
ピック
アップ

PICK UP

LIFE
INFORMATION

むらかみふみひろ

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
●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）～１月３日（火）は除く）

pick up 1
お知らせ

２月５日(日)は愛知県知事選挙ですpick up 4
●問合せ　選挙管理委員会事務局（☎34・6667、FAX31・8623、✉senkyo@city.toyota.aichi.jp）お知らせ

ＬＩＮＥはこちら▶ 予約サイトはこちら▶

市ホームページ

pick up 3 水道管凍結注意マップを作成しました
●問合せ　水道維持課（☎34・6670、FAX34・6752、✉suidouiji@city.toyota.aichi.jp）

　愛知県知事選挙は、任期満了（令和５年２月14日）に伴い、２月５日（日）に執行されます。

● 当日の投票

●豊田市の投票所で投票ができる人
　選挙当日に豊田市の選挙人名簿に登録されていて、欠格事項に該当しない人が投票できます。
■年齢要件
　２月５日（日）時点で満18歳以上（平成17年２月６日以前生まれ）の日本国民
■住所要件
　①市内に住所があり、引き続き３か月以上住んでいる人（転入の場合は、昨年10月18日までに転入届出をした人）
　②昨年９月18日以後に県内の市町村に転出した人で、かつ転出先の選挙人名簿に登録されていない人（愛知県
　　内市町村の市民課などで交付される「引き続き愛知県内に住所を有する証明書」の提示か、投票所で同内容の
　　確認を受ける必要があります）　※県外へ転出した人は投票できません

　①仕事先、通学先、旅行先の市区町村での不在者投票
　②入院中・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票
　③郵便などによる不在者投票（あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けておく必要があります。交付には、両
　　下肢１級など一定の要件があります）

■と　き　２月５日（日）
　　　　　①挙母・高橋・上郷・高岡・猿投・松平・藤岡南地区の投票所
　　　　　　午前７時～午後８時
　　　　　②藤岡（藤岡南除く）・小原・足助・下山・旭・稲武地区の投票所
　　　　　　午前７時～午後６時
■ところ　入場券に記載された指定投票所か共通投票所（T‒FACE Ａ館９階）※

　　　　　 ※共通投票所は当日の指定投票所に関係なく、誰でも投票ができます（午前10時～午後６時）
■持ち物　入場券

● 期日前投票

～新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をお願いします～

共通投票所

・発熱がある場合など体調が悪い人は、受付で係員に申し出てください
・ご自分の鉛筆やシャープペンシルを持参することができます

● 不在者投票　　当日の投票所、期日前投票所に来られない人は、不在者投票制度を利用してください

■と　き　①市役所（東庁舎7階）、高橋・上郷・高岡・猿投・松平・藤岡支所　　　
　　　　　　１月20日（金）～２月４日（土）　午前８時30分～午後８時
　　　　　②T－FACE A館９階　　
　　　　　　１月28日（土）～２月４日（土）　午前10時～午後７時
　　　　　③小原・足助・旭・稲武支所、下山交流館
　　　　　　１月29日（日）～２月４日（土）　午前８時30分～午後７時
■持ち物　入場券（裏面の宣誓書をあらかじめ記入しておいてください） 令和４年度明るい選挙啓発

ポスターコンクール入選作品
＜イメージ図＞

　むき出しの水道管や散水栓などは凍結
により破裂する恐れがあります。布類な
どで保温し、防寒対策をしましょう。

●水道管の凍結を防ぐには

●水道管が破裂したときは？
①水道メーター付
　近のバルブを閉
　めて水を止める
②破裂した部分に
　布かテープを巻き付ける
③市指定給水装置工事事業者
　(市ホームページに掲載)へ
　修理を依頼する
※市指定給水装置工事事業者に関する
　問合せは料金課 （☎34・6654 、FAX34・
　6655、✉ryoukin@city.toyota.aichi.jp）

バルブ

新型コロナウイルスワクチンが無料で接種できる期間は、
現時点で３月31日（金）までです
希望する人は、早めの接種をお願いします。

豊田市議会市民シンポ
ジウムを開催します
●問合せ　議会事務局（☎34・
6665、FAX34・6566、✉gikaigiji@
city.toyota.aichi.jp）

pick up 2

催し

　わかりやすく開かれた議会の実現に向け、
基調講演や参加者との意見交換を行う市民
参加型のシンポジウムを開催します。

■とき
　１月14日（土）
　午後２時～４時
■ところ
　市民文化会館
■内容
　データ活用で変わる社会
　～豊田市のDXとわたしたちの暮らし～
　　講師：村上文洋氏
　　　　　（三菱総合研究所主席研究員）
　・第１部　基調講演
　・第２部　パネルディスカッション　
■定員
　先着240人　※当日直接会場

（令和元年度の様子）

市ホームページ

市ホームページ

●個別接種（かかりつけ医など市内約120の医療機関）
　接種券に同封の「ワクチン接種医療機関一覧」に記載の方法で
　予約　
　※コロナワクチンナビ（厚生労働省）でも検索可。一部医療機関
　　は、ＬＩＮＥ・予約サイト・コールセンターでも予約可

県公式ＬＩＮＥ
アカウント

●県大規模集団接種（愛知医科大学メディカルセンター（岡崎市）ほか）
　・県大規模集団接種会場予約コールセンター
　　☎0570・666・885　　※午前９時～午後５時
　・県公式LINEアカウント
　のいずれかで予約

　水道管凍結注意マップは、令和３年12月～令和４年３月の４
か月間に衛星から取得したデータをもとに、地表面温度が－４
℃以下になった日数に応じ、凍結注意度を３段階で表示してい
ます。マップを確認し、水道管の凍結を未然に防ぎましょう。

お知らせ 水道管凍結注意マップ

地表面温度が
－４℃以下の日数
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新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
●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）～１月３日（火）は除く）

pick up 1
お知らせ

２月５日(日)は愛知県知事選挙ですpick up 4
●問合せ　選挙管理委員会事務局（☎34・6667、FAX31・8623、✉senkyo@city.toyota.aichi.jp）お知らせ

ＬＩＮＥはこちら▶ 予約サイトはこちら▶

市ホームページ

pick up 3 水道管凍結注意マップを作成しました
●問合せ　水道維持課（☎34・6670、FAX34・6752、✉suidouiji@city.toyota.aichi.jp）

　愛知県知事選挙は、任期満了（令和５年２月14日）に伴い、２月５日（日）に執行されます。

● 当日の投票

●豊田市の投票所で投票ができる人
　選挙当日に豊田市の選挙人名簿に登録されていて、欠格事項に該当しない人が投票できます。
■年齢要件
　２月５日（日）時点で満18歳以上（平成17年２月６日以前生まれ）の日本国民
■住所要件
　①市内に住所があり、引き続き３か月以上住んでいる人（転入の場合は、昨年10月18日までに転入届出をした人）
　②昨年９月18日以後に県内の市町村に転出した人で、かつ転出先の選挙人名簿に登録されていない人（愛知県
　　内市町村の市民課などで交付される「引き続き愛知県内に住所を有する証明書」の提示か、投票所で同内容の
　　確認を受ける必要があります）　※県外へ転出した人は投票できません

　①仕事先、通学先、旅行先の市区町村での不在者投票
　②入院中・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票
　③郵便などによる不在者投票（あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けておく必要があります。交付には、両
　　下肢１級など一定の要件があります）

■と　き　２月５日（日）
　　　　　①挙母・高橋・上郷・高岡・猿投・松平・藤岡南地区の投票所
　　　　　　午前７時～午後８時
　　　　　②藤岡（藤岡南除く）・小原・足助・下山・旭・稲武地区の投票所
　　　　　　午前７時～午後６時
■ところ　入場券に記載された指定投票所か共通投票所（T‒FACE Ａ館９階）※

　　　　　 ※共通投票所は当日の指定投票所に関係なく、誰でも投票ができます（午前10時～午後６時）
■持ち物　入場券

● 期日前投票

～新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をお願いします～

共通投票所

・発熱がある場合など体調が悪い人は、受付で係員に申し出てください
・ご自分の鉛筆やシャープペンシルを持参することができます

● 不在者投票　　当日の投票所、期日前投票所に来られない人は、不在者投票制度を利用してください

■と　き　①市役所（東庁舎7階）、高橋・上郷・高岡・猿投・松平・藤岡支所　　　
　　　　　　１月20日（金）～２月４日（土）　午前８時30分～午後８時
　　　　　②T－FACE A館９階　　
　　　　　　１月28日（土）～２月４日（土）　午前10時～午後７時
　　　　　③小原・足助・旭・稲武支所、下山交流館
　　　　　　１月29日（日）～２月４日（土）　午前８時30分～午後７時
■持ち物　入場券（裏面の宣誓書をあらかじめ記入しておいてください） 令和４年度明るい選挙啓発

ポスターコンクール入選作品
＜イメージ図＞

　むき出しの水道管や散水栓などは凍結
により破裂する恐れがあります。布類な
どで保温し、防寒対策をしましょう。

●水道管の凍結を防ぐには

●水道管が破裂したときは？
①水道メーター付
　近のバルブを閉
　めて水を止める
②破裂した部分に
　布かテープを巻き付ける
③市指定給水装置工事事業者
　(市ホームページに掲載)へ
　修理を依頼する
※市指定給水装置工事事業者に関する
　問合せは料金課 （☎34・6654 、FAX34・
　6655、✉ryoukin@city.toyota.aichi.jp）

バルブ

新型コロナウイルスワクチンが無料で接種できる期間は、
現時点で３月31日（金）までです
希望する人は、早めの接種をお願いします。

豊田市議会市民シンポ
ジウムを開催します
●問合せ　議会事務局（☎34・
6665、FAX34・6566、✉gikaigiji@
city.toyota.aichi.jp）

pick up 2

催し

　わかりやすく開かれた議会の実現に向け、
基調講演や参加者との意見交換を行う市民
参加型のシンポジウムを開催します。

■とき
　１月14日（土）
　午後２時～４時
■ところ
　市民文化会館
■内容
　データ活用で変わる社会
　～豊田市のDXとわたしたちの暮らし～
　　講師：村上文洋氏
　　　　　（三菱総合研究所主席研究員）
　・第１部　基調講演
　・第２部　パネルディスカッション　
■定員
　先着240人　※当日直接会場

