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夕方５時、綾渡の夜念仏と盆踊の取材のため事務室を出る。香嵐渓を

過ぎ、クルマで山道を走る。辺りは暗く、道路は雪道。いつ動物たち

と遭遇するかも分からない。そうして着いた取材先。保存会の会長は

「無事来れたか（笑）」と温かく迎えてくれた。嬉しかった。　　（A）



　足助町の香嵐渓から東へ約６キロ㍍、標高500㍍の山あいに二十数
世帯が点在するまち、綾渡町。ここでお盆（８月10日と15日）の夜に
行われる盆行事が「綾渡の夜念仏と盆踊」です。
　日が沈みかける頃、平勝寺参道に20人ほどの男衆が集まり、「綾渡
の夜念仏と盆踊」は始まります。夜念仏とは、新仏（１年のうちに
亡くなった人）の成仏を願って仏事供養をするもの。もともとは、
新仏のある家々を回って行われましたが、現在は新仏の有無にかか
わらず、毎年、平勝寺境内で行われています。
　夜念仏の流れは、大きく６つの段階を経て進行します。
まず、参道を進みながらの①道音頭に始まり、②辻回向、③門開き、
④観音様回向、⑤神回向、⑥仏回向の順に、それぞれで和讃（念仏）
を唱えます。
　夜念仏が終わると、
次は、ほかの住民も
加わっての盆踊。静
かで幽玄な夜念仏と
は対照的に、解放さ
れたかのように明る
く全身で表現する踊
りです。踊りの輪に
は、里帰りの人や見
学者も加わります。

後世に残したい、

地域の民俗芸能。

特集

夕闇の静寂のなか、行列の行進とともに聞
こえてくる鉦の音と、念仏の唱和。綾渡町
に古くから伝わる「綾渡の夜念仏と盆踊」は、
昨年ユネスコ無形文化遺産に登録されまし
た。市内には、ほかにも様々な民俗芸能が
存在し、それぞれの地域で脈々と受け継が
れています。あなたの知らない豊田市をの
ぞいてみませんか。

小さな集落に息づく、昔ながらの盆行事

　夜念仏の起源は定かではありませんが、足助町に残る古い「夜
念仏供養塔」には寛政６年（1794年）という年号が見られることか
ら、江戸時代には夜念仏が行われていたと考えられます。かつて
は岐阜県南部や西三河の北西部で広く行われていたようですが、
時代の流れとともに村々が絶え、人手がなくなり、「夜念仏と盆
踊」が残るのは綾渡だけになりました。なぜ綾渡では残ったのか。
その理由として確かなのは、絶やすことなく続けてきた綾渡の
人々の並々ならぬ情熱と努力があったということ。「綾渡の夜念仏
と盆踊」はその価値が評価され、昭和37年に県の無形民俗文化財
に、平成９年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。そし
て、昨年11月、「綾渡の夜念仏と盆踊」を含む41件（24都府県）の重
要無形民俗文化財が「風流踊」としてユネスコ無形文化遺産に登録
されました。

綾渡だけで残った「夜念仏と盆踊」

no.01 世界の無形文化遺産、

綾渡の夜念仏と盆踊とは。

　民俗文化財の一つとされている、民俗芸能。
ひと口に民俗芸能といっても、その種類は様々
です。衣食住、生業、信仰、年中行事などに関
するものとして、神楽、田楽、風流、舞台芸、
祝福芸など多岐にわたります。こうした芸能は、
地域の人々が担い手となって、その地域の風土
や信仰などを色濃く反映しながら、口承により
各地で受け継がれています。

民俗芸能とは

★
綾渡町
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水田 水田

神楽　　　…　歌や舞をともなって行われる神事 巫女舞 / お囃子

風流　　　…　笛・太鼓などに合わせて集団で踊る芸能 夜念仏 / 門念仏 / 念仏踊り / 銭太鼓

舞台芸　　…　能・狂言・歌舞伎などの舞台芸能 農村歌舞伎 / 人形浄瑠璃

祝福芸　　…　新春に祝言を述べて賑やかに舞う芸能 三河万歳

渡来芸　　…　国外から日本に伝わり、地域に伝搬した芸能 雅楽

▼市内で見られる民俗芸能（一例）
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　江戸時代、中馬街道の宿場町だった当時の小田木村に伝わ
ったとされる人形浄瑠璃。人形浄瑠璃とは、太夫と呼ばれる
語り手に三味線が合わせ、人形遣いが人形を操って演じる人
形劇です。明治８年（1875年）の全国的なききんにより倹約が
強いられ、人形浄瑠璃は中止になり、以来、小田木で上演さ
れることはありませんでした。しかし平成25年に、小田木人
形浄瑠璃を復活させようと有志が集結。古い文献も地元で詳
しく知る人もいないなか、他県の保存会の協力を得ながら練
習を重ね、昨年９月に復活公演を果たしました。

約140年ぶりに復活した小田木の民俗芸能
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小
原

　小原歌舞伎は、江戸時代中期から神社に奉納する
地芝居として始まったもの。戦後は過疎化により衰退
しましたが、昭和50年に有志で結成された小原歌舞伎
保存会により今日まで受け継がれています。現在では、
小原交流館の歌舞伎舞台「ザ・小原座」で、年２回（５
月と10月）の定期公演が行われており、令和３年８月
には小原歌舞伎保存会45周年の記念公演が行われまし
た。定期公演の演目には、地域の子どもによる歌舞伎
もあり、郷土芸能の伝承・保存が、教育の場にもなっ
ています。

大人から子どもまで、
地域で受け継がれる、小原の農村歌舞伎

　ユネスコ無形文化遺産への登録には、嬉しさの半面、不安や戸惑いがあるのが正直な
ところです。担い手不足の問題は本当に深刻で、10年先は続けられているか分からない
状況です。とはいえ、先人たちが大切にし、綾渡で残った夜念仏と盆踊。なんとしても
残していかないといけない。ユネスコ無形文化遺産になって、なおさらです。地域外の
人たちにどのように関わっていただくか、また見学者が安全で見やすいようにするため
にできることはないかなど、「これから」のことを、皆で考えていきたいと思います。

担い手不足の問題は深刻。でも「これから」のことを考えていきたい

水野 昌彦 さん

綾渡の夜念仏と盆踊り保存会 会長

綾渡の夜念仏と盆踊を

後世につなぐ人たち

楽器を使わない盆踊で「唄」を唄い続けてきた人たち

存続の危機に、綾渡を支えた一人の教師の存在

今、伝統を引き継ぐ地域の思い

　「綾渡の夜念仏と盆踊」が民俗文化財として評価される点
は、その素朴で昔ながらの形態が今なお続いていること。
夜念仏はもとより、盆踊でも太鼓や笛などの楽器は一切使
われません。盆踊において、踊り手の頼りになるのは「音
頭取り」の唄のみなのです。１時間にも及ぶ盆踊。約10曲
もの唄を、皆をリードしながら唄い続けるには相当な訓練
が必要です。昔ながらの形を変えずに唄を唄い続けてきた
からこそ、他にはない「綾渡の夜念仏と盆踊」があるのです。

　…戦争前の夜念仏を知っている人たちが手取り足取り教えてくれただもんね。昔の指導は厳しかった。
ほんで、うちは親父も唄うたい、おじいさんも唄うたいだったな。代々うちは声がよかっただか知らん
けども、みんな唄うたいだ。…音頭取りの人の声がいいっちゅうことで、念仏唱えたあとの踊りの唄も
両方やることが多かった。ずっと声をだしとるで大変だぞって言われたけども、そんなん始めた時分で
真剣だったもんで、かまわんて、一生懸命練習したよ。俺は唄をやるようになってからお盆でみんなが
飲んどっても一滴も飲まなんだ。…　

在
り
し
日
の
記
憶

“

”

「足助の聞き書き第２集～語り継ぐ記憶と歴史～」より　　語り：故 松井鑛弌さん

　昭和21年から16年間、地元の椿立小学校で教べんをとり、その間、地域の人々と
深く接し、村の歴史や生活を熱心に研究していた教師がいます。故 鈴木茂夫先生で
す。昭和30年代に各地の夜念仏が終わりを迎え、綾渡が最後の１つになってしまっ
た時には「この伝統行事をなんとしても必死で守るように」と地域の人々を励まし支
えたといいます。また、当時の流行りから賑やかな盆踊りの姿に変容しつつあった
時には、その状況を憂い、本来の文化的価値が公的に認められるように、県に働き
かけました。その努力が実を結び、県の無形民俗文化財の指定につながったのです。

　鈴木先生が83歳で亡くなり、初盆を迎えた平成19年８月13日。足助町にある自宅で「綾渡の夜念仏と盆踊」が
行われました。新仏の家で供養を行うという元来の形で行われたのは40年ぶりのこと。そして綾渡以外の地域
に出向いて行うのも異例のことでした。綾渡の人々にとって、とても大きな存在であったことが分かります。

参考：椿立家族ものがたり（平成20年３月　椿立自治区）
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盆踊の様子

民俗芸能の歴史は、その地に住む「人」の歴史でも
あります。「綾渡の夜念仏と盆踊」に必死に取り組
み、支えてきた地域の人たちをご紹介します。
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綾渡の夜念仏と盆踊り保存会 会長

綾渡の夜念仏と盆踊を

後世につなぐ人たち

楽器を使わない盆踊で「唄」を唄い続けてきた人たち
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「足助の聞き書き第２集～語り継ぐ記憶と歴史～」より　　語り：故 松井鑛弌さん

　昭和21年から16年間、地元の椿立小学校で教べんをとり、その間、地域の人々と
深く接し、村の歴史や生活を熱心に研究していた教師がいます。故 鈴木茂夫先生で
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かけました。その努力が実を結び、県の無形民俗文化財の指定につながったのです。

　鈴木先生が83歳で亡くなり、初盆を迎えた平成19年８月13日。足助町にある自宅で「綾渡の夜念仏と盆踊」が
行われました。新仏の家で供養を行うという元来の形で行われたのは40年ぶりのこと。そして綾渡以外の地域
に出向いて行うのも異例のことでした。綾渡の人々にとって、とても大きな存在であったことが分かります。

参考：椿立家族ものがたり（平成20年３月　椿立自治区）

稲
武

小
原

★

★

こういち

つばきだち

しげお

まさひこみずの

だゆう

お
た
ぎ
に
ん
ぎ
ょ
う
じ
ょ
う
る
り

ちゅうま

盆踊の様子

民俗芸能の歴史は、その地に住む「人」の歴史でも
あります。「綾渡の夜念仏と盆踊」に必死に取り組
み、支えてきた地域の人たちをご紹介します。
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各地に残る民俗芸能の舞台

「農村舞台」を活用する取組

農村舞台アートプロジェクト

と よ た の 民 俗 芸 能 あ れ こ れ

棒 の 手

　神社などの節句祭に奉納される農民武芸演技、棒の
手。猿投神社の祭礼の歴史は古く、16世紀後半には三
河・尾張・美濃の180余りもの村から献馬や棒の手が奉
納されていたといいます。現在も、猿投神社をはじめ
市内各地の神社で、棒の手が奉納されています。

　古くは農民たちが民俗芸能を披露する場であっ
た農村舞台。市内には82か所の農村舞台が現存し
ています。これらの保存と活用のため、市文化振
興財団は、農村舞台を会場としたアート作品の展
示などを行っています。

農村舞台「寶榮座」を活用する地元の取組

農村歌舞伎

　祭りの奉納行事として、江戸時代から農民た
ちが盛んに演じてきた農村歌舞伎。先述の小原
歌舞伎のほか、複数の地域で継承されています。

協議会ホームページ

ぜんだいこ

下山の三河万歳

　三河万歳は、太夫と才蔵と呼ばれる人物が、
おめでたい歌や台詞をおもしろおかしく掛け合
いながら舞い、新年の訪れを祝福する民俗芸能
です。下山地区の三河万歳は、昭和初期に、若
者たちが三河万歳の師匠を羽布町に呼び、万歳
を教わったことが始まりといわれています。

だゆう さいぞう

あんま

　この特集では「綾渡の夜念仏と盆踊」を中心に民俗芸能をご紹
介しました。掲載したもの以外にも、市内には多くの民俗芸能
があり、変わらずに続くもの、復活したものなど在り方は様々。
　少子高齢化や過疎化などにより、民俗芸能を取り巻く環境は
厳しさを増しています。しかし民俗芸能は、その地域の「人と
人」「人と土地」をつなげ、地域が存続するために重要な役割を
担うものです。実際、東日本大震災の復興過程では、民俗芸能
や祭礼が被災者の日常を取り戻す一助になったといいます。地
域の歴史であり、財産である民俗芸能をどのように守っていく
か、現代社会が直面する大きな課題です。

地域の歴史・財産である民俗芸能を、これからも

磨き上げた武芸を神様に奉納 めでたい時には万歳で笑顔に

旭 足助 挙母
猿投 藤岡 松平

銭 太 鼓

　駒場町にある駒場神社の10月の祭礼行事として伝え
られている銭太鼓。太鼓と横笛による八拍子の伴奏に
合わせて、節々で「ヨイヤサッサイ」と声をかけながら、
銭太鼓（タンバリンのような太鼓）を持った踊り子たち
が踊ります。かなり古くからこの地域で行われていた
ようですが、その起源ははっきりしていません。

銭の鳴る音で少女は踊る

高岡

下山 大沼雅楽

　日本古来の儀式音楽や舞踏などと、中国大陸
や朝鮮半島から伝えられた音楽や舞とが融合し
1200年以上前にできたとされる雅楽。大沼町で
は、大人による大沼雅楽会と子どもたちによる
大沼雅楽クラブが中心となって継承し、大沼熊
野神社の例大祭で奉納されています。

