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新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせpick up 1
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）

ＬＩＮＥはこちら

●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

　～希望する人は、早めの接種をお願いします～

　スマートフォンなどにダウンロードしたマイナポータルアプリを使って、オンラインで転出届の
提出や転入・転居届の来庁日が予約できるようになります。

■サービス開始日
　２月６日（月）
■内容
　・豊田市への転出届の提出、転入先市区町村への
　　転入時の来庁日の予約
　・市内転居時の来庁日の予約

　ゼロカーボンシティの実現に向けて、節電・３R・食品ロス削減を推進する「とよた・ゼロカーボンアクション」
を実施しています。この機会に皆さんも家族や友人、職場の仲間と環境にやさしい行動に取り組んでみませんか。
参加者の中から抽選で景品をプレゼントします。

■とき　２月15日（水）～３月31日（金）
■対象　市内在住・在勤・在学の人
■参加方法
　①応募用紙を入手
　②10日間以上、「暖房の設定温度を見直す」「マイボト
　　ルを使う」「手前に陳列された消費期限の近い商品を
　　選ぶ」といった環境にやさしい行動に取り組む
　③４月10日（月）までに市ホームページの応募フォーム
　　か、応募用紙を郵送か直接環境政策課へ提出（〒471・　
　　8501、西町３－60）
　※応募用紙は、環境政策課、市政情報コーナー、各支所・出　
　　張所、各交流館で配布か市ホームページからダウンロード

■利用できる人
　豊田市に住民登録があり、マイナンバーカードを持
　っている人　＊ただし事前に署名用電子証明書の設
　定が済んでいること（６桁から16桁の暗証番号が必
　要。設定や更新には来庁が必要）
　※マイナンバーカードの問合せは市民課カード交付
　　担当（☎34・6773）

ゼロカーボンシティ…CO2排出量実質ゼロを目指す都市
３Ｒ…リデュース（ごみの発生抑制）、リユース（再使用）、
リサイクル（再生利用）

県公式ＬＩＮＥアカウント

市ホームページ

■景品　・ストロベリーパークみふねいちご狩りチケット
　　　　・名古屋グランパス試合観戦チケット
　　　　・おいでん市場 地元野菜・加工品詰め合わせ　

　上下水道事業審議会において適正な水道料金について審議され、答申を受けました。この結果を踏まえ、令和
４年12月市議会定例会に「豊田市水道事業給水条例」の一部を改正する議案を提出し、水道料金の増額が決定しま
した。なお、答申では令和５年度からの改定が必要とされていましたが、社会情勢などを考慮し、令和６年４月
使用分からの改定とします。

■料金表（１か月あたり）

基本料金（円） １㎥あたりの料金（円）

935
1,035
2,765
4,815
9,525

１万4,155
３万5,265
７万775

20万5,530

口径
（㎜） 現行 ●口径20㎜、使用水量20㎥の場合の例

　※４人暮らしの場合の１月あたりの
　イメージ。実際の料金は、口径や使用
　水量によって異なります。ご家庭の
　口径などは検針票でご確認ください

　　　｛890円＋（20㎥ × 81円）｝×1.1
　 　　　　　　　　　　 　＝2,761円
　　　｛1,035円＋（20㎥ × 86円）｝×1.1
　 　　　　　　　　　　　 ＝3,030円

　　　　　　Ｑ１.　水道料金の改定はどのようにして決まったの？
　　　　　　Ａ１.　令和４年５月に有識者と市民の代表からなる「上下水道事業審議会」に諮問し、審議会
　　　　　　　　　 で審議を重ねた結果、９月に答申を受けました。答申を踏まえて12月市議会定例会に
　　　　　　　　　 条例改正の議案を提出し、議決されました。

Ｑ２.　水道施設や管路の老朽化の状況は？
Ａ２.　約400の水道施設と約3,670キロ㍍もの水道管路は、昭和59
　　　 年頃からの約20年間に集中して整備されており、今後そ
　　　 の老朽化が進んでいきます。 水道施設や管路の計画的な
　　　 更新、大規模地震など災害への対策が必要です。

Ｑ３.　水道と併せて下水道使用料も改定されるの？
Ａ３.　今回は水道料金のみの改定です。

改定後 差

790
890

2,380
4,150
8,210

１万2,200
３万400

６万1,010
17万7,180

81
161
241
311

+145
+145
+385
+665

+1,315
+1,955
+4,865
+9,765

+2万8,350

161
241
311
241
311

311

86
166
246
316
166
246
316
246
316

316

＋5

使用水量
（㎥） 現行 改定後 差

現行

改定後

13
20
25
30
40
50
75
100
150

１～40
41～60
61～

１～20
21～40
41～60
61～

1～60
61～

１～

水道料金　=　
｛基本料金＋（使用水量×１㎥あたりの料金）｝ 
 ×1.1（消費税）

※実際には２か月に１度、２か月分の料金
　を請求します
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R3年 R8年 R13年 R18年 R23年 R28年

整備してから法定耐用年数（40年）を
超える管路延長（累計）

約4.5倍

（キロ㍍）

１か月あたり269円増

予約サイトはこちら

※いずれも年度末時点

服装を工夫して暖房器具
の設定温度を見直そう

消費期限の近い
商品を選ぼう

マイボトルやマイカップ
を使って、無駄なプラス
チックを減らそう

令和６年４月使用分から
水道施設や管路の老朽化に伴う更新、耐震化など災害対策を計画的に推進し、水道水の安定供給を
継続するため　※詳しい内容は、市ホームページをご覧ください

【 改 定 時 期 】
【改定の理由】

市ホームページ

令和６年４月から水道料金がかわりますpick up 4
お知らせ ●問合せ　経営管理課（☎34・6623、FAX36・5529、✉keieikanri@city.toyota.aichi.jp） 市ホームページ

とよた・ゼロカーボンアクション　～春の節電・エコまつり～pick up3
お知らせ ●問合せ　環境政策課（☎34・6650、FAX34・6759、✉kansei@city.toyota.aichi.jp） 

引越しワンストップサービスを開始しますpick up2
お知らせ ●問合せ　市民課（☎34・6768、FAX34・6191、✉siminka@city.toyota.aichi.jp）
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■応募資格　次の全てに該当する人
　　　　　　①市内在住・在勤・在学の18歳以上（高校生を除く）　②市のほかの審議会などの委員を務めていない
　　　　　　③同じ審議会の委員を連続２期務めていない　　　　④暴力団員と関係を持っていない
■募集要項　各担当課、市政情報コーナー、各支所・出張所、各交流館で配布。市ホームページに掲載　※希望者には郵送
■そのほか　・選考結果は、募集期間終了後、１か月をめどに通知
　　　　　　・会議は原則月～金曜日に開催・公開。会議出席に応じて報酬有り
■申込み　　２月24日（金）までに応募用紙と課題を郵送、ファックス、Ｅメールか直接担当課（土・日曜日、祝日を除く。
　　　　　　ただし、とよた市民活動センターは土・日曜日、祝日持参可（火曜日を除く））
　　　　　　※担当課・問合せ欄に住所の記載がないものの送付先は、〒471・8501　西町3－60

議員報酬等及び
特別職の給料に
関する審議会
地域経営懇話
会

商業振興委員
会

とよた森づくり
委員会

景観審議会

子どもにやさ
しいまちづく
り推進会議

総合計画審議
会

市民活動促進
委員会

文化財保護審
議会

スポーツ推進
審議会

上下水道事業
審議会

図書館協議会

教育センター
企画運営委員
会
学校給食セン
ター運営委員
会

市長、副市長等の特別職の
給料、議員報酬及び政務活
動費の額に関する審議
行政改革の推進及び行政評価
並びに重要施策に関する審議

商業の発展に向けた商業振
興施策に対する提言・審議

森づくりに関する計画や基
本的な事項等に関する審議

良好な景観の形成及び屋
外広告物に関する審議
子ども総合計画・子どもに関
する施策・子どもにやさしい
まちづくりに関する審議

次期総合計画の計画案に
関する審議

市民活動の促進に関する調
査・審議・提言・評価

豊田市の文化財の指定・解除、
その他文化財の保存及び活用な
どの重要事項等に関する審議
スポーツ施設・指導者・事
業などスポーツの推進に関
する審議
水道料金、下水道使用料の改
定など、市民生活に直接影響
を及ぼす内容に関する審議
図書館事業の運営や将来像、
子どもの読書活動推進等に
関する審議及び意見聴取
教育センターの活動内容及
び教員研修のあり方に関す
る審議