（令和元年度の様子）

市ホームページ

市ホームページ

●個別接種（かかりつけ医など市内約120の医療機関）
　接種券に同封の「ワクチン接種医療機関一覧」に記載の方法で
　予約　
　※コロナワクチンナビ（厚生労働省）でも検索可。一部医療機関
　　は、ＬＩＮＥ・予約サイト・コールセンターでも予約可

県公式ＬＩＮＥ
アカウント

●県大規模集団接種（愛知医科大学メディカルセンター（岡崎市）ほか）
　・県大規模集団接種会場予約コールセンター
　　☎0570・666・885　　※午前９時～午後５時
　・県公式LINEアカウント
　のいずれかで予約

　水道管凍結注意マップは、令和３年12月～令和４年３月の４
か月間に衛星から取得したデータをもとに、地表面温度が－４
℃以下になった日数に応じ、凍結注意度を３段階で表示してい
ます。マップを確認し、水道管の凍結を未然に防ぎましょう。

お知らせ 水道管凍結注意マップ

地表面温度が
－４℃以下の日数
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■「上場株式等に係る配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座の譲渡所得等」、「上場株式等に係る譲
　渡損失の損益通算及び繰越控除」、「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」、「居住用財産の買換
　え等の場合や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」、「居住用財産を譲渡した場合の長
　期譲渡所得に係る課税の特例」を市県民税の計算に算入するには、市県民税の納税通知書が届くまで
　に確定申告書などの提出が必要です
■ふるさと納税をした人のうち、令和４年分の確定申告をする人やふるさと納税先が６団体以上ある人
　は、ワンストップ特例の申請の有無にかかわらずふるさと納税に係る全ての寄附金を確定申告する必
　要があります
■国外居住親族に係る扶養控除等の適用制度が、令和６年度（令和５年分）申告から変わります。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはこちら▶
■確定申告書、手引き、医療費明細書、納付書は、２月１日（水）から各支所で配布します

 ●問合せ　市民税課（☎34・6617、FAX31・4488、✉siminzei@city.toyota.aichi.jp）市役所からのお知らせ

豊田税務署から「確定申告」に関するお知らせpick up 5
●問合せ　豊田税務署（☎35・7777）お知らせ

申告・納税の期限 口座振替日
（振替納税利用の場合）

３月15日（水）
３月31日（金）

４月24日（月）
４月27日（木）

相談の際は以下を持参してください（15ページの相談も同じ）

所得金額の分かるもの（源泉徴収票（原本）な
ど）／各種控除証明書（原本）／筆記用具／電卓／マイナンバーカード（また

はマイナンバーの記載のある住民票の写しと運転免許証な
ど）／申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの（還付申告

の場合）／電子申告に係る利用者識別番号が分かる通知書な
ど（利用者識別番号の交付を受けている人）／税務署からの

申告書用紙や確定申告のお知らせの封書かハガキな
ど（持っている人）／医療費控除の明細書（医療費控除を申告する人）

※振替納税は、所定の振替依頼書と
　ともに申告期限までに確定申告書
　を提出した場合に利用できます

確定申告会場での相談　※入場整理券が必要

医療費控除・年金受給者無料税務相談、インボイス制度無料相談　※事前申込みが必要

■とき　　２月４日（土）、５日（日）午前９時30分～午後４時
■ところ　福祉センター３階　　
■内容　　確定申告に関する申告書作成、インボイス制度に関する相談
■定員　　各日先着40人
■申込み　１月23日（月）午前９時から電話で東海税理士会豊田支部（☎33・2100）
　　　　　※受付は月～金曜日午前９時～正午

各地区の無料税務相談　※事前申込みが必要。定員に達し次第締切り

■内容　　確定申告に関する申告書作成、提出
　　　　　※営業・農業・不動産の各所得の申告は、収支内訳書が作成済みの場合に限ります
           　 ※住宅借入金等特別控除、土地・株式等の譲渡所得や山林所得など分離課税所得の相談・申告書作成はできません
■申込み　市ホームページの予約申込みフォームに必要事項を入力か電話で市民税課（☎34・6617）

①稲武支所

②小原交流館
③旭交流館別館
④下山交流館
⑤足助支所
⑥藤岡交流館
⑦高橋コミュニティセンター
⑧猿投コミュニティセンター
⑨高岡コミュニティセンター
⑩上郷コミュニティセンター

２月21日(火)、22日(水)

２月８日(水)、９日(木)
２月16日(木)、17日(金)
２月10日(金)
２月21日(火)、22日(水)
２月15日(水）～17日(金)
２月７日(火)、８日(水)
２月16日(木)、17日(金)
２月９日(木)、10日(金)
２月14日(火)、15日(水)

１月18日(水)午後５時30分～７時
１月19日(木)午後５時30分～７時
１月21日(土)午前10時～正午
１月21日(土)午後１時～３時
１月22日(日)午前10時～正午
１月22日(日)午後１時～３時

１月11日(水)
午前９時

～

１月22日(日)
午後３時

相談会場 相談会実施日（午前９時30
分～正午、午後１時～４時）

事前申込み受付日時
インターネット電話

１月16日(月)午後５時30分～７時

１月17日(火)午後５時30分～７時

▼予定数に達しなかった会場は、１月23日（月）午後５時30分～７時に空き枠分の予約を受付（予約状況は市ホームペー
ジ参照）　▼予約の変更は、キャンセル後に別途予約が必要（重複予約した場合、後に申し込んだ予約を取消し）
▼相談員は、①の2月21日・③・④は市職員、そのほかは税理士　▼相談会場では、予約や問合せは受け付けません　
▼１回の電話で予約できるのは本人分と本人と同時に申告する同居家族分。家族による代理予約可

※21日は午後のみ税　　目
申告所得税及び復興特別所得税

消費税及び地方消費税

市ホームページ

①ｅ－Ｔａｘ（国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成、送信）
②郵送　送付先：名古屋国税局業務センター刈谷分室（〒448・8522、刈谷市若松町１－46－1）
③税務署の時間外提出箱へ投かん　※土・日曜日、祝日、税務署の執務時間外
※確定申告書などの用紙は、国税庁ホームページからダウンロードできます
※②③で申告書の控えに受付印が必要な人は、「控用」と「返信用封筒（要切手）」を同封してください
※不明な点は、以下の方法で確認することができます
　国税に関する質問／国税庁ホームページ「タックスアンサー」
　確定申告に関する一般的な相談／電話相談センター（☎35・7777、音声案内に従い「０」を選択）
　確定申告書等作成コーナーの操作方法／ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク（☎0570・01・5901）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国税庁ホームページ「動画で見る確定申告」

申告相談について

令和４年分の納税の期限・口座振替日

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、次の方法による確定申告書の提出にご協力ください

■とき　　　２月16日（木）～３月15日（水）午前９時～午後５時
　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く。ただし２月19日（日）、26日（日）は開設
■ところ　　福祉センター４階
■そのほか　・原則、パソコンやスマートフォンを各自で操作して申告書を作成してもらいます
　　　　　　・２月13日（月）～15日（水）に「住宅借入金等特別控除に関する説明会」を開催します。令和４年中
　　　　　　　に住宅ローンなどを利用して自宅を新築、購入した人はご利用ください
　　　　　  ※福祉センター事務所では、確定申告についての相談はお受けできません

確定申告会場への入場には、当日福祉センターで配布かＬＩＮＥアプリで事前に発行された「入場整理券」が必要です。
ＬＩＮＥアプリでの発行は１月10日（火）から開始します。詳しくは、国税庁ホームページなどでお知らせします。

＊１月４日（水）～２月15日（水）は、税務署で相談を受け付けます（土・日曜日、祝日を除く）
　 ▼１月11日（水）までは、電話による「事前予約」（☎35・7777、音声案内に従い「２」を選択）が必要
　 ▼１月12日（木）以降は、当日税務署で配布かＬＩＮＥアプリで事前に発行された「入場整理券」が必要
　　（１月10日（火）発行開始）
　 ▼２月13日（月）～15日（水）は、受入可能人数が少ないため、他の日での相談をご検討ください

国税庁ＬＩＮＥ
公式アカウント
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■「上場株式等に係る配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座の譲渡所得等」、「上場株式等に係る譲
　渡損失の損益通算及び繰越控除」、「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」、「居住用財産の買換
　え等の場合や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」、「居住用財産を譲渡した場合の長
　期譲渡所得に係る課税の特例」を市県民税の計算に算入するには、市県民税の納税通知書が届くまで
　に確定申告書などの提出が必要です
■ふるさと納税をした人のうち、令和４年分の確定申告をする人やふるさと納税先が６団体以上ある人
　は、ワンストップ特例の申請の有無にかかわらずふるさと納税に係る全ての寄附金を確定申告する必
　要があります
■国外居住親族に係る扶養控除等の適用制度が、令和６年度（令和５年分）申告から変わります。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはこちら▶
■確定申告書、手引き、医療費明細書、納付書は、２月１日（水）から各支所で配布します

 ●問合せ　市民税課（☎34・6617、FAX31・4488、✉siminzei@city.toyota.aichi.jp）市役所からのお知らせ

豊田税務署から「確定申告」に関するお知らせpick up 5
●問合せ　豊田税務署（☎35・7777）お知らせ

申告・納税の期限 口座振替日
（振替納税利用の場合）

３月15日（水）
３月31日（金）

４月24日（月）
４月27日（木）

相談の際は以下を持参してください（15ページの相談も同じ）

所得金額の分かるもの（源泉徴収票（原本）な
ど）／各種控除証明書（原本）／筆記用具／電卓／マイナンバーカード（また

はマイナンバーの記載のある住民票の写しと運転免許証な
ど）／申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの（還付申告