文化が融合してできた、古典芸能

下山

石野小原 藤岡

おおぬまががくみかわまんざい

はぶ

宇内戸の門念仏

　有間町宇内戸では、旧暦６月24日に集落の全
戸が集まり、地蔵堂に納められている大きな数
珠を一緒に持って、集落の辻（十字路）と各家の
軒先、地蔵堂のそれぞれで念仏を唱えます。200
年近く宇内戸で受け継がれている伝統行事です。

大きな数珠で輪になり、念仏を唱える

旭
うないど かどねんぶつ

阿蔵の念仏踊り

　江戸時代に始まったとされる阿蔵の念仏踊
りは、現在も阿蔵町で８月に行われています。
左手に大きな締太鼓を持ち、右手のばちで打
ちながら、片足を蹴って左右に飛び跳ねる
「はねこみ踊り」は、市内ではこの地域だけに
伝わる特殊な念仏踊りとして知られています。

ユニークな「はねこみ踊り」

下山
あぞう

　怒田沢町に残る農村舞台「寶榮座」は、市内で唯
一、滞在型の楽屋を併設した舞台。地元では利用
希望者への舞台の貸出しや、外部からの支援者を
募る「友の会」の設立など、農村舞台の保存・活用
に取り組んでいます。

農村舞台寶榮座協議会ホームページ掲載のイラスト

ぬたざわ

ほうえいざ

農村舞台アートプロジェクト2021でのアート作品
■問合せ　文化振興財団（☎31・8804、FAX35・4801）

しめだいこ
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　　　前々から気になっていた場所
で、この時初めて訪問しました。冬
の寒空の下であっても、真っすぐに
立つ姿に力強さを感じます。

@toyotacity_official

インスタグラムに
「#豊田市の魅力発見」
「#toyotacity_photo」
をつけて投稿された写真
の中から、素敵な１枚を
厳選して紹介します。

デジタルブックアプリ
Catalog Pocket

豊田市公式アカウントで豊田市の魅力を発信しています！

さん投 稿 者 @skmtysio

撮影場所 大野瀬町

このマークがついている記事は右記の
デジタルブックアプリで追加写真が見られます

　今回紹介するのは、愛知県の天然
記念物に指定されている「大野瀬町
の子持ち桂」を撮影した１枚。１株
から数十本の幹に分かれている姿は、
たくましく自然の生命力が伝わって
きます。

コメント

令和５年１月17日 「とよた・ゼロカーボンアクション」スタート！
楽しく環境配慮行動に取り組みましょう！

「ゼロカーボン」と聞いて、何をしてよいか
分からないこともありますよね。そこで、
皆さんが身近な行動によって環境に優しい
暮らしができるよう「とよた・ゼロカーボ
ンアクション」と題した市民運動を始めま
した。まずは例えば、①服を１枚多く着て
暖房の節電をはかる、②マイボトルを持参
するといったシンプルな行動から始めてみ
ませんか。皆で楽しく取り組みましょう。

運動を推進する「とよた・ゼロカーボンネットワーク」

とよたトピックス
とよたフォトニュース　 今月の１枚　  おおた市長ダイアリー

建設が進む新しい博物館に、膨らむ期待

映像は
こちら

　47災害から50年、防災意識を高めてもら
おうと開催したイベントに約２万7,000人が
来場しました。訪れた家族連れは起震車に
よる地震体験や防災クイズに挑戦するなど
楽しみながら防災について学んでいました。

２月４日　スカイホール豊田

とよた防災フェスタ
１月29日　小坂本町

みんなでつくる博物館

　来年に開館予定の（仮称）豊田市博物館の
現状や今後の展望を広く知ってもらうため
イベントを開催しました。建設現場の見学
会が行われ、参加した家族連れは新しい博
物館の完成を楽しみにしている様子でした。

見て、聞いて、体験して防災を学ぶ 長屋門に一足早い春の訪れ
　

２月４日　旧松本家長屋門（市指定文化財）

ひいなの春

灯ろうが作り出す幻想的な世界

２月４日　稲武地区

雪み街道いなぶ～魅・美・見・味～

　稲武の冬の夜を灯りで楽しむイベントが
開催され、訪れた人たちは雪や氷の灯ろう
が作る幻想的な雰囲気を楽しんでいました。
また、汁物の味を競うコンテストも行われ、
様々な種類の味を堪能していました。

　江戸時代末期の武家屋敷の風情が残る旧
松本家長屋門で、市内の人から寄贈された
ひな人形を展示しています。訪れた人は一
足早く春を楽しんでいる様子でした。
※３月５日までの土・日曜日に開催しています

映像は
こちら

映像は
こちら

み み み み

映像は
こちら
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　　　前々から気になっていた場所
で、この時初めて訪問しました。冬
の寒空の下であっても、真っすぐに
立つ姿に力強さを感じます。

@toyotacity_official

インスタグラムに
「#豊田市の魅力発見」
「#toyotacity_photo」
をつけて投稿された写真
の中から、素敵な１枚を
厳選して紹介します。

デジタルブックアプリ
Catalog Pocket

豊田市公式アカウントで豊田市の魅力を発信しています！

さん投 稿 者 @skmtysio

撮影場所 大野瀬町

このマークがついている記事は右記の
デジタルブックアプリで追加写真が見られます

　今回紹介するのは、愛知県の天然
記念物に指定されている「大野瀬町
の子持ち桂」を撮影した１枚。１株
から数十本の幹に分かれている姿は、
たくましく自然の生命力が伝わって
きます。

コメント

令和５年１月17日 「とよた・ゼロカーボンアクション」スタート！
楽しく環境配慮行動に取り組みましょう！

「ゼロカーボン」と聞いて、何をしてよいか
分からないこともありますよね。そこで、
皆さんが身近な行動によって環境に優しい
暮らしができるよう「とよた・ゼロカーボ
ンアクション」と題した市民運動を始めま
した。まずは例えば、①服を１枚多く着て
暖房の節電をはかる、②マイボトルを持参
するといったシンプルな行動から始めてみ
ませんか。皆で楽しく取り組みましょう。

運動を推進する「とよた・ゼロカーボンネットワーク」

とよたトピックス
とよたフォトニュース　 今月の１枚　  おおた市長ダイアリー

建設が進む新しい博物館に、膨らむ期待

映像は
こちら

　47災害から50年、防災意識を高めてもら
おうと開催したイベントに約２万7,000人が
来場しました。訪れた家族連れは起震車に
よる地震体験や防災クイズに挑戦するなど
楽しみながら防災について学んでいました。

２月４日　スカイホール豊田

とよた防災フェスタ
１月29日　小坂本町

みんなでつくる博物館

　来年に開館予定の（仮称）豊田市博物館の
現状や今後の展望を広く知ってもらうため
イベントを開催しました。建設現場の見学
会が行われ、参加した家族連れは新しい博
物館の完成を楽しみにしている様子でした。

見て、聞いて、体験して防災を学ぶ 長屋門に一足早い春の訪れ
　

２月４日　旧松本家長屋門（市指定文化財）

ひいなの春

灯ろうが作り出す幻想的な世界

２月４日　稲武地区

雪み街道いなぶ～魅・美・見・味～

　稲武の冬の夜を灯りで楽しむイベントが
開催され、訪れた人たちは雪や氷の灯ろう
が作る幻想的な雰囲気を楽しんでいました。
また、汁物の味を競うコンテストも行われ、
様々な種類の味を堪能していました。

　江戸時代末期の武家屋敷の風情が残る旧
松本家長屋門で、市内の人から寄贈された
ひな人形を展示しています。訪れた人は一
足早く春を楽しんでいる様子でした。
※３月５日までの土・日曜日に開催しています

映像は
こちら

映像は
こちら

み み み み

映像は
こちら

9広 報 と よ た 令和５年３月号



ピック
アップ

PICK UP

LIFE
INFORMATION

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）

－ワクチン接種を希望する人は以下の方法で接種ができます－
●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・
　　新型コロナウイルスワクチン接種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

ＬＩＮＥはこちら

県公式ＬＩＮＥアカウント

第55回豊田おいでんまつりの開催日が決定しました
●問合せ　商業観光課（☎34・6642、FAX35・4317、✉shoukan@city.toyota.aichi.jp）

pick up 2
お知らせ

●集団接種
　■とき／ところ　３月20日（月）午前10時～午後5時 ／ スカイホール豊田
　■対象　　　初回接種（１・２回目）を完了し、前回接種から３か月以上経過している
　　　　　　　オミクロン株対応ワクチンを未接種の12歳以上の市民
　■予約方法　ＬＩＮＥ、予約サイト、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
　■そのほか　モデルナ社製のオミクロン株対応ワクチンを使用

●おいでん踊り連
　「マイタウンおいでん」と「おいでん総踊り」に参加
します。ただし、踊り手の半数以上が中学生や高校
生で構成される踊り連（中高生連）は、「マイタウンお
いでん」の参加は必須ではありません（６月30日

（金）までに申込みが必要）。
●リトルおいでん
■対象　未就学児
●おいでんアート
■サイズなど　土台・装飾などの突起物を含め、高さ
２㍍、底1.5㍍四方以内。作品の周遊には人員の配置
が必要

●踊り審査員
■対象　市内在住・在学・在勤の20歳以上で、おい
でんまつり（踊り）の参加経験のある人

～～～～おいでん踊り連・リトルおいでん・おいでんアート・踊り審査員を募集します～～～～

●マイタウンおいでん　　　　６月３日（土）～７月９日（日）
●おいでん総踊り　　　　　　７月29日（土）
●花火大会　　　　　　　　　７月30日（日）

※踊り連で出場予定の人を除く。ただし、マイタウ
ンおいでんのみ出場予定の踊り連の踊り手の場合は
応募可
■定員　選考40人程度
■そのほか　謝礼有り
　　　■申込み　３月22日（水）～５月８日（月）に申
込書を郵送、ファックスか直接商業観光課（〒471・
8501、西町３－60、FAX35・4317）　※土・日曜日、
祝日を除く午前９時～午後５時。申込書は商業観光
課で配布（豊田おいでんまつりホームページからダ
ウンロード可）。おいでん踊り連、リトルおいでん、
おいでんアートは豊田おいでんまつりホームページ
からも申込み可

共通

市ホームページ

休日臨時窓口を開設しますpick up 3
お知らせ ●問合せ　市民課（☎34・6768、FAX34・6191、✉siminka@city.toyota.aichi.jp）

３月～４月は、窓口が大変混雑します。スムーズに手続を行っていただくため休日臨時窓口を開設します。

取扱業務

■とき　　３月25日（土）、４月９日（日）、22日（土）　午前９時～午後４時　
■ところ　市民課（市役所南庁舎１階）

●引っ越しに伴う住所異動(転入・転出・転居・世帯主変更な
ど)の届出

●住所異動（転入・転出）や出生届に伴う児童手当・子ども医療費受給者証
の申請

●住所異動に伴う国民健康保険の届出
●住所異動に伴うマイナンバーカードの記載事項変更の届出
●戸籍（出生届・婚姻届な

ど）の届出　※受領扱いとなります

●印鑑登録の申請

●住民票、印鑑、戸籍関係、税関係などの各種証明書の交付 支援・証明担当(☎34・6625)

印鑑担当(☎34・6733)

記録担当（☎34・6768）
戸籍担当（☎34・6994）

問合せ

他の市町村から、豊田
市へ住所を移したとき

国外から帰国したとき

市内で住所を移したとき

豊田市から他の市町村
へ住所を移すとき

国外へ転出するとき

住み始めた日から14日以内

帰国した日から14日以内

引っ越しをする前

国外へ行く前

住み始めた日から14日以内

本人確認書類、国民健康保険証・印鑑登録証・
子ども医療費受給者証な

ど（持っている人のみ）

パスポート（異動者全員分）、戸籍謄本、戸籍の附票な
ど

【上記の届出に共通する必要書類】・マイナンバーカード（持っている人）　・外国籍の人は在留カードか特別
永住者証明書（みなしカードを含む）　・代理人が手続をする場合は委任状　※転入の場合、子ども医療の申
請には子どもの保険証、児童手当の申請には受給者の振込口座のわかるものが必要

区分 届出が必要な場合 届出の期間 届出に必要な書類

転居届

転出届

転入届

詳細・予約はこちら▶

引っ越しをする人は届出を忘れずに！ 手続の際は時間に余裕をもってお越しください

転出証明書（マイナンバーカードで手続をし
た人を除く）、本人確認書類

市ホームページ

　転入、転出や転居をする人は住所異動の手続を行ってください。住所異動に伴い国民健康保
険や児童手当の手続が必要な場合もあります。手続は、市民課、各支所・出張所でできます。

マイナンバーカードの申請・受取、電子証明書の更新は、東庁舎５階マイナンバーカード交付
窓口でのみ取り扱っています。　※午前９時～午後５時。受取は完全予約制

・マイナンバーカードを持っている人は、転出届（豊田市から市外への引っ越し）の手続を
　オンラインで行うことができます
・手続によって必要書類が異なりますので事前に問い合わせてください
・他の市町村や関係機関に確認が必要な業務は取扱いできない場合があります
・広域住民票の交付は取扱いできません
・手続には本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードな

ど）が必要です
　※戸籍の届出など一部手続には印鑑が必要です

※４月以降のワクチン接種についての詳細は、国の方針が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします

予約サイトはこちら

ホームページ

オンライン手続はこちら
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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）

－ワクチン接種を希望する人は以下の方法で接種ができます－
●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・
　　新型コロナウイルスワクチン接種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

ＬＩＮＥはこちら

県公式ＬＩＮＥアカウント

第55回豊田おいでんまつりの開催日が決定しました
●問合せ　商業観光課（☎34・6642、FAX35・4317、✉shoukan@city.toyota.aichi.jp）

pick up 2
お知らせ

●集団接種
　■とき／ところ　３月20日（月）午前10時～午後5時 ／ スカイホール豊田
　■対象　　　初回接種（１・２回目）を完了し、前回接種から３か月以上経過している
　　　　　　　オミクロン株対応ワクチンを未接種の12歳以上の市民
　■予約方法　ＬＩＮＥ、予約サイト、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
　■そのほか　モデルナ社製のオミクロン株対応ワクチンを使用