学校給食センターの運営に
関する審議

「豊田市政に望むもの」
（800字以内）

「豊田市の行政改革に望
むもの」（800字程度）

「理想的な買い物環境とはどの
ようなものか（市街地・山村部そ
れぞれについて）」（800字程度）

「理想とする森林の姿に
ついて」（文字数自由）

「とよたの景観をよくす
るためには」（800字程度）

「子どもにやさしいまち
づくりについて」（800字
程度）

「30年後を展望し、豊田市
がめざすべき将来のま
ちの姿」（800字程度）

「市民活動のすそ野拡大」
（800字以内）

「文化財の保存・活用に
ついて思うこと」（文字
数自由）

「豊田市のスポーツの今後に
ついて（まちの活性化につな
げる取組）」（文字数自由）

「豊田市の水道に対する思
い」か「豊田市の下水道に対
する思い」（文字数自由）

「豊田市の図書館が果た
すべき役割とは」（800字
以内）

「教員研修に望むこと」
（800字程度）

「子どもたちの食生活の
現状と学校給食に期待す
ること」（文字数自由）

課題（小論文）のテーマ

人事課（☎34・6897、FAX34・6815、
✉jinji@city.toyota.aichi.jp）

行政改革推進課（☎34・6652、FAX34・
6815、✉gyoukaku@city.toyota.aichi.jp）

10月
 ～

来年
１月

３年

２年

２年

２年

４年

２年

２年

２年

２年

２年

２年

２年

２年

名称 任期 内容 募集
定員 選考 担当課・問合せ

商業観光課（☎34・6642、FAX35・
4317、✉shoukan@city.toyota.aichi.jp）

森林課（〒444・2424、足助町宮ノ
後19－５、☎62・0602、FAX62・
0612、✉shinrin@city.toyota.aichi.jp）
建築相談課（☎34・6649、FAX34・
6948、✉keikan@city.toyota.aichi.jp）
次世代育成課
（☎34・6630、FAX34・6938、
✉jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp）

企画課（☎34・6602、FAX34・2192、
✉kikaku@city.toyota.aichi.jp）

とよた市民活動センター（〒471・0026、若宮
町１－57－１ T－FACE A館９階、☎36・1730、
FAX34・0015、✉tec@city.toyota.aichi.jp） 
文化財課（〒471・0079、陣中町１
－21－２、☎32・6561、FAX34・00
95、✉bunkazai@city.toyota.aichi.jp）
スポーツ振興課
（☎34・6632、FAX32・9779、
✉sports@city.toyota.aichi.jp）
上下水道局経営管理課
（☎34・6623、FAX36・5529、
✉keieikanri@city.toyota.aichi.jp）
図書館管理課（〒471・0025、西町1－
200 参合館７階、☎32・7970、FAX41・
6183、✉library-kanri@city.toyota.aichi.jp）
教育センター（〒470・0344、保見
町西古城92－１、☎48・2051、 
FAX48・8251、✉ttnet@toyota.ed.jp）
保健給食課
（☎34・6663、FAX34・6824、
✉kyuushoku@city.toyota.aichi.jp）

書類

書類
面接

書類

書類

書類
面接

書類

書類

書類

書類
面接

書類

書類

書類
面接

書類

書類

２人
以内

３人
以内

１人
程度

２人
以内

２人
以内

２人
以内

２人
程度

１人
以内

２人
以内

２人
以内

１人
程度

２人
以内

２人
以内

１人

市ホームページ

～あなたの意見、市政に生かしてみませんか～　審議会等の委員を募集しますpick up 5
募集 ●問合せ　行政改革推進課（☎34・6652、FAX34・6815、✉gyoukaku@city.toyota.aichi.jp）

10



募集 お知らせ 施設 学び 催し

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

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 ［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

LIFE
INFORMATION

ピック
アップ

■応募資格　次の全てに該当する人
　　　　　　①市内在住・在勤・在学の18歳以上（高校生を除く）　②市のほかの審議会などの委員を務めていない
　　　　　　③同じ審議会の委員を連続２期務めていない　　　　④暴力団員と関係を持っていない
■募集要項　各担当課、市政情報コーナー、各支所・出張所、各交流館で配布。市ホームページに掲載　※希望者には郵送
■そのほか　・選考結果は、募集期間終了後、１か月をめどに通知
　　　　　　・会議は原則月～金曜日に開催・公開。会議出席に応じて報酬有り
■申込み　　２月24日（金）までに応募用紙と課題を郵送、ファックス、Ｅメールか直接担当課（土・日曜日、祝日を除く。
　　　　　　ただし、とよた市民活動センターは土・日曜日、祝日持参可（火曜日を除く））
　　　　　　※担当課・問合せ欄に住所の記載がないものの送付先は、〒471・8501　西町3－60

議員報酬等及び
特別職の給料に
関する審議会
地域経営懇話
会

商業振興委員
会

とよた森づくり
委員会

景観審議会

子どもにやさ
しいまちづく
り推進会議

総合計画審議
会

市民活動促進
委員会

文化財保護審
議会

スポーツ推進
審議会

上下水道事業
審議会

図書館協議会

教育センター
企画運営委員
会
学校給食セン
ター運営委員
会

市長、副市長等の特別職の
給料、議員報酬及び政務活
動費の額に関する審議
行政改革の推進及び行政評価
並びに重要施策に関する審議

商業の発展に向けた商業振
興施策に対する提言・審議

森づくりに関する計画や基
本的な事項等に関する審議

良好な景観の形成及び屋
外広告物に関する審議
子ども総合計画・子どもに関
する施策・子どもにやさしい
まちづくりに関する審議

次期総合計画の計画案に
関する審議

市民活動の促進に関する調
査・審議・提言・評価

豊田市の文化財の指定・解除、
その他文化財の保存及び活用な
どの重要事項等に関する審議
スポーツ施設・指導者・事
業などスポーツの推進に関
する審議
水道料金、下水道使用料の改
定など、市民生活に直接影響
を及ぼす内容に関する審議
図書館事業の運営や将来像、
子どもの読書活動推進等に
関する審議及び意見聴取
教育センターの活動内容及
び教員研修のあり方に関す
る審議

学校給食センターの運営に
関する審議

「豊田市政に望むもの」
（800字以内）

「豊田市の行政改革に望
むもの」（800字程度）

「理想的な買い物環境とはどの
ようなものか（市街地・山村部そ
れぞれについて）」（800字程度）

「理想とする森林の姿に
ついて」（文字数自由）

「とよたの景観をよくす
るためには」（800字程度）

「子どもにやさしいまち
づくりについて」（800字
程度）

「30年後を展望し、豊田市
がめざすべき将来のま
ちの姿」（800字程度）

「市民活動のすそ野拡大」
（800字以内）

「文化財の保存・活用に
ついて思うこと」（文字
数自由）

「豊田市のスポーツの今後に
ついて（まちの活性化につな
げる取組）」（文字数自由）

「豊田市の水道に対する思
い」か「豊田市の下水道に対
する思い」（文字数自由）

「豊田市の図書館が果た
すべき役割とは」（800字
以内）

「教員研修に望むこと」
（800字程度）

「子どもたちの食生活の
現状と学校給食に期待す
ること」（文字数自由）

課題（小論文）のテーマ

人事課（☎34・6897、FAX34・6815、
✉jinji@city.toyota.aichi.jp）

行政改革推進課（☎34・6652、FAX34・
6815、✉gyoukaku@city.toyota.aichi.jp）

10月
 ～

来年
１月

３年

２年

２年

２年

４年

２年

２年

２年

２年

２年

２年

２年

２年

名称 任期 内容 募集
定員 選考 担当課・問合せ

商業観光課（☎34・6642、FAX35・
4317、✉shoukan@city.toyota.aichi.jp）

森林課（〒444・2424、足助町宮ノ
後19－５、☎62・0602、FAX62・
0612、✉shinrin@city.toyota.aichi.jp）
建築相談課（☎34・6649、FAX34・
6948、✉keikan@city.toyota.aichi.jp）
次世代育成課
（☎34・6630、FAX34・6938、
✉jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp）