の場合）／電子申告に係る利用者識別番号が分かる通知書な
ど（利用者識別番号の交付を受けている人）／税務署からの

申告書用紙や確定申告のお知らせの封書かハガキな
ど（持っている人）／医療費控除の明細書（医療費控除を申告する人）

※振替納税は、所定の振替依頼書と
　ともに申告期限までに確定申告書
　を提出した場合に利用できます

確定申告会場での相談　※入場整理券が必要

医療費控除・年金受給者無料税務相談、インボイス制度無料相談　※事前申込みが必要

■とき　　２月４日（土）、５日（日）午前９時30分～午後４時
■ところ　福祉センター３階　　
■内容　　確定申告に関する申告書作成、インボイス制度に関する相談
■定員　　各日先着40人
■申込み　１月23日（月）午前９時から電話で東海税理士会豊田支部（☎33・2100）
　　　　　※受付は月～金曜日午前９時～正午

各地区の無料税務相談　※事前申込みが必要。定員に達し次第締切り

■内容　　確定申告に関する申告書作成、提出
　　　　　※営業・農業・不動産の各所得の申告は、収支内訳書が作成済みの場合に限ります
           　 ※住宅借入金等特別控除、土地・株式等の譲渡所得や山林所得など分離課税所得の相談・申告書作成はできません
■申込み　市ホームページの予約申込みフォームに必要事項を入力か電話で市民税課（☎34・6617）

①稲武支所

②小原交流館
③旭交流館別館
④下山交流館
⑤足助支所
⑥藤岡交流館
⑦高橋コミュニティセンター
⑧猿投コミュニティセンター
⑨高岡コミュニティセンター
⑩上郷コミュニティセンター

２月21日(火)、22日(水)

２月８日(水)、９日(木)
２月16日(木)、17日(金)
２月10日(金)
２月21日(火)、22日(水)
２月15日(水）～17日(金)
２月７日(火)、８日(水)
２月16日(木)、17日(金)
２月９日(木)、10日(金)
２月14日(火)、15日(水)

１月18日(水)午後５時30分～７時
１月19日(木)午後５時30分～７時
１月21日(土)午前10時～正午
１月21日(土)午後１時～３時
１月22日(日)午前10時～正午
１月22日(日)午後１時～３時

１月11日(水)
午前９時

～

１月22日(日)
午後３時

相談会場 相談会実施日（午前９時30
分～正午、午後１時～４時）

事前申込み受付日時
インターネット電話

１月16日(月)午後５時30分～７時

１月17日(火)午後５時30分～７時

▼予定数に達しなかった会場は、１月23日（月）午後５時30分～７時に空き枠分の予約を受付（予約状況は市ホームペー
ジ参照）　▼予約の変更は、キャンセル後に別途予約が必要（重複予約した場合、後に申し込んだ予約を取消し）
▼相談員は、①の2月21日・③・④は市職員、そのほかは税理士　▼相談会場では、予約や問合せは受け付けません　
▼１回の電話で予約できるのは本人分と本人と同時に申告する同居家族分。家族による代理予約可

※21日は午後のみ税　　目
申告所得税及び復興特別所得税

消費税及び地方消費税

市ホームページ

①ｅ－Ｔａｘ（国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成、送信）
②郵送　送付先：名古屋国税局業務センター刈谷分室（〒448・8522、刈谷市若松町１－46－1）
③税務署の時間外提出箱へ投かん　※土・日曜日、祝日、税務署の執務時間外
※確定申告書などの用紙は、国税庁ホームページからダウンロードできます
※②③で申告書の控えに受付印が必要な人は、「控用」と「返信用封筒（要切手）」を同封してください
※不明な点は、以下の方法で確認することができます
　国税に関する質問／国税庁ホームページ「タックスアンサー」
　確定申告に関する一般的な相談／電話相談センター（☎35・7777、音声案内に従い「０」を選択）
　確定申告書等作成コーナーの操作方法／ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク（☎0570・01・5901）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国税庁ホームページ「動画で見る確定申告」

申告相談について

令和４年分の納税の期限・口座振替日

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、次の方法による確定申告書の提出にご協力ください

■とき　　　２月16日（木）～３月15日（水）午前９時～午後５時
　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く。ただし２月19日（日）、26日（日）は開設
■ところ　　福祉センター４階
■そのほか　・原則、パソコンやスマートフォンを各自で操作して申告書を作成してもらいます
　　　　　　・２月13日（月）～15日（水）に「住宅借入金等特別控除に関する説明会」を開催します。令和４年中
　　　　　　　に住宅ローンなどを利用して自宅を新築、購入した人はご利用ください
　　　　　  ※福祉センター事務所では、確定申告についての相談はお受けできません

確定申告会場への入場には、当日福祉センターで配布かＬＩＮＥアプリで事前に発行された「入場整理券」が必要です。
ＬＩＮＥアプリでの発行は１月10日（火）から開始します。詳しくは、国税庁ホームページなどでお知らせします。

＊１月４日（水）～２月15日（水）は、税務署で相談を受け付けます（土・日曜日、祝日を除く）
　 ▼１月11日（水）までは、電話による「事前予約」（☎35・7777、音声案内に従い「２」を選択）が必要
　 ▼１月12日（木）以降は、当日税務署で配布かＬＩＮＥアプリで事前に発行された「入場整理券」が必要
　　（１月10日（火）発行開始）
　 ▼２月13日（月）～15日（水）は、受入可能人数が少ないため、他の日での相談をご検討ください

国税庁ＬＩＮＥ
公式アカウント
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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
　

☎
は

F

往

✉
郵
直接直

HP

　とき
内容
その他

ところ
定員
申込み

対象
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

+

+

［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☎ HP16

Ｐ16 Ｐ18 Ｐ20 Ｐ22 Ｐ24

●職員
▶豊田特別支援学校職員
職種介護員　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、バス添乗のある日は午前７時40
分～午後４時40分、バス添乗のない日は午前８時45分～
午後４時25分　※学校行事、長期休暇中は別途定め有り　
勤務内容児童生徒の学校生活の介護全般、スクールバス
の添乗　定選考若干名（書類・面接）　報酬時給1,200円	
（期末手当有り）　※交通費支給。労災保険、有給休暇有
り　採用４月１日　申・問２月９日（木）までに○☎連絡の
上、履歴書、顔写真（縦４㌢×横３㌢）を○直豊田特別支援
学校（○☎44・0738、Ⓕ44・1160、○✉toyotatoku@toyota.ed.jp）　
※申込み時に志願書を記入し面接

———————————————————
▶とよた子どもの権利相談室相談員（一般職）
対普通自動車運転免許を持つ人　勤務時間週４日程度、
１日５時間　勤務内容子どもや関係者からの相談受付な

ど　
定選考１人（小論文、面接）　報酬時給1,200円　採用４月
１日　申・問１月27日（金）までに申込書、小論文、運転
免許証の写しを○郵か○直とよた子どもの権利相談室（〒471・
0034、小坂本町１－25、○☎33・9317、Ⓕ33・9314、○✉ko	
domo-kenri@city.toyota.aichi.jp）　※申込書は同室で配布か
市○HPからダウンロード	 	 （HP1035477）

———————————————————
▶市立こども園会計年度任用職員（看護師）
職種看護師①フルタイム　②パートタイム　勤務時間月
～金曜日午前８時30分～午後５時のうち①７時間30分　	
②６時間（週３日程度）　勤務内容園児の健康管理、園の
衛生管理、医療的ケアな

ど　定①②選考若干名　報酬①時
給1,400円（医療的ケア業務有り）　②時給1,300円（医療的
ケア業務なし）　※いずれも交通費支給。賞与有り（勤
務形態による）　採用４月１日　申・問○☎連絡の上、１
月27日（金）までに資格証の写し、証明写真を○直保育課	
（○☎34・6809、Ⓕ32・2088、○✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

———————————————————
▶博物館準備室会計年度任用職員
職種①事務補助　②学芸員（資格を有する者（歴史・自
然））　勤務時間祝日を除く月～金曜日のうち４日間①午
前９時～午後３時　②午前８時30分～午後５時　※開館
（令和６年１月下旬）後の勤務時間は要相談　勤務内容①
資料整理、パソコン入力、電話対応な

ど　②歴史・自然分
野の資料整理、展示作業な

ど　定①選考若干名　②選考２
人　※書類・面接　報酬①時給1,000円　②時給1,200円　	
採用４月１日（予定）　申・問１月25日（水）までに登録志
願書を○直文化財課（○☎32・6561、Ⓕ34・0095、○✉bunkaz
ai@city.toyota.aichi.jp）　※登録志願書は市○HPからダウンロ
ード	 	 （HP1004834）
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市ホームページ番号（HP0000000）の表記

