バター ……………………… 110㌘
米粉 ……………………………… 115㌘
アーモンドプードル …………… 18㌘
※片栗粉で代用できます 
ベーキングパウダー …………… ５㌘
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5よく混ぜたら、ボウルにラップをかけ冷蔵庫で30分ほど生地を休ませる
6休ませた生地をマドレーヌ用の紙カップに流し込み、180度に温めたオーブンで
　20分焼く
7焼き上がったら、冷まして完成♪
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　石畳ふれあい広場は、藤岡地区北部の自然に囲まれた静かな里山風景の中に
あります。バレーボールコート一面が使用できる広さの体育館や子どもからお
年寄りまで一緒に楽しめるマレットゴルフ場、無料で利用することができる足
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期的に開催。季節ごとに変わる香りや見た目を楽しめるのも魅力の一つです。
　さらに、敷地内には足湯で使用している温泉を持ち帰ることができる温泉ス
タンドもあり、自宅でも気軽に温泉気分を味わえると好評です。
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（下）足裏を刺激できる足ツボ健康歩道
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自然を眺めながら、ゆったりとくつろぐ
ことができます

■所在地　〒470・0471 石畳町池ノ平318－１
■営業時間　
　石畳足湯：午前10時～午後５時
　※その他施設の営業時間、利用料金の詳
　　細は市ホームページを確認
■定休日　
　月曜日（祝日の場合は営業し翌日休み）、　
　12月28日（水）～来年１月４日（水）
　※ただし、１月２日（月）のみ石畳足湯と
　　温泉スタンドは営業
■アクセス　
　猿投グリーンロード中山ＩＣより約25分
■駐車場　76台（無料）
■問合せ　☎76・6577

卵（Ｌサイズ） …………………… ２個
砂糖 ……………………………… 95㌘
練乳 ……………………………… 30㌘
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　この催しは、１歳になる子を対象
に毎月開催しています。歌遊びや手
遊びをしながら楽しく誕生日をお祝
いします。最後には布でできた大き
なケーキが出てきて、子どもたちは
興味津々。みんなでいちごを飾り、
豪華なケーキを完成させました。

前日が子どもの誕生日で、
この会に参加しました。
子どものにこにこ嬉しそ
うな表情が印象的でした。
はっとり　みか
服部 実佳さん 心花ちゃん

こはな

講
座
の
様
子

利
用
マ
マ
V
O
I
C
E

とよた子育て総合支援センター【あいあい】

講
座講座 10月生まれのたんじょう会（１歳）

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（１月10日（火）
以降は正午～午後１時も開館）

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

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

★４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

０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
親子フィットネス（２歳以上）
１月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）
リズムで遊ぼう

★25日水
   午前９時30分～11時

ベビー＆ママビクス（４～９か月）
おはなしのとびら
パパと遊ぼうパパッパパ
１月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）

★16日月
　午前10時～11時30分

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは12月５日（月）から電話か直接各子育て支援施設。(申込みは本人のみ)
保健師、管理栄養士の
相談も行っています
　　　（要予約）

１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。

１月生まれのたんじょう会（１歳）
１月生まれのたんじょう会（２歳以上）
ママと一緒にフラダンス（４～11か月）

作って遊ぼう（節分）

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

楽しく子育て♪教室
人形劇を観よう
親子むし歯予防教室（１歳以上）

親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

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）。

★  27日金午前10時15分～11時

★  12日木午後１時30分～２時30分
★  17日火午前10時～11時
★  23日月午前９時30分～/午前11時～
★  27日金午前10時～11時
★  30日月午前10時～/午前11時～

★  11日水午前10時30分～11時30分 
　  12日木午前11時～11時20分
★  15日日午前10時30分～/午前11時15分～
★  26日木午前10時30分～/午後１時30分～
★  30日月午前10時30分～11時30分