企画課（☎34・6602、FAX34・2192、
✉kikaku@city.toyota.aichi.jp）

とよた市民活動センター（〒471・0026、若宮
町１－57－１ T－FACE A館９階、☎36・1730、
FAX34・0015、✉tec@city.toyota.aichi.jp） 
文化財課（〒471・0079、陣中町１
－21－２、☎32・6561、FAX34・00
95、✉bunkazai@city.toyota.aichi.jp）
スポーツ振興課
（☎34・6632、FAX32・9779、
✉sports@city.toyota.aichi.jp）
上下水道局経営管理課
（☎34・6623、FAX36・5529、
✉keieikanri@city.toyota.aichi.jp）
図書館管理課（〒471・0025、西町1－
200 参合館７階、☎32・7970、FAX41・
6183、✉library-kanri@city.toyota.aichi.jp）
教育センター（〒470・0344、保見
町西古城92－１、☎48・2051、 
FAX48・8251、✉ttnet@toyota.ed.jp）
保健給食課
（☎34・6663、FAX34・6824、
✉kyuushoku@city.toyota.aichi.jp）

書類

書類
面接

書類

書類

書類
面接

書類

書類

書類

書類
面接

書類

書類

書類
面接

書類

書類

２人
以内

３人
以内

１人
程度

２人
以内

２人
以内

２人
以内

２人
程度

１人
以内

２人
以内

２人
以内

１人
程度

２人
以内

２人
以内

１人
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11広 報 と よ た 令和５年２月号

Ｐ11 Ｐ13 Ｐ16 Ｐ18 Ｐ20

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

募
集

●職員
▶市正規職員（操作手）
対昭和38年４月２日以降に生まれた人　勤務内容ごみ搬
入の監視・指導、水道施設の点検・保守、高圧電気設備・
クレーンその他機械設備の操作　定１人程度　採用４月
１日以降　試験個人面接、体力測定（２月15日（水））、健
康診断　他令和４年度豊田市職員採用試験（操作手）受験
者は受験不可。募集の詳細は２月１日（水）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・問２月１日（水）～
８日（水）に○郵で人事課（〒471・8501、西町３－60、○☎34・
6609、Ⓕ34・6815、○✉saiyo@city.toyota.aichi.jp）	
	 	 （HP1047772）
—————————————————————————
●農業委員

対象 農業に関する識見があり、農業委員会の業務
を適切に行える人

勤務内容

総会出席（毎月）、農地法や他法令に基づく農
地の権利に係る許可等に関する審議、農地利
用最適化及び目標地図素案作成の活動支援、
農業施策に関する意見書の検討・提出な

ど

定員 選考19人

報酬
月額３万2,300円　※農地利用最適化の活動を
行う場合、実績に応じ上乗せ報酬（年額55万
7,334円以内）

任期 ７月20日～令和８年７月19日

●＋
●農地利用最適化推進委員

対象
農地利用最適化（担い手への農地の集積・集
約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入
の支援）の推進に熱意と識見を有する人

勤務内容

担当地区内における農地利用最適化の活動、
目標地図素案作成に関する活動（地域での話
し合い、農業者等への意向調整な

ど）、地区農業
委員会出席（年４回以上）、農地の権利移動等
申請案件の現地確認な

ど

定員 選考45人（地区毎に定数有り）

報酬 月額３万2,300円　※農地利用最適化の実績に
応じ上乗せ報酬（年額55万7,334円以内）

任期 委嘱日～令和８年７月19日

《共通》申・問２月１日（水）～28日（火・消印有効）に、規
定の様式と必要書類を○郵か○直農業委員会事務局（〒471・
8501、西町３－60、○☎34・6639、Ⓕ33・8149、○✉noui@ci	
ty.toyota.aichi.jp）　※詳細・様式は市○HP	 （HP1052235）



［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

●令和５年度Ｅモニター
対次の全てを満たす人①市内在住・在勤・在学の18歳以
上　②インターネットを利用できる環境がある　③電子
メールアドレスを持っている　④とよたＳＤＧｓポイン
ト会員である　内４月１日～来年３月31日にインターネ
ットと電子メールを利用して月２回程度市政に関するア
ンケートに答える　定選考300人　謝礼とよたＳＤＧｓ
ポイント200ポイント／回　申２月28日（火）までに市○HP
	 	 （HP1029009）

●＋
●令和５年度広報モニター（前期）
対市内在住の15歳以上　内広報とよた（４月～９月分、
全６回）を読み、アンケートに答える　定選考25人　謝
礼１回500円　申２月28日（火）までに市○HP、○☎、Ⓕか○✉で
市政発信課	 	 （HP1013034）
《共通》問市政発信課（○☎34・6604、Ⓕ34・1528、○✉shisei@
city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●市営住宅等入居者（常時募集）
▶山村地域活性化住宅
対次の全てに該当する人①申込時において申込者か配偶
者が40歳未満　②各住戸で定められた入居人数を満たす　
③同一地区の山村地域活性化住宅に入居したことがない　
④市町村税の滞納がない　⑤暴力団員でない　※募集開
始から３か月が経過している空住戸は、①②に適合しな
い場合でも使用料増額により入居可　対象地区住宅足助
地区／おちべ住宅・高嶺下住宅・近岡住宅・桑田和住宅・	
千野住宅、下山地区／大沼住宅、旭地区／笹戸住宅・杉
本住宅・エビネの里、稲武地区／乳母ケ入住宅・乳母ケ
入ハイツ・梶畑住宅・梶畑ハイツ、小原地区／遊屋住宅
「ゆうゆう」・柏ケ洞住宅　使用料１万5,000円～３万6,000
円　入居期間８年間（更新なし）　入居日４月から随時	
（先着順で受付、入居審査後入居手続き）　申２月15日
（水）から。初日は午前９時～９時15分に○直市営住宅管理
事務所　※希望住戸に複数の申込みがあった場合は抽選
により決定。同日午前10時以降は、申込みフォーム、○直
市営住宅管理事務所か各対象地区の支所で申込み可。空
室情報など詳細は市○HP。申込書と申込案内書は２月１日
（水）から同事務所で配布（市○HPでダウンロー
ドや閲覧可）　問市営住宅管理事務所（○☎36・
0655）
—————————————————————————
●西山花クラブ員
対年間を通じて西山公園に来園可能な市内在住の人　内
同公園で園芸の基礎から庭のデザインまで様々な知識と
技術を学ぶ　他３月２日（木）午前10時から同公園で説明
会を開催　申・問２月24日（金）午前９時から○☎で西山公
園（○☎31・2108、Ⓕ33・8718、○✉nishiyama-kouen@city.toyo
ta.aichi.jp）

●意見
▶市食品衛生監視指導計画素案
時２月１日（水）～28日（火）　資料閲覧保健衛生課、市政
情報コーナー、市○HP　意見提出・問〒住所、氏名、ご意
見を○郵、Ⓕか○✉で保健衛生課（〒471・8501、西町３－60、	
○☎34・6181、Ⓕ31・6630、○✉hoeisei@city.toyota.aichi.jp）　
※ご意見は公開する場合有り（住所、氏名非公開）
	 	 （HP1035886）
—————————————————————————
●市民クラシックコンサート出演者
対市内在住・在勤・在学・出身の中学生以上の個人か団
体　内９月16日（土）～18日（月）午前10時開演予定のコン
サートに出演　※クラシック音楽で、伴奏なども含め生
演奏のものに限る。自由曲で１組20分以内　定各日抽選
15組　￥１組２万円（入場券100枚進呈）　申２月28日	
（火）午後５時までにコンサートホール○HPか○☎でコンサー
トホール

●＋
●市ジュニアオーケストラ団員

対オーケストラで演奏したい楽器の演奏経験がある小学
４年生～20歳　募集パートヴァイオリン、ヴィオラ、チ
ェロ、コントラバス、オーボエ、クラリネット、ファゴッ
ト、ホルン、トランペット、トロンボーン、打楽器　定
各パート若干名　他３月19日（日）にオーディション開催　
申３月５日（日）までに申込書を○郵か○直コンサートホール　
※申込書はコンサートホール、各交流館などで配布

●＋
●コンサートホール・能楽堂市民モニター
対市内在住・在勤の15歳以上で、公演の情報を地域や職
場、知人に広く伝えることができる人　内年間６回程度
指定の公演を鑑賞（チケットは主催者が用意）し、事業や
運営の評価を行うほか、年２回程度の会議に出席　定選
考６人程度　任期４月～来年３月末　申３月12日（日）ま
でに○☎でコンサートホール・能楽堂
《共通》問コンサートホール・能楽堂（〒471・0025、西町
１－200、○☎35・8200、Ⓕ37・0011）