イベント情報

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

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

記事と記事の間にある　 の表記

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

記事の見方

使い方・注意事項

その他

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

ホームページ
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募
集

●市トレヴェリアン基金奨学生
コース学業・研修（半年以上）／英国の大学などで学ぶ　
語学学校（３か月以上）／英国の大学などで必要な英語レ
ベルを習得する　対次の全てを満たす人①市内在住・在
学・在勤・出身か、両親が市内出身　②平成６年４月２
日～平成20年４月１日生まれ　③学校・勤務先などの推
薦が受けられる　④出発前か帰国後に市長を訪問できる　
⑤英国滞在中にＳＮＳなどで情報発信できる　⑥過去に
本基金の受給歴がない　定選考５人以下　試験書類審査、
筆記（英語）・面接（日本語、英語）（２月26日（日））　奨学
金学業・研修／2,500ポンド　語学学校／1,000ポンド　※
原則返済不要　申・問１月31日（火）までに申込みフォー
ムか、申込書と必要書類を○郵か○直国際まちづくり推進課
（〒471・8501、西町３－60、○☎34・6963、Ⓕ34・6681、○✉
kokusai@city.toyota.aichi.jp）　※申込書は同課で配布か市
○HPからダウンロード	 	 （HP1047897）
—————————————————————————
●帰農者滞在施設利用者
対次の全てを満たす人①都市部の住民で稲武地区に滞在
できる　②農地を積極的に耕作し十分な管理ができる　
③施設と農地の利用に関し定められた事項を遵守できる　
所／募集区画（使用料）夏焼みどりのふるさと村／１戸	
（28万円／年）、野入みどりのふるさと村／２戸（27万円
／年）　※別途光熱水費　規格木造一部２階建（１階／
29・16平方㍍、２階／14・58平方㍍）、キッチン、ユニッ
トバス、水洗トイレ、駐車場　利用期間４月１日～来年
３月31日　※認められた場合５年まで更新可　他２月17
日（金）、18日（土）午前10時30分から現地説明会有り。申
込みは２月15日（水）までに○☎か○直稲武支所　申・問３月
１日（水）までに申込書を○直稲武支所（○☎82・2511、Ⓕ82・
3272、○✉ inabu-shisho@city.toyota.aichi.jp）　※申込書は現地
説明会で配布。審査会で選考後、３月22日（水）頃に確定
通知発送	 	 （HP1005401）
—————————————————————————
●豊田高等職業訓練校訓練生
訓練科木造建築科、左官・タイル施工科　対建築・左官
関係の事業所で働きながら実技指導を受けることができ、	
次のいずれかを満たす人①中小企業の雇用労働者で雇用
保険加入者　②一人親方、家族従業員で労災保険特別加
入者　期間３年間　※４月17日（月）入校式、以降週２回
程度（午後６時～９時）　他修了者に県認定修了証明書・
技能士補を交付。２級技能検定受検資格取得と学科試験
免除有り　申・問１月10日（火）～４月７日（金）午後１時
～６時に○☎で豊田高等職業訓練校（○☎32・5454）　※土・
日曜日、祝日を除く

●市ジュニアマーチングバンド団員

対市内在住・在学の来年度小学４年生～４月１日時点で
20歳（初心者可）　内練習は毎週土・日曜日（月６～８回
程度）午前９時～午後５時。そのほか大会・各種イベン
トの出演　定選考20人程度　￥団費3,000円／月、保護者
会費２万円／年　※別途用具費、遠征費な

ど　他見学は１
月７日（土）から随時。１月８日（日）、21日（土）、29日（日）、
２月11日（土）、25日（土）、３月５日（日）に体験入団有り。
見学、体験入団は保護者同伴　申３月31日（金）までに願
書を○直文化振興財団　※願書は体験入団で配布

●＋
●市少年少女合唱団員
対市内在住・在学の来年度小学２年生～４月１日時点で
18歳　内練習は原則毎週土曜日午後４時～８時。そのほ
か大会・各種イベントなどの出演、合宿　￥団費1,000円
／月、保護者会費1,000円／月、制服費5,000円／年（初年
度のみ１万5,000円）　※別途教材費、遠征費な

ど　他２月
25日（土）午後４時から体験入団有り。３月４日（土）午後
３時から視聴覚ライブラリーでオーディショ
ンを開催　申２月25日（土）までに申込みフォ
ーム　

●＋
●助成文化事業
対市内を基盤として文化芸術創作活動を行う団体か個人
が４月１日（土）～12月31日（日）に行う事業　募集部門文
化体験事業、文化交流事業、まちなか文化芸術活動事業　
助成額上限５万円　他審査会による審査有り　申１月５
日（木）～31日（火）に申込用紙を○直市民文化会館　※申込
用紙は同館で配布か文化振興財団○HPからダウンロード

《共通》問文化振興財団（○☎31・8804、Ⓕ35・4801、○✉to	
yo-cul@hm2.aitai.ne.jp）
—————————————————————————
●ママさんバレーボール連盟登録チーム
対市内の同一小学校区か中学校区のママさんチーム（９
人制）　登録費5,500円　申・問１月25日（水）午後２時ま
でに登録費を添えて○直スカイホール豊田（○☎31・0451、Ⓕ
35・4773、○✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp）

申込み
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●令和５年度コンサートホール登録アーティスト
対代表者が市内在住・在勤・在学・出身で、プロ・アマ
を問わずクラシック音楽・邦楽を演奏する個人・団体　
登録期間４月～来年３月　活動内容参合館、交流館、企
業などでのコンサート出演　申・問１月７日（土）午後５
時までに登録用紙を○郵、Ⓕか○✉でコンサートホール（〒
471・0025、西町１－200、○☎35・8200、Ⓕ37・0011、○✉
tchall-noh@hm.aitai.ne.jp）　※登録用紙はコンサートホール、
各交流館などで配布かコンサートホール○HPからダウンロ
ード
—————————————————————————
●豊田少年少女発明クラブ会員

対市内・近郊在住の新小学１～５年生　時主に土・日曜
日（年17回程度）　活動場所①産業文化センター　②地域
文化広場　③教職員会館（保見町）　④緑ヶ丘教室　内紙・
木・電気・ＩＣ工作ほ

か　定新小学１年生／①②③④抽選
44人　新小学２～５年生／①②③④抽選若干名　※抽選
は２月11日（土）午前９時30分から　￥入会金6,000円、年
会費１万円　※材料費は別途1,000円～2,000円　申・問１
月31日（火、消印有効）までに申込み共通事項、活動場所
の希望順位、新学年、性別、保護者氏名（フリガナ）を○往
（１人１枚）で豊田少年少女発明クラブ（〒471・0034、小
坂本町１－25、○☎31・1188）

●豊田土橋土地区画整理事業の宅地分譲
宅地
番号

街区 
番号

画地 
番号

地積 分譲価格平方㍍ 坪（約）
１ ５ ２－１ 236.55 71.56 3,524万5,950円
２ 10 ３－１ 182.38 55.17 2,826万8,900円
３ 25 14－１ 185.44 56.10 2,763万560円
４ 25 14－２ 185.44 56.10 2,763万560円
５ 43 ４ 201.50 60.95 3,203万8,500円
６ 48 ２－２ 229.20 69.33 3,438万円
７ 62 １ 275.91 83.46 4,524万9,240円

所土橋町・曙町地内　分譲区画数７区画　分譲方法公開
抽選　抽選２月25日（土）に土橋区画整理事務所で開催　	
申・問１月23日（月）～２月10日（金）午前９時～午後５時
に○直土橋区画整理事務所（○☎71・5211、Ⓕ24・5775、○✉
tuchihasi@city.toyota.aichi.jp）　※土・日曜日は除く
	 	 （HP1005217）

●償却資産（事業用資産）の申告は１月31日（火）までに
対１月１日時点で市内に償却資産（土地、家屋以外の事
業の用に供することができる資産）を所有している人　
償却資産①構築物／駐車場舗装、門、塀、庭園、フェン
ス、よう壁、下水道接続工事費な

ど　②機械・装置／太陽
光発電設備、産業用機械、ブルドーザー、パワーショベ
ルな

ど　③船舶／ボート、釣り船な
ど　④航空機／ヘリコプ

ターな
ど　⑤車両・運搬具／台車な

ど　⑥工具・器具・備品
／測定工具、治具、金型、医療機器、理・美容機器、机、
いす、パソコン、複写機、冷蔵庫、エアコン、看板な

ど　
他申告書は資産税課で配布。ｅＬＴＡＸ地方税ポータル
システムを使って電子申告可　問資産税課（○☎34・6613、
Ⓕ31・8969、○✉sisanzei@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●障がい者控除とおむつ代の医療費控除に必要な証
明書発行
　要介護認定を受けている人は、確定申告で控除の対象
となる場合があります。申告時に使用する証明書が必要
な人は申請してください。
▶障がい者控除
対65歳以上で令和４年12月31日時点（死亡者は死亡時点）
に要介護認定期間が継続していて認定基準に該当する人

認定 基準

障
が
い
者
控
除

知的障がい者
（軽度・中度）に
準ずる人

要介護１以上で主治医意見書の認知
症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上に
該当

身体障がい者
（３級から６級）
に準ずる人

要介護１以上で主治医意見書の障が
い高齢者の日常生活自立度Ａ以上に
該当

特
別
障
が
い
者
控
除

知的障がい者
（重度）等に	
準ずる人

要介護４以上で主治医意見書の認知
症高齢者の日常生活自立度ⅣかＭに
該当

身体障がい者
（１級、２級）に
準ずる人

要介護４以上で主治医意見書の障が
い高齢者の日常生活自立度Ｃに該当

ねたきり老人
要介護１以上で６か月以上常に臥床
及び主治医意見書の障がい高齢者の
日常生活自立度Ｃに該当

●＋
▶おむつ代の医療費控除
対前年に引き続き控除を受ける人で次の全てを満たす人　
①寝たきり　②おむつの使用が必要であることを医師が
認めている　③要介護認定を受け、主治医意見書の障が
い高齢者の日常生活自立度Ｂ以上で尿失禁の可能性があ
る　※初めての人は医師発行の「おむつ使用証明書」で申
告

《共通》申・問申請書を○郵か○直介護保険課（〒471・8501、
西町３－60、○☎34・6911、Ⓕ34・6034、○✉kaigohoken@ci	
ty.toyota.aichi.jp）　※申請書は介護保険課で配布か市○HPか
らダウンロード	 	 （HP1003233）
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お
知
ら
せ

募
集

●令和５年度市民活動促進補助金の申請受付
　活動の自立や活性化、拡充を促進するため、市民活動
団体に補助金を交付します。
対市内で特定非営利活動促進法に掲げる分野に関する市
民活動を行って（行おうとして）いて、各対象部門で定め
る要件に該当する会員５人以上の団体　	
対象部門・補助金額な

