
公民館サークル
同じ趣味を持つ仲間と楽しく活動しているサークルを紹介します。いきいきたのしい毎日を送りましょう！

参加をお待ちしています。他にもたくさんのサークルが活動しています。P20～21をご覧ください。

豊明市

集い、学び、感動体験

生涯学習情報誌
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生涯学習
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「集い、学び、感動体験」

豊明市では、皆さんの自己啓発と自己実現に向けて
「いつでも、どこでも、誰もが自由に学ぶことができ、

その成果が適正に評価される生涯学習社会」づくりをめざしています。
皆さんの身近なところで学びを手助けしてくださる人がいます。

さあ、何かを始めてみませんか。

https://www.city.toyoake.lg.jp/

豊明市・豊明市教育委員会

一人ひとりが主体的な市民となるための
学習・活動の推進

ジブンではじめる　自分をたのしむ

　女性の美と健康づくりを目的に活動しています。バレエス
トレッチ・筋トレ・ダンス等を続けて行く為に肩甲骨、股関
節、腰痛等に特化して筋肉を緩めて、体を動きやすくします。
継続する事で腰痛や肩こりを予防します。初めての方でも楽
しく参加出来ます。まずは体験してみて下さい。お待ちしてお
ります。

健康体操ＷＡＶＥ
活　動　日　
毎週金曜日　午前

活動場所　
坂部公民館

連　絡　先
梶 つねよ　97-6973

　当句会は平成２年に発足し、サークル活動・市の催し等に参加しています。講師は俳
人協会愛知県副支部長・樹代表の若原康行先生と豊明俳句作家連盟会長の尾崎恵美
子先生です。俳句の基本を大切にし、誰にでも俳句を解り易く添削され、個々に対応し
た指導をして下さるので気楽に参加し学ぶことが出来ます。日常生活・風土・旅などの
感動や想いを17文字の中にパズルを解くように言葉を紡ぎ、楽しみながら学べます。
　コロナ禍でステイホームの今だからこそ身近なことを題材にして、俳句を暮らしに
取り入れてみませんか。生涯現役を目指す生活に俳句は最適です。ご一緒に楽しみま
しょう。

豊明栄俳句会
活　動　日　
第４土曜日　午後

活動場所　
南部公民館

連　絡　先
近藤 兼雄　92-2381　尾崎 恵美子　97-6433

　豊明市を中心に活動している市民吹奏楽団です。年齢・職業・演奏経験
も様々なメンバーで、いつも楽しく音楽に取り組んでいます。
　年に一度の一大イベント「定期演奏会」の他にも市民フェスティバル、文
化協会の各種行事、慰問演奏など様々な場所で演奏を行っています。よろ
しければぜひ聴きに来てください。
　昨年は新型コロナウイルスのため定期演奏会は中止となりましたが、本
年は10月3日（日）14：00から文化会館大ホールにて実施する予定です。

豊明市民吹奏楽団
活　動　日　
毎週木曜日　夜間

活動場所　
文化会館

連　絡　先
加藤 敦彦　92-2361

　月に一度、南部公民館にて俳句会を行います。毎月五句程
投句して、みんなで選句します。日常生活の中で四季を見つ
け、十七文字で表現する事で情操を豊かとしています。新年
句会や吟行会は外に出て俳句を作ったりします。色々教え合
いながら親睦をはかりつつ楽しく句会をしています。

草の芽俳句会
活　動　日　
第２水曜日　午後

活動場所　
南部公民館

連　絡　先
福島　恵　92-0341

　平成16年度公民館講座「プリザーブドフラワー」の受講生を母体に発
足しました。その後、花工芸の多様化に伴って「フラワーデザインポエ
ム」と改名、そして講師の複数化に伴い「フラワーデザインの会」と命名
しました。ハーバリウム、プリザーブドフラワー、アメリカンフラワー、リ
ボンフラワー、オルネフラワー、ルーチェフラワーなどの花工芸のデザ
インが楽しめます。
　私達は豊明市の花関係のサークルなどには全て参加しています。ご一
緒に楽しみませんか。