HP1043537
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●「民芸の森 森のアート展」出展者
対市内を中心とする東海三県で活動する作家か団体　内
民芸の森での、工芸・民芸・芸術全般に関する作品の企
画と展示　他展示期間は、７月上旬～９月上旬か来年１
月中旬～３月中旬　申・問２月７日（火）～３月10日（金）
に応募用紙に必要書類を添付して○郵か○直民芸館（〒470・
0331、平戸橋町波岩86－100、○☎45・4039、Ⓕ46・2588、
○✉mingeikan@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1052571）
—————————————————————————
●スポーツ協会加盟団体の会員・登録チーム
対原則、市内在住・在勤・在学の人（団体ごとに異な
る）　申・問各団体事務局かスカイホール豊
田（○☎31・0451、Ⓕ35・4773、○✉t-taikyo@hm6.
aitai.ne.jp）
—————————————————————————
●市民春季俳句大会作品
対市内在住・在勤の18歳以上　作品当季雑詠（冬季、春
季）１人２句（未発表作品）　投句料1,000円　他３月26日
（日）に表彰式を実施。作品集を配布（不参加の場合は○郵）　
申・問２月26日（日）までに投句用紙を○郵で豊田市民俳句
会（郵送先は投句用紙に記載、○☎21・1622）　※投句用紙
は各交流館で配布
—————————————————————————
●あしたば学習クラブの児童・生徒
対来年度小学４年～中学生　内４月～来年３月の毎週
月・木曜日午後５時30分～７時20分（中学生のみ６月下
旬～７月中旬は午後７時10分～９時）に、ふれあいの家
で、教員経験者から、小学生は国語・算数、中学生は数
学・英語の指導を受ける　定各学年若干名（面接有り）　
￥月額／小学生7,800円・中学生8,800円　申・問３月２日
（木）までに○☎でシルバー人材センター（○☎31・1007、Ⓕ
34・3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）
—————————————————————————
●農村舞台アートプロジェクト2023　アート作品

内９月12日（火）～23日（土）に農村舞台で作品を展示　他
２月11日（土）に現地見学会を開催。審査員による書類審
査有り。詳細は文化振興財団○HP　申３月５日（日）までに
所定の用紙を○郵、○✉か○直文化振興財団（〒471・0035、小
坂町12－100、○☎31・8804、Ⓕ35・4801、○✉toyo-cul@hm2.ai
tai.ne.jp）

●三河郷友会学生会館入館者
対東京近郊の大学に入学する三河出身者の新１年生　所
三河郷友会学生会館（東京都文京区）　定男子選考10人、
女子選考８人　他３月11日（土）に選考、説明会有り　申・
問３月９日（木）までに身上書、学校長か学校関係者の推
薦書、健康診断書、入学決定届出書を○郵で三河郷友会	
（〒112・0002、東京都文京区小石川５－19－37、○☎03・
3946・0342）　※身上書は三河郷友会○HPからダウンロー
ド
—————————————————————————
●ファミリー・サービス・クラブ援助会員

対市内在住の人　活動内容家事援助全般、乳幼児や高齢
者の世話な

ど　報酬時給700円（別途交通費１回500円）　他
３月９日（木）午前10時30分～正午にキラッ☆とよたで説
明会を開催　申・問随時○☎でファミリー・サービス・ク
ラブ（藤田○☎31・8767、Ⓕ31・8767）　※受付は祝日を除
く火・木・土曜日の午前10時～午後４時	 （HP1052473）
—————————————————————————
●令和５年度ロビーギャラリー出展作品
対市内在住・出身の人　内藤岡ふれあいの館で、絵画、
書道、工芸品、写真などをおおむね１か月間展示　申・
問２月24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）

●国民年金保険料はまとめて払うとお得です！
　一定期間の保険料をまとめて前払い（前納）すると割引
きがあります。今年４月分から新たに前納を希望する場
合は２月28日（火）までに申込みが必要です。
口座振替・クレジットカード納付申込み時に納付期間
（６か月、１年、２年）を選択。６か月前納の場合は今年
４月末と10月末、１年前納と２年前納の場合は今年４月
末に納付　申口座振替／預貯金通帳、通帳届出印と年金
手帳などを持って年金事務所、金融機関か市国保年金課　
クレジットカード納付／クレジットカードと年金手帳な
どを持って年金事務所か市国保年金課　問豊田年金事務
所（○☎33・1123、Ⓕ33・1211）

団体一覧
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●軽自動車、オートバイなどに関する手続きはお早めに

▶軽自動車、オートバイなどを所有している人
　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日時点で軽自動車
などを所有している人に課税されます。毎年３月は窓口
が大変混雑しますので、廃車や名義変更などの手続きは
なるべく早めに済ませてください。
手続き場所・問原動機付自転車（125㏄以下のオートバイ）、
小型特殊自動車／市民税課、各支所・出張所　二輪の軽
自動車（125㏄超のオートバイ）／運輸支局西三河自動車
検査登録事務所（若林西町、○☎050・5540・2047）　三輪・
四輪の軽自動車／軽自動車検査協会愛知主管事務所三河
支所（若林西町、○☎050・3816・1772）

●＋
▶県外で軽自動車・オートバイの登録変更をした人
　豊田市での課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
税止めの手続きをしないと豊田市での軽自動車税（種別
割）の課税が続いてしまいます。※運輸支局や軽自動車
検査協会に代行を依頼をした場合は手続き不要
対豊田・三河ナンバーの軽自動車、オートバイ（排気量	
125㏄超）　提出書類軽自動車税種別割申告書（報告書）、
軽自動車変更（転出）申告書、軽自動車税種別割納税義務
消滅（変更）申告書、車検証返納証明書写し、届出済証返
納証明書写し、新旧各ナンバーの車検証写しのいずれか　
申○郵か○直市民税課
《共通》問市民税課（〒471・8501、西町３－60、○☎34・68	
77、Ⓕ31・4488、○✉siminzei@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●令和５年度上期（４月～９月）定額制し尿くみ取り
確認券販売
購入自治区販売を継続する自治区の区長を通じて２月上
旬から購入可（旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡地区
は各支所）。自治区販売を廃止する自治区は事前に指定さ
れた購入場所で２月上旬から購入可（清掃業務課、市民
課、各支所・出張所）　※くみ取り世帯人員は１月20日
時点の住民基本台帳を基に決定。実際の世帯人員と異な
る場合は、自治区で購入せず清掃業務課、市民課、各支
所・出張所で購入（誤って購入した場合は変更の手続き
が必要）。水洗化などで不用の場合は区長に返却（旭・足
助・稲武・小原・下山・藤岡地区は各支所）　払戻し清
掃業務課、市民課、各支所・出張所にし尿くみ取り確認
券と運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認がで
きるものを持参　問清掃業務課（○☎71・3003、Ⓕ71・30	
00、○✉seisougyoumu@city.toyota.aichi.jp）	 （HP1003813）

●金融機関のアプリで豊田市税などの口座振替申込
みができます

　２月１日（水）から豊田信用金庫と岡崎信用金庫のスマ
ートフォンアプリ「とよしんアプリ」、「おかしんアプリ」
で市税等の口座振替申込みができるようになります。
対象税目①市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車
税、国民健康保険税　②介護保険料、後期高齢者医療保
険料　他詳細は市○HP　問①債権管理課（○☎34・6852、Ⓕ
31・4489、○✉saiken-kanri@city.toyota.aichi.jp）　
②介護保険課（○☎34・6634、Ⓕ34・6034、○✉
kaigohoken@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●森林環境税の課税が始まります
　森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税さ
れる国税です。市県民税均等割に併せて１人年額1,000円
が課税されます。
時令和６年度（令和５年中の収入）から　非課税になる人
①生活保護法で生活扶助を受けている人　②障がい者・
未成年者・寡婦かひとり親で、前年中の合計所得金額が	
135万円以下　③前年中の合計所得金額が、次の金額以下
の人　扶養親族のない人／合計所得金額が41万5,000円
（給与収入で96万5,000円）以下、扶養親族のある人／合計
所得金額が次の計算額以下（31万5,000円×人数（本人、	
同一生計配偶者、扶養親族の合計）＋28万9,000円）　他
復興特別税は令和５年度で終了