ど

立
上
期

はじめの一歩部門　	
※１団体１回限り
（２か年補助）

１年目は上限10万円、２年目は
上限５万円

継
続
期

活動ステップアップ
部門　	
※１団体１回限り
（２か年補助）

１年目は経費の２／３（上限20
万円）、２年目は経費の１／３	
（上限10万円）

発
展
期

新規事業チャレンジ
部門　	
※１事業１回限り

事業経費の２／３（２か年以内
で上限40万円または３か年以内
で上限60万円）

審査一次／書類　二次／公開プレゼンテーション（５月
20日（土））　他事前説明会を３月２日（木）、18日（土）午
前10時30分～11時30分にとよた市民活動センターで開催
（要申込）。18日（土）は午後１時30分から令和４年度補助
団体による成果発表会有り。３月末まで個別相談も受付
中（事前予約制）　申・問火曜日を除く４月１日（土）～20
日（木）午前10時～午後６時に申請書を○直とよた市民活動
センター（○☎36・1730、Ⓕ34・0015、○✉tec@city.toyota.ai	
chi.jp）　※申請書は市○HPからダウンロード	（HP1008491）
—————————————————————————
●レディース検診

時２月２日、16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２月７日、21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１月10日（火）午
前８時30分から○☎で豊田地域医療センター（○☎34・3002、
Ⓕ33・8710）

●豊田地域医療センターの再整備事業完了

　平成30年度に始めた工事が12月に完了し、正面入口が
利用できるようになりました。発熱外来入口や健診入口
もあります。リハビリ環境向上のため、診療棟２階リハ
ビリ室から屋上庭園、屋外階段、外構へとつながりを持
たせました。また、外構には誰でも利用できる緑に囲ま
れた遊歩道を設け、来院者や患者だけではなく地域住民
も活用できる開かれた病院となるよう整備しました。
問地域包括ケア企画課（○☎34・6787、Ⓕ34・6793、○✉ho	
katsu-care@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●どんぐりの湯の営業再開

時１月６日（金）午前10時から　理由設備改修などが完了
したため　他１月６日（金）～８日（日）に、おいでんバス
「快速いなぶ」を利用して午前９時48分（予定）に「どんぐ
りの湯前」バス停で降車した各日先着10人にどんぐり横
丁の商品引換券をプレゼント　問どんぐりの里いなぶ
（○☎82・3135、Ⓕ82・3138、○✉ info@dongurinosato.com）
—————————————————————————
●小原和紙美術館の臨時休館
時１月10日（火）　理由展示替えのため　他和紙工芸体験
館は開館　問小原和紙のふるさと（○☎65・2151、Ⓕ66・
1001、○✉washinofurusato@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●第１・２民芸館の臨時休館
時１月20日（金）まで　理由展示替えのため　他茶室勘桜
亭も休み。第３民芸館は開館　問民芸館（○☎45・4039、	
Ⓕ46・2588、○✉mingeikan@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●若園交流館の臨時休館
時２月24日（金）～３月31日（金）　理由改築移転準備のた
め　問若園交流館（○☎53・0028、Ⓕ53・0064、○✉ph-wa	
kazono@city.toyota.aichi.jp）

診療棟 豊田地域
看護専門学校

豊田加茂医師会休日診療所
至 上豊田駅方面↑

車両入口

健診棟コミュニティ
プラザ

駐車場

駐車場 駐車場

遊歩道
正面入口

発熱外来入口

健診入口

車両入口

N
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中央図書館 コンサートホール・能楽堂 民芸館

中央図書館 コンサートホール・能楽堂 豊田スタジアム 民芸館 民芸の森

●野村證券共催　豊かな長生きラ
イフのために「インフレへの備え」
時１月20日（金）午後１時30分～３時　
定先着40人　申１月５日（木）午前10
時から中央図書館○HP、○☎か○直同館

●＋
●野村證券共催　時間を味方に！
コツコツ積立分散投資
時１月20日（金）午後６時30分～７時
30分　定先着30人　申１月５日（木）
午前10時から中央図書館○HP、○☎か○直
同館

●＋
●藤嶋塾　豊田市で発見！調べて
伝える楽しさ　かこさとしの絵本
をヒントに

時２月５日（日）午後２時～４時　所
能楽堂　対中学生以上　定先着150
人　他藤嶋昭氏の書籍購入者向けサ
イン会有り　申１月５日（木）午前10
時から中央図書館○HPか○直同館

●＋
●手話のおはなし会
時２月12日（日）午後２時30分～３時　
定先着30人　他未就学児は保護者同
伴　申１月５日（木）午前10時から申
込み共通事項と聴覚障がいの有無を
中央図書館○HP、○☎、Ⓕか○直同館

●＋
●和装本の愉

たの

しみ～図書館に伝わ
る江戸時代の書物に触れる～
時２月18日（土）午前10時30分～正午　
定先着40人　申１月10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）

●知りたい！大人のためのクラシ
ック♪番外編「知ってしまったあ
なたのためのコンサート」
時１月14日（土）午後３時開演　￥2,0	
00円（25歳以下半額）

●＋
●新春能

時１月28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）

●＋
●能狂言が見たくなる講座④「装
束や道具が魅せる能の世界」
時２月４日（土）午後２時開演　￥1,0	
00円（25歳以下半額）

●＋
●参合館ロビーコンサート　ピアノ独奏
時１月18日（水）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）

豊田スタジアム
●NTTジャパンラグビーリーグワ
ン　第３節　トヨタヴェルブリッ
ツvsブラックラムズ東京
時１月８日（日）午後２時30分

●●＋
●キティ＆マーシーズ　フリーマーケット
時１月14日（土）午前10時30分

●●＋
●全国大陶器市
時１月21日（土）～29日（日）午前10時

《共通》休館日全館／１月１日（日）～
４日（水）、31日（火）　スポーツプラ
ザ／１月８日（日）　※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）

●新春ウイーク（マップを持って
ウオーキング）
時１月７日（土）～22日（日）　※月曜
日は休み。受付は第３民芸館・民芸
の森／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　所民芸館、民芸の森、平戸橋
いこいの広場

●＋
●特別展「全国の郷土人形―祈り・
願い・美しさのかたち」

時１月21日（土）～５月７日（日）午前
９時～午後５時　※月曜日は休み　
￥300円（高校・大学生200円）

《共通》問民芸館（○☎45・4039、Ⓕ46・
2588、○✉mingeikan@city.toyota.aichi.jp）

民芸の森
●森の本多コレクション展「陶磁
のこま犬とその周辺」
時１月７日（土）～４月９日（日）午前
９時～午後５時　他１月21日（土）午
後１時30分～２時にギャラリートー
クを開催（先着15人、当日○直会場）

●＋
●初春のお茶を一服（豊田産の抹
茶と花びら餅）
時１月21日（土）午前10時～午後３時　
定先着40人（当日○直会場）　￥600円

●＋
●森の松ぼっくりと小原和紙でひ
な人形を作ろう
時１月24日（火）～２月26日（日）午前
10時～午後３時　定先着30個（当日
○直会場）　￥50円

《共通》問民芸の森（○☎46・0001、Ⓕ
46・0043、○✉mingeinomori@city.toyota.
aichi.jp）
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とよた科学体験館 エコット 自然観察の森

とよた科学体験館 エコット 自然観察の森

施
設

●SKIPPAワークショップ「ゴムが
浮き上がる「ゴム銃」を作ろう！」
時２月４日（土）午前10時～正午　対
小学４～中学３年生　定先着20人　
￥100円　申１月７日（土）午前10時
から○☎で同館

●＋
●上

こうさか

坂浩
ひろみつ

光監督が語るプラネタリ
ウム番組「まだ見ぬ宇宙へ」
時２月５日（日）午後４時～５時30分　
対小学生以上　定先着100人（自由席）　
￥500円　他当日午後４時の一般投
映は休止。午後０時30分と２時30分
は特別投映に変更　申１月８日（日）
午前10時から○☎で同館

●＋
●学習指導要領発展事業「生命の
不思議（遺伝のしくみ）」（実験を通
して学ぶ）
時２月25日（土）午前10時～11時45分　
対小学５～中学１年生　定先着12人　
￥300円　申１月15日（日）午前10時
から○☎で同館

●＋
●プラネタリウムコンサート「春
風そよぐ星空のメロディ」（加

かがや

賀谷
玲
れい

氏のピアノコンサート）

時３月４日（土）午後２時、５時　対
小学生以上　定各先着120人（全席指
定）　￥1,000円　他当日の一般投映
は休止　申１月28日（土）午前10時か
ら○直、29日（日）午前10時から○☎で同
館　※○☎の場合は事前にチケットの
受け取りが必要

《共通》問とよた科学体験館（○☎37・
3007、Ⓕ37・3012）

●エコットシアター①バレンタイ
ン一揆　②ELEMENTAL　生命
の源～自然とともに～
時①２月５日（日）午前10時～11時30
分、午後１時30分～３時　②26日	
（日）午前10時～正午、午後１時30分	
～３時30分　定各先着50人　￥中学
生以上300円

●＋
●卒ＦＩＴ後の太陽光発電・蓄電
池に関する相談会
時２月11日（土）午前10時～正午　対
大人　定先着50人

●＋
●もった博士のかがく倶楽部～ミ
ライに乗ってエコカーについて学
ぼう～
時２月12日（日）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着15人　￥300円

●＋
●かんたんエコ手芸教室～不用に
なったロープでわんこを作ろう～

時２月18日（土）午前10時～正午　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着12人　￥100円

●＋
●ダンボールコンポスト基礎講座
時２月19日（日）午前10時～11時30分　
定先着20人　￥500円　他子どもの
同伴可

●＋
●やさしいおやつ講座～備蓄品のパ
ンを使っておひなさまおやつ編～
時２月25日（土）午前10時～正午　定
先着10組　￥300円

《共通》申・問１月５日（木）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「上池
に行こう！冬鳥に会えるかも」
時１月11日～２月１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