フラワーデザインの会
活　動　日　
不定期

活動場所　
総合福祉会館

連　絡　先
守屋 道子　92-7326

　当句会は令和３年１月に紫水俳句会と双葉俳句会の合併により、会員１２名で再
発足した句会です。しかし両句会とも２０年、１０年を超えた歴史の有る句会です。両
句会とも尾崎恵美子先生のご指導を賜り、笑顔の絶えない楽しい半日を過ごしてい
ます。今後とも人生の感動を言葉を大切に精進し、一句一句を大切に詠っていきたい
と思っています。
　また市の催しにも参加し、俳句体験会などを開き、多くの方々にも俳句を楽しんで
頂きたいと思っています。読者の皆様、人生の感動を一句に託す楽しさを、一緒に楽
しみませんか。

紫水双葉俳句会
活　動　日　
第3木曜日　午後

活動場所　
南部公民館

連　絡　先
堀江 良彦　92-8987



　何事も自分でやってみないと分からないことばかりで

す。まず体験してみて、参加してみて、初めて楽しいとか

気持ちいい、面白いと実感できるのではないでしょうか。

思い立ったら吉日です。

◆学びの楽しさを実感してみませんか！◆

　一人でできることも多くあります。同じようにみんなで

行うと、楽しいこともいっぱいあります。ぜひいろいろな

事や、さまざまな人と繋がってみませんか。人間関係に悩

むことも今の時代は多いかも分かりませんが、自分の視野

を広げることで新たな楽しい世界を覗いてみませんか。

◆つながりませんか！◆

　平成２５年度に、とよあけ市民大学「ひまわり」が開校
しました。これは、行政組織ではなく市民の方々が運営し
ている学びの場です。講師も受講生も市民の方。市民によ
る市民のための市民講座を開講しています。令和２年度の
前期講座は新型コロナウイルス感染症対策のため中止と
なってしまいましたが、後期は１４２講座を用意して多く
の受講生が参加しました。豊明市生涯学習課だけでは用意
できない講座数にて、みなさんの学びたいという意欲に応
えています。

◆市民と行政のパートナーシップで推進する生涯学習◆
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登　録

「いつでも、どこでも、誰でもが自由に学ぶことができ、その成果が適正に評価される生涯学習社会」の実現のための施策の
一つが、この人材バンクリストです。

「何かをしたいけど…、こんなことを勉強したいけど…、誰か教えてくれる人がいないかなあ…」と思っているあなた。
「○○の資格を持っている」「○○の経験が豊富」「○○なお手伝いができる」など、趣味や仕事、人生を通じて学んだ成果を
地域の人に伝えたい、生かしたいと思っているあなた。
みなさんの持つ知識や経験を地域社会のため、まちづくりのために生かしてみませんか。

それらの情報を生涯学習課が収集・管理し、地域の中の学びたい方と教えたい方を結び付ける制度が「人材バンク」です。

「専門講師一覧表」（P3）または「市民講師一覧表」（P4～P5）の中から、学びの目的にあった講師をお探しく
ださい。詳しい内容を知りたい方、講師に依頼したい方は、生涯学習課（TEL92－8317）までお問合せください。

次に該当する場合は、人材バンクリストの登録・利用ができません。
・営利を目的とする場合。　　　　　　　　　　　　　　　　・公私の選挙に関係し、特定の候補者を支援することを目的とする場合。
・特定の政党の利害に関する事業を目的とする場合。　　　　・特定の宗教を支持し、布教することを目的とする場合。
・公序良俗に反する内容の場合。

「豊明市市民講師登録書」に記入し、生涯学習課に直接提出して
ください。※ＦＡＸ・Ｅメールによる受付はしておりません。

指導の分野、資格、経験、実績などに制限はありません。

２０歳以上の方

人材バンクって?

人材バンクリストの構成

人材バンクの利用方法

人材
バンクリスト

市民講師

専門講師

リストから
登録者を探す

生涯学習課まで
生涯学習講師利用
報告書にて、
実施後の報告

報告書はHP又は窓口、
郵送もいたします。（　　　　　　　　　）

人
材
選
択

情
報
提
供

利用者

人材バンク
に登録

…これまで身につけた特技や専門知識を地域で生かすために、
　自発的に登録された市民の方々

…市や教育委員会主催の講座･教室で指導いただいた講師の方々で、
　人材バンクリストの趣旨に賛同いただいた方々

何か始めたい!!

○○が得意!!

登録者

登録手続き

登録できる人

この情報誌には、個人情報を掲載しません。
ホームページでは、原則連絡先等を公開しますが、非公開を希望
することもできます。

プライバシーは?