★  18日水午前10時～10時30分
★  18日水午前11時～11時30分
★  30日月午前10時～11時

★  11日水午前10時～11時

★  24日火午前10時～11時

★  12日木午前10時～11時
★  27日金午前10時～11時

２回
開催

★  20日金午前10時～11時

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

２回
開催

★  11日水午前10時15分～11時45分
★  19日木午前10時15分～11時15分

離乳食・幼児食教室（９～12か月）
心肺蘇生・ＡＥＤ操作について学ぶ

楽しく子育て♪教室★  16日月午前10時～11時 ★23日月
   午前９時30分～11時

離乳食・幼児食教室（５～８か月）★  20日金午前10時～11時30分 ★16日月
   午前９時30分～11時

★  11日水午前10時～11時30分
★  27日金午前10時～11時

離乳食・幼児食教室（９～12か月）
親子むし歯予防教室（１歳以上）

★18日水
   午前９時30分～11時

手遊びをしよう★  24日火午前10時30分～11時

鬼のお面を作ろう（１歳以上）★  26日木午前10時～11時 ★12日木
   午前10時～11時

鬼を作ろう★  24日火午前10時～11時 ★10日火
   午前10時～11時

スタンプ遊びをしよう★  18日水午前10時～11時

申込み

学　び

介護予防事業「ずっと元気！プロジェクト」催　し 学　び

とき／12月10日（土）、11日（日）午前10時～午後２時
ところ／福祉センター　対象／市内在住の65歳以上の人と家族
その他／10日に終活セミナー、11日に健康セミナー有り
※いずれも午前10時30分～11時30分。定員は各先着42人。
申込みは12月５日（月）午前９時から申込みフォームか電
話でNextRiseソーシャルインパクト推進機構
問合せ／NextRiseソーシャルインパクト
推進機構（☎050・3188・2003）

学　び

いずれもところは豊寿園。申込みは12月５日（月）午前
10時から直接豊寿園。問合せは豊寿園（☎27・2200

（電話申込み不可）、FAX28・7343）

はじめてのスマホ体験 

とき／来年１月23日（月）、27日（金）、31日（火）午前10時～正午
対象／市内在住の60歳以上で全日程受講できる人
定員／先着14人

入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方
ラ イ ン キューアール

文章作法の基礎～わかりやすく伝える～
とき／12月23日（金）午前10時～11時30分
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着16人
参加費／500円

福祉センタープログラム体験会

ネクストライズ

音楽DE介護予防

とき／①12月11日（日）午前10時45分～11時45分　②来年１月15日
（日）午前10時45分～11時45分　③20日（金）午前10時45分～正午
ところ／とよた市民活動センター　対象／おおむね60歳以上
定員／①②③先着30人　参加費／①②③1,000円
申込み・問合せ／12月５日（月）午前９時からとよたミュ
ージックケアの会ホームページ、電話かＥメールでとよ
たミュージックケアの会（秋山☎090・4250・1905、✉aki-
yama@pk9.so-net.ne.jp）

①②健康リズム体操　③歌声ひろば

学　び いきいき脳トレ体操
とき／来年１月13日（金）午前10時～11時
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着14人
参加費／300円

介護保険課（☎34・6634、FAX34・6034、✉ kaigohoken@city.toyota.aichi.jp）問合せコ ラ ム

　介護の主な仕事は、次のような介護
サービスを利用者に提供することです。

介護のお仕事を始めてみませんか？
それぞれのサービスにおいて、身体介護や
レクリエーション、周辺業務（掃除、見守
り、送迎、調理、配膳な

ど）、資格を生かした
専門的な仕事などが行われています。

それぞれのサービスにおいて、身体介護や
レクリエーション、周辺業務（掃除、見守
り、送迎、調理、配膳な

ど）、資格を生かした
専門的な仕事などが行われています。

介護の現場には、シニアの皆さん
だからこそ活躍できる場があります

　利用者と年齢が近く、共通の趣味や話題で利用者に寄
り添えることがシニアの大きな強みです。そのため、利
用者から頼られる存在にもなります。また、利用者やそ
のご家族からの多くの「ありがとう」の気持ちを感じられ、
やりがいにつながります。そして、仕事の継続は自身の
健康維持にもなります。