●＋
●冬のいきものみつけ隊
時１月21日（土）午前10時～正午　※
雨天中止　対小学生以上　定先着15
人　￥100円　申込み開始日１月11
日（水）

●＋
●森のおはなし会「自然からのお
くりもの」
時２月４日（土）午後２時～３時　※
雨天決行　定先着16人　申込み開始
日１月25日（水）

●＋
●親子向け自然体験講座　森あそ
び～親子で餅花を作ろう～

時２月５日（日）午前10時～正午　※
雨天決行　対親子　定先着15人　￥
３歳以上200円　申込み開始日１月
26日（木）

●＋
●親子向け野鳥観察入門　親子で
バードウオッチング
時２月11日（土）午前９時30分～11時
30分　※雨天中止　対小学生以上の
親子　定先着20人　￥100円　他双
眼鏡貸出有り　申込み開始日２月１
日（水）

《共通》他小学４年生以下は保護者同
伴　申・問先着の場合は申込み開始
日午前９時から○☎で自然観察の森
（○☎88・1310、Ⓕ88・1311、○✉toyo
ta@wbsj.org）
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市民文化会館

市民文化会館 総合野外センター

●認知症サポーター養成講座×ラ
イフサイクルゲーム～生涯設計の
ススメ～
時１月28日（土）午後２時～４時　所
福祉センター　対市内在住・在勤で
未受講の人　定先着30人程度　申１
月５日（木）午前９時から
申込みフォームか○☎で高
齢福祉課

●＋
●若年性認知症本人・家族会スマ
イル（交流・相談会な

ど）
時２月20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２月17日（金）
までに○☎か○✉で高齢福祉課

《共通》問高齢福祉課（○☎34・6984、
Ⓕ34・6793、○✉korei-fukushi@city.toyo
ta.aichi.jp）
————————————————
●依存問題でお困りの家族教室
時２月１日（水）、21日（火）午後１時
～３時　対依存問題がある人の家族
で全日参加できる人　定先着12人　	
申１月５日（木）午前９時から○☎、Ⓕ
か○✉で保健支援課

●＋
●高次脳機能障がいのある人の家
族の教室（交流会）
時２月22日（水）午前10時～11時30分　
対高次脳機能障がいのある人の家族　
定先着11人　申１月５日（木）午前９
時から○☎、Ⓕ、○✉か○直保健支援課

《共通》所市役所　問保健支援課（○☎
34・6855、Ⓕ34・6051、○✉hokenshien@
city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●高校生のための気候変動対策を
考える会議「模擬ＣＯＰ」
時２月25日（土）午前10時～午後３時
30分　所参合館　対高校生　定先着
20人　申１月５日（木）午前９時から
申込みフォーム　問環境政策課（○☎
34・6650、Ⓕ34・6759、○✉kansei@ci	
ty.toyota.aichi.jp）　※当日
の申込み不可

●精神保健福祉家族教室　権利擁護
の視点で安心できる暮らしを考える
時２月２日（木）午前10時～正午　所
福祉センター　対市内在住・在勤・
在学の人　定先着35人　申・問１月
５日（木）午前９時から地域生活支援
センター豊田ころもサポート（○☎32・
8112）
————————————————
●ネコの一時預かりボランティア
養成講習会
時２月18日（土）午後１時30分～４時
30分　所市動物愛護センター　対市
内在住で市動物愛護センターが保護
しているネコを一時的に自宅などで
飼養できる20歳以上の人　定選考15
人　申・問１月15日（日）までに○郵、	
○☎か○✉で市動物愛護センター（〒471・
0002、矢並町法沢715－４、○☎42・25	
33、Ⓕ80・2020、○✉doubutsu-aigo@ci	
ty.toyota.aichi.jp）
————————————————
●Alpha日本語教室
時１月８日～４月９日の毎週日曜日
午前10時30分～午後０時30分　所産
業文化センター　対中学生以上の外
国人　定各クラス先着20人　※入門
～上級の４クラス　他オンライン受
講も可。日本語を教えるボランティ
アも随時募集　申１月５日（木）午前
10時から○☎でＴＩＡか○✉でAlpha	
（○✉yfmvfksapo7110@gmail.com）　問Ｔ
ＩＡ（○☎33・5931、Ⓕ33・5950、○✉
tia@hm.aitai.ne.jp）
————————————————
●訪問看護で働いてみませんか

（訪問看護師との交流・相談）
時２月17日（金）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　他雇用保険求職活動の
実績として認定　申・問１月５日	
（木）午前９時から○☎、Ⓕか○✉で豊田
訪問看護師育成センター（○☎34・33	
06、Ⓕ34・3306、○✉vns-tc@toyotachiiki-
mc.or.jp）

申込み

申込み

●映画「のさりの島」上映会＆監督
によるトークイベント
時１月21日（土）午後６時～９時　定
先着20人　￥2,000円　申１月５日
（木）午前11時から○☎で同館

●＋
●グッドアフタヌーンコンサート
時１月25日（水）午後１時開演　出演
ユキ＆エリ	with	Ｎ（ギター）　曲目
ハナミズキ、なごり雪ほ

か　定先着20
人　他館内「豊田カフェ」で１品購入
が必要　申１月10日（火）午前10時か
ら○☎で同館

《共通》問市民文化会館（○☎33・7111、
Ⓕ35・4801）

総合野外センター
●利用抽選会４月～６月分
対子ども会、ジュニアクラブなどの
青少年団体　時宿泊／１月22日（日）
午前９時受付、10時抽選　日帰り／
午後１時受付、２時抽選　持ち物上
履き　他抽選会以降の申込みは１月
24日（火）午前９時から利用日の１か
月前までに○☎で同センター

●＋
●キッズキャンプ～たき火でごは
んを作ろう～

時２月19日（日）午前10時～午後３時　
対市内の小学４～中学３年生　定先
着30人　￥1,000円　他送迎バス有り　
申１月７日（土）午前９時から○☎で同
センター

《共通》問総合野外センター（○☎58・
1388、Ⓕ58・1349、○✉toyota-yagai-ce	
nter@hm.aitai.ne.jp）
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施
設

学
び

●写真をムービーで楽しもう
時２月の毎週月曜日午後１時15分～
４時　￥8,000円

●＋
●初心者ＯＫ！パソコン超入門講座
時２月の毎週火曜日午後１時15分～
４時　￥7,000円

●＋
●絵手紙（ひな祭り）
時２月１日～15日の毎週水曜日午前
９時15分～正午　￥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①２月９日、16日の木曜日　②21
日、28日の火曜日　※いずれも午前
９時30分～11時30分　￥①②5,500円

●＋
●よくわかるワード基礎講座
時２月10日～３月17日の毎週金曜日
午後１時15分～４時　￥１万2,200円

●＋
●インターネット・メール講座
時２月13日～27日の毎週月曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円

●＋
●よくわかるエクセル基礎講座
時２月17日～３月24日の毎週金曜日
午前９時15分～正午　￥１万2,200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１月５日（木）午前９時から○☎
でシルバー人材センター（○☎31・10	
07、Ⓕ34・3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）
————————————————
●親と子のセミナー　市民公開講
座「私たちの声を聴いて」
時２月18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60人　申・
問１月５日（木）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）

●とよたシニアアカデミー「通年
コース」

時４月５日（水）～来年３月中旬　対
一年を通じ受講できる市内在住の人　
学科年間45講座
▶環境園芸学科（野菜や花の栽培方
法などを学習・主に木曜日）
所農ライフ創生センター、西山公園、
とよた市民活動センターな

ど　定抽選
24人
▶健康増進学科（体操・健康に関す
る学習・主に金曜日）　
所青少年センター、スカイホール豊
田な

ど　定抽選36人
▶文化工芸学科（伝統文化や豊田の
歴史などを学習、選択コースでのも
のづくり体験・主に水曜日）　
所とよた市民活動センター、青少年
センター、能楽堂、民芸館な

ど　定陶
芸コース／抽選16人　竹工芸コース
／抽選10人　木版画コース／抽選10
人　￥１万5,000円（別途教材費、実
習費な

ど）　
《共通》申・問１月７日（土）～２月15
日（水）に入学願書、84円切手、身分
証明書を○直とよたシニアアカデミー　
（○☎36・6363、Ⓕ34・0015、○✉t-saj@
hm.aitai.ne.jp）　※火曜日休み。入学
願書はとよたシニアアカデミー、市
政情報コーナー、市民活躍支援課、
各支所・出張所、各交流館、福祉セ
ンターなどで配付かとよたシニアア
カデミー○HPからダウンロード
————————————————
●建築士による住まいの何でも無
料相談会
時１月28日（土）午後１時15分～４時
15分　所とよた市民活動センター　
申・問１月26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、○✉ in	
fo@aas-toyota.com）

●キャリアプランニングセミナー
「主体的なキャリア形成って何の
こと？」
時２月10日（金）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

●＋
●セカンドライフ・キャリアセミナー
時家計の寿命を延ばすための資産運
用セミナー／２月18日（土）午前10時
30分～正午　田舎をフィールドにセ
カンドキャリアを考えよう／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

《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１
月５日（木）午前10時から○☎、Ⓕ、○✉
か○直同室（○☎31・1330、Ⓕ31・1391、
○✉shurosien@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●就職支援セミナー＆パソコンセ
ミナー（Word、Excel基礎講座）

時２月１日（水）～３日（金）午前10時
30分～午後４時30分　対全日程参加
でき、主に子育てをしながら早期就
職を目指す女性　※事前にハローワ
ークに求職登録が必要　定先着15人　	
他託児有り（６か月以上の未就園児、
定員15人）

●＋
●求職者支援セミナー「派遣で働
くときに知っておきたいこと」
時２月16日（木）午後２時～３時30分　
定先着30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１
月５日（木）午前10時から○☎か○直ハロ
ーワーク豊田（○☎31・1400）
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●消防出初・観閲式（階梯操法、
一斉放水な