【市民講師】
豊明市又は豊明市教育委員会の
主催事業で講師として実績のある方

【専門講師】

利　用

①「人材バンクリスト」から候補者を絞り込み
登録者に直接連絡を取ってください。
連絡先は生涯学習課HPに掲載しています。
生涯学習課（TEL92-8317)（月～金、午前8時30分～
午後5時まで）でも、情報を提供します。

どなたでも

利用手順

利用できる人

原則として利用者が豊明市内で確保してください。
ただし、登録者の都合で場所を限定することがあります。

活動場所

②利用交渉
利用者が直接、登録者に目的・内容・日時・費用などを打合せして
ください。　※生涯学習課は仲介業務をいたしません。

※登録されてもすぐに依頼があるとは限りません。

登
録
者
と
利
用
者
が

交
渉
・
打
合
せ

学
習
活
動

生涯学習課

1　　人材バンクリスト「専門講師」一覧
下記の内容から聞いてみたい講師がいましたら、生涯学習課（TEL92-8317）までお問い合せください。
その際、右側の講師番号と内容をお伝えください。（令和3年4月現在のデータです。）

Ⅰ　　生涯学習人材バンクリスト
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ださい。詳しい内容を知りたい方、講師に依頼したい方は、生涯学習課（TEL92－8317）までお問合せください。

次に該当する場合は、人材バンクリストの登録・利用ができません。
・営利を目的とする場合。　　　　　　　　　　　　　　　　・公私の選挙に関係し、特定の候補者を支援することを目的とする場合。
・特定の政党の利害に関する事業を目的とする場合。　　　　・特定の宗教を支持し、布教することを目的とする場合。
・公序良俗に反する内容の場合。

「豊明市市民講師登録書」に記入し、生涯学習課に直接提出して
ください。※ＦＡＸ・Ｅメールによる受付はしておりません。

指導の分野、資格、経験、実績などに制限はありません。

２０歳以上の方

人材バンクって?

人材バンクリストの構成

人材バンクの利用方法

人材
バンクリスト

市民講師

専門講師

リストから
登録者を探す

生涯学習課まで
生涯学習講師利用
報告書にて、
実施後の報告

報告書はHP又は窓口、
郵送もいたします。（　　　　　　　　　）

人
材
選
択

情
報
提
供

利用者

人材バンク
に登録

…これまで身につけた特技や専門知識を地域で生かすために、
　自発的に登録された市民の方々

…市や教育委員会主催の講座･教室で指導いただいた講師の方々で、
　人材バンクリストの趣旨に賛同いただいた方々

何か始めたい!!

○○が得意!!

登録者

登録手続き

登録できる人

この情報誌には、個人情報を掲載しません。
ホームページでは、原則連絡先等を公開しますが、非公開を希望
することもできます。

プライバシーは?

【市民講師】
豊明市又は豊明市教育委員会の
主催事業で講師として実績のある方

【専門講師】

利　用

①「人材バンクリスト」から候補者を絞り込み
登録者に直接連絡を取ってください。
連絡先は生涯学習課HPに掲載しています。
生涯学習課（TEL92-8317)（月～金、午前8時30分～
午後5時まで）でも、情報を提供します。

どなたでも

利用手順

利用できる人

原則として利用者が豊明市内で確保してください。
ただし、登録者の都合で場所を限定することがあります。

活動場所

②利用交渉
利用者が直接、登録者に目的・内容・日時・費用などを打合せして
ください。　※生涯学習課は仲介業務をいたしません。

※登録されてもすぐに依頼があるとは限りません。

登
録
者
と
利
用
者
が

交
渉
・
打
合
せ

学
習
活
動

生涯学習課

1　　人材バンクリスト「専門講師」一覧
下記の内容から聞いてみたい講師がいましたら、生涯学習課（TEL92-8317）までお問い合せください。
その際、右側の講師番号と内容をお伝えください。（令和3年4月現在のデータです。）

Ⅰ　　生涯学習人材バンクリスト

内　容 特記事項 性別 講師
番号

環

　
　
　境

人類の存亡と環境、環境の歴史学、クリ
エイティブになるために、気候と歴史 男 7

教育・哲学・倫理　ドイツの教育、ドイ
ツの社会や歴史の一端を実際の写真を用
いて紹介します。講師が現地で撮影した
多くの写真を用いて、ドイツの教育や社
会について、その一端を紹介します。