●おいでん踊り連
　「マイタウンおいでん」と「おいでん総踊り」に参加
します。ただし、踊り手の半数以上が中学生や高校
生で構成される踊り連（中高生連）は、「マイタウンお
いでん」の参加は必須ではありません（６月30日

（金）までに申込みが必要）。
●リトルおいでん
■対象　未就学児
●おいでんアート
■サイズなど　土台・装飾などの突起物を含め、高さ
２㍍、底1.5㍍四方以内。作品の周遊には人員の配置
が必要

●踊り審査員
■対象　市内在住・在学・在勤の20歳以上で、おい
でんまつり（踊り）の参加経験のある人

～～～～おいでん踊り連・リトルおいでん・おいでんアート・踊り審査員を募集します～～～～

●マイタウンおいでん　　　　６月３日（土）～７月９日（日）
●おいでん総踊り　　　　　　７月29日（土）
●花火大会　　　　　　　　　７月30日（日）

※踊り連で出場予定の人を除く。ただし、マイタウ
ンおいでんのみ出場予定の踊り連の踊り手の場合は
応募可
■定員　選考40人程度
■そのほか　謝礼有り
　　　■申込み　３月22日（水）～５月８日（月）に申
込書を郵送、ファックスか直接商業観光課（〒471・
8501、西町３－60、FAX35・4317）　※土・日曜日、
祝日を除く午前９時～午後５時。申込書は商業観光
課で配布（豊田おいでんまつりホームページからダ
ウンロード可）。おいでん踊り連、リトルおいでん、
おいでんアートは豊田おいでんまつりホームページ
からも申込み可

共通

市ホームページ

休日臨時窓口を開設しますpick up 3
お知らせ ●問合せ　市民課（☎34・6768、FAX34・6191、✉siminka@city.toyota.aichi.jp）

３月～４月は、窓口が大変混雑します。スムーズに手続を行っていただくため休日臨時窓口を開設します。

取扱業務

■とき　　３月25日（土）、４月９日（日）、22日（土）　午前９時～午後４時　
■ところ　市民課（市役所南庁舎１階）

●引っ越しに伴う住所異動(転入・転出・転居・世帯主変更な
ど)の届出

●住所異動（転入・転出）や出生届に伴う児童手当・子ども医療費受給者証
の申請

●住所異動に伴う国民健康保険の届出
●住所異動に伴うマイナンバーカードの記載事項変更の届出
●戸籍（出生届・婚姻届な

ど）の届出　※受領扱いとなります

●印鑑登録の申請

●住民票、印鑑、戸籍関係、税関係などの各種証明書の交付 支援・証明担当(☎34・6625)

印鑑担当(☎34・6733)

記録担当（☎34・6768）
戸籍担当（☎34・6994）

問合せ

他の市町村から、豊田
市へ住所を移したとき

国外から帰国したとき

市内で住所を移したとき

豊田市から他の市町村
へ住所を移すとき

国外へ転出するとき

住み始めた日から14日以内

帰国した日から14日以内

引っ越しをする前

国外へ行く前

住み始めた日から14日以内

本人確認書類、国民健康保険証・印鑑登録証・
子ども医療費受給者証な

ど（持っている人のみ）

パスポート（異動者全員分）、戸籍謄本、戸籍の附票な
ど

【上記の届出に共通する必要書類】・マイナンバーカード（持っている人）　・外国籍の人は在留カードか特別
永住者証明書（みなしカードを含む）　・代理人が手続をする場合は委任状　※転入の場合、子ども医療の申
請には子どもの保険証、児童手当の申請には受給者の振込口座のわかるものが必要

区分 届出が必要な場合 届出の期間 届出に必要な書類

転居届

転出届

転入届

詳細・予約はこちら▶

引っ越しをする人は届出を忘れずに！ 手続の際は時間に余裕をもってお越しください

転出証明書（マイナンバーカードで手続をし
た人を除く）、本人確認書類

市ホームページ

　転入、転出や転居をする人は住所異動の手続を行ってください。住所異動に伴い国民健康保
険や児童手当の手続が必要な場合もあります。手続は、市民課、各支所・出張所でできます。

マイナンバーカードの申請・受取、電子証明書の更新は、東庁舎５階マイナンバーカード交付
窓口でのみ取り扱っています。　※午前９時～午後５時。受取は完全予約制

・マイナンバーカードを持っている人は、転出届（豊田市から市外への引っ越し）の手続を
　オンラインで行うことができます
・手続によって必要書類が異なりますので事前に問い合わせてください
・他の市町村や関係機関に確認が必要な業務は取扱いできない場合があります
・広域住民票の交付は取扱いできません
・手続には本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードな

ど）が必要です
　※戸籍の届出など一部手続には印鑑が必要です

※４月以降のワクチン接種についての詳細は、国の方針が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします

予約サイトはこちら

ホームページ

オンライン手続はこちら

11広 報 と よ た 令和５年３月号
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募集

市正規職員を募集します（来年4月採用）
●問合せ　人事課（☎34・6609、FAX34・6815、✉saiyo@city.toyota.aichi.jp）

40人程度
３人程度
14人程度
２人程度
２人程度
１人程度

昭和53年４月２日
以降に生まれた人

２つ以上の職種の併願は不可。大学、短大（専門学校＊を含む）を卒業・来年３月に卒業見込みの人は、Ⅱ種の受
験は不可。申込みの前に必ず募集要項で詳細を確認。
＊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（「専修学校」非該当の
　　　　　　専門学校、修業年限２年未満の専門学校はⅡ種に該当）

職種 募集人数 年齢要件学歴・資格免許

事務
【Ⅰ種】
大学か短大（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

【Ⅱ種】
高校を卒業か来年３月までに卒業見込みの人（高校
卒業程度の学力のある人を含む）

【Ⅰ種】
平成８年4月2日
以降に生まれた人

【Ⅱ種】
平成14年４月2日
以降に生まれた人

薬剤師免許を取得か来年３月までに取得見込みの人
獣医師免許を取得か来年３月までに取得見込みの人
保健師免許を取得か来年３月までに取得見込みの人

Ⅰ種

Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅰ種

Ⅰ種

Ⅱ種

土木

建築

機械
電気
化学
薬学
獣医
看護保健

大学か短大（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
高校を卒業か来年３月までに卒業見込みの人（高校
卒業程度の学力のある人を含む）

事務・技術系
（障がい者）

消防職
Ⅰ種

教育保育職

保育士資格と幼稚園教諭免許を取得か来年３月まで
に取得見込みの人
大学か短大（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

Ⅰ種

保健系
（障がい者）

各職種
１人程度

各職種
１人程度
５人程度

２人程度

１人程度

15人程度

２人程度

30人程度

技
術
系

保
健
系

平成５年４月２日
以降に生まれた人
昭和53年４月２日
以降に生まれた人

障がい者手帳（身体障がい者手帳、療育手帳、精神
障がい者保健福祉手帳）の交付を受けている人
※募集する職種、学歴・資格免許は、上記の各職種
　と同じ

昭和53年４月２日
以降に生まれた人

平成10年４月２日
以降に生まれた人
平成14年４月２日
以降に生まれた人

区分

行
政
職

Ⅰ種
Ⅱ種
（化学はⅠ
種のみ）

■受付期間　　Ⅰ種　３月13日（月）～27日（月）
　　　　　　　Ⅱ種　８月14日（月）～28日（月）
■受験申込み　市ホームページ
募集要項は市ホームページに掲載　※①市役所（人事課、市政情報コーナー、南・西・東庁舎１階受
付窓口）、各支所・出張所　②駅西口サービスセンターでも配布。掲載・配布は３月１日（水）から
①土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５時15分　②午前10時～午後７時

職員採用

■とき　３月９日（木）～24日（金）のうち数日間
■対象　令和５年度豊田市職員採用試験の受験を検
　　　　討している人

先輩職員とのWeb座談会を開催します

詳細はこちら

■そのほか　実施する職種など詳細は市ホ
　　　　　ームページで確認
■申込み　各開催日の２開庁日前の正午
　　　　　までに申込みフォーム

）（
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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

ピック
アップ

LIFE
INFORMATION

pick up 4
募集

市正規職員を募集します（来年4月採用）
●問合せ　人事課（☎34・6609、FAX34・6815、✉saiyo@city.toyota.aichi.jp）

40人程度
３人程度
14人程度
２人程度
２人程度
１人程度

昭和53年４月２日
以降に生まれた人

２つ以上の職種の併願は不可。大学、短大（専門学校＊を含む）を卒業・来年３月に卒業見込みの人は、Ⅱ種の受
験は不可。申込みの前に必ず募集要項で詳細を確認。
＊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（「専修学校」非該当の
　　　　　　専門学校、修業年限２年未満の専門学校はⅡ種に該当）

職種 募集人数 年齢要件学歴・資格免許

事務
【Ⅰ種】
大学か短大（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

【Ⅱ種】
高校を卒業か来年３月までに卒業見込みの人（高校
卒業程度の学力のある人を含む）

【Ⅰ種】
平成８年4月2日
以降に生まれた人

【Ⅱ種】
平成14年４月2日
以降に生まれた人

薬剤師免許を取得か来年３月までに取得見込みの人
獣医師免許を取得か来年３月までに取得見込みの人
保健師免許を取得か来年３月までに取得見込みの人

Ⅰ種

Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅰ種

Ⅰ種

Ⅱ種

土木

建築

機械
電気
化学
薬学
獣医

看護保健

大学か短大（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
高校を卒業か来年３月までに卒業見込みの人（高校
卒業程度の学力のある人を含む）

事務・技術系
（障がい者）

消防職
Ⅰ種

教育保育職

保育士資格と幼稚園教諭免許を取得か来年３月まで
に取得見込みの人
大学か短大（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

Ⅰ種

保健系
（障がい者）

各職種
１人程度

各職種
１人程度
５人程度

２人程度

１人程度

15人程度

２人程度

30人程度

技
術
系

保
健
系

平成５年４月２日
以降に生まれた人
昭和53年４月２日
以降に生まれた人

障がい者手帳（身体障がい者手帳、療育手帳、精神
障がい者保健福祉手帳）の交付を受けている人
※募集する職種、学歴・資格免許は、上記の各職種
　と同じ

昭和53年４月２日
以降に生まれた人

平成10年４月２日
以降に生まれた人
平成14年４月２日
以降に生まれた人

区分

行
政
職

Ⅰ種
Ⅱ種
（化学はⅠ
種のみ）

■受付期間　　Ⅰ種　３月13日（月）～27日（月）
　　　　　　　Ⅱ種　８月14日（月）～28日（月）
■受験申込み　市ホームページ
募集要項は市ホームページに掲載　※①市役所（人事課、市政情報コーナー、南・西・東庁舎１階受
付窓口）、各支所・出張所　②駅西口サービスセンターでも配布。掲載・配布は３月１日（水）から
①土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５時15分　②午前10時～午後７時

職員採用

■とき　３月９日（木）～24日（金）のうち数日間
■対象　令和５年度豊田市職員採用試験の受験を検
　　　　討している人

先輩職員とのWeb座談会を開催します

詳細はこちら

■そのほか　実施する職種など詳細は市ホ
　　　　　ームページで確認
■申込み　各開催日の２開庁日前の正午
　　　　　までに申込みフォーム

）（

13広 報 と よ た 令和５年３月号

Ｐ13 Ｐ14 Ｐ16 Ｐ18 Ｐ19

ピ
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ク
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募
集

●豊田地域医療センターパートタイマー
職種①臨床検査技師、看護師、准看護師　②看護師　③
介護支援専門員　④臨床検査技師　⑤保健師　⑥介護福
祉士　⑦補助員　※①は短期、②～⑦は通年　対次の免
許・資格を持つ人①臨床検査技師、看護師、准看護師の
いずれか　②看護師　③介護支援専門員　④臨床検査技
師　⑤保健師　⑥介護福祉士　申・問①は３月10日（金）
までに、②～⑦は随時、履歴書と資格免許証の写し（写
しは⑦を除く）を○郵か○直豊田地域医療センター総務課	
（〒471・0062、西山町３－30－１、○☎34・3051、Ⓕ35・
2841、○✉soumu@toyotachiiki-mc.or.jp）	 	 （HP1035973）
—————————————————————————
●心の相談員　有償ボランティア
対市内在住の成人　勤務場所市内小・中学校　採用４月
１日以降　申・問３月20日（月）までに登録書を○郵か○直青
少年相談センター（○☎32・6595、Ⓕ32・7911、○✉palctoyo
ta@city.toyota.aichi.jp）　※登録書は同センターで配布。市
○HPからダウンロード可	 	 （HP1051782）
—————————————————————————
●ものづくりサポーター

対18歳以上の人　内竹とんぼや和凧
だこ

、土団子など小学校
のものづくり授業、工作活動のサポート　他５月に研修
会有り　申・問５月７日（日）までに○☎、Ⓕ、○✉か○直もの
づくりサポートセンター（○☎47・1260、Ⓕ47・1262、○✉
monozukuri@city.toyota.aichi.jp）	 	 （HP1003944）
—————————————————————————
●自然標本あつめるプロジェクト第３期メンバー
対高校生以上の人　内５月～来年３月に旧市郷土資料館
などで、（仮称）豊田市博物館展示の昆虫・岩石標本の収
集、作成、整理　定昆虫チーム・岩石チーム各選考20人
程度　申・問４月７日（金）までに応募用紙を○郵、○✉か○直
博物館準備室（〒471・0079、陣中町１－21－２、○☎32・
6561、 Ⓕ34・0095、 ○✉rekihaku@city.toyota.aic
hi.jp）　※募集要項、応募用紙は同室で配布。	
博物館準備室○HPからダウンロード可 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☎ HP14