ど）
時１月７日（土）午前９時30分～11時
10分　※雨天時は式典のみ消防本部
庁舎内で実施	 （HP1002417）

●＋
●とよた消防フェスタ（はしご車試
乗、地震体験、煙からの脱出体験な

ど）

時１月７日（土）午前10時30分～午後
２時　※天候により一部変更有り。
荒天時は中止

《共通》所豊田スタジアム西イベント
広場　他駐車場は豊田スタジアム東・
南、白浜公園を利用してください　
問予防課（○☎35・9703、Ⓕ35・9719、
○✉shoubou-yobou@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●（仮称）豊田市博物館開館１年前
イベント
時１月29日（日）午前10時～午後４時　
所市民による歴史や自然に関する展
示、まゆを使った工作／市民文化会
館　フードワゴン、火起こし選手権
／枝下緑地　現場見学会／博物館建
築現場　他現場見学会は午後１時～
３時。入退場は美術館側（童子苑近
く）から。車の乗り入れ不可　問文
化財課（○☎32・6561、Ⓕ34・0095、	
○✉bunkazai@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●世界のバリアフリー児童図書展
時１月20日（金）～29日（日）午前10時
～午後４時（29日は午後２時まで）　
※23日（月）、24日（火）は休み　所・
問こども図書室（○☎88・1322、Ⓕ88・
1322）

●女性しごとテラスセミナー（応
募書類の作り方）
時１月27日（金）午前10時30分～正午　
対市内在住・在勤・在学・在活動中
か市内で就労希望の女性　定先着15
人　他託児有り（先着５人、500円、	
１月18日（水）までに要予約）。オンラ
イン参加も可（先着20人）

●＋
●ビジネスコラボ交流会
時２月１日（水）午後１時30分～３時
30分　対市内在住・在勤で、市内で
起業中か起業を考えている女性　定
先着30人　他託児有り（先着５人、
500円、１月23日（月）までに要予約）

●＋
●ジョブトレーニング（Excel中
級講座）
時２月６日～20日の毎週月曜日午前
10時30分～午後４時　対全日程参加
できる再就労を目指す女性　※女性
しごとテラス相談履歴がある人優先　
定抽選12人　他託児有り（先着５人、
１回500円、１月23日（月）までに要
予約）

《共通》所女性しごとテラス　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１月５日（木）午前10
時から、抽選の場合は１月23日（月）
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）
————————————————
●好きをみつけるプチ体験講座～
自分時間を楽しもう
時２月11日（土）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた　対市内在住・在勤
の女性　定先着32人　￥500円　他
未就学児の託児有り（500円、２月１
日（水）までに要予約）　申・問１月
５日（木）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、○✉clo
ver@city.toyota.aichi.jp）

●働きたい女性たちのワークショ
ップin豊田市（キャリアコンサルタ
ントと再就職について話し合う）

時２月22日（水）午前10時～正午　所
キラッ☆とよた　対結婚・出産・育
児などで離職し、再就職を考えてい
る女性　定先着12人　他未就学児の
託児有り（２月14日（火）までに要予
約）　申・問１月10日（火）午前10時
から申込みフォームか○☎でママ・ジ
ョブ・あいち（○☎052・485・
6996、○✉aichi-mamasapo@
ray.ocn.ne.jp）
————————————————
●いなかとまちのくるま座ミーテ
ィング
時２月11日（土）午後１時～５時10分　
所小原交流館　定先着200人　申・問
１月12日（木）午前９時から○☎、Ⓕ、
○✉か○直おいでん・さんそんセンター
（○☎62・0610、Ⓕ62・0614、○✉sanso	
n-center@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●住民のための地域福祉活動実践
セミナー
時２月18日（土）午後１時30分～４時
30分　所福祉センター　対市内在住・
在勤・在学の人　定先着270人　申・
問１月５日（木）午前９時から○郵、○☎、
Ⓕか○✉で社会福祉協議会（〒471・08	
77、錦町１－１－１、○☎31・1294、
Ⓕ33・2346、○✉vc@toyota-shakyo.jp）
————————————————
●クロスロード　10年後が楽しみ
になるキャリアデザインセミナー
時２月11日（土）午後１時30分～４時　
所青少年センター　対高校生～29歳　
定先着20人　申１月５日（木）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）
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学
び

催
し

●ラムサール条約登録10周年イベ
ント　矢並湿地保全作業体験会

時１月28日（土）午前９時～正午　※
小雨決行　所矢並湿地　定抽選15人　	
￥100円　申・問１月13日（金）までに
○☎か○✉で自然観察の森（○☎88・1310、
Ⓕ88・1311、○✉toyota@wbsj.org）　※
当選者のみ15日（日）頃に結果を連絡
————————————————
●花とみどりの講座
▶あでやかなツバキの魅力と育て方

（講義・実習）
時２月11日（土）午前10時～正午　￥
1,600円　申込み開始日１月10日（火）

●＋
▶キュートなプランツギャザリング

（多肉植物の寄せ植え）
時２月15日（水）午前10時～正午　￥
3,600円　申込み開始日１月17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○☎（申込み初日は１回に
つき２人まで）で同公園（○☎31・2108、
Ⓕ33・8718、○✉nishiyama-kouen@city.to
yota.aichi.jp）
————————————————
●～47災害から50年　とよたで学
ぼうさい！～とよた防災フェスタ
時２月４日（土）午前10時～午後４時　
所スカイホール豊田　問防災対策課
（○☎34・6750、Ⓕ34・6048、○✉bous
ai@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●高岡茶席（抹茶）
時１月29日（日）午前10時～午後１時　	
所六鹿会館　定先着30人　￥400円　
申・問１月13日（金）午前９時から○☎
か○直高岡コミュニティーセンター
（○☎53・7771、Ⓕ53・7782、○✉ info@
takaoka-cc.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２月22日（水）～24日（金）午前10時
～午後６時　対おおむね16～45歳の
求職者　申１月５日（木）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）
————————————————
●小原地区子ども和紙作品展（①
小学４～中学３年生の作品　②小
学１～３年生と瀬戸つばき特別支
援学校小原学園の作品）
時１月11日（水）～２月５日（日）①午
前９時～午後４時30分　②午前９時
～午後９時　所①小原和紙のふるさ
と　②小原交流館

●＋
●藤井達吉の芸術Vol.９
時１月11日（水）～３月５日（日）午前
９時～午後４時30分　所小原和紙美
術館

●＋
●カンゾカシキ（コウゾから樹皮
をはぎ取る作業の体験）

時１月13日（金）午前11時～正午　※
午前10時30分までに現地集合。少雨
決行　所小原和紙のふるさと　服装・
持ち物汚れても良い服・靴、軍手

《共通》問小原和紙のふるさと（○☎65・
2151、Ⓕ66・1001、○✉washinofurusato	
@city.toyota.aichi.jp）

●スポーツ万能！キッズ教室（マ
ットやボールなどの運動）
時２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１月10日（火）午前10時から
参加費を添えて○直地域文化広場

●＋
●ものづくりひろば（簡単に作れ
る紙工作）
時２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　￥200円　申当
日午前10時から受付で参加券を販売

●＋
●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／２月２
日、16日の木曜日　②パリスタイル
／２月５日（日）　※いずれも午前10
時～11時　定各先着25人　￥①１回
2,500円　②5,000円　申１月12日（木）
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２月４日（土）、５日（日）、25日
（土）、26日（日）午前10時～午後３時　
呈茶料300円　申当日午前10時から
受付で参加券を販売

●＋
●陶芸教室

時２月11日（土）、12日（日）、25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１月14日（土）午前10時から参加費
を添えて○直地域文化広場

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

申込み
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●青少年センターサークル・グル
ープ文化祭（ステージパフォーマ
ンス、ワークショップな

ど）

時１月22日（日）午前10時～午後４時　
所産業文化センター　他詳細は青少
年センター○HP　問青少年センター	
（○☎32・6296、Ⓕ32・6298、○✉you
th@hm2.aitai.ne.jp）
————————————————
●猿投中学校　学区内郷土研究発
表展示
時１月17日（火）～29日（日）午前９時
～午後５時　所猿投棒の手ふれあい
広場　問猿投中学校（○☎45・0264、	
Ⓕ46・0408、○✉c-sanage@toyota.ed.jp）
————————————————
●E-IFF英語サロン「My Indian 
Culture」（インド出身講師による
文化紹介、サリー試着）
時１月28日（土）午後１時30分～３時　
所産業文化センター　定先着50人　	
￥高校生以上500円　申１月５日	
（木）午前10時から○☎でＴＩＡか○✉で
Ｅ－ＩＦＦ（○✉enjoytoyotaeiff@gmail.
com）　問ＴＩＡ（○☎33・5931、Ⓕ
33・5950、○✉tia@hm.aitai.ne.jp）
————————————————
●じゅわじゅわ健康講座（肩まわ
りストレッチ＆トレーニング、や
さしいアクアビクス）
時１月18日（水）午後１時～２時30分　
所温浴施設じゅわじゅわ　定先着15
人　￥500円　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１月５日（木）午
前10時から○☎か○直豊田ほっとかん	
（○☎36・3000、Ⓕ36・3002、○✉toiaw
ase@toyota-hotkan.jp）

●暮らしの手作り講座「裂き織り
体験」（テーブルセンター作り）
時２月４日（土）午前10時～正午　定
先着12人　￥1,700円（別途入館料）　
申１月18日（水）午前９時から○☎で三
州足助屋敷

●＋
●暮らしの手作り講座「しいたけ
の菌打ち」
時２月18日（土）午前10時～正午　定
先着12人　￥2,200円（別途入館料）　
申１月20日（金）午前９時から○☎で三
州足助屋敷