愛知教育大学　名誉教授　 男 8

地球と共生する　空を飛ぶ微生物　探検
する心　身のまわりの何事も感じないよ
うなものにも深くておもしろい意味があ
る。空気はその代表みたいなもの。

環境創造研究センター　顧問 男 5

福
祉
・
高
齢
者

①福祉国家デンマークの高齢者住宅と生
活から、これからの我が国のあり方を考
えます。②北欧の家具、照明の心地よさ
について、デザインの方法から考えてみ
ます。

愛知教育大学　名誉教授 男 2

専

　門

　分

　野

多文化共存の現実（アメリカ）/ ソーシャ
ルビジネス　ＮＧＯ　ＮＰＯ　社会的企
業 / フェアトレード（幸せなチョコレー
トとは）/ 企業の社会的責任（CSR）/
若者の社会参加　世界はもちろん日本も
激動の中にあります。そんな中で、確か
な人々の想いを考える講座を映像を観な
がら考える時間を取ります。想いを共有
しながら考えましょう。

元 愛知学泉大学　現代マネジメント学
部　准教授
現在 名古屋女子大学、愛知大学、静岡
英和学院大学で非常勤講師
愛知大学 国際問題研究所　客員研究員

女 4

子
育
て
・
家
庭
教
育

子供の食生活が危ない、今日からできる
子供の脳と心を育てる食事改善法。日々
の体と心の健康は、食養生、生活養生か
ら…。東洋医学、西洋医学両面から心身
の健康法の実践を考えましょう。正しい
情報で考える生活改善。

益久薬局鍼灸院（管理薬剤師） 女 1

文

　
　学

古典文学（源氏物語、徒然草、奥の細道）
高齢者の生き方　生前整理　人生論　ほ
か。高齢者向けの講演テーマ更新しまし
た。宜しくお願いします。

元 愛知淑徳大学教授・作家・評論家 男 6

趣

　
　味

押し花・レカンフラワー・ネイチャープ
リント
身近にある草花を乾燥させた押し花やレ
カンフラワー（ドライフラワー）を利用
して、額作りや小物作りを楽しんでいた
だきます。またネイチャープリントでは
植物の色素や葉脈を転写したり、いろい
ろな雑貨を楽しく作ることが出来ます。

女 9
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2　　人材バンクリスト「市民講師」一覧
数字は講師番号を表し、指導可能分野ごとに分かれています。
お問い合せの際は、講師番号、分野をお伝えください。生涯学習課（TEL92-8317）（令和 3年 4月現在のデータです。）

学術・教養・教育

芸術・芸能・趣味

1
男
性

◎自然観察　昆虫、野草を中
心とした野外での自然観察、
簡単なクラフトなどを行いま
す。地球温暖化問題などにつ
いての講演も行います。

生　物 その他

16
男
性

・奇跡はなぜ起こせたのか？
・日本人は何故長生きなのか？
・豊かな恵みと過酷な環境が、「生き
るための知恵」をもたらした。
・日本人の考え方は自然環境によって
育まれた。
・マンガの文化
・「米づくり」がつくった絆社会
・究極の分業社会が職人気質を生ん
だ。
・文字言葉と話し言葉
・神道と仏教の融合、伝統伝承の文化