興味がある人は、是非こちらにご参加ください。
「介護の仕事セミナー in とよた」（詳細は19㌻）
とき／来年１月22日（日）午後２時～２時45分　ところ／福祉センター

未経験、無資格の人も歓迎です！

レクリエーション 送迎

・通所サービス：利用者が自宅から施設へ通う
・訪問サービス：利用者の自宅へ介護をする
　　　　　　　　人に訪問してもらう
・入所サービス：利用者が施設で生活する

26



　この催しは、１歳になる子を対象
に毎月開催しています。歌遊びや手
遊びをしながら楽しく誕生日をお祝
いします。最後には布でできた大き
なケーキが出てきて、子どもたちは
興味津々。みんなでいちごを飾り、
豪華なケーキを完成させました。

前日が子どもの誕生日で、
この会に参加しました。
子どものにこにこ嬉しそ
うな表情が印象的でした。
はっとり　みか
服部 実佳さん 心花ちゃん

こはな

講
座
の
様
子

利
用
マ
マ
V
O
I
C
E

とよた子育て総合支援センター【あいあい】

講
座講座 10月生まれのたんじょう会（１歳）

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（１月10日（火）
以降は正午～午後１時も開館）

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

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

★４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

０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
親子フィットネス（２歳以上）
１月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）
リズムで遊ぼう

★25日水
   午前９時30分～11時

ベビー＆ママビクス（４～９か月）
おはなしのとびら
パパと遊ぼうパパッパパ
１月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）

★16日月
　午前10時～11時30分

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは12月５日（月）から電話か直接各子育て支援施設。(申込みは本人のみ)
保健師、管理栄養士の
相談も行っています
　　　（要予約）

１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。

１月生まれのたんじょう会（１歳）
１月生まれのたんじょう会（２歳以上）
ママと一緒にフラダンス（４～11か月）

作って遊ぼう（節分）

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳以上）

楽しく子育て♪教室
人形劇を観よう
親子むし歯予防教室（１歳以上）

親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

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）。

★  27日金午前10時15分～11時

★  12日木午後１時30分～２時30分
★  17日火午前10時～11時
★  23日月午前９時30分～/午前11時～
★  27日金午前10時～11時
★  30日月午前10時～/午前11時～

★  11日水午前10時30分～11時30分 
　  12日木午前11時～11時20分
★  15日日午前10時30分～/午前11時15分～
★  26日木午前10時30分～/午後１時30分～
★  30日月午前10時30分～11時30分

★  18日水午前10時～10時30分
★  18日水午前11時～11時30分
★  30日月午前10時～11時

★  11日水午前10時～11時

★  24日火午前10時～11時

★  12日木午前10時～11時
★  27日金午前10時～11時

２回
開催

★  20日金午前10時～11時

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

２回
開催

★  11日水午前10時15分～11時45分
★  19日木午前10時15分～11時15分

離乳食・幼児食教室（９～12か月）
心肺蘇生・ＡＥＤ操作について学ぶ

楽しく子育て♪教室★  16日月午前10時～11時 ★23日月
   午前９時30分～11時

離乳食・幼児食教室（５～８か月）★  20日金午前10時～11時30分 ★16日月
   午前９時30分～11時

★  11日水午前10時～11時30分
★  27日金午前10時～11時

離乳食・幼児食教室（９～12か月）
親子むし歯予防教室（１歳以上）

★18日水
   午前９時30分～11時

手遊びをしよう★  24日火午前10時30分～11時

鬼のお面を作ろう（１歳以上）★  26日木午前10時～11時 ★12日木
   午前10時～11時

鬼を作ろう★  24日火午前10時～11時 ★10日火
   午前10時～11時

スタンプ遊びをしよう★  18日水午前10時～11時

申込み

学　び

介護予防事業「ずっと元気！プロジェクト」催　し 学　び

とき／12月10日（土）、11日（日）午前10時～午後２時
ところ／福祉センター　対象／市内在住の65歳以上の人と家族
その他／10日に終活セミナー、11日に健康セミナー有り
※いずれも午前10時30分～11時30分。定員は各先着42人。
申込みは12月５日（月）午前９時から申込みフォームか電
話でNextRiseソーシャルインパクト推進機構
問合せ／NextRiseソーシャルインパクト
推進機構（☎050・3188・2003）