●＋
●食の学校「おこしもの作り」

時３月１日（水）午前10時～11時30分、
午後１時30分～３時　定各抽選12人　
￥1,300円（入館料込み）　申２月１日
（水）までに○はで三州足助屋敷
《共通》所・問三州足助屋敷（〒444・
2424、足助町飯盛36、○☎62・1188、
Ⓕ62・1782、○✉yashiki@asuke.aitai.ne.
jp）
————————————————
●WE LOVE CINEMA映画上映
会（①二十四の瞳　②すみっコぐ
らし　とびだす絵本とひみつのコ　
③伊豆の踊子　④プーと大人にな
った僕）
時①１月22日（日）午前10時30分～午
後０時20分　②午後１時30分～３時　
③３月12日（日）午前10時30分～午後
０時20分　④午後１時30分～３時30
分　※開場は開演15分前　所中央図
書館　対小学生以上（未就学児は要
相談）　定①②③④先着40人　申１
月６日（金）午前10時から中央図書館
○HP、○☎か○直中央図書館（○☎32・0717）　
問映画を活かしたまちづくり実行委
員会（○☎47・7007（平日午前９時～
午後５時）、○✉tccm@athena.ocn.ne.jp）

●豊田茶友会月例茶会
時１月15日（日）午前10時～午後３時　
所童子苑　席主鈴木宗彰（表千家）、
鈴木宗康（裏千家）　￥1,000円

●＋
●とよた演劇ファクトリー第４期
生修了公演「「明日は来るし、明後
日も」～どこかの３つのはなし～」
時２月４日（土）午後６時、５日（日）
午後２時開演　所市民文化会館　￥
1,000円（中学生以下500円）　※自由
席。未就学児入場不可　申１月５日
（木）午前９時から文化振興財団○HP

●＋
●とよた囲碁まつり（指導碁　中
根直行九段ほ

かを招待）
時２月12日（日）午前９時30分～午後
０時30分　所市民文化会館　定抽選
48人　￥1,000円（高校生以下500円）　
申１月29日（日）午後５時までに申込
用紙を○郵、Ⓕ、○✉か○直文化振興財団　
※申込用紙は各交流館で配布

●＋
●おいでんアート体験フェア
時２月26日（日）午前10時～午後３時　
所市民文化会館　他各プログラムで
定員有り（先着順）。一部有料　申１
月21日（土）午前10時から
申込みフォーム　

《共通》問文化振興財団（〒471・0035、
小坂町12－100、○☎31・8804、Ⓕ35・
4801、○✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.jp）
————————————————
●ロビー展「な・ちゅらの子ども
たちの展覧会」

時１月７日（土）～24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）

申込み
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催
し

●介護の仕事相談会 in とよた
時１月22日（日）午後１時～４時（最
終入場は午後３時30分）　所福祉セ
ンター　他履歴書用写真撮影コーナ
ー・面接用メイク体験有り　※参加
条件有り　問社会福祉協議会（○☎34・
1131、Ⓕ32・6011、○✉sou
mu@toyota-shakyo.jp）

————————————————
●はじめの一歩講座「楽しく体験 
！ボッチャ」

時２月25日、３月４日の土曜日午前
10時30分～正午　所とよた市民活動
センター　対市内在住で両日参加で	
きる成人　定先着18人　￥100円　
申・問１月６日（金）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）
————————————————
●シルクパールビーズでネックレ
スをつくろう
時１月29日（日）午前10時～正午　所
藤岡ふれあいの館　対小学生以上
（小学生は保護者同伴）　定先着15人　
￥1,500円　申・問１月15日（日）午前
９時から○☎か○直藤岡ふれあいの館
（○☎75・2105、Ⓕ75・2106、○✉ fujio	
ka-fureai@homex-co.com）
————————————————
●「味

みそ

噌作り」講習会（地元産大豆
を使った無添加味噌）
時２月11日（土）、15日（水）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　定各抽選11人　￥
3,000円　申・問１月16日（月）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・99	
31、Ⓕ52・9932）

●雪み街道いなぶ～魅・美・見・
味～（「雪灯ろう」の展示ほ

か）
時２月４日（土）午後５時～８時　所
どんぐりの里いなぶ周辺　他汁物の
味を競う「汁－１グランプリ」を開催　
問いなぶ観光協会観光案内所（○☎83・
3200、○✉ inabukan@hm10.aitai.ne.jp）
————————————————
●包丁とぎ
時１月20日（金）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）
————————————————
●シンビジウム（洋らん）の展示会

時１月13日（金）～29日（日）午前８時
～午後８時　※29日は正午まで　所
コモ・スクエア　問県豊田加茂農林
水産事務所農業改良普及課（○☎32・
7509、○✉toyotakamo-fukyu@pref.aichi.lg.
jp）
————————————————
●未来学校「みがく」（将来の自分
についてのワークショップ、ディ
スカッション）
時１月14日、28日の土曜日午後２時
～３時　対中学・高校生　申込み期
限１月12日（木）

●＋
●未来学校「カムを使ったからくり」
時２月19日、26日の日曜日午前10時
～正午　対小学５年～中学生　定各
先着11人　￥200円　申込み期限１
月31日（火）　

《共通》所あすて　申・問申込み期限
までに○☎であすて（○☎52・0362、Ⓕ
52・0363、○✉astesun@aste-toyota.com）

●薪
まき

出し・薪割り・薪ごはん

時１月28日（土）午前９時30分～午後
３時　対18歳以上　定先着20人　￥
500円　他希望者は薪の持ち帰り可　
申１月９日（月）午前９時から申込み
共通事項と年齢を○✉でトヨタの森

●＋
●森あるきで二十四節気を楽しも
う（立春：春の兆しを探す）
時２月14日（火）午後１時～３時　定
先着20人　￥100円　申１月９日
（月）午前９時から○☎でトヨタの森

●＋
●冬の森探検と火おこしチャレンジ
時２月23日（木）午前９時30分～11時
50分　対小学生を含む家族（３歳以
下不可）　定抽選30人　￥100円　申
２月８日（水）までに申込み共通事項
と年齢を○✉でトヨタの森　

《共通》所・問トヨタの森（○☎58・27	
36、Ⓕ58・2855、○✉event@toyotanom
ori.jp）
————————————————
●こどもライトまつり（ウインター
マルシェ、ミニキッズタウンラボ）
時１月29日（日）午前10時30分～午後
２時　所とよしば　他子どもたち同
士で仕事体験や市民体験をするミニ
キッズタウンラボについて、仕事体
験は申込みが必要。対象は小・中学
生。申込みは１月20日（金）までに子
どもの権利条約フォーラム2023inと
よた準備委員会○HPか○✉で子どもの権
利条約フォーラム2023inとよた準備
委員会　問子どもの権利条約フォー
ラム2023inとよた準備委員会（○☎080・
5697・5197、○✉kodomonomaikuk@gma
il.com）

HP1051548
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●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１月21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）

——————————
▶がん治療体験者による相談会と患者会
時相談会／１月20日、２月17日の金
曜日午前11時～午後２時　患者会／
２月17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）

——————————
▶ふれあい凧

たこ

揚げ大会
時１月５日（木）午前10時～午後２時　	
所豊田スタジアム　￥500円（凧を持
参した人は300円）　他先着50人にフ
ライドポテトをプレゼント　問矢作
川と三河武士フォーラム（安藤○☎090・
1565・1429）
————————————————
●タグラグビー教室
時１月28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１月５日	
（木）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）
————————————————
●Bリーグ　シーホース三河vs茨
城ロボッツ　市民招待

時１月28日（土）午後３時５分　所ス
カイホール豊田　定抽選100組（200
人）　申１月15日（日）までに申込み
フォーム　問シーホース
三河（○☎0566・24・8661）

●スポーツ協会から
▶市民駅伝大会
時２月４日（土）午前８時30分から　
申１月18日（水）午後７時までに○直ス
カイホール豊田	 （HP1022650）

●＋
▶とよた健康づくりウオーキング　
謎解きラリー
時１月５日（木）～３月31日（金）　所
自然観察の森　他解答用紙は東山体
育センターで配布

●＋
▶女子サッカー教室
時１月12日から毎週木曜日午後７時
～９時　所東山運動広場　対小学５
年生以上　定先着20人　￥800円／
月　申１月５日（木）午前９時から○☎
か○直美里スポーツクラブ（○☎87・12	
26）

●＋
▶バドミントン指導講習会
時２月４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　申当日参
加費を添えて○直会場

●＋
▶日帰りスキー教室（①スキー　②
雪遊びなど現地でのフリースキー）
時２月26日（日）午前６時～午後５時　
所ヘブンスそのはらスノーワールド
（長野県下伊那郡）　※集合・解散は
スカイホール豊田　対①小・中学生　
定先着40人　￥①②9,800円（別途リ
フト券、各種レンタル代）　他②未
就学児は保護者同伴　申１月６日	
（金）午前10時から○☎で中央トラベル
（是永○☎28・1288）
《共通》問スカイホール豊田（○☎31・
0451、Ⓕ35・4773、○✉t-ta
ikyo@hm6.aitai.ne.jp）　

●はじけてみよう ze ポップコーン♪

時１月８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・軍手、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）
————————————————
●とよしばカレンダー市2023（不
要になったカレンダーの無料配布）
時１月18日（水）～29日（日）午前10時
～午後５時　所とよしば　他不要に
なったカレンダーを１月４日（水）か
らとよしばで受入れ　問とよしば
（○☎50・8635、Ⓕ50・8635、○✉daisu
ke@koikeya-create.com）
————————————————
●とよた業界研究会＆合同企業説明会
時２月８日（水）午前10時30分～午後
３時　所名鉄トヨタホテル　対令和
６年３月卒業予定の大学３年生、短
期大学１年生な

ど、令和５年３月卒業
学生・中途就職者・既卒者な

ど　他来
場者特典有り　問豊田市雇用対策協
会（○☎34・1999）
————————————————
●市民俳句会
時１月22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）
————————————————
●市民デッサン会（裸婦）
時１月15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）

申込み
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