写　真

歴　史

1
男
性

◎地域の歴史や古文書を学ぼ
う。古文書の扱い方、解読の
基礎、活用方法、地域の歴史
の調べ方などを学びます

16
男
性

◎日本文化の原点縄文
新石器時代から定住し、安定
した生活を１万年も続けてい
た。その生活の中で現在に通
じる日本人気質が育まれた。

4
男
性

自然観察　子ども対象には自
然と遊ぶ楽しさ、大人対象
では自然を探究するおもしろ
さ、美しさ、それらを写す楽
しみ、歩いて健康ウォーキン
グ

写真を撮ることによって、体
を動かし頭を使い、趣味と実
益を兼ね健康維持に役立てる

美術工芸

2
女
性

◎水彩画入門（季節の植物を
描く）　身近なモチーフを2
時間で描く
スケッチ BOOK　水彩一式
必要

鉛筆デッサン入門　身近なモ
チーフでデッサンの基礎を学
ぶ
スケッチBOOK　鉛筆
消しゴム

楽しい粘土細工　たった１回
で作るカラフルな昆虫キャラ
クターと花
粘土代￥300

民俗芸能

18
男
性

◎落語
日本の伝統話芸・落語の紹介、
実演（1時間程度 2〜 3人
の噺）をします。

10
女
性

民謡舞踊（資格　師範）
全国の民謡舞踊を伝統文化
として継承し指導します。

日本舞踊（資格　師範）
伝統文化として日本舞踊を継
承し指導します。

囲碁・将棋

8
男
性

◎将棋の楽しさ、駒の特徴、
一局の流れとリズム、得意戦
法、詰め将棋

12
男
性

「囲碁」
入門から中級程度
1.布石
2. 定石
3. 手筋
4.ヨセなど

茶道・華道

5
女
性 中国茶

外国事情

5
女
性 中国語

外国語
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2　　人材バンクリスト「市民講師」一覧
数字は講師番号を表し、指導可能分野ごとに分かれています。
お問い合せの際は、講師番号、分野をお伝えください。生涯学習課（TEL92-8317）（令和 3年 4月現在のデータです。）

学術・教養・教育

芸術・芸能・趣味

1
男
性

◎自然観察　昆虫、野草を中
心とした野外での自然観察、
簡単なクラフトなどを行いま
す。地球温暖化問題などにつ
いての講演も行います。

生　物 その他

16
男
性

・奇跡はなぜ起こせたのか？
・日本人は何故長生きなのか？
・豊かな恵みと過酷な環境が、「生き
るための知恵」をもたらした。
・日本人の考え方は自然環境によって
育まれた。
・マンガの文化
・「米づくり」がつくった絆社会
・究極の分業社会が職人気質を生ん
だ。
・文字言葉と話し言葉
・神道と仏教の融合、伝統伝承の文化

写　真

歴　史

1
男
性

◎地域の歴史や古文書を学ぼ
う。古文書の扱い方、解読の
基礎、活用方法、地域の歴史
の調べ方などを学びます

16
男
性

◎日本文化の原点縄文
新石器時代から定住し、安定
した生活を１万年も続けてい
た。その生活の中で現在に通
じる日本人気質が育まれた。

4
男
性

自然観察　子ども対象には自
然と遊ぶ楽しさ、大人対象
では自然を探究するおもしろ
さ、美しさ、それらを写す楽
しみ、歩いて健康ウォーキン
グ

写真を撮ることによって、体
を動かし頭を使い、趣味と実
益を兼ね健康維持に役立てる

美術工芸

2
女
性

◎水彩画入門（季節の植物を
描く）　身近なモチーフを2
時間で描く
スケッチ BOOK　水彩一式
必要

鉛筆デッサン入門　身近なモ
チーフでデッサンの基礎を学
ぶ
スケッチBOOK　鉛筆
消しゴム

楽しい粘土細工　たった１回
で作るカラフルな昆虫キャラ
クターと花
粘土代￥300

民俗芸能

18
男
性

◎落語
日本の伝統話芸・落語の紹介、
実演（1時間程度 2〜 3人
の噺）をします。

10
女
性

民謡舞踊（資格　師範）
全国の民謡舞踊を伝統文化
として継承し指導します。

日本舞踊（資格　師範）
伝統文化として日本舞踊を継
承し指導します。

囲碁・将棋

8
男
性

◎将棋の楽しさ、駒の特徴、
一局の流れとリズム、得意戦
法、詰め将棋

12
男
性

「囲碁」
入門から中級程度
1.布石
2. 定石
3. 手筋
4.ヨセなど

茶道・華道

5
女
性 中国茶

外国事情

5
女
性 中国語

外国語

人材バンクの使い方

役員でイベントの企画を
することになったけど…。
なにが良いかしら？？

教えてくれる
人なんて知らないわ…。

身近にそんな人が
いるなんて！！
頼みやすいわ！

豊明市内にはいろいろな知識・技術
をもった方がたくさんいます！！

子ども会、PTA、老人クラブ、各団体、グループなど

生涯学習課に
問い合せてみよう！例えば…
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家庭・日常生活