●＋
●国外居住親族に係る扶養控除の見直し
　令和６年度（令和５年分）申告から、扶養控除の対象と
なる国外居住親族の要件が見直され、以下の国外居住親
族は対象外となりました。
国外扶養控除の対象外30歳以上70歳未満の国外居住親族　
※ただし、次の要件に該当する場合は対象となる。①留
学生　②障がい者　③その納税義務者から、その年にお
ける生活費か教育費に充てるための支払いを38万円以上
受けている人　見直しにより新たに必要となる書類①外
国政府か外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格
に相当する資格をもって在留する者であることを証する
書類　③送金額等が38万円以上であることを明らかにす
る書類　※見直し前の書類（親族関係書類、送金関係書
類）も必要　
《共通》問市民税課（○☎34・6617、Ⓕ31・4488、○✉siminzei@
city.toyota.aichi.jp）

HP1052474



［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 15広 報 と よ た 令和５年２月号

お
知
ら
せ

●計画の策定・パブリックコメント結果公表
▶豊田市情報公開条例の一部を改正する条例
資料閲覧法務課、市政情報コーナー、各支所・出張所、
各交流館、市○HP（市○HP以外は３月31日（金）まで）　意見募
集期間令和４年９月１日～30日　意見数11通、39件　他
条例は４月１日施行　問法務課（○☎34・6608、
Ⓕ33・2221、○✉houmu@city.toyota.aichi.jp）

—————————————————————————
●レディース検診

時３月２日、９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３月７日、14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２月10日（金）午
前８時30分から○☎で豊田地域医療センター（○☎34・3002、
Ⓕ33・8710）
—————————————————————————
●令和５年度市立学校開放の利用団体の登録
対市内在住・在勤・在学の人で構成した10人以上の団体
（責任者は成人）　利用できる学校市立小・中学校　登録
と利用の範囲団体の責任者が在住する中学校区内の１校　
※職場などの活動で利用する団体は、職場の所在する中
学校区内の１校。屋外照明施設を利用する団体は、屋外
照明施設のある中学校１校　申午前９時～午後４時30分
にメンバーの氏名と責任者の連絡先を○直利用する各学校　
※若園小学校・若園中学校／若園スポーツクラブ、童子
山小学校／朝日丘スポーツクラブ、井郷中学校／いさと
スポーツクラブ、高橋中学校／高橋スポーツクラブ、畝
部小学校・上郷中学校／かみごうスポーツクラブ、九久
平小学校・松平中学校／松平スポーツクラブ、浄水北小
学校・浄水中学校／各地域学校共働本部　問各学校かス
ポーツ振興課（○☎34・6632、Ⓕ32・9779、○✉sports@city.to
yota.aichi.jp）　※県立高等学校の利用に関する問合せは
スポーツ振興課

●市消防職就職ガイダンス
時２月19日（日）午前９時～正午　所消防本部　定先着70
人　他消防体験有り（任意参加）　申２月５日（日）午前９
時から申込みフォーム　問消防本部総務課	
（○☎35・9717、Ⓕ35・9709、○✉shoubou-soumu	
@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●防災指導車「防サイ君」・防災訓練用資器材などを貸
し出しています

利用期間４月17日（月）～来年３月31日（日）午前８時30分
～午後４時（年末年始を除く）　※利用不可日有り　対市
内の学校、事業所、各種団体、自主防災会な

ど　他希望日
が重なった場合は抽選　申・問２月24日（金）午後５時ま
でに申込用紙を○郵、Ⓕ、○✉か○直予防課（〒471・0879、長
興寺５－17－１、○☎35・9703、Ⓕ35・9719、○✉shoubou-
yobou@city.toyota.aichi.jp）　※申込用紙は市○HPからダウン
ロード。結果を３月８日（水）までに通知。２次申込みは
３月17日（金）午後５時まで	 	 （HP1035889）
—————————————————————————
●２月は北方領土返還運動全国強調月間です

　北海道の北東洋上に連なる歯
はぼまい

舞群島、色
しこたん

丹島、国
くなしり

後島
及び択

えとろふ

捉島の北方領土は、第二次世界大戦終了直後、ソ
連軍により不法に占拠され、日本人の住めない状態が続
いています。これら北方四島は、歴史的にみても、国際
的諸取決めからみても日本固有の領土ですが、終戦後75
年以上が経過した今でもロシアの不法占拠の下に置かれ
ています。北方四島の返還を実現することが皆の願いで
す。私たち一人一人がこの問題について正しい知識と理
解を持つことが早期返還につながります。
問秘書課（○☎34・6601、Ⓕ33・7155、○✉hisho@city.toyota.
aichi.jp）

HP1050674

申込み

北海道

国後島

択捉島

色丹島
歯舞群島
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美術館 中央図書館 コンサートホール・能楽堂

美術館 中央図書館 発見館 コンサートホール・能楽堂

●展覧会「ねこのほそ道」

　６人の芸術家と建築家１組による、
猫が描かれた絵画やドローイング、
彫刻、そして猫からイメージした空
間に展開する映像作品など、新作を
含めた様々な“ねこ”を展示します。
時２月25日（土）～５月21日（日）午前
10時～午後５時30分（入場は午後５
時まで）　※毎週月曜日は休館（５
月１日（月）は開館）　￥一般1,000円
（800円）、高校・大学生800円（600円）　
※（　）内は前売りや20人以上の団体
料金。障がい者手帳を持っている人
（介添者１人）、市内在住・在学の高校
生、市内在住の75歳以上は無料（要
証明）　前売り券２月24日（金）まで
Ｔ－ＦＡＣＥ	Ｂ館２階インフォメー
ションカウンターで販売

●＋
●同時開催コレクション展「徳冨
満―テーブルの上の宇宙」

￥一般300円、高校・大学生200円　
《共通》問美術館（○☎34・6610、Ⓕ36・
5103、○✉bijutsukan@city.toyota.aichi.jp）　
※１月30日（月）～２月24日（金）は休
館。休館中の問合せは○☎34・6748

●英文多読オンライン講座ステッ
プアップ編（Zoom）
時３月５日（日）午前10時30分～正午　
対中学３年生以上　定先着30人　申
２月７日（火）午前10時から中央図書
館○HP　問中央図書館（○☎32・0717、	
Ⓕ32・4343）

発見館
　発見館は３月31日（金）に閉館し、
（仮称）豊田市博物館に機能を統合し
ます。

●企画展「ありがとう発見館～17
年のあゆみ」
時２月11日（土）～３月31日（金）午前
９時～午後５時　他冊子「発見館の
あゆみ」を1,500円で販売　※発見館
の思い出をカードに記入する「発見
館の記憶集め」を同時開催（カード
は（仮称）豊田市博物館で展示予定）。
参加者にガラ紡糸のコースターを進
呈

●＋
●ギャラリートーク
時名古屋鉄道元社員が語る挙母線廃
線の思い出ほ

か／３月４日（土）午後
１時30分～２時　発見館スタッフの
「イチ推し」資料紹介ほ

か／12日（日）
午前10時～10時40分

●＋
●最終日来館者への記念品（冊子

「近代遺産探訪案内」）配布
時３月31日（金）
《共通》問発見館（○☎33・0301、Ⓕ33・
0319、○✉hakken@city.toyota.aichi.jp）

●か～るクラシック♪お昼のコン
サート「２人のオルガニスト」
時２月10日（金）午前11時30分開演　
出演小林英之、湯口依子　￥500円　
※３歳以下入場不可

●＋
●とよたフレッシュコンサート

時２月18日（土）午後２時開演　出演
西村雅（打楽器）、沼田恭果（チェロ）、
中野楓菜（ピアノ）、若山恵梨子（パ
イプオルガン）、牛田桐加（クラリネ
ット）、谷口沙和（ヴァイオリン）、田
中歩（ピアノ）、大脇萌夏（ピアノ）、
河村万葉（ヴァイオリン）、小山日向
美（ヴィオラ）　￥1,000円（25歳以下
半額）　※３歳以下入場不可

●＋
●名フィルVol.14〈名曲〉こどもた
ちに捧げる音楽
時２月25日（土）午後４時開演　出演
川瀬賢太郎（指揮）、横坂源（チェロ）、
原田幸子（ソプラノ）、名古屋フィル
ハーモニー交響楽団、豊田市ジュニ
アオーケストラ（合同合奏）　￥１階
席5,200円、バルコニー席3,200円（い
ずれも25歳以下半額）

●＋
●レ・ヴァン・フランセ（木管ア
ンサンブル）
時３月４日（土）午後３時開演　￥Ｓ
席6,000円、Ａ席5,000円、Ｂ席3,000円
（Ａ席、Ｂ席は25歳以下半額）