学　び

いずれもところは豊寿園。申込みは12月５日（月）午前
10時から直接豊寿園。問合せは豊寿園（☎27・2200

（電話申込み不可）、FAX28・7343）

はじめてのスマホ体験 

とき／来年１月23日（月）、27日（金）、31日（火）午前10時～正午
対象／市内在住の60歳以上で全日程受講できる人
定員／先着14人

入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方
ラ イ ン キューアール

文章作法の基礎～わかりやすく伝える～
とき／12月23日（金）午前10時～11時30分
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着16人
参加費／500円

福祉センタープログラム体験会

ネクストライズ

音楽DE介護予防

とき／①12月11日（日）午前10時45分～11時45分　②来年１月15日
（日）午前10時45分～11時45分　③20日（金）午前10時45分～正午
ところ／とよた市民活動センター　対象／おおむね60歳以上
定員／①②③先着30人　参加費／①②③1,000円
申込み・問合せ／12月５日（月）午前９時からとよたミュ
ージックケアの会ホームページ、電話かＥメールでとよ
たミュージックケアの会（秋山☎090・4250・1905、✉aki-
yama@pk9.so-net.ne.jp）

①②健康リズム体操　③歌声ひろば

学　び いきいき脳トレ体操
とき／来年１月13日（金）午前10時～11時
対象／市内在住の60歳以上　定員／先着14人
参加費／300円

介護保険課（☎34・6634、FAX34・6034、✉ kaigohoken@city.toyota.aichi.jp）問合せコ ラ ム

　介護の主な仕事は、次のような介護
サービスを利用者に提供することです。

介護のお仕事を始めてみませんか？
それぞれのサービスにおいて、身体介護や
レクリエーション、周辺業務（掃除、見守
り、送迎、調理、配膳な

ど）、資格を生かした
専門的な仕事などが行われています。

それぞれのサービスにおいて、身体介護や
レクリエーション、周辺業務（掃除、見守
り、送迎、調理、配膳な

ど）、資格を生かした
専門的な仕事などが行われています。

介護の現場には、シニアの皆さん
だからこそ活躍できる場があります

　利用者と年齢が近く、共通の趣味や話題で利用者に寄
り添えることがシニアの大きな強みです。そのため、利
用者から頼られる存在にもなります。また、利用者やそ
のご家族からの多くの「ありがとう」の気持ちを感じられ、
やりがいにつながります。そして、仕事の継続は自身の
健康維持にもなります。

興味がある人は、是非こちらにご参加ください。
「介護の仕事セミナー in とよた」（詳細は19㌻）
とき／来年１月22日（日）午後２時～２時45分　ところ／福祉センター

未経験、無資格の人も歓迎です！

レクリエーション 送迎

・通所サービス：利用者が自宅から施設へ通う
・訪問サービス：利用者の自宅へ介護をする
　　　　　　　　人に訪問してもらう
・入所サービス：利用者が施設で生活する
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子育てに関する最新情報は
市ホームページをご確認ください

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
持ち物／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／12月５日（月）午前９時から市ホームページ　
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023701）

ふれあい子育て教室
とき／12月26日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年12月～令和４年２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／12月５日（月）午前９時から市ホームページ
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　（HP1037601）

おはなしひろば
とき／12月27日（火）午前10時15分～10時45分
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／６か月以上の未就学児と保護者
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）

とき／12月28日（水）午前９時30分～11時40分
ところ／保健センター　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／先着30組

パパママ教室～１stマタニティ～

親子教室
とき／来年１月11日～３月８日の毎週水曜日午前10
時15分～11時
ところ／スカイホール豊田　対象／４歳までの未就園児と保護者
定員／先着20組　参加費／4,500円（初回徴収）
申込み／１月４日（水）午前10時からスポーツ協会ホ
ームページ
問合せ／スカイホール豊田（☎31・0451、FAX35・47
73、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