調理栄養

5
女
性 ◎中国の水餃子

14
男
性 飾り巻き寿司

15
女
性

基礎化粧品に頼るのではなく
自分の肌の力だけで美しくな
れる方法をお伝えしていま
す。肌に革命を起こしましょ
う！

手　芸

3
女
性 ◎パッチワークキルト

17
女
性

◎トールペインティングを楽
しむ。（暮らしにトールペイ
ンティングを取り入れて楽し
みましょう。）
◎プラバンを使った小物作り
◎ UV レジンを使ってアクセ
サリーや小物を作る。
◎ペーパーナプキンでの小物
作り（ペーパーナプキンを物
に貼って装飾する。）など

7
女
性 ◎手編み・簡単な手芸

着付け

9
女
性 ◎浴衣（着物）と礼法教室

その他

20
男
性 時事問題・消費生活

健　康

22
女
性

メディカルハーブとアロマ。
日常生活にハーブを取り入
れ、心身の健康や美容などに
生かす方法をお伝えします。

心と身体の健康のため、瞑想
しませんか。最近では、世界の
セレブや Google、Microsoft
社など、名だたる大企業も取り
入れています。特別な道具もい
らず老若男女問わず、簡単にで
きます。一度やり方を覚えたら
毎日実践できますよ。

体育・スポーツ・野外活動

13
女
性 笑いヨガ

19
女
性

◎バレトン
フィットネス・バレエ・ヨガの
３つを融合させたプログラム
です。しっかり汗をかき、脂
肪燃焼、体力向上を目指しま
す。

THE SLOW Ⓡ リ ン パド レ
ナージュ
ゆったりとしたペースでスト
レッチを行います。血流促進、
リンパ活性化。

6
女
性

◎タイ式ヨガ（ルーシーダッ
トン）、親子タイ式ヨガ、マタ
ニティヨガ、ハーブヨガ　バ
ランスボールエクササイズ

ヨガ（自己整体）

ボールエクササイズ（有酸素
運動、筋トレ、ストレッチ）

10
女
性

◎日本おどりスポーツサイエ
ンス。ＮＯＳＳ（ノス）。７分
で筋力強化。ストレッチによ
る健康体操

その他ダンス

11
女
性

◎赤ちゃんを抱っこして、一緒
にステップを踏む、世界初の
セラピープログラムです。社交
ダンスのステップを産後のお
母さんの身体に負担のないよ
うに考案された「ベビーダン
ス」を通じて、運動不足の解消、
ストレス解消そして何よりも赤
ちゃんとの抱っこタイムが楽し
くなるように指導します。

健　康

21
女
性

健康に自分の足で歩き続けるた
めの正しいウォーキング姿勢指
導。体 幹トレーニング。また、
体内からの健康のための食事ア
ドバイスレシピ提案も行います。
公園、公民館など可。
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講座・教室名 下記の一覧表からお選びください
申込期限 開催しようとする日の 21 日前

申込・問合先 生涯学習課92-8317 曜日時間 平日、午前9時〜午後5時の2時間以内

ねらい
　生涯学習出前講座は、市の取り組みや専門知識など皆さんが聞きたい、知りたい内容を
リクエストし、市職員が講師となり地域やグループでの会合・集会に出向き学習のお手伝
いをします。これからの講座のひとつのスタイルとして、自主的に市制やまちづくりへの
参加・情報収集の機会として活用ください。

受講資格 市内在住、在勤、在学者 (但し、在学者は大学生以上 )で構成された団体・グループ
対象定員 10名以上 ①政治、宗教、営利活動などを目的としている場合は、派遣で

きません。
②説明に関する質疑や意見交換は行いますが、苦情や要望など
はご遠慮ください。

③担当課の業務や職員の日程でご希望に添えない場合がありま
す。

費
用

受講料 無料
教材費 材料費が必要な場合あり

持　ち　物 筆記用具など
講　　師 市職員
会　　場 市内の公共施設等 (場所の確保は、申込者で行ってください )