●＋
●能楽堂で見るコラボシリーズ「劇
団「柿喰う客」×能楽×現代演劇」
時２月12日（日）午後２時開演　脚本・
演出中屋敷法仁　￥4,000円（25歳以
下半額）
《共通》問コンサートホール・能楽堂
（○☎35・8200、Ⓕ37・0011）

佐々木健《ねこ》2017年　油彩、カンヴァス　個人蔵　
Courtesy	of	the	artist	and	Gomike

落合多武《猫彫刻》2007年　ポリウレタンプラスチッ
ク、キーボード　©Tam	Ochiai

徳冨満《２D	or	not	２Ｄ》1993年　プラスチックシー
トほか　豊田市美術館蔵
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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

●サイエンスショー「マジカルサ
イエンスＣＡＦＥ」

時２月の毎週土曜日午後１時45分、
日曜日、祝日午前10時15分、午後１
時45分　※いずれも約20分間

●＋
●プラネタリウム投映番組「プラ
ネタリウムでチコちゃんに叱られ
る！チコとキョエの宇宙大冒険！
無知との遭遇」ほ

か

時２月の毎週土・日曜日、祝日午前
11時、午後０時30分、２時30分、４
時　※いずれも約50分間　定各先着	
150人　￥300円（４歳～高校生100
円）　他番組内容は時間により変更

●＋
●簡単な科学工作のミニワークシ
ョップ
時２月の毎週土・日曜日、祝日　※
受付は午前10時～正午、午後１時30
分～３時30分　定各日先着60人　￥
100円

●＋
●サイエンステラス「中部大学鉄
道研究会鉄道ジオラマ展示と運転
体験」
時展示／３月４日（土）、５日（日）午
前10時～午後３時　運転体験／午前
10時30分、午後１時30分　※いずれ
も１時間30分　定運転体験は各先着
24人（当日午前10時から○直会場）
《共通》問とよた科学体験館（○☎37・
3007、Ⓕ37・3012）

●チョコっといい未来のために～
エシカル消費のお話～
時３月４日（土）午前10時～正午　対
大人　定先着50人

●＋
●スラグタイルでフォトフレーム
を作ろう
時３月５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　￥100円　

●＋
●エコットシアター「できる　セ・
ポシブル」
時３月19日（日）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）　定先着50人　￥300円　

●＋
●エコットクッキング～五感で楽し
むおいしい春野菜料理を作ろう～
時３月19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　

●＋
●ポイ捨てごみゼロ大作戦～とよ
たの街をきれいにしよう～吉原編

時３月21日（火）午前10時～正午　所
吉原町区民会館　定先着30人

●＋
●豊田の森でとれた木の葉を万華
鏡でのぞいてみよう！
時３月21日（火）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）　定先着12人

●＋
●ｅｃｏ☆ゲーム～ボッチャでエ
コライフ～
時３月25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20人
《共通》申・問２月５日（日）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「ニホ
ンアカガエルの卵を探そう！」
時２月８日～３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

●＋
●森の草木染め　何色に染まるかな
時２月26日（日）午後１時～３時　※
雨天決行　定先着15人　￥600円　
申込み開始日２月16日（木）

●＋
●森のおはなし会「春をまつ生き
ものたち」
時３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２月22日（水）

●＋
●親子向け自然体験講座　森あそ
び～里山整備隊になろう～

時３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100円　申込み開始日２月
23日（木）

●＋
●ムササビなどの野生哺乳類の観
察の仕方
時３月11日（土）午後５時～７時　※
雨天決行　定先着20人　￥100円　
他中学生以下は保護者同伴　申込み
開始日３月１日（水）
《共通》他小学４年生以下保護者同伴。
（「ムササビなどの野生哺乳類の観察
の仕方」は中学生以下保護者同伴）　
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、○✉toyota@wbsj.
org）
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民芸館 市民文化会館

民芸館 民芸の森 市民文化会館 総合野外センター 豊田スタジアム

●穴窯陶芸・ガス窯陶芸・絞り染
め・染織・とんぼ玉・挙母木綿講
座作品展

時２月21日（火）～５月21日（日）午前
９時～午後５時

●＋
●はじめてのやきものづくり「こ
どもの日のかぶと」

時２月26日（日）午後１時～３時　対
小学生以上（小学生は保護者同伴）　
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２月16日（木）までに申込み
共通事項と学年（中学生以下）を民芸
館○HPか○往（１枚で２人まで）で同館
《共通》問民芸館（〒470・0331、平戸
橋町波岩86－100、○☎45・4039、Ⓕ46・
2588、○✉mingeikan@city.toyota.aichi.jp）

民芸の森
●青

せいすい

隹談
だんぎ

義（本多静雄氏にまつわ
る県陶磁美術館設立時の講話）

時２月25日（土）午後２時～３時30分　
所平戸橋いこいの広場　定先着30人	
（当日○直会場）　問民芸の森（○☎46・
0001、Ⓕ46・0043、○✉mingeinomori@
city.toyota.aichi.jp）

●グッドアフタヌーンコンサート
時２月15日（水）午後１時開演　出演
石川貴憲＆丸尾祐嗣～サクソフォン・
ピアノ～　曲目カッチーニのアヴェ
マリア、ウェストサイド・ストーリ
ーほ

か　定先着20人　他館内「豊田カ
フェ」で１品購入が必要

●＋
●みんなでドンドコ、リズムで遊
ぼう！（打楽器のワークショップ）
時２月19日、３月５日の日曜日午前
10時～11時　対小学生と保護者　定
各先着15組
《共通》申・問２月５日（日）午前10時
から電話で市民文化会館（○☎33・71	
11、Ⓕ35・4801）

総合野外センター
●家族で星空大観望！

時３月４日（土）午後６時～８時　対
市内在住・在勤・在学の小・中学生
と家族　定抽選15家族　￥１家族200
円　申・問２月12日（日）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）

豊田スタジアム
●リバーサイドＭウオーク
時２月20日（月）午前６時30分　他イ
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）

●若年性認知症本人・家族会スマ
イル（交流・相談会な

ど）
時３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・問３月17日	
（金）までに○☎か○✉で高齢福祉課（○☎
34・6984、Ⓕ34・6793、○✉korei-fuku	
shi@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●東海口腔ケアフォーラム（健康
増進に寄与できる口腔ケアの現状
と未来）（オンライン）
時３月12日（日）～19日（日）　対市内
在住・在勤・在学の人　申３月５日
（日）までに申込みフォーム　問日本
赤十字豊田看護大学（○☎
36・5111、○✉toukaioral9@
gmail.com）
————————————————
●司法書士による任意後見制度と
遺言～認知症になる前に～
時３月４日（土）午後１時30分～３時　
所福祉センター　定会場／先着15人
（オンライン参加も可）　申・問２月
７日（火）午前10時から○☎、Ⓕか○✉で
申込み共通事項（住所は町名のみで
可）と参加方法を成年後見支援セン
ター（○☎63・5566、Ⓕ33・
2346、○✉s-shien@toyota-
shakyo.jp）
————————————————
●旬の野菜づくりコース（四郷）
（ナス、キュウリ、スイートコー
ン、ハクサイ、ブロッコリー、ダ
イコンな

ど）
時４月３日、24日、５月８日、22日、
６月５日、19日、７月３日、８月７
日、９月４日、10月２日、11月６日、
12月４日の月曜日午前９時～正午　	
所農ライフ創生センター　対市内在
住の人　定抽選30人　￥１万円　申・
問２月28日（火）までに申込み共通事
項と年齢を○☎かⒻで農ライフ創生セ
ンター（○☎43・0340、Ⓕ43・0341、	
○✉nou-life@city.toyota.aichi.jp）

申込み

ホームページ
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施
設

学
び

●LGBTQ講演会・交流会～自分
らしく生きていく～

時２月25日（土）午後１時30分～４時
30分　所産業文化センター　定講演
会／先着100人　交流会／先着30人　
申２月７日（火）午前10時からキラッ
☆とよた○HP、○☎か○直キラッ☆とよた

●＋
●お父さんと自転車デビューin交
通安全学習センター

時３月４日（土）午前10時～11時30分　
所交通安全学習センター　対市内在
住・在勤の父親と自転車に乗り始め
の子　定先着15組　他自転車のレン
タル希望者は要相談　申２月７日
（火）午前10時からキラッ☆とよた○HP、
○☎か○直キラッ☆とよた