とき／12月23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
申込み・問合せ／12月９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）

えほんよみきかせ会

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／来年１月18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／12月21日（水）午前11時から電話で地
域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun@ho
mex-co.com）

と よ た 子 育 て 便 り 保健部総務課（☎34・6723、FAX31・6320、✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）問合せ

「お口ポカン」になっていませんか？

家でもできる「お口ポカン」対策！
普段から口周りの筋肉をたくさん動かすことが効果的です。
★口を閉じ、よくかんで食べる習慣をつくる→普段から食事を観察し、優しく声をかけましょう
★日頃から口を使った「遊び」を取り入れる→シャボン玉、吹き戻し、にらめっこ遊び、風船など

　気が付くと、お子さんの口がポカンと
開いたままになっていませんか？
　気が付くと、お子さんの口がポカンと
開いたままになっていませんか？

「舌や口周りの筋肉の弱さ」が大きな原因かもしれません。
「お口ポカン」の場合、様々な リスク が考えられます。

＞＞お口のことで気になる場合は、３歳頃を目安に、小児歯科に相談してみてください

口が開いたままだと…
・口の中が乾燥し唾液が減る
　　→むし歯や歯周病になりやすい
・ウイルスや細菌が喉に付着する
　　→風邪を引きやすい
・口の周りの筋力が弱くなる
　　→発音やかむ力、
　　　　　　歯並びに影響が出やすい

近年、子どもの口の発達がとても
重要であるということが、様々な研究や
調査結果で明らかになっています。

その原因は…その原因は…

２次申込み

・入園希望登録書（第５希望園まで記入可）　
・要件証明書（就労証明書等）　※該当者のみ（注意（５）参照）
・育児休業復帰者の希望確認書　※申込時点での育児休業取得者のみ　
※様式は申請場所で事前に配布か市ホームページからダウンロード　書類不備の場合は受付不可

【Ｂ 郵送申請】来年１月６日（金）～17日（火、必着）に保育課　
（〒471・8501、住所記入不要、「当初入園２次申込み」と朱書き必要）
※保育課の受付後、１週間程度で入園希望登録書の控えなどを保育課から発送

【Ａ 窓口申請】来年１月６日（金）～17日（火）午前８時30分～午後５時15分に保育課　※土・日曜日、祝日は休み
（旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡地区の園は、園のある地区の支所でも申請可）　

提出書類

申請
AかＢどちらかの

方法で申請

(１)【Ａ 窓口申請】と【Ｂ 郵送申請】の重複申込み不可
(２)２次申込みを受け付けない園や学齢有り
(３)受付時に空きがない場合も申請可（(２)の園や学齢は除く）
(４)入園日は、原則入園式以降
(５)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)受入可能数を超えたことにより入園できない場合は、保育の必要度が高い順に待機
(３)入園決定通知は来年２月中旬頃に保育課から発送
(４)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（水）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

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）

令和５年度　こども園等当初入園２次申込みの受付をします
２次申込みの方法　【A 窓口申請】 【Ｂ 郵送申請】 　来年１月６日（金）～17日（火）　※先着順ではありません

HP1016131

HP1016133

入園希望児と保護者が市内に居住することが必要
（転入手続きは、入園希望日の平日５日前までに必要。ただし、入園式からの入園希望の場合は来年３月24日（金）までに必要）
問合せ／保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

注意
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教室

とき／①来年１月13日　②20日　※いずれも金曜日午
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／12月14日（水）午前９時から市ホームページ
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023466）

赤ちゃんのための絵本講座
とき／①来年１月18日（水）　②19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／１月４日（水）までに申込み共通事項

（12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１月11日（水）までにハガキで連絡
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子育てに関する最新情報は
市ホームページをご確認ください

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
持ち物／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／12月５日（月）午前９時から市ホームページ　
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023701）

ふれあい子育て教室
とき／12月26日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年12月～令和４年２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／12月５日（月）午前９時から市ホームページ
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　（HP1037601）