ま
ち
づ
く
り

No 基本メニュー 担当部署 内　　　容

1 総合計画とまちづくり 企画政策課　政策推進係 総合計画について

2 公共交通 企画政策課　施設・交通マネジメント係 ひまわりバスについて

3 道路ができあがるまで 土木課　土木係 道路行政の説明

4 大切な治水 土木課　土木係 治水対策の在り方

5 暮らしと下水道 下水道課　業務係 下水道の役割、市の普及状況

6 都市計画マスタープラン及び
立地適正化計画について 都市計画課　計画建築係 都市計画の概要の説明

7 住宅の耐震化について 都市計画課　計画建築係 住宅の耐震診断・耐震改修

8 公園について 都市計画課　都市施設係 都市公園の概要

9 地域コミュニティ 市民協働課　協働推進係 地域のまちづくり

環
境
産
業

10 豊明市水上太陽光発電事業について 環境課　環境保全係 市が若王子池に設置した水上太
陽光発電施設についての説明

11 ごみ減量とリサイクル 環境課　ごみ減量推進係 ごみの減量の取組みとリサイク
ルの実態について

12 食品ロス削減について 環境課　ごみ減量推進係 食品ロス削減に向けた取組み方
について

13 豊明の農業 農業政策課　農政係 農業行政の概要

14 豊明の消費生活の仕事 産業支援課　地域振興係 消費生活業務の概要

生
活
関
連

15「広報とよあけ」はこうしてできる 秘書広報課　秘書広報係 掲載写真の撮り方、記事の書き
方、編集などの説明

16 予算のあらまし 財政課　財政係 豊明市の予算概要

17 市民税のあらまし 税務課　市民税係 市民税の課税の仕組み

18 固定資産税のあらまし 税務課　資産税係 固定資産税の課税の仕組み

19 納税の現状 債権管理課　納税管理係 市税の納税状況について

20 ようこそ市議会へ 議事課　議事係 議会の役割、運営方法

21 監査委員の役割は? 監査委員事務局 監査委員制度の説明

22 出納室の仕事 出納室 出納室の業務

Ⅱ　 生涯学習出前講座 （※印は子ども・幼児同伴可）
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講座・教室名 下記の一覧表からお選びください
申込期限 開催しようとする日の 21 日前
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対象定員 10名以上 ①政治、宗教、営利活動などを目的としている場合は、派遣で
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②説明に関する質疑や意見交換は行いますが、苦情や要望など
はご遠慮ください。

③担当課の業務や職員の日程でご希望に添えない場合がありま
す。

費
用

受講料 無料
教材費 材料費が必要な場合あり

持　ち　物 筆記用具など
講　　師 市職員
会　　場 市内の公共施設等 (場所の確保は、申込者で行ってください )

ま
ち
づ
く
り

No 基本メニュー 担当部署 内　　　容

1 総合計画とまちづくり 企画政策課　政策推進係 総合計画について

2 公共交通 企画政策課　施設・交通マネジメント係 ひまわりバスについて

3 道路ができあがるまで 土木課　土木係 道路行政の説明

4 大切な治水 土木課　土木係 治水対策の在り方

5 暮らしと下水道 下水道課　業務係 下水道の役割、市の普及状況

6 都市計画マスタープラン及び
立地適正化計画について 都市計画課　計画建築係 都市計画の概要の説明

7 住宅の耐震化について 都市計画課　計画建築係 住宅の耐震診断・耐震改修

8 公園について 都市計画課　都市施設係 都市公園の概要

9 地域コミュニティ 市民協働課　協働推進係 地域のまちづくり

環
境
産
業

10 豊明市水上太陽光発電事業について 環境課　環境保全係 市が若王子池に設置した水上太
陽光発電施設についての説明

11 ごみ減量とリサイクル 環境課　ごみ減量推進係 ごみの減量の取組みとリサイク
ルの実態について

12 食品ロス削減について 環境課　ごみ減量推進係 食品ロス削減に向けた取組み方
について

13 豊明の農業 農業政策課　農政係 農業行政の概要

14 豊明の消費生活の仕事 産業支援課　地域振興係 消費生活業務の概要

生
活
関
連

15「広報とよあけ」はこうしてできる 秘書広報課　秘書広報係 掲載写真の撮り方、記事の書き
方、編集などの説明

16 予算のあらまし 財政課　財政係 豊明市の予算概要

17 市民税のあらまし 税務課　市民税係 市民税の課税の仕組み

18 固定資産税のあらまし 税務課　資産税係 固定資産税の課税の仕組み

19 納税の現状 債権管理課　納税管理係 市税の納税状況について

20 ようこそ市議会へ 議事課　議事係 議会の役割、運営方法

21 監査委員の役割は? 監査委員事務局 監査委員制度の説明

22 出納室の仕事 出納室 出納室の業務
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No 基本メニュー 担当部署 内　　　容

