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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
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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
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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

）（
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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
ッ
ク
ア
ッ
プ

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



［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３月号

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

豊南中

「水源平和」バス停（おいでんバス）
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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）
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