おはなしひろば
とき／12月27日（火）午前10時15分～10時45分
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／６か月以上の未就学児と保護者
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）

とき／12月28日（水）午前９時30分～11時40分
ところ／保健センター　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／先着30組

パパママ教室～１stマタニティ～

親子教室
とき／来年１月11日～３月８日の毎週水曜日午前10
時15分～11時
ところ／スカイホール豊田　対象／４歳までの未就園児と保護者
定員／先着20組　参加費／4,500円（初回徴収）
申込み／１月４日（水）午前10時からスポーツ協会ホ
ームページ
問合せ／スカイホール豊田（☎31・0451、FAX35・47
73、✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

とき／12月23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
申込み・問合せ／12月９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）

えほんよみきかせ会

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／来年１月18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／12月21日（水）午前11時から電話で地
域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun@ho
mex-co.com）

と よ た 子 育 て 便 り 保健部総務課（☎34・6723、FAX31・6320、✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）問合せ

「お口ポカン」になっていませんか？

家でもできる「お口ポカン」対策！
普段から口周りの筋肉をたくさん動かすことが効果的です。
★口を閉じ、よくかんで食べる習慣をつくる→普段から食事を観察し、優しく声をかけましょう
★日頃から口を使った「遊び」を取り入れる→シャボン玉、吹き戻し、にらめっこ遊び、風船など

　気が付くと、お子さんの口がポカンと
開いたままになっていませんか？
　気が付くと、お子さんの口がポカンと
開いたままになっていませんか？

「舌や口周りの筋肉の弱さ」が大きな原因かもしれません。
「お口ポカン」の場合、様々な リスク が考えられます。

＞＞お口のことで気になる場合は、３歳頃を目安に、小児歯科に相談してみてください

口が開いたままだと…
・口の中が乾燥し唾液が減る
　　→むし歯や歯周病になりやすい
・ウイルスや細菌が喉に付着する
　　→風邪を引きやすい
・口の周りの筋力が弱くなる
　　→発音やかむ力、
　　　　　　歯並びに影響が出やすい

近年、子どもの口の発達がとても
重要であるということが、様々な研究や
調査結果で明らかになっています。

その原因は…その原因は…

２次申込み

・入園希望登録書（第５希望園まで記入可）　
・要件証明書（就労証明書等）　※該当者のみ（注意（５）参照）
・育児休業復帰者の希望確認書　※申込時点での育児休業取得者のみ　
※様式は申請場所で事前に配布か市ホームページからダウンロード　書類不備の場合は受付不可

【Ｂ 郵送申請】来年１月６日（金）～17日（火、必着）に保育課　
（〒471・8501、住所記入不要、「当初入園２次申込み」と朱書き必要）
※保育課の受付後、１週間程度で入園希望登録書の控えなどを保育課から発送

【Ａ 窓口申請】来年１月６日（金）～17日（火）午前８時30分～午後５時15分に保育課　※土・日曜日、祝日は休み
（旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡地区の園は、園のある地区の支所でも申請可）　

提出書類

申請
AかＢどちらかの

方法で申請

(１)【Ａ 窓口申請】と【Ｂ 郵送申請】の重複申込み不可
(２)２次申込みを受け付けない園や学齢有り
(３)受付時に空きがない場合も申請可（(２)の園や学齢は除く）
(４)入園日は、原則入園式以降
(５)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)受入可能数を超えたことにより入園できない場合は、保育の必要度が高い順に待機
(３)入園決定通知は来年２月中旬頃に保育課から発送
(４)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（水）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

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）

令和５年度　こども園等当初入園２次申込みの受付をします
２次申込みの方法　【A 窓口申請】 【Ｂ 郵送申請】 　来年１月６日（金）～17日（火）　※先着順ではありません

HP1016131

HP1016133

入園希望児と保護者が市内に居住することが必要
（転入手続きは、入園希望日の平日５日前までに必要。ただし、入園式からの入園希望の場合は来年３月24日（金）までに必要）
問合せ／保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

