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２  特集　みる・つくる・つながる　私たちのアート。
６  とよたフォトニュース　写真で振り返る2022年

10  暮らしのひろば　24  とよた推しスポット／スポットライト／とよた旬レシピ
26  いきいきシニアサロン　27  のびのび子育てサロン
30  相談窓口／救急診療／今月分の税金・料金／人口・世帯数
32  Toyota Newsletter Digital Edition／広報雑記
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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
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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
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