●とよたこども創造劇場の参加者
対市内在住・在学の新小学４～中学３年生（過去３回以
上参加した人は不可）　内鹿

かのめ

目由
ゆき

紀氏（劇団あおきりみ
かん）脚本・演出の演劇の稽古（５月～11月）　※公演
日は11月５日（日）　定選考40人　※５月上旬
に市内公共施設でオーディションを実施　￥
１万円　申込み期限４月16日（日）

●＋
●とよた演劇ファクトリー　第５期生
対15歳以上（中学生不可、18歳以下は保護者の同意が必
要）　内鹿目由紀氏（劇団あおきりみかん）ほかから、演
劇を通じた舞台芸術の基礎を学ぶ①役者コース（表現・
音響・照明・舞台・制作な

ど）　②演出コース（演出の理
論、実践な

ど）　③演出聴講コース（演出の理論な
ど）　定①

選考15人　②③選考若干名（面接・小論文有り）　￥①③
２万円　②４万円　他４月19日（水）午後７時
からオンライン説明会　申込み期限４月30日
（日）
《共通》申申込み期限までに申込みフォーム　問文化振興
財団（○☎31・8804、Ⓕ35・4801、○✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.jp）
—————————————————————————
●市スポーツ少年団団員
対原則、市内在住・在学の中学生以下（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）

●ごみ処理手数料を改定します
　４月１日から処理施設に直接搬入するごみの処理手数
料と粗大ごみの収集手数料を改定します。
ごみの種類 ３月31日まで ４月１日から

①燃やすごみ 60円／10キロ㌘
※ 10キロ㌘まで200

円、以後10キロ㌘
ごとに200円加算

②埋めるごみ・	
　金属ごみ

30円／10キロ㌘
※

③刈草・せん定枝 50円／10キロ㌘
※

④粗大ごみ
300円、600円、
900円／個
（３月31日受付
分まで）

600円、900円、
1,200円／個
（４月１日受付分
から）

※処理施設での計量が10キロ㌘未満の場合は０円
他処理施設は①渡刈クリーンセンター、藤岡プラント　
②グリーン・クリーンふじの丘　③緑のリサイクルセン
ター　※④は○☎予約で戸別収集
《共通》問循環型社会推進課（○☎71・3001、Ⓕ71・3000、	
○✉junkan@city.toyota.aichi.jp）

●令和４年度不妊検査・治療費補助金の申請期限
▶一般不妊治療（人工授精）
対治療開始日が令和４年３月31日以前で、かつ治療終了
日が令和４年３月１日～令和５年２月28日である１回の
治療　申請期限３月15日（水）

●＋
▶特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
対治療開始日が令和４年３月31日以前で、かつ治療終了
日が令和４年４月１日～令和５年３月31日である１回の
治療（治療区分Ｃは、治療開始日が令和４年４月１日以
降でも、令和４年３月31日以前の受精胚による治療なら
対象）　申請期限３月31日（金）　※ただし、治療終了日
が令和５年２月１日～３月31日の場合は申請期限を５月
31日（水）まで延長
《共通》申・問申請期限までに申請書を○直子ども家庭課
（○☎34・6636、Ⓕ32・2098、○✉kodomokatei@city.toyota.aic
hi.jp）　※申請書は同課で配布。市○HPからダウンロード
可　	 	 （HP1003116）
—————————————————————————
●情報公開制度に手数料を導入します
　４月１日から、公文書開示請求を行う場合に手数料の
納付が必要になります。
内請求手数料は１件につき200円。開示手数料は１枚につ
き10円（ただし、100枚までは０円）　※写しの交付に伴う
実費（印刷代、媒体代、郵送代な

ど）も従来どおり納付が必
要　問法務課（○☎34・6608、Ⓕ33・2221、○✉houmu@city.
toyota.aichi.jp）	 	 （HP1005117）
—————————————————————————
●固定資産税（土地・家屋価格な

ど）縦覧帳簿の縦覧
時４月３日（月）～５月１日（月）午前８時30分～午後５時
15分　所資産税課　対納税者、納税者から委任を受けた
人　問資産税課（○☎34・6618、Ⓕ31・8969、○✉sisanzei@
city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●評価額通知書の取扱い変更
　登記申請者が登記手続（登録免許税の算出）に利用して
いた「評価額通知書」の交付を原則廃止します。ただし、
非課税の土地などの登記や地目変更の登記のために評価
額算出が必要な場合、引き続き「評価額通知書」を市民課、
旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所で交付します。
取扱い変更日４月３日（月）　他課税物件の評価額を確認
する場合は、毎年４月に資産税課が送付している固定資
産税の納税通知書同封の課税明細書を確認するか、有料
の登録事項証明書（評価額証明書）などを取得してくださ
い　問市民課（○☎34・6625、Ⓕ34・6191、○✉siminka@city.
toyota.aichi.jp）

申込み

申込み

団体一覧
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募
集

お
知
ら
せ

●水源緑地周辺の交通規制

　花見による道路混雑が予想されるため、交通規制を行
います。花見には公共交通機関をご利用ください。
時３月25日（土）～４月９日（日）午前９時～午後６時　所
水源緑地周辺　問公園緑地つかう課（○☎34・6621、Ⓕ34・
4500、○✉kouen-tsukau@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●若園交流館リニューアルオープン

　若園中学校技術科棟との合築改築工事を行ってきた若
園交流館が、４月１日（土）に開館します（ただし、図書
コーナーと子育てサロンは３月28日（火）午前９時から開
館）。開館を記念し、新館竣工イベントを開催します。
時３月26日（日）午前９時15分～午後１時30分　所若園交
流館（花園町脇ノ田８－５）　内式典、記念事業（自主グ
ループ発表な

ど）　問若園交流館（○☎53・0028、Ⓕ53・0064、
○✉ph-wakazono@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●レディース検診
時４月６日、20日の木曜日　対令和５年４月２日～令和
６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５年度中に１人１回のみ

●＋
●骨粗しょう症検診
時４月４日、18日の火曜日　対令和５年４月２日～令和
６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５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３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）

●住宅火災からいのちを守りましょう

　３月１日（水）～７日（火）は春の火災予防運動期間です。
「住宅用火災警報器（住警器）の設置」「住宅用消火器の設
置」「防炎品の使用」という３つの備えで、住宅火災の早
期発見、初期消火、延焼拡大防止をして、いのちを守り
ましょう。
他住警器は10年を目安に本体の交換をしましょう。住警
器、住宅用消火器、防炎品はホームセンターなどで購入
できます。また、市消防設備士会でも販売しているほか、
市内に限り有料で、配送や出張取付、古い消火器の回収
もしています（申込みは○☎で市消防設備士会（常盤町、
○☎32・5300））　問予防課（○☎35・9703、Ⓕ35・9719、○✉
shoubou-yobou@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●市議会議員一般選挙立候補予定者説明会
時３月15日（水）午後２時　所市役所　対市議会議員一般
選挙の立候補予定者か関係責任者（２人以内）　内各種届
出用紙の記載方法、供託手続き、選挙運動用通常ハガキ
の取扱い、選挙運動用自動車の設備外積載の届出方法、
建築物の届出方法、選挙運動などの説明　他届出用紙は
説明会当日に交付　問選挙管理委員会事務局（○☎34・66	
67、Ⓕ31・8623、○✉senkyo@city.toyota.aichi.jp）
—————————————————————————
●電子版「図書館利用カード」で本を借りられます

　自分のスマートフォンやタブレットで、中央図書館ホ
ームページから「マイ図書館」にログインし、自分の利用
カードに載っている「利用者番号バーコード」を画面に表
示できます。その画面のバーコードを、図書館のカウン
ターで提示したり、自動貸出機に読み取らせたりするこ
とで、本を借りられます。
所中央図書館、こども図書室、各コミュニティセンター・
交流館図書室　他登録内容の変更や利用カー
ド更新の手続きには、通常の利用カードが必
要　問中央図書館（○☎32・0717、Ⓕ32・4343） ホームページ
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美術館 豊田スタジアム コンサートホール・能楽堂

美術館 中央図書館 豊田スタジアム コンサートホール・能楽堂

●令和４年度　新収蔵品展

　今年度新たに収蔵した絵画、彫刻
立体、版画など98件（購入19件、寄
贈79件）の中から約40件を紹介しま
す。
時３月22日（水）～４月２日（日）午前
10時～午後５時30分（入場は午後５
時まで）　※３月27日（月）は休館　
￥一般300円（250円）、高校・大学生
200円（150円）　※（　）内は20人以上
の団体料金。そのほか、観覧料の減
免や割引については美術館○HP　問美
術館（○☎34・6610、Ⓕ36・5103、○✉
bijutsukan@city.toyota.aichi.jp）

中央図書館
●ボードゲームで遊ぼう
時３月19日（日）午後２時～５時　※
入退場自由　対小学生以上

●＋
●調べる・伝える学習応援講座　
新聞となかよしになろう
時３月25日（土）午前10時15分～正午　
対小学生（１・２年生は保護者同伴）　
定先着20人　申３月５日（日）午前10
時から○☎か○直同館

●＋
●調べる・伝える学習応援講座　本
とインターネットで調べてみよう
時３月26日（日）午前10時15分～正午　
対小学生（１・２年生は保護者同伴）　
定先着15人　申３月５日（日）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）

●トヨタヴェルブリッツをみんな
で応援しよう　抽選2,000人を無料
ご招待

対象試合NTTジャパンラグビーリ
ーグワン　第13節　トヨタヴェルブ
リッツvs埼玉パナソニックワイルド
ナイツ　時３月25日（土）午後２時30
分　対市内在住の人（同行者は市外
在住でも可）　席種メインＡ指定席
かバックＡ指定席　申３月17日（金）
正午までに申込みフォーム。１人10
枚まで　※３月20日（月）にメールで
結果を通知。落選者にはお得な優待
販売の案内有り　問チケット購入に
関すること／トヨタヴェルブリッツ	
（○✉verblitz_fanclub@linkst.jp）、市民招
待に関することやそのほか／スポー	
ツ振興課（○☎34・6632、
Ⓕ32・9779、○✉sports@
city.toyota.aichi.jp）

●明治安田生命Ｊ１リーグ　第５
節　名古屋グランパスvsＦＣ東京

時３月18日（土）午後２時
●＋

●リバーサイドＭウオーク
時３月20日（月）午前６時30分
《共通》休館日スポーツプラザ／３月
18日（土）、25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）

●かーるくラシック♪お昼のコンサ
ート「カントキューブが贈る男の歌」
時３月10日（金）午前11時30分開演　
￥500円　※３歳以下入場不可

●＋
●市ジュニアオーケストラ　定期
演奏会

時３月26日（日）午後３時開演　￥1,0	
00円（大学生以下500円）　※３歳以
下入場不可

●＋
●小・中学生のための能・狂言鑑
賞会（狂言「蚊

かずもう

相撲」、半能「熊
くまさか

坂」）
時３月11日（土）午後１時30分～３時
30分　￥1,000円（小・中学生半額）、
親子ペア券1,000円

●＋
●やよい能（狂言「鏡

かがみおとこ

男」、能「半
はじとみ

蔀」）

時３月18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）

●＋
●市役所ロビーコンサート

時３月８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）

申込み

加納光於《風の	―	ルカ・パチオゥリに	Ⅲ》1987年　カ
ラーインタリオ、紙
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民芸館 とよた科学体験館 エコット

民芸館 民芸の森 とよた科学体験館 エコット

施
設

●「開運！なんでも鑑定団」鑑定士　
林
はやし

直
なおてる

輝氏による全国の郷土人形展
記念講演会「美しき郷土人形」
時３月11日（土）午後２時～３時30分　
定先着40人（当日○直会場）　申当日午
後１時から整理券配布　※開催中の
「全国の郷土人形」展の観覧券が必要

●＋
●全国の郷土人形展関連企画　三
河大浜土人形師の禰

ねぎた

宜田徹
とおる

氏によ
る「土人形絵付け実演」
時３月25日、４月29日の土曜日午前
10時～正午、午後１時～３時　※自
由見学
《共通》問民芸館（○☎45・4039、Ⓕ46・
2588、○✉mingeikan@city.toyota.aichi.jp）

民芸の森
●春の勘八峡桜ウイーク
時３月18日（土）～４月９日（日）　所
民芸の森（午前10時～午後３時30分）
／コーヒーセット販売、ミニランプ
シェード作り（午後３時まで）　民芸
館（午前10時～午後４時）／花見団子
販売、呈茶（勘桜亭　４月２日（日）
まで営業　※月曜日は休み）　平戸
橋いこいの広場（午前10時～午後３
時）／屋台販売（４月１日（土）・２
日（日）のみ）、夜桜ライトアップ（日
没～午後９時）　他期間中、勘八峡
ウオーキング開催（受付は民芸の森、
民芸館、平戸橋いこいの広場）。４月
１日（土）は桜まつりのため内容変更

●＋
●講演会「本多静雄さんの業績を
たどる（文化活動編）」
時３月25日（土）午後２時～３時　定
先着12人（当日○直会場）

●＋
●桜を観て歩こう（案内人有り）
時３月26日（日）午前10時～正午　※
雨天決行　所勘八峡　※集合は民芸
の森　定先着20人（当日○直会場）　￥
100円
《共通》問民芸の森（○☎46・0001、Ⓕ
46・0043、○✉mingeinomori@city.toyota.
aichi.jp）

●３月のプラネタリウム「宇宙交
響曲138億年をめぐる旅」ほ

か

時３月の毎週土・日曜日、祝日、28
日（火）～31日（金）の午前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