注意
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教室

とき／①来年１月13日　②20日　※いずれも金曜日午
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／12月14日（水）午前９時から市ホームページ
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1023466）

赤ちゃんのための絵本講座
とき／①来年１月18日（水）　②19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／１月４日（水）までに申込み共通事項

（12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１月11日（水）までにハガキで連絡
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▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

相談内容（相談員）１月のご相談
秘密厳守します。定員を設けているもの有り。　　のあるものは必ず事前に申込み申

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

12／４（日）

11（日）

18（日）

25（日）

30（金）

31（土）

☎32・0282

司町

豊栄町

きたまちクリニック

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

12月分の税金・料金
［納期限］12月26日（月） ７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
（11月１日現在）

人 世帯
人 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）

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

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、４日、18日の水曜日午後
１時30分～４時30分、11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

19日（木）午前9時30分～正午

11日（水）午後１時30分～３時30分

16日（月）午後１時30分～３時

10日、24日の火曜日午前10時～正午、18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 12
月12日（月）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 12月５日（月）午前10時から同室

所 就労支援室　申・問 12月６日（火）
午前10時から知立若者サポートステー
ション（☎0566・70・7771）

所・問 女性しごとテラス（☎41・7555）
申 12月５日（月）午前10時から同所
所・問 就労支援室（☎31・1330）

メンズコール☆とよた（☎37・0034）

申・問 地域保健課（☎34・6627）

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　
※４日（水）も休み
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　※４日（水）も休み

５日（木）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　
※４日（水）も休み

※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12月20日（火）、そのほか
は12月５日（月）午前８時30分から同課
※同時に複数の相談の予約は不可。

「くらしの人権」「国などの行政困りご
と」は申込み不要
他 いずれも祝日を除く。各相談年度内
２回まで。１月18日（水）の「国などの
行政困りごと相談」は足助・旭・小原
支所でも開催
※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

７日（土）、13日（金）、21日（土）、30日（月）午後
２時～４時50分
７日（土）、11日（水）午前10時15分～午後１時、
25日（水）午後１時15分～４時

14日、28日の土曜日午後１時～４時

火曜日を除く毎日

祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５時15分

10日（火）午後１時30分～４時30分
6日、20日の金曜日午後１時30分～３時30分

5日、12日、26日の木曜日午前9時30分～正午

10日、24日の火曜日午前10時～正午

第２・４金曜日午後６時～８時　※４日（水）も休み

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

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 12月20日（火）午
前８時30分から社会福祉協議会（法律／☎
31・9671、親族後見人／☎63・5566）

保健支援課（☎34・6855）

11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）

10日、24日の火曜日午後１時30分～３時
11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
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

午後５時～翌午前９時　※緊急の場合 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３期

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

山之手

※新型コロナの相談の「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」を除き、１月１日（日）～３日（火）は休み

25日（水）午後１時30分～３時40分弁護士

☎28・3691さくら病院

三九朗病院

喜多町 ☎37・0618

☎37・3322

☎28・3665

217,228
417,875
184,230

200,647

山元整形外科皮膚科

つかさ整形外科

細野クリニック

小坂町

曙町

☎28・5248

固定資産税・都市計画税 ６期
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▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

相談内容（相談員）１月のご相談
秘密厳守します。定員を設けているもの有り。　　のあるものは必ず事前に申込み申

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

12／４（日）

11（日）

18（日）

25（日）

30（金）

31（土）

☎32・0282

司町

豊栄町

きたまちクリニック

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

12月分の税金・料金
［納期限］12月26日（月） ７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
（11月１日現在）

人 世帯
人 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）

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

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、４日、18日の水曜日午後
１時30分～４時30分、11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

19日（木）午前9時30分～正午

11日（水）午後１時30分～３時30分

16日（月）午後１時30分～３時

10日、24日の火曜日午前10時～正午、18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 12
月12日（月）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 12月５日（月）午前10時から同室