●＋
●女性のための無料法律相談
時３月18日（土）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、
３月９日（木）までに要予約）　申２
月７日（火）午前10時から○☎でクロー
バーコール（○☎33・9680）
《共通》問キラッ☆とよた（○☎31・77	
80、Ⓕ31・3270、○✉clover@city.toyota.
aichi.jp）

●出張座談会
時２月22日（水）午後２時～２時50分　
所前林交流館　定先着11人　他子ど
も同伴可

●＋
●女性しごとテラスセミナー（面
接・人事のホンネ）
時２月24日（金）午前10時30分～正午　
所女性しごとテラス　定先着15人　
他託児有り（先着５人、500円、２月
15日（水）までに要予約）。オンライン
参加も可（先着20人）　
《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２月５日（日）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）
————————————————
●市民活動団体から
▶人がやさしい街づくり（視覚障が
い者を手引き誘導する方法の講習会）

時２月19日（日）午前10時30分～午後
４時　所とよた市民活動センター　
定先着11人　￥500円　申・問２月５
日（日）午前10時から○☎か○✉でがいど
ボランティアとよたネットワーク	
（太田○☎090・8731・4656、○✉yoshi-o	
ta715@docomo.ne.jp）
————————————————
●精神保健福祉普及啓発講演会

「精神障がいと暮らし」
時３月17日（金）午前10時～正午　所
福祉センター　対市内在住・在学・
在勤の人　定先着35人　申・問２月
６日（月）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）

●里山プロジェクト～浄水の歴史
探検～

時２月26日（日）午前10時～正午　所
旧日本海軍航空隊跡地（浄水町）ほか　
※集合は浄水交流館　定先着25人　
申・問２月７日（火）午前10時から○☎
か○直浄水交流館（○☎42・5920、Ⓕ42・
5930、○✉ph-josui@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●イヌのしつけ方教室
時講義／３月４日（土）午後１時30分
～３時30分　実技／11日（土）午前９
時30分～午後０時40分　所市動物愛
護センター　対両日参加できる人。
イヌは健康で狂犬病予防注射・各種
伝染病予防ワクチン接種済みで市に
登録があること　定抽選15人　申・
問２月10日（金）までに申込み共通事
項とイヌの種類・名前・登録鑑札番
号・令和４年度の狂犬病予防注射済
票番号・各種伝染病予防ワクチンの
最終接種日を○は、○☎、○✉か○直市動物
愛護センター（〒471・0002、矢並町
法沢715－４、○☎42・2533、Ⓕ80・20	
20、○✉doubutsu-aigo@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●セカンドライフ・キャリアセミナー
時経験の棚卸で、自分の強みや好き
を再確認しよう！／３月18日（土）午
前10時30分～正午　働き方を考える、
ライフプラン実践講座／午後１時30
分～３時　所就労支援室　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　他予
約優先。雇用保険求職活動の実績と
して認定　申・問２月５日（日）午前
10時から○☎、Ⓕ、○✉か○直就労支援室
（○☎31・1330、Ⓕ31・1391、○✉shuros
ien@city.toyota.aichi.jp）
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●ホームページ作成講座
時３月の毎週水曜日午前９時15分～
正午　￥１万1,000円

●＋
●ワードで画像を編集しよう
時３月１日～15日の毎週水曜日午後
１時15分～４時　￥6,000円

●＋
●スクラッチプログラミング入門
時３月２日～23日の毎週木曜日午前
９時15分～正午　￥7,000円

●＋
●スマホ・デジカメ写真を編集し
て楽しもう
時３月２日～23日の毎週木曜日午後
１時15分～４時　￥8,000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①３月６日、13日の月曜日午前９
時30分～11時30分　②22日、29日の
水曜日午後１時～３時　￥①②5,500
円

●＋
●Windows10基礎（初級編）
時３月７日～４月４日の毎週火曜日
午前９時15分～正午　※３月21日は
休み　￥7,000円

●＋
●初心者ＯＫ！パソコン入門講座
時３月７日～４月４日の毎週火曜日
午後１時15分～４時　※３月21日は
休み　￥7,000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２月６日（月）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）
————————————————
●空き家・相続に関する無料相談会
時２月15日、３月15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）

●家族がエネルギーチャージでき
るリビングの整え方
時３月４日（土）午前10時30分～正午　	
所キラッ☆とよた　定先着20人　￥
500円　申２月５日（日）午前10時か
らとよた小さな片づけの会○HP　問と
よた小さな片づけの会（○☎070・1627・
7625、○✉toyota.katazukeno
kai@gmail.com）

————————————————
●キッズおシゴト体験ラボ

時３月12日（日）午前10時～午後２時　
所逢妻交流館　対小学生（保護者同
伴可）　定先着32組　￥500円　申２	
月10日（金）午前10時からJOSHIGO	
TO	LINK○HP　問JOSHIGOTO	LIN	
K（○☎090・3946・8449、○✉ info@joshig
oto.jp）
————————————————
●親の居場所（日頃の困り事など
を語り合う）

時３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歳の人がいる家族と関係
者　定先着15人　申・問２月７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）

ホームページ

●WE LOVE とよたフェスタ（も
のづくり体験、「WE LOVE とよ
たアワード」表彰式な

ど）

時３月５日（日）午前10時～午後３時
30分　所スカイホール豊田　問WE		
LOVE	とよたフェスタ実行委員会	
（○☎090・8498・1040、○✉
hello@welovetoyota-festa.
com）
————————————————
●ひいなの春～旧松本家長屋門の
ひなまつり～（ひな人形、節句飾
りの展示）

時２月４日（土）～３月５日（日）の毎
週土・日曜日午前10時～午後５時　	
※受付は午後４時まで　所旧松本家
長屋門（寺部町）　問文化財課（○☎32・
6561、Ⓕ34・0095、○✉bunkazai@city.to
yota.aichi.jp）
————————————————
●来て！見て！買って！卸売市場
一般開放

時２月18日（土）午前９時30分～11時
30分　所卸売市場　他りんご娘のス
テージ、旬の野菜・果物・水産物の
即売会ほか有り。催しは変更・中止
の可能性有り　問卸売市場（○☎33・
3421、Ⓕ34・2156、○✉oroshiuri@city.to
yota.aichi.jp）

ホームページ
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学
び

催
し

●スポーツ万能！キッズ教室（マ
ットやボールなどの運動）
時３月の毎週火曜日午後６時～６時
50分　※21日は休み　対小学生　定
先着20人　￥2,400円　申２月14日
（火）午前10時から参加費を添えて○直
地域文化広場

●＋
●けやき茶房
時３月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

●＋
●フラワーアレンジメント教室

（ヨーロピアンスタイル）
時３月９日、23日の木曜日午前10時
～11時　定先着25人　￥１回2,500円　
申２月16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３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２月11日（土）午前10時から参加費
を添えて○直地域文化広場

●＋
●大人の盆栽講座
時３月18日（土）午前10時～11時、午
前11時30分～午後０時30分　対成人
（未成人同伴可）　定各先着12人　￥
3,500円　申２月26日（日）午前10時か
ら○☎か○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）

●ふれあいオープンダブルス（硬
式テニス大会／男性ダブルス・女
性ダブルス）
時３月12日（日）午前９時から　所猿
投棒の手ふれあい広場　定各先着20
組　￥１組2,500円　他１セットマッ
チ。試合形式は参加組数により変動　
申・問２月16日（木）午前９時から○☎
か○直猿投棒の手ふれあい広場（○☎45・
7288、Ⓕ45・7290、○✉bonote@homex-
co.com）
————————————————
●ロビー展　清

さやか

嘉会の木目込み人
形展「人形たちの宴」

時２月２日（木）～25日（土）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）
————————————————
●パフェのサンプルを作ろう！

時３月19日（日）午前10時～正午　所
ものづくり創造拠点　対小学３年～
中学生　定抽選20人　申２月28日	
（火）までに申込みフォーム　※結果
は３月上旬に○郵　問ものづくりサポ
ートセンター（○☎47・1260、Ⓕ47・
1262、○✉monozukuri@city.
toyota.aichi.jp）