●＋
●サイエンスショー「うきうきシ
ョー～風のふしぎ～」
時３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

●＋
●大人のゆうゆう星めぐり
時３月16日（木）午後２時　定先着150
人　￥300円　他子どもの同伴不可

●＋
●サイエンスクラブ

時初級コース／①６月３日、７月８
日、９月９日、10月21日、12月２日、
来年１月13日の土曜日午前10時～正
午　②午後２時～４時　中級コース
／③６月17日、７月１日、９月16日、
10月７日、11月25日、12月16日の土
曜日午前10時～正午　対５回以上参
加できる市内在住の小学生（①②新
小学３・４年生、③新小学５・６年
生）　定①②③抽選24人　￥1,500円　
申４月11日（火）までに申込み共通事
項と参加コース・希望時間、学校名、
学年、性別を○往で同館
《共通》問とよた科学体験館（〒471・
0034、小坂本町１－25、○☎37・3007、
Ⓕ37・3012）

●堆
たいひ

肥講座
時４月８日（土）午前10時～11時30分　
対大人（子どもの同伴不可）　定先着
20人

●＋
●もった博士のかがく倶楽部～お
いしいべっこうあめの秘密～

時４月16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

●＋
●古布（カーテン生地）でマルチケ
ースを作ろう
時４月21日（金）午前10時～正午　対
大人（子どもの同伴不可）　定先着12
人　￥100円

●＋
●かんたんエコ手芸教室～母の日
プレゼント　端ぎれですてきなカ
ーネーションを作ろう～
時４月22日（土）午前９時30分～正午　
対小学生以上（小学生は保護者同伴）　
定先着12人　￥100円

●＋
●エコットシアター「台北カフェ・
ストーリー」
時４月23日（日）午前10時～正午、午
後１時30分～３時30分　対小学生以
上（小学生は保護者同伴）　定各先着
50人　￥中学生以上300円

●＋
●ポイ捨てごみゼロ大作戦～とよ
たの街をきれいにしよう～渡刈編
時４月30日（日）午前10時～正午　定
先着30人
《共通》申・問３月５日（日）午前10時
から○☎でエコット（○☎26・8058、Ⓕ
26・8068、○✉eco-t@eco-toyota.com）
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自然観察の森

自然観察の森

●クイズラリーで楽しく学ぼう！
自然観察（森の生き物観察）

時３月21日（火）午前10時30分～11時
30分　※雨天中止　対小学生以上　
定先着12人　申込み開始日３月11日
（土）

●＋
●春の生き物ウオークラリー
時３月21日（火）午後１時30分～２時
30分　※雨天中止　対小学生以上　
定先着12人　申込み開始日３月11日
（土）

●＋
●バスで行くラムサール条約湿地　
上高湿地観察会（シデコブシなど
の観察）
時３月24日（金）午前９時30分～正午　
※雨天中止　所上高湿地　※バスは
自然観察の森発着　定先着15人　￥
300円　申込み開始日３月14日（火）

●＋
●森のおはなし会「春がきた、春
がきた！」（絵本の読み聞かせ）

時４月１日（土）午後２時～３時　定
先着20人　申込み開始日３月22日
（水）

●＋
●親子向け自然体験講座　森あそ
び「草笛吹けるかな」
時４月２日（日）午前10時～正午　対
親子　定先着30人　￥３歳以上100円　
申込み開始日３月23日（木）
《共通》他小学４年生以下は保護者同
伴　申・問申込み開始日午前９時か
ら○☎で自然観察の森（○☎88・1310、	
Ⓕ88・1311、○✉toyota@wbsj.org）

●若年性認知症本人・家族会スマ
イル（交流・相談会な

ど）

時４月17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４月14日
（金）までに○☎、Ⓕか○✉で高齢福祉課
（○☎34・6984、Ⓕ34・6793、○✉korei-
fukushi@city.toyota.aichi.jp）
————————————————
●女性しごとテラスセミナー

▶「働く」に関わる支援制度とお金
時３月17日（金）午前10時30分～正午　
他託児有り（先着５人、500円、３月
８日（水）までに要予約）

●＋
▶働き方いろいろ　私に合う働き方
時４月28日（金）午前10時30分～正午　
他託児有り（先着５人、500円、４月
19日（水）までに要予約）
《共通》所女性しごとテラス　対市内
在住・在勤・在学・在活動中か市内
で就労希望の女性　定先着15人　他
オンライン参加も可（先着20人）。雇
用保険求職活動の実績として認定　
申・問３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）

●意思疎通支援者養成講座
▶点訳講座（講義・実習）
時５月10日～11月22日の隔週水曜日
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12人　申３月７日（火）午前９時か
ら○☎、Ⓕか○✉で身障協会

●＋
▶手話講座　入門・基礎講座
時５月９日～来年３月13日の①毎週
火曜日午後７時～８時45分　②毎週
水曜日午前10時～11時45分　所サン・
アビリティーズ豊田（西山町）　対市
内在住・在勤・在学で、手話を初め
て学ぶ人　定①②抽選20人　申４月
６日（木）までに申込み共通事項と希
望コース（①か②）、年齢、職業、フ
ァックス番号（ある場合）を○往で身障
協会

●＋
▶手話講座　レベルアップ講座
時５月13日～10月21日の毎週土曜日
午後７時～９時　所福祉センター　
対市内在住・在勤・在学の手話奉仕
員養成講習会修了者　定抽選20人　	
申４月６日（木）までに申込み共通事
項と年齢、職業、ファックス番号	
（ある場合）を○往で身障協会

●＋
▶要約筆記入門（手書きコース、パ
ソコンコース）
時５月13日～７月15日の毎週土曜日
午後２時～４時　所福祉センター　
対市内在住・在勤・在学の人　定先
着12人　※うちパソコンコースは最
大３人　他パソコンコースはWind
ows10以上のノートパソコンと電源
用延長コードを持参　申３月７日	
（火）午前９時から申込み共通事項と
希望コースを○☎、Ⓕか○✉で身障協会
《共通》￥テキスト代実費　問身障協
会（〒471・0062、西山町５－２－６、
○☎31・2941、Ⓕ33・0114、○✉toyotasi
sinsyokyokai@hm.aitai.ne.jp）
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学
び

催
し

●よくわかるワード基礎講座
時４月３日～５月15日の毎週月曜日
午後１時15分～４時　￥１万2,200円

●＋
●エクセル応用
時４月５日～19日の毎週水曜日午前
９時15分～正午　￥6,000円

●＋
●初心者ＯＫ！パソコン入門講座

時４月の毎週水曜日午後１時15分～
４時　￥7,000円

●＋
●Windows10基礎（初級編）
時４月の毎週木曜日午後１時15分～
４時　￥7,000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①４月７日、14日の金曜日　②10
日、17日の月曜日　※いずれも午前
９時30分～11時30分　￥①②5,500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３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）
————————————————
●こころの健康づくり講演会「男
性の更年期障害」（動画配信）
時３月６日（月）～13日（月）　※市○HP
から視聴　問保健部総務課（○☎34・
6956、Ⓕ31・6320、○✉ho	
ken-soumu@city.toyota.aichi.
jp）

●親の学習会（「怒りはなぜ起こる
のか」を考える）

時４月15日（土）午後１時30分～３時
30分　所青少年センター　対自立に
悩む15～39歳の人がいる家族、支援
に携わっている人　定先着30人　申・
問３月５日（日）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）
————————————————
●老犬セミナー（老犬の飼い方と
介護の仕方）

時４月22日（土）午後１時30分～３時
30分　所市動物愛護センター　対イ
ヌを飼養している市民　※イヌの同
伴不可　定抽選15人　申・問３月16
日（木）までに○☎、○✉、○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）
————————————————
●税理士などによる相続・相続税
無料相談会
時３月25日（土）午前10時10分～午後
０時50分　所とよた市民活動センタ
ー　申・問３月23日（木）までに○☎か
○✉であいち空き家修活相談センター	
トヨタリジェ（○☎050・3551・8611、
○✉ info@aas-toyota.com）

HP1045363

●「開運！なんでも鑑定団」でおな
じみ　澤

さわだ

田平
たいら

講演会
時３月26日（日）午前10時から　所市
民文化会館　定先着400人（当日○直会
場）　他武具鑑定・棒の手演技など
有り

●＋
●春休みこどもデー　春の喜楽亭
でわくわく体験をしよう！（貝あ
わせづくりのワークショップ、ク
イズラリーな

ど）

時３月25日（土）、26日（日）午前10時
～午後３時　所喜楽亭　対小学生　
《共通》問文化財課（○☎32・6561、Ⓕ
34・0095、○✉bunkazai@city.toyota.aichi.
jp）
————————————————
●平戸橋桜まつり2023・民俗芸能
祭（民芸体験、民俗芸能披露、写 
生大会な

ど）

時４月１日（土）午前９時45分～午後
３時　所平戸橋いこいの広場、民芸
館、民芸の森、平戸橋公園一帯　他
青木小学校臨時駐車場からシャトル
バス有り。写生大会は当日○直同広場
（画用紙配布有り）　問平戸橋いこい
の広場（○☎45・7977、Ⓕ45・7922、	
○✉ ikoi@hm10.aitai.ne.jp）
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●とよたガーデニングフェスタ2023

時４月29日（土）～５月１日（月）午前
10時～午後４時　所西山公園　
▶コンテナガーデンコンテスト作品募集
部門ハンギングバスケット部門、寄
せ植え部門　※規格は○HP　他展示は
４月29日（土）～５月１日（月）　申３
月１日（水）～31日（金）に申込書を○郵、
Ⓕ、○✉か○直とよたガーデニングフェ
スタ実行委員会　※申込書は同公園
で配布。とよたガーデニングフェス
タ実行委員会○HPからダウンロード可　

●＋
▶ゲストによるスペシャルトーク
時①井

いのうえ

上まゆ美
み

氏／４月29日（土）午
後１時30分　②三

みかみ

上真
まさし

史氏と天
あまの

野麻
ま

里
りえ

絵氏の対談／30日（日）午前11時　	
③三上真史氏／午後１時　④神

かみや

谷輝
てる

紀
き

氏／５月１日（月）午前11時　対18
歳以上の人　定①～④抽選30人　申
３月15日（水）～４月７日（金）に申込
み共通事項と希望講座を○☎か○✉でと
よたガーデニングフェスタ実行委員
会

●＋
▶オープンガーデン見学ツアー（市
内の個人庭見学）
時東南・東・西南の３コース／４月
29日（土）午前11時　北・南の２コー
ス／30日（日）午前11時　※各コース
の訪問宅は当日お知らせ　対18歳以
上の人　定５つのコース各抽選20人　
￥１人1,000円　申３月15日（水）～４
月７日（金）に申込み共通事項と希望
コースを○☎か○✉でとよたガーデニン
グフェスタ実行委員会　※申込者と
同行者１人まで申込み可
《共通》問とよたガーデニングフェス
タ実行委員会（〒471・0062、西山町
５－１、○☎31・2108、Ⓕ
33・8718、○✉ info@toyota-
hana-midori.net）

●スポーツ万能！キッズ教室（マ
ットやボールなどの運動）
時４月の毎週火曜日午後６時～６時
50分　対小学生　定先着20人　￥4,0	
00円　申３月14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（簡単な紙工
作）
時４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

●＋
●けやき茶房
時４月１日（土）、２日（日）、22日
（土）、23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
時①ヨーロピアンスタイル／４月６
日、20日の木曜日　②パリスタイル
／４月２日（日）　※いずれも午前10
時～11時　定各先着25人　￥①１回
3,000円　②5,000円　申３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４月８日（土）、９日（日）、22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３月11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）

●サクラのミニ盆栽教室

時３月25日（土）午前９時30分～11時
30分、午後１時～３時　定各先着16
人　￥3,000円　申込み開始日３月５
日（日）

●＋
●おうちでできるベーキング教室

（ウインナーパンづくり）

時３月26日（日）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1,800円　	
申込み開始日３月８日（水）

●＋
●初級ヒップホップ

時４月６日～６月１日の毎週木曜日
午後３時30分～４時30分　※５月４
日は休み　対年中～小学１年生　定
先着20人　￥5,200円　申込み開始日
３月７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○直高橋コミュニティセンター（○☎
80・4729、Ⓕ80・0068、○✉takacomu@
homex-co.com）

ホームページ
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催
し

●観桃会、桃の花ウオークほ
か

時３月26日（日）午前９時30分～午後
０時30分　所猿投北交流館周辺　問
猿投北交流館（○☎45・5480、Ⓕ45・
5612、○✉ph-sanagekita@city.toyota.aichi.
jp）
————————————————
●とよたＳＤＧｓフェスタ（ステ
ージイベントほ

か）
時３月25日（土）、26日（日）午前11時
～午後４時　所Ｔ－ＦＡＣＥ　問未
来都市推進課（○☎34・6982、Ⓕ34・
2192、○✉hybrid-city@city.toy
ota.aichi.jp）

————————————————
●ゆるゆるコーヒー教室（おいし
いコーヒーの淹

い

れ方）

時３月21日（火）午前10時30分～正午　
所高岡コミュニティセンター　定先
着16人　￥1,100円　持ち物コーヒー
カップと筆記用具　申込み開始日３
月７日（火）

●＋
●高岡茶席（抹茶）
時３月26日（日）午前10時～午後１時　
所六鹿会館　定先着30人　￥400円　
申込み開始日３月10日（金）　
《共通》申・問申込み開始日午前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）

●ひなキャラフォトラリー（５つ
のキャラクターを撮影して回る）
時３月１日（水）～４月３日（月）午前
９時～午後５時　所道の駅「どんぐ
りの里いなぶ」周辺～旧街道沿い　
他全キャラクターを撮影した人の中
から抽選で地元の特産品や商品券な
どのプレゼント有り　※当選者のみ
５月中旬頃に○はで連絡