所 就労支援室　申・問 12月６日（火）
午前10時から知立若者サポートステー
ション（☎0566・70・7771）

所・問 女性しごとテラス（☎41・7555）
申 12月５日（月）午前10時から同所
所・問 就労支援室（☎31・1330）

メンズコール☆とよた（☎37・0034）

申・問 地域保健課（☎34・6627）

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　
※４日（水）も休み
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　※４日（水）も休み

５日（木）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　
※４日（水）も休み

※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12月20日（火）、そのほか
は12月５日（月）午前８時30分から同課
※同時に複数の相談の予約は不可。

「くらしの人権」「国などの行政困りご
と」は申込み不要
他 いずれも祝日を除く。各相談年度内
２回まで。１月18日（水）の「国などの
行政困りごと相談」は足助・旭・小原
支所でも開催
※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

７日（土）、13日（金）、21日（土）、30日（月）午後
２時～４時50分
７日（土）、11日（水）午前10時15分～午後１時、
25日（水）午後１時15分～４時

14日、28日の土曜日午後１時～４時

火曜日を除く毎日

祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５時15分

10日（火）午後１時30分～４時30分
6日、20日の金曜日午後１時30分～３時30分

5日、12日、26日の木曜日午前9時30分～正午

10日、24日の火曜日午前10時～正午

第２・４金曜日午後６時～８時　※４日（水）も休み

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

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 12月20日（火）午
前８時30分から社会福祉協議会（法律／☎
31・9671、親族後見人／☎63・5566）

保健支援課（☎34・6855）

11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）

10日、24日の火曜日午後１時30分～３時
11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
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

午後５時～翌午前９時　※緊急の場合 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３期

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

山之手

※新型コロナの相談の「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」を除き、１月１日（日）～３日（火）は休み

25日（水）午後１時30分～３時40分弁護士

☎28・3691さくら病院

三九朗病院

喜多町 ☎37・0618

☎37・3322

☎28・3665

217,228
417,875
184,230

200,647

山元整形外科皮膚科

つかさ整形外科

細野クリニック

小坂町

曙町

☎28・5248

固定資産税・都市計画税 ６期
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みる・つくる・つながる

私たちのアート。
みる・つくる・つながる

私たちのアート。※

10
月
に
開
催
し
た
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
の
様
子

令和4年12月号
編集・発行／豊田市市長公室市政発信課　毎月1日発行
〒471・8501　愛知県豊田市西町3ー60　
☎（0565）31・1212（代表） FAX（0565）34・1528 ✉shisei@city.toyota.aichi.jp

広報とよたは、古紙配合率70％の
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

豊田市LINE公式アカウント
－選べる×届ける－あなたが欲しい
情報だけをお届けします。

豊田市公式Instagram
市内の風景、歴史、文化、イベント
など豊田市の魅力を発信します。

豊田市Facebook
市内における出来事やお知らせな
ど、幅広い情報を発信します。

豊田市公式Twitter
イベント情報や市からのお知らせ
など最新の情報を発信します。

豊田市ホームページ
市の取組やイベント情報などの最
新情報を随時更新します。

豊田市公式YouTubeチャンネル
市長記者会見やＰＲ動画など様々
な動画を見ることができます。

様々なメディアで豊田市の情報を発信中！

広
報
雑
記

今号のとよたフォトニュースは、今年の市内のできごとを写真で振

り返っています。７月のおいでん総踊りや11月の世界ラリー選手権

など、皆さんの盛り上がりの様子が思い出されます。皆さんの2022

年はどんな年だったでしょうか。それでは…メリークリスマス（Ｈ）

Second Phase Application for Enrollment to KODOMOEN in the SY 2023 (Between January ６ and 17, 2023)  （Ｐ29）

Creches: Segunda fase de matrículas do ano letivo 2023 (de 6 a 17 de janeiro de 2023)　（Ｐ29）

Garbage and Recyclables Collection Schedule for Year-End & New Year Holiday Season  （Ｐ14）

Coleta de lixo durante os feriados de Ano-Novo　（Ｐ14）

Toyota Marathon Traffic Regulations　（Ｐ11）

Restrições de trânsito durante a Maratona de Toyota　（Ｐ11）

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