●ひな祭り「福よせ村からこんに
ちわー！」（役目を終えたひな人形
の日常生活を展示）

時２月４日（土）～４月３日（月）午前
９時～午後５時　所どんぐり工房　
他「福よせ村」村長選挙を実施

●＋
●ひな人形の絵付け（木型・陶器）
時２月４日（土）～４月３日（月）　所
どんぐり工房　￥660円

●＋
●ワークショップ「福よせ仕立て講座」
時２月４日（土）～25日（土）　所どん
ぐり工房　定先着20人（当日○直会場）

●＋
●いなぶ旧暦のひな祭り
時２月25日（土）～４月３日（月）　所
道の駅「どんぐりの里いなぶ」周辺～
旧街道沿いの各所
《共通》問どんぐり工房（○☎83・3838、
Ⓕ82・3777、○✉dongrikb@hm10.aitai.ne.
jp）　※木曜日、２月24日（金）は休館。
２月23日は開館
————————————————
●暮らしの手作り講座「四ツ目篭作り」

時３月11日（土）午前９時30分～正午、
午後１時30分～午後４時　所三州足
助屋敷工人館　定各先着12人　￥2,5	
00円（別途入館料が必要）　申・問２
月15日（水）から○☎で三州足助屋敷
（○☎62・1188、Ⓕ62・1782、○✉yashi
ki@asuke.aitai.ne.jp）

申込み
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●高岡茶席（国産紅茶）
時２月24日（金）午前10時～午後１
時　所六鹿会館　定先着15人　￥
400円　申・問２月10日（金）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@takaoka-cc.com）
————————————————
●バレトン教室（バレエ、フィッ
トネス、ヨガを組み合わせたエク
ササイズ）
時３月の毎週水曜日午後１時30分～
２時30分　定先着35人　申込み開始
日２月７日（火）

●＋
●やさしいダンスエアロビクス

時３月の毎週水曜日午後２時45分～
３時35分　定先着16人　申込み開始
日２月８日（水）
《共通》所高橋コミュニティセンター　
対成人　￥3,250円　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、○✉takac
omu@homex-co.com）
————————————————
●学盛PASS THE NOTEフェス
タ（大学受験の参考書や問題集の
回収、受け渡し）

時①回収／２月４日（土）～３月16日　
（木）　②譲渡会、マルシェ、ステー
ジパフォーマンス／３月18日（土）午
前10時～午後２時　所①青少年セン
ター　②とよしば　問青少年センタ
ー（○☎32・6296、Ⓕ32・6298、○✉yo
uth@hm2.aitai.ne.jp）

●包丁とぎ
時２月20日（月）午前10時～正午　所
ふれあいの家　￥１本500円から　
他引渡しは当日午後以降。セラミッ
ク包丁不可。ハサミ・鎌類も受付可　
問シルバー人材センター（○☎31・10	
07、Ⓕ34・3238、○✉toyota@sjc.ne.jp）
————————————————
●とよたシニアアカデミー「通年
コース活動発表展」

時２月11日（土）午前10時30分～午後
３時、12日（日）午前10時30分～正午　
所とよた市民活動センター　問とよ
たシニアアカデミー（○☎36・6363、	
Ⓕ34・0015、○✉t-saj@hm.aitai.ne.jp）
————————————————
●じゅわじゅわ健康講座（のびのび
全身ストレッチ・体幹トレーニング）
時２月15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２月５日（日）午
前10時から○☎か○直豊田ほっとかん	
（○☎36・3000、Ⓕ36・3002、○✉toiaw
ase@toyota-hotkan.jp）
————————————————
●平芝公園梅まつり

時２月25日（土）～３月12日（日）　所
平芝公園　他駐車場は安長寺駐車場	
（３月４日（土）、５日（日）は裁判所
跡地、梅坪神社駐車場も利用可）　
問平芝公園梅まつり実行委員会（○☎
33・3475　Ⓕ33・3475）　※月・火・
土曜日午前９時～午後３時

●中馬のおひなさんin足助
▶民家や商家の家々に伝わるおひなさんの展示

時２月11日（土）～３月12日（日）午前
10時～午後４時　所足助の古い町並
み一帯　問足助観光協会（○☎62・12	
72、Ⓕ62・0424、○✉kankou@asuke.info）

●＋
▶がんどう
　「おひなさん見せて」を合言葉に製
菓店の風外、両口屋、加東家、川村
屋でお菓子をプレゼント。
時２月11日（土）　対小学生以下　定
各店先着100人　問足助観光協会（○☎
62・1272、Ⓕ62・0424、○✉kankou@as
uke.info）

●＋　
▶土人形の絵付け実演（動物な

ど）
時実演／２月18日（土）～３月12日
（日）の毎週土・日曜日午前10時～午
後４時　体験／午前10時～午後３時　
※受付は午後２時30分まで　所旧田
口家住宅　定体験は各日先着15人　
￥体験は１体500円　問足助観光協
会（○☎62・1272、Ⓕ62・0424、○✉kan
kou@asuke.info）

●＋
▶おひなさんスタンプラリー（対象店舗でスタ
ンプを３個集めるとオリジナルペンがもらえる）
時２月11日（土）～３月12日（日）　定
平日／各先着30人　土・日曜日、祝
日／各先着50人　問足助商工会（○☎
62・0480、Ⓕ62・0993、○✉asuke@asu
ke.aitai.ne.jp）

●＋
▶足助検定（町歩きをするクイズラリー）
時２月25日（土）、26日（日）午前10時
～午後３時　※受付は午後１時まで　
受付場所足助商工会　￥100円　他
参加者全員に記念品贈呈　問足助支
所（○☎62・0601、Ⓕ62・0606、○✉asu	
ke-shisho@city.toyota.aichi.jp）
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催
し

●つくってみよう ze 森のおひな様♪

時２月12日（日）午前９時30分～正午　
所鞍ケ池公園　￥200円（16歳以上300
円）　他服装は長袖・長ズボン・帽
子、飲み物持参　申当日９時から○直
鞍ケ池公園植物園前　問とよたネイ
チャーゲームの会（○☎53・4335、○✉
toyotanaturegame@gmail.com）
————————————————
●森歩きで二十四節気を楽しもう
（春分：シデコブシやハルリンド
ウなどを探す）

時３月21日（火）午後１時～３時　定
先着20人　￥100円　他健脚向き　
申２月６日（月）午前９時から○☎でト
ヨタの森

●＋
●ロープで遊ぼう

時３月25日（土）午前９時30分～午後
３時　対小学生を含む家族（３歳以
下不可）　定抽選30人　￥大人500円、
小学生以下300円　申３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）

●11年ぶりの開催！青少年音楽３
団体ジョイントコンサート

時２月19日（日）午後３時開演　所市
民文化会館　演奏市ジュニアオーケ
ストラ、市ジュニアマーチングバン
ド、市少年少女合唱団　他同館で整
理券を配布。３歳以下入場不可　問
文化振興財団（○☎31・8804、Ⓕ35・
4801、○✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.jp）
————————————————
●スポーツ協会から
▶市スポーツ協会設立70周年　法人化
40周年記念イベント（トークショー）
時２月26日（日）午後３時～４時（午
後２時開場）　所名鉄トヨタホテル　
ゲスト羽根田卓也選手（カヌー）、佐
藤圭太選手（パラ陸上）　※司会は青
戸慎司氏　定先着200人　申２月７
日（火）午前９時から申込みフォーム　
※幼児などで座席が必要
な場合は申込みが必要

●＋
▶五ケ丘グラウンド・ゴルフ大会
時３月７日（火）午前９時～午後２時　
申２月５日（日）午前９時から参加費
を添えて○直スカイホール豊田か五ケ
丘運動広場	 （HP1022650）

●＋
▶３月のフリークライミング体験会
時７日（火）、９日（木）、15日（水）、
17日（金）、21日（火）の午後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）

●タグラグビー教室
時２月25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２月６日	
（月）午後１時から市○HP　問スポーツ
振興課（○☎34・6632、Ⓕ32・9779、	
○✉sports@city.toyota.aichi.jp）	
	 （HP1047421）
————————————————
●科学あそび「音の実験、エコーマ
イクとおどるへび君をつくろう」

時３月21日（火）午後１時～３時　所
高橋交流館　対小学生　定先着30人　
￥300円　申・問２月11日（土）午前11
時から○直こども図書室（○☎88・1322、
Ⓕ88・1322）
————————————————
●市民デッサン会（裸婦）
時２月19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）
————————————————
●市民俳句会
時２月26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
▶西尾市　鳥羽の火祭り
時２月12日（日）午後７時30分　※雨
天時は13日（月）に延期　所鳥羽神明
社　他駐車場はふるさと公園な

ど。同
日午前11時～午後４時に、名鉄三河
鳥羽駅周辺でとば市（物産展）有り。
同駅周辺に臨時駐車場有り　問西尾
市観光文化振興課（○☎0563・65・21	
69）

申込み
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