●＋
●草木染め～びわの葉で赤っぽい
色に染めよう～

時３月21日（火）午前10時～午後３時　
定先着15人　￥2,750円　申３月５日
（日）午前９時から○☎でどんぐり工房

●＋
●雛

ひな

マルシェ（桶茶体験、甘酒ふ
るまい、飲食等のバザーほ

か）
時４月１日（土）、２日（日）午前10時
～午後３時　他一部有料ブース有り
《共通》問どんぐり工房（○☎83・3838、
Ⓕ82・3777、○✉dongrikb@hm10.aitai.ne.
jp）　※３月23日、30日を除く木曜日
は休館
————————————————
●足助春祭り（重

しげのりさい

範祭）

時試楽／４月１日（土）午後２時～５
時　本楽／２日（日）午前６時30分～
午後５時　所足助神社、足助の町並
み　問足助観光協会（○☎62・1272、	
Ⓕ62・0424、○✉kankou@asuke.info）

●食の学校「春を食す」（野草採り
と野草調理法勉強会）

時４月８日（土）午前10時～午後０時
30分　所三州足助屋敷薫

くんぷうてい

楓亭、香嵐
渓園地　他野草は持ち帰り可　定抽
選15人　￥2,000円　申・問３月20日
（月）までに○はで三州足助屋敷（〒444・
2424、足助町飯盛36、○☎62・1188、
Ⓕ62・1782、○✉yashiki@asuke.aitai.ne.
jp）
————————————————
●ほら貝　中・上級者講習会

時３月12日（日）午前10時～正午　定
先着12人　￥700円　申３月５日（日）
午前９時から○☎か○直猿投棒の手ふれ
あい広場

●＋
●猿投農林高校写真部・華道部、
広沢こども園作品展　旧暦で祝う
猿投の桃の節句
時３月21日（火）～４月２日（日）午前
９時～午後５時

●＋
●ふれあい卓球（シングルスマッ
チ、お楽しみゲームほ

か）

時３月23日（木）午後５時～７時　対
小学生以下　定先着15人　￥100円　
申３月９日（木）午前９時から○☎か○直
猿投棒の手ふれあい広場
《共通》所・問猿投棒の手ふれあい広
場（○☎45・7288、Ⓕ45・7290、○✉bo
note@homex-co.com）

ホームページ
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●こども国際クラブ（外国人との
交流な

ど）

時４月16日（日）～来年３月10日（日）
のうち８回程度午後２時～３時30分　	
所産業文化センター　対市内の新小
学４～６年生　定先着20人　￥5,000
円　申・問３月７日（火）午前10時か
ら申込書を○✉か○直ＴＩＡ（○☎33・59	
31、Ⓕ33・5950、○✉tia@hm.aitai.ne.jp）　
※申込書はＴＩＡ、各交流館で配布。
ＴＩＡ○HPからダウンロード可
————————————————
●豊田茶友会月例茶会

時３月12日（日）午前10時～午後３時　
所童子苑　席主小

こばやし

林宗
そうり

利（宗
そうへんりゅう

流）、
西
にしやま

山宗
そうこう

公（裏
うらせんけ

千家）　呈茶券1,000円
●＋

●市ジュニアマーチングバンド定
期演奏会

時３月19日（日）午後２時開演（午後
１時30分開場）　所市民文化会館　
他全席自由
《共通》問文化振興財団（○☎31・8804、
Ⓕ35・4801、○✉toyo-cul@hm2.aitai.ne.
jp）

●西部コミュニティセンターまつ
り（芸能発表、作品展示、小清水
ふれあい朝市ほ

か）

時３月12日（日）午前10時～午後３時　
所・問西部コミュニティセンター
（○☎36・3001、Ⓕ36・3002）
————————————————
●ロビー展　懐かしの「映像と視
聴覚機材」

時３月２日（木）～24日（金）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）
————————————————
●じゅわじゅわ健康講座（背筋を
鍛えて姿勢改善・水中運動）

時３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３月５日（日）午前10
時から○☎か○直豊田ほっとかん（○☎36・	
3000、Ⓕ36・3002、○✉toiawase@toyo	
ta-hotkan.jp）

●のぞいてみよう ze 春の田んぼ♪

時３月12日（日）午前９時30分～正午　
所トヨタの森　￥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
旧ホテルフォレスタＰ８駐車場　問
とよたネイチャーゲームの会（○☎53・
4335、○✉toyotanaturegame@gmail.com）
————————————————
●薪

まき

割りカフェ

時４月４日（火）午後１時～３時　対
18歳以上　定先着15人　￥300円　
他割った薪は持ち帰り可　申３月22
日（水）午前９時から申込み共通事項
と年齢を○✉でトヨタの森

●＋
●森歩きで二十四節気を楽しもう

（穀雨：春のドングリ観察）

時４月25日（火）午後１時～３時　定
先着20人　￥100円　申３月６日（月）
午前９時から○☎でトヨタの森
《共通》所・問トヨタの森（○☎58・27	
36、Ⓕ58・2855、○✉event@toyotanom
ori.jp）　他小学生以下保護者同伴
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催
し

●スポーツ協会から
▶１期テニス教室
時一般教室／４月～６月の①水曜日
午前９時15分～10時45分　②金曜日
午前９時15分～10時45分　③④金曜
日午後７時15分～８時45分　⑤土曜
日午前９時15分～10時45分　健康教
室／⑥４月～６月の土曜日午前９時
15分～10時45分　所①④柳川瀬公園　
②③加茂川公園　⑤⑥豊田地域文化
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36人　	
⑤⑥先着24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３月５日（日）午
前０時から市テニス協会○HP

●＋
▶バドミントン指導講習会
時４月１日（土）午後１時～５時　所
西部体育館　対市内在住・在勤・在
学の人　￥500円　申当日参加費を
添えて○直会場

●＋
▶春休みジュニアボウリング教室
時４月２日（日）～５日（水）午後４時
～５時20分　※集合は午後３時50分　
所美鳥里ボウル（元町）　対小・中学
生　定各先着20人　￥1,000円（当日
徴収）　申３月５日（日）午前９時か
ら○直美鳥里ボウル

●＋
▶市民総体テニス競技（シングルス）
時４月９日、16日の日曜日午前９時
30分から　申３月７日（火）までに市
テニス協会○HP	 （HP1022650）

●＋
▶市民総体バドミントン競技
時４月22日（土）午前９時～午後９時　
所スカイホール豊田	 （HP1022650）
《共通》問スカイホール豊田（○☎31・
0451、Ⓕ35・4773、○✉t-ta
ikyo@hm6.aitai.ne.jp）　

●市民活動団体から
▶がん治療体験者による相談会
時３月17日、４月21日の金曜日午前
11時～午後２時　所とよた市民活動
センター　問がんのピアサポート楽

らっく

みかわ（○☎090・9225・4141）
——————————

▶ボランティアが悩みなどを傾聴す
る「話せば楽になる処」傾聴カフェ

時３月18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

はっとり

部○☎080・5107・91	
35）

——————————
▶なつかしの昭和歌謡を一緒に歌い
ましょう

時３月25日（土）午後２時～３時　所
とよた市民活動センター　定先着30
人　￥100円　申・問３月５日（日）午
前８時から○☎か○✉でうた声シュシュ
（○☎090・4213・8554、○✉utagoe-syu	
syu@docomo.ne.jp）
————————————————
●包丁とぎ
時３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）

●市民春季俳句大会

時３月26日（日）午後０時30分（受付
は正午から）　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３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

いぐち

口○☎090・4448・10	
01）
————————————————
●西三河イベントだより
▶安城市　フラワーフェスティバル

時３月18日（土）～５月７日（日）　※
毎週火曜日休園、ただし３月21日、
28日、５月２日の火曜日は開園、３
月22日（水）は振替休園　所安城産業
文化公園デンパーク　問安城産業文
化公園デンパーク（○☎0566・92・71	
11）

——————————
▶岡崎市　桜まつり
時３月24日（金）～４月９日（日）　所
岡崎公園周辺　他特別渋滞対策を実
施（公共駐車場予約制導入、パーク
＆ライド実施）。詳細は岡崎市観光協
会○HP　問岡崎市観光推進
課（○☎0564・23・6211、Ⓕ
0564・23・6731）

ホームページ

ホームページ



＜ハンバーグ＞ 
ダイコン ……………… １本（約１キロ㌘）
合いびき肉 ……………………… 500㌘
卵（Ｍサイズ）…………………… ２個
パン粉 …………………………… 50㌘
塩コショウ ……………………… 10㌘

＜ハンバーグソース＞
ダイコンの絞り汁 ……………… 100㏄
ポン酢 …………………………… 100㏄
顆粒だし …………………………… ３㌘ 

森瀬　仁

足助町蔵ノ前16
☎62・1253
定休日／木曜日
営業時間／午前11時～午後
３時（L.O午後２時30分）、
午後６時～９時（L.O午後
８時30分）

もりせ

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

鬼おろしのハンバーグ

　ダイコンは部位によって味
が変わり、上部は甘く、下部
は辛みが強い特徴があります。
市内全域で栽培されており、
スーパーのほか直売所などで
購入することができます。

ダイコン

（４～５人分）

1ダイコンの皮をむき、鬼おろし器（フードプロセッサーでも可）ですりおろす
2すりおろしたダイコンをしっかりと絞り、ボウルに入れる（絞り汁は残しておく）
3ダイコンの絞り汁、ポン酢、顆粒だしを混ぜ合わせハンバーグソースを作る
42に合いびき肉、卵、パン粉、塩コショウを加えてこね、成形したら空気を抜く
5中火で熱したフライパンに油をひき、4を焼く
6両面に焼き色が付いたら、蓋をして中火で10分程蒸し焼きにする
7ハンバーグを時々返し中まで火が通ったら、お皿に盛り付けて3をかけ完成♪

ひとし

参州楼

©ＪＡグループとれたて大百科

さんしゅうろう

元城町

とよたエコフルタウン
もとしろ

平成16年結成。会員数16人。
会のホームページでは活動
情報を随
時発信し
ています。

とよた下町
　おかみさん会

輝く市民の活躍を紹介！

のごみを拾う「クリーンアップ活動」は結成当初から続けているものです。タ
バコの吸殻の多さに着目し、毎月吸殻の増減を調べるとともに、携帯灰皿を
配布するなどの活動もしています。「まちを訪れた人に、気持ちよく過ごして
もらいたい。コロナ禍で活動の幅は狭まりましたが、その思いは変わらず、
自分たちにできるおもてなしを続けています。」と語る会長の山内さん。これ
からも、おかみさんたちの心意気が気持ちのよいまちをつくっていきます。

　「とよた下町おかみさん会」は、平成17年開催の
愛・地球博をきっかけに、まちなかへの来訪者に
おもてなしをしようと、商業者の「おかみさん」が
結成した団体です。豊田らしさと下町の「まちづ
かい」を考え、まちづくりに貢献するというのが
会の理念。活動は多岐にわたり、豊田マラソン大
会の際には「おもてなしるこ」と題してお汁粉を来
場者に振る舞ったり、ラグビーワールドカップ2019TMの開催時には、会員どうしで
英会話を学ぶ活動を始めたりしました。また、会の中心的な活動として、まちなか

まちを訪れた人に
気持ちよく過ごしてもらいたい

映像はこちら会ホームページ

先進的な電動モビリティを体験 （上）水素ステーション
予約制で、様々な電動モビリティを体験
することができます

（下）地産地消ハウス「ほがらかふぇ」
地元農産物を使った食事を味わえます

（上）デジタル地球儀「さわれる地球」
（下）スマートハウス

映像はこちら

C＋walk T（シーウオークティー）

⇦バーチャル映像
　とよたエコフルタウンの
　パビリオンをのぞいてみよう！

ミ
ラ
イ
の
フ
ツ
ー
を

見
つ
け
に
行
こ
う

■所在地　〒471・0024 元城町３－11
■営業時間　
　午前９時～午後５時
■休館日　
　月曜日（祝日の場合は営業）、12月28日～
　１月４日　
■アクセス　
　東名高速「豊田ＩＣ」から約15分
■駐車場　有り
■問合せ　☎77・5669

　今回は、未来の豊かな暮らしに向けた取組や先進技術を見て・触れて・学ぶ
ことができる施設「とよたエコフルタウン」を紹介します。
　「とよた ecoful town」の文字が目印の「パビリオン」内では、タブレットで
50年後の豊田市をのぞく「とよたタイムトリップ」の体験ができたり、デジタル
地球儀「さわれる地球」を自分の手で触りながら、地球温暖化や世界各地の雲の
動きなどをモニター越しに知ることができたりします。そのほか、敷地内には
エネルギーを賢く使う暮らしが体験できる「スマートハウス」や燃料電池自動車
への水素充填を行う「水素ステーション」などもあります。
　また、予約制で施設職員が案内するガイドツアーやC+walk Tをはじめとし
た電動モビリティ体験が楽しめますよ。
　この機会に“ミライのフツー”を体感できる「とよたエコフルタウン」を訪れて
みてはいかがでしょうか。

シーウオークティー

24
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ことができる施設「とよたエコフルタウン」を紹介します。
　「とよた ecoful town」の文字が目印の「パビリオン」内では、タブレットで
50年後の豊田市をのぞく「とよたタイムトリップ」の体験ができたり、デジタル
地球儀「さわれる地球」を自分の手で触りながら、地球温暖化や世界各地の雲の
動きなどをモニター越しに知ることができたりします。そのほか、敷地内には
エネルギーを賢く使う暮らしが体験できる「スマートハウス」や燃料電池自動車
への水素充填を行う「水素ステーション」などもあります。
　また、予約制で施設職員が案内するガイドツアーやC+walk Tをはじめとし
た電動モビリティ体験が楽しめますよ。
　この機会に“ミライのフツー”を体感できる「とよたエコフルタウン」を訪れて
みてはいかがでしょうか。

シーウオークティー
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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～午後
５時

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

★５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

リズムで遊ぼう（１歳）
小麦粉粘土を作って遊ぼう（２歳以上）
０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
こどもの日の飾りを作ろう
４月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）

★26日水
   午前９時30分～11時

わらべうたで音遊び（～12か月/１歳１か月～）
みんな集まれ！一緒にあそぼう in とよしば
親子リトミック（１歳１か月～２歳０か月）
親子で遊ぼう　こいのぼりを作ろう（２歳以上）
４月生まれのたんじょう会（１歳）
４月生まれのたんじょう会（２歳以上）

★３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３月６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）

４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、人数制限をしています。ご了承ください。

ゆうゆう広場（１歳０か月～１歳７か月）
４月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
しゃぼん玉で遊ぼう（２歳以上）
紙芝居ひろば
絵本ひろば

親子リトミック（６か月以上）

こいのぼりを作ろう

親子ふれあいわらべうた遊び（１歳以上）
こいのぼりを作ろう

こいのぼりを作ろう（２歳以上）

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）。

★  25日火午前10時15分～11時

★  20日木午前９時15分～11時15分

★  ７日金午前10時～/午前11時～
★  12日水午前10時～/午前11時～
★  13日木午後１時30分～２時30分
★  19日水午前10時～/午前11時～
★  24日月午前９時30分～/午前11時～

★  ６日木午前10時30分～/午前11時20分～
★  16日日午前10時30分～11時10分
★  19日水午前10時30分～/午前11時20分～
★  24日月午前10時30分～11時30分
★  27日木午前10時30分～11時30分
★  27日木午後１時30分～２時30分
★  ４日火午前10時～10時30分
★  19日水午前10時～/午前11時～（２回開催）
★  21日金午前10時～11時
　  25日火午前10時～10時20分
　  26日水午前10時～10時20分

★  20日木午前10時～10時45分
★  24日月・25日火午前10時～10時45分

★10日月
   午前９時30分～11時30分

★  25日火午前10時～11時

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

絵本のおじさんがやってきた
こいのぼりを作ろう
親子で楽しむわらべうた遊び（５か月以上）

★  17日月午前10時～11時
★  21日金午前10時～11時
★  25日火午前10時～11時

わらべうたで遊ぼう
親子遊び

★  18日火午前10時～11時
★  25日火午前10時～11時

こいのぼりを作ろう（１歳以上）
こいのぼりを作ろう（１歳以上）

★  27日木午前10時～11時15分
★  28日金午前10時～11時15分

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳７か月以上）★  25日火午前10時～11時

ほり  かこう
堀 佳紅さん 紗寧ちゃん

すずね

講
座
の
様
子

利
用
マ
マ
V
O
I
C
E

地域子育て支援センター【飯野】

講
座講座 心肺蘇生・ＡＥＤ操作について学ぶ

２回
開催

　この講座では、消防本部職員から、
子どもに対しての心肺蘇生やＡＥＤ
使用の方法を学びます。胸の真ん中
を指や手のひらで圧迫すること、Ａ
ＥＤの音声指示を冷静に聞き操作す
ることなど、大切な知識を身に付け
た上で人形を使い演習を行います。

以前、講座に参加した後、
実践する場面に遭遇しま
した。再び学びたいと思
い、今回も参加しました。

★27日木
   午前９時30分～11時30分

★19日水
   午前９時30分～11時

リズム・手遊びで遊ぼう（２歳以上）
こいのぼりを作ろう

★  19日水午前10時～11時
★  27日木午前９時15分～11時30分

★24日月
   午前９時30分～11時

親子ふれあい遊び（２歳以上）
こいのぼりを作ろう（２歳以上）

★  12日水午前10時～11時
★  26日水午前９時15分～11時30分

★20日木
   午前９時30分～11時

どれだけ大きくなったかな（身体測定・育児相談）（６か月以上）★  27日木午前10時～11時

こいのぼりを作ろう★  25日火午前10時～11時

こいのぼりを作ろう（６か月以上）★  26日水午前10時～11時

稲武・大草・大沼・杉本
４月から、健康相談・身体計測は
行いません

稲武・大草・大沼・杉本
４月から、健康相談・身体計測は
行いません

２回
開催

学　び

とき／４月14日（金）午前11時～午後０時30分
ところ／中央図書館　
対象／市内在住の成人
定員／先着12人　
参加費／100円
申込み・問合せ／３月６日（月）午前10時から電話でとよ
たシニアアカデミー（☎36・6363、FAX34・0015、✉t-saj@
hm.aitai.ne.jp）

はじめの一歩講座
「中央図書館バックヤードツアー」

学　び

とき／３月11日（土）午前10時30分～正午
内容／高齢者が楽しめる手軽な体操、寝たきり予防対策
についての講話

健康講演会
「手軽な体操で動けるカラダ作り」

いずれもところは豊寿園（当日直接会場）。対象は市内
在住の60歳以上。問合せは豊寿園（☎27・2200、FAX
28・7343）

催　し

とき／３月29日（水）午後１時30分～２時15分
出演／原小百合（ピアノ）、國場きくよ（声楽）

春の音楽会♪「懐かしい風景」

福祉総合相談課（☎34・6791、FAX33・2940、✉fukushi-sodan@city.toyota.aichi.jp）問合せコ ラ ム

「成年後見制度」　ひとりで決めることが不安になっても安心して暮らすために

ホームページ

　この制度の利用により成年後見人に手伝ってもらえる内容は様々です（認知症や障がい
の程度、自身の希望を基に家庭裁判所が決めます）。例えば、以下の内容があります。

成年後見制度とは

成年後見制度の利用

　高齢になって、身の回りのことを自分ひとりで決めたり管理したりすることに
不安を感じることはありませんか。また、そういったことに不安を
感じている人が周りにいませんか。

◆医療や福祉サービスの内容、手続の仕方が難しくて分からない
　⇒成年後見人が、分かりやすく説明してくれたり、手続を手伝ってくれたりします
◆よく分からないまま物を買わされそうになる
　⇒成年後見人が、買うことがふさわしいか一緒に判断してくれます
◆物忘れが多くて、どんなことにお金を使ったか分からなくなる
　⇒成年後見人が、保険料や税金の支払いを手伝ってくれたり、
　　残高に見合ったお金の使い方を一緒に考えてくれたりします

成年後見制度についてもっと詳しく知りたい人はこちらへ
成年後見支援センター（錦町１－１－１、☎63・5566、FAX33・2346）

　もしも今後、認知症になるなどして、日常生活で必要な手続や管理が難しくなったときに、
家庭裁判所が選ぶ人に手伝ってもらう制度があります。これが「成年後見制度」です。
　また、成年後見制度で、あなたの気持ちを確かめながら手伝ってくれる人を「成年後見人」
といい、家族や親戚のほか、法律や福祉の専門家などの中から選ばれます。

はら　  さゆり くに  ば
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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～午後
５時

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

★５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

リズムで遊ぼう（１歳）
小麦粉粘土を作って遊ぼう（２歳以上）
０歳集まれ！遊ぼう話そう（第１子で３～11か月）
こどもの日の飾りを作ろう
４月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）

★26日水
   午前９時30分～11時

わらべうたで音遊び（～12か月/１歳１か月～）
みんな集まれ！一緒にあそぼう in とよしば
親子リトミック（１歳１か月～２歳０か月）
親子で遊ぼう　こいのぼりを作ろう（２歳以上）
４月生まれのたんじょう会（１歳）
４月生まれのたんじょう会（２歳以上）

★３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３月６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）

４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、人数制限をしています。ご了承ください。

ゆうゆう広場（１歳０か月～１歳７か月）
４月生まれのたんじょう会（１歳/２歳以上）
しゃぼん玉で遊ぼう（２歳以上）
紙芝居ひろば
絵本ひろば

親子リトミック（６か月以上）

こいのぼりを作ろう

親子ふれあいわらべうた遊び（１歳以上）
こいのぼりを作ろう

こいのぼりを作ろう（２歳以上）

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）。

★  25日火午前10時15分～11時

★  20日木午前９時15分～11時15分

★  ７日金午前10時～/午前11時～
★  12日水午前10時～/午前11時～
★  13日木午後１時30分～２時30分
★  19日水午前10時～/午前11時～
★  24日月午前９時30分～/午前11時～

★  ６日木午前10時30分～/午前11時20分～
★  16日日午前10時30分～11時10分
★  19日水午前10時30分～/午前11時20分～
★  24日月午前10時30分～11時30分
★  27日木午前10時30分～11時30分
★  27日木午後１時30分～２時30分
★  ４日火午前10時～10時30分
★  19日水午前10時～/午前11時～（２回開催）
★  21日金午前10時～11時
　  25日火午前10時～10時20分
　  26日水午前10時～10時20分

★  20日木午前10時～10時45分
★  24日月・25日火午前10時～10時45分

★10日月
   午前９時30分～11時30分

★  25日火午前10時～11時

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

絵本のおじさんがやってきた
こいのぼりを作ろう
親子で楽しむわらべうた遊び（５か月以上）

★  17日月午前10時～11時
★  21日金午前10時～11時
★  25日火午前10時～11時

わらべうたで遊ぼう
親子遊び

★  18日火午前10時～11時
★  25日火午前10時～11時

こいのぼりを作ろう（１歳以上）
こいのぼりを作ろう（１歳以上）

★  27日木午前10時～11時15分
★  28日金午前10時～11時15分

管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳７か月以上）★  25日火午前10時～11時

ほり  かこう
堀 佳紅さん 紗寧ちゃん

すずね

講
座
の
様
子

利
用
マ
マ
V
O
I
C
E

地域子育て支援センター【飯野】

講
座講座 心肺蘇生・ＡＥＤ操作について学ぶ

２回
開催

　この講座では、消防本部職員から、
子どもに対しての心肺蘇生やＡＥＤ
使用の方法を学びます。胸の真ん中
を指や手のひらで圧迫すること、Ａ
ＥＤの音声指示を冷静に聞き操作す
ることなど、大切な知識を身に付け
た上で人形を使い演習を行います。

以前、講座に参加した後、
実践する場面に遭遇しま
した。再び学びたいと思
い、今回も参加しました。

★27日木
   午前９時30分～11時30分

★19日水
   午前９時30分～11時

リズム・手遊びで遊ぼう（２歳以上）
こいのぼりを作ろう

★  19日水午前10時～11時
★  27日木午前９時15分～11時30分

★24日月
   午前９時30分～11時

親子ふれあい遊び（２歳以上）
こいのぼりを作ろう（２歳以上）

★  12日水午前10時～11時
★  26日水午前９時15分～11時30分

★20日木
   午前９時30分～11時

どれだけ大きくなったかな（身体測定・育児相談）（６か月以上）★  27日木午前10時～11時

こいのぼりを作ろう★  25日火午前10時～11時

こいのぼりを作ろう（６か月以上）★  26日水午前10時～11時

稲武・大草・大沼・杉本
４月から、健康相談・身体計測は
行いません

稲武・大草・大沼・杉本
４月から、健康相談・身体計測は
行いません

２回
開催

学　び

とき／４月14日（金）午前11時～午後０時30分
ところ／中央図書館　
対象／市内在住の成人
定員／先着12人　
参加費／100円
申込み・問合せ／３月６日（月）午前10時から電話でとよ
たシニアアカデミー（☎36・6363、FAX34・0015、✉t-saj@
hm.aitai.ne.jp）

はじめの一歩講座
「中央図書館バックヤードツアー」

学　び

とき／３月11日（土）午前10時30分～正午
内容／高齢者が楽しめる手軽な体操、寝たきり予防対策
についての講話

健康講演会
「手軽な体操で動けるカラダ作り」

いずれもところは豊寿園（当日直接会場）。対象は市内
在住の60歳以上。問合せは豊寿園（☎27・2200、FAX
28・7343）

催　し

とき／３月29日（水）午後１時30分～２時15分
出演／原小百合（ピアノ）、國場きくよ（声楽）

春の音楽会♪「懐かしい風景」

福祉総合相談課（☎34・6791、FAX33・2940、✉fukushi-sodan@city.toyota.aichi.jp）問合せコ ラ ム

「成年後見制度」　ひとりで決めることが不安になっても安心して暮らすために

ホームページ

　この制度の利用により成年後見人に手伝ってもらえる内容は様々です（認知症や障がい
の程度、自身の希望を基に家庭裁判所が決めます）。例えば、以下の内容があります。

成年後見制度とは

成年後見制度の利用

　高齢になって、身の回りのことを自分ひとりで決めたり管理したりすることに
不安を感じることはありませんか。また、そういったことに不安を
感じている人が周りにいませんか。

◆医療や福祉サービスの内容、手続の仕方が難しくて分からない
　⇒成年後見人が、分かりやすく説明してくれたり、手続を手伝ってくれたりします
◆よく分からないまま物を買わされそうになる
　⇒成年後見人が、買うことがふさわしいか一緒に判断してくれます
◆物忘れが多くて、どんなことにお金を使ったか分からなくなる
　⇒成年後見人が、保険料や税金の支払いを手伝ってくれたり、
　　残高に見合ったお金の使い方を一緒に考えてくれたりします

成年後見制度についてもっと詳しく知りたい人はこちらへ
成年後見支援センター（錦町１－１－１、☎63・5566、FAX33・2346）

　もしも今後、認知症になるなどして、日常生活で必要な手続や管理が難しくなったときに、
家庭裁判所が選ぶ人に手伝ってもらう制度があります。これが「成年後見制度」です。
　また、成年後見制度で、あなたの気持ちを確かめながら手伝ってくれる人を「成年後見人」
といい、家族や親戚のほか、法律や福祉の専門家などの中から選ばれます。

はら　  さゆり くに  ば
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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／３月22日（水）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／３月27日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和４年３月～５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／３月６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）

エコキッズスペース　～エコット周辺のお散歩に行こう～
とき／４月13日（木）午前10時～11時30分
ところ／エコット　対象／未就園児と保護者
定員／先着15組
申込み・問合せ／３月５日（日）午前10時から電話でエ
コット（☎26・8058、FAX26・8068、✉eco-t@eco-toyota.
com）

とき／４月22日（土）午前９時30分～11時40分、午後１
時30分～３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、保健師による講話な

ど

定員／各先着30組

パパママ教室～１stマタニティ～

親子教室
とき／４月５日～６月14日の毎週水曜日午前10時15
分～11時　※５月３日は休み
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25組　参加費／5,000円（初回徴収）
申込み／３月26日（日）午前10時15分からスポーツ協
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／３月24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／３月10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／４月19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／900円
申込み・問合せ／３月15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）

［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

・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　（３）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【Ａ 窓口申請】の申請場所で配布。市ホームページからダウンロード可。　書類不備の場合は受付不可

【Ｂ 郵送申請】入園希望月の前々月15日（ただし、15日が土・日曜日の場合は翌開庁日） ～
前々月最終開庁日（必着）に保育課　

（〒471・8501、住所記入不要、「○月入園申込み」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】入園希望月の前々月15日（ただし、15日が土・日曜日の場合は翌開庁日） ～
前々月最終開庁日午前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

(１)【Ａ 窓口申請】と【Ｂ 郵送申請】の重複申込み不可
(２)受付時に空きがない場合も申請可
(３)入園希望児の学齢（※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」に掲載する
(２)受入可能数を超えたことにより入園を受け付けられない場合は、保育の必要度が高い順に待機とする
(３)入園内定通知は受入可能月の前月15日頃に保育課から発送する

ア 就労（月60時間以上の労働が必要）
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 求職活動　ク 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

令和５年度　こども園等年度途中入園の受付をします
申込み方法

HP1016131

HP1016126

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）
問合せ　保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

注意

【Ａ 窓口申請】【Ｂ 郵送申請】

ＡかＢ
どちらか
の方法で

申請

入園希望月の前々月15日（ただし、15日が土・日曜日の場合は翌開庁日） ～前々月最終開庁日
※先着順ではありません

申込み期間

と よ た 子 育 て 便 り

子育ての合間に利用できます！「豊田市電子図書館」

このようなときにも便利です！
▶図書館に行く時間はとれないが、息抜きに本を読みたい
▶家や外出先で子どもを遊ばせている合間に本を読みたい
▶家事をする間、子どもに絵本を見せておきたい

利用者の声　子どもがいると図書館の滞在時間を長くとれ
ませんが、電子図書館だと自分のペースで本を選べます！

▲利用はこちらから

　「豊田市電子図書館」は、
インターネットに接続した
パソコンやスマートフォン、
タブレットで、約1,450点の
本を選んで読むことができ
ます。
※借りられる期間は２週
　間。同時に２点まで

中央図書館（☎32・0717、FAX32・4343）問合せ

「おうちすし 電子版 簡単なの
に、おしゃれで、可愛い」
野本 やすゆき 著（世界文化社）

「魔法のマタニティヨガ 電子版 
産前・産後の不調がみるみる整う」
B-LIFE 著（世界文化社）

「おばけの花見」
内田 麟太郎 作／山本 孝 絵

（岩崎書店）

電子図書館電子図書館
※画面はイメージ

親子むし歯予防教室
はじめての歯みがき教室

とき／４月20日（木）午前10時30分～11時30分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／市内在住で６～11か月の子と保護者
定員／先着20組
申込み／３月８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）

親子リトミック教室
とき／４月～11月の第２・４木曜日午前10時30分～11
時15分
ところ／藤岡ふれあいの館
対象／６か月以上の未就園児と保護者
定員／各先着15組　参加費／600円
申込み・問合せ／３月９日（木）午前９時から電話か直
接藤岡ふれあいの館（☎75・2105、FAX75・2106、✉
fujioka-fureai@homex-co.com）
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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／３月22日（水）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／３月27日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和４年３月～５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／３月６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）

エコキッズスペース　～エコット周辺のお散歩に行こう～
とき／４月13日（木）午前10時～11時30分
ところ／エコット　対象／未就園児と保護者
定員／先着15組
申込み・問合せ／３月５日（日）午前10時から電話でエ
コット（☎26・8058、FAX26・8068、✉eco-t@eco-toyota.
com）

とき／４月22日（土）午前９時30分～11時40分、午後１
時30分～３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、保健師による講話な

ど

定員／各先着30組

パパママ教室～１stマタニティ～

親子教室
とき／４月５日～６月14日の毎週水曜日午前10時15
分～11時　※５月３日は休み
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25組　参加費／5,000円（初回徴収）
申込み／３月26日（日）午前10時15分からスポーツ協
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／３月24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／３月10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／４月19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／900円
申込み・問合せ／３月15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）

［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

・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　（３）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【Ａ 窓口申請】の申請場所で配布。市ホームページからダウンロード可。　書類不備の場合は受付不可

【Ｂ 郵送申請】入園希望月の前々月15日（ただし、15日が土・日曜日の場合は翌開庁日） ～
前々月最終開庁日（必着）に保育課　

（〒471・8501、住所記入不要、「○月入園申込み」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】入園希望月の前々月15日（ただし、15日が土・日曜日の場合は翌開庁日） ～
前々月最終開庁日午前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

(１)【Ａ 窓口申請】と【Ｂ 郵送申請】の重複申込み不可
(２)受付時に空きがない場合も申請可
(３)入園希望児の学齢（※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」に掲載する
(２)受入可能数を超えたことにより入園を受け付けられない場合は、保育の必要度が高い順に待機とする
(３)入園内定通知は受入可能月の前月15日頃に保育課から発送する

ア 就労（月60時間以上の労働が必要）
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 求職活動　ク 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

令和５年度　こども園等年度途中入園の受付をします
申込み方法

HP1016131

HP1016126

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）
問合せ　保育課（☎34・6809、FAX32・2088、✉hoiku@city.toyota.aichi.jp）

注意

【Ａ 窓口申請】【Ｂ 郵送申請】

ＡかＢ
どちらか
の方法で

申請

入園希望月の前々月15日（ただし、15日が土・日曜日の場合は翌開庁日） ～前々月最終開庁日
※先着順ではありません

申込み期間

と よ た 子 育 て 便 り

子育ての合間に利用できます！「豊田市電子図書館」

このようなときにも便利です！
▶図書館に行く時間はとれないが、息抜きに本を読みたい
▶家や外出先で子どもを遊ばせている合間に本を読みたい
▶家事をする間、子どもに絵本を見せておきたい

利用者の声　子どもがいると図書館の滞在時間を長くとれ
ませんが、電子図書館だと自分のペースで本を選べます！

▲利用はこちらから

　「豊田市電子図書館」は、
インターネットに接続した
パソコンやスマートフォン、
タブレットで、約1,450点の
本を選んで読むことができ
ます。
※借りられる期間は２週
　間。同時に２点まで

中央図書館（☎32・0717、FAX32・4343）問合せ

「おうちすし 電子版 簡単なの
に、おしゃれで、可愛い」
野本 やすゆき 著（世界文化社）

「魔法のマタニティヨガ 電子版 
産前・産後の不調がみるみる整う」
B-LIFE 著（世界文化社）

「おばけの花見」
内田 麟太郎 作／山本 孝 絵

（岩崎書店）

電子図書館電子図書館
※画面はイメージ

親子むし歯予防教室
はじめての歯みがき教室

とき／４月20日（木）午前10時30分～11時30分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／市内在住で６～11か月の子と保護者
定員／先着20組
申込み／３月８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）

親子リトミック教室
とき／４月～11月の第２・４木曜日午前10時30分～11
時15分
ところ／藤岡ふれあいの館
対象／６か月以上の未就園児と保護者
定員／各先着15組　参加費／600円
申込み・問合せ／３月９日（木）午前９時から電話か直
接藤岡ふれあいの館（☎75・2105、FAX75・2106、✉
fujioka-fureai@homex-co.com）

29広 報 と よ た 令和５年３月号



▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

相談内容（相談員）４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

３月分の税金・料金
［納期限］３月31日（金） 10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
（２月１日時点）

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

生活習慣病予防などに関する相談

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

カウンセリング〈女性対象〉

内職相談

HP1003529

第１～４火・水・木・金曜日午後１時30分～４時
30分
毎週月曜日午後１時～４時、毎週金曜日午前９
時～正午

20日（木）午前9時30分～正午

12日(水）午後１時30分～３時30分

10日（月）午後１時30分～３時

11日、25日の火曜日午前10時～正午

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 ３
月８日（水）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 女性しごとテラス（☎41・7555）
申 ３月５日（日）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　

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

11日（火）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

※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３月20日（月）、そのほか
は３月６日（月）午前８時30分から同課
※「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

※各相談、外国語での対応可。対応言
　語、対応時間はお問い合わせくださ
　い

５日（水）、８日（土）、12日（水）、16日（日）、29日
（土）午後２時～４時50分

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

11日（火）午後１時30分～４時30分

7日、21日の金曜日午後１時30分～３時30分

６日、13日、27日の木曜日午前9時30分～正午

11日、25日の火曜日午前10時～正午

第２・４金曜日午後６時～８時

毎週木曜日午前10時～正午、午後１時～３時

国民健康保険税

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 ３月22日（水）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）

12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）

11日、25日の火曜日午後１時30分～３時
５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

26日（水）午後１時30分～３時40分弁護士

こども相談（臨床心理士による
子どもの発達相談） 24日（月）午前９時30分～正午

所 保健センター　申・問 ４月３日（月）午前
９時30分から子ども家庭課（☎34・6636）

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

３／５（日）

12（日）

19（日）

21（火）

26（日）

☎25・0377

浄水町

宮　町

ひので整形外科

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）☎31・2525いながき整形外科

上郷整形外科・リハビリテーション科

日之出町 ☎36・5511

☎43・3688

☎28・3691

むつおクリニック

さくら病院

和会町

豊栄町

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

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

216,824　

税務（税理士） 12日、26日の水曜日午前９時～正午

所・問  就労支援室（☎31・1330）申 ３
月５日（日）午前10時から同所

200,241　 417,065
183,938　
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▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

相談内容（相談員）４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

３月分の税金・料金
［納期限］３月31日（金） 10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
（２月１日時点）

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

生活習慣病予防などに関する相談

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

カウンセリング〈女性対象〉

内職相談

HP1003529

第１～４火・水・木・金曜日午後１時30分～４時
30分
毎週月曜日午後１時～４時、毎週金曜日午前９
時～正午

20日（木）午前9時30分～正午

12日(水）午後１時30分～３時30分

10日（月）午後１時30分～３時

11日、25日の火曜日午前10時～正午

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 ３
月８日（水）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 女性しごとテラス（☎41・7555）
申 ３月５日（日）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　

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

11日（火）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

※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３月20日（月）、そのほか
は３月６日（月）午前８時30分から同課
※「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

※各相談、外国語での対応可。対応言
　語、対応時間はお問い合わせくださ
　い

５日（水）、８日（土）、12日（水）、16日（日）、29日
（土）午後２時～４時50分

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

11日（火）午後１時30分～４時30分

7日、21日の金曜日午後１時30分～３時30分

６日、13日、27日の木曜日午前9時30分～正午

11日、25日の火曜日午前10時～正午

第２・４金曜日午後６時～８時

毎週木曜日午前10時～正午、午後１時～３時

国民健康保険税

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 ３月22日（水）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）

12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）

11日、25日の火曜日午後１時30分～３時
５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

26日（水）午後１時30分～３時40分弁護士

こども相談（臨床心理士による
子どもの発達相談） 24日（月）午前９時30分～正午

所 保健センター　申・問 ４月３日（月）午前
９時30分から子ども家庭課（☎34・6636）

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

３／５（日）

12（日）

19（日）

21（火）

26（日）

☎25・0377

浄水町

宮　町

ひので整形外科

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）☎31・2525いながき整形外科

上郷整形外科・リハビリテーション科

日之出町 ☎36・5511

☎43・3688

☎28・3691

むつおクリニック

さくら病院

和会町

豊栄町

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

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

216,824　

税務（税理士） 12日、26日の水曜日午前９時～正午

所・問  就労支援室（☎31・1330）申 ３
月５日（日）午前10時から同所

200,241　 417,065
183,938　
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小田木人形浄瑠璃

綾渡の夜念仏と盆踊

小原歌舞伎
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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。

KODOMOEN Midterm Enrollment for SY 2023　（Ｐ29）

Creches: Matrículas para o decorrer do ano letivo 2023　（Ｐ29）

Revision of the Waste Disposal Fee  （Ｐ14）

Revisão das tarifas de coleta e processamento de lixo　（Ｐ14）

City Hall Will Be Open Special Hours on March 25, April 9 and 22　（Ｐ11）
Atendimento extraordinário da Prefeitura nos dias 25 de março, 9 e 22 de abril　（Ｐ11）

日本語　English　português　español　中文（繁体字、簡体字）　Tiếng Việt　Indonesian　한국어　ไทย

対 応 言 語

音声読み上げ＆文字サイズ調整可

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！

A v a i l a b l e  l a n g u a g e s

You can read this Newsletter on your smartphone or
tablet.
With voice aloud reader and adjustable text size.

令和５年３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

広
報
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夕方５時、綾渡の夜念仏と盆踊の取材のため事務室を出る。香嵐渓を

過ぎ、クルマで山道を走る。辺りは暗く、道路は雪道。いつ動物たち

と遭遇するかも分からない。そうして着いた取材先。保存会の会長は

「無事来れたか（笑）」と温かく迎えてくれた。嬉しかった。　　（A）