健
康
づ
く
り

23※ 活用しよう！市の検診（健診） 健康長寿課（保健センター） 市で受けられる検診（健診）の内容につ
いて説明

24※ 運動習慣を身につけよう 健康長寿課（保健センター） 自分流の身体を動かすきっかけや運動
方法をみつけるための話

25※ よい食生活は元気の源 健康長寿課（保健センター） 自分に合った食事の選び方を学び、バ
ランスの良い食事をめざすための話

福

　
　
　
　祉

26 国民年金のしくみ 保険医療課　医療年金係 国民年金制度の概要

27 福祉医療のしくみ 保険医療課　医療年金係 福祉医療制度の概要

28 後期高齢者医療制度のしくみ 保険医療課　医療年金係 後期高齢者医療制度の概要

29 国民健康保険のしくみ 保険医療課　国保係 国民健康保険制度の概要　

30 介護保険事業 健康長寿課　介護保険係 制度のしくみ、保険料、サービス内容の
紹介

31 認知症サポーター養成講座 健康長寿課　地域ケア推進係 認知症を地域で支えていく為に、なぜ認知症が起こるのか、認
知症の方に対してどのように対応するのがよいのかを学ぶ

32 介護予防について 健康長寿課　地域ケア推進係 介護が必要な状態とならないよう、元気なうちから取
り組む必要のある「介護予防」について学ぶ、体験する

33 大金星体操 健康長寿課　地域ケア推進係 豊明オリジナル介護予防体操の紹介

34 障がい者の福祉サービス 社会福祉課　障がい社会係 障がい者の福祉サービス制度

35 民生児童委員の活動 社会福祉課　障がい社会係 民生児童委員の概要

36 生活保護のしくみ 社会福祉課　生活保護係 生活保護の概要

37 児童館ってどんなとこ? 子育て支援課　児童係 児童館の目的や利用方法の紹介、健全
育成事業等の説明

38 子育て支援センターの役割 子育て支援課　おやこ健やか係 子育て支援センターの目的や利用方法
の紹介

39 保育サービス こども保育課　保育係 保育の現状と特別保育等の紹介

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

40 学校教育課の仕事 学校教育課　庶務係 学校教育課の仕事の概要

41 学校給食の現状と課題　
「食」を考える 学校給食センター 学校給食の概要と栄養、食育を説明

給食メニューの料理講習会

42 多文化共生ってなぁーに？ 市民協働課　協働推進係 多文化共生の説明

43 男女共同参画ってなぁーに？ 市民協働課　協働推進係 男女共同参画についての説明

44 生涯学習ってなぁ一に? 生涯学習課　生涯学習・文化財係 生涯学習について、生涯学習アクショ
ンプランの説明

45 ニュースポーツを楽しむ会 生涯学習課　文化・スポーツ係 ニュースポーツの紹介やレクリエー
ションスポーツで地域交流を

防
災
・
防
犯

46 防災講座 防災防犯対策課　防災・消防係 防災に関する知識

47 防犯講座 防災防犯対策課　交通・防犯係 特殊詐欺に関する講話

施
設
案
内

48 ようこそ図書館へ 図書館 図書館の利用案内

49 歴史民俗資料室へ 生涯学習課　生涯学習・文化財係 歴史民俗資料室の案内
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Ⅲ　 学習プログラム
1　趣味を広げたい
番号 講　座　名 対　象　者

定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先
広報掲載予定

1 民踊講習会※ 市内在住、
在勤、在学の方150名

テキスト代
600円

6月16日（水）
10：00〜12：00 中央公民館　ホール 夏祭りの季節に備えて、令和おどり、日本盆唄な

どの新曲と豊明市の曲により民踊講習をします。
日本民踊研究会
会長 可知豊親

生涯学習課　92-8317
今年度中止

2 手作り絵本講座
全７回すべて参
加できる方
10名

教材費のみ
自己負担

7〜10月のうち7回
各日とも水曜日10時〜正午 図書館　会議室

自分だけのオリジナル絵本を作ってみませんか？お話を
作ったり、絵を描くのが苦手な人も、イラストの切り抜
きや写真を使えば素敵な絵本が完成します。

戸松　敦子 図書館　92-4946
広報6月号　掲載予定

3 手づくりみそ講座
市内在住、在
勤、在学の方
50名

参加費200円
材料費自己負担

2月16日（水）・17日（木）
のうち2時間程度 農村環境改善センター 1 人容器 1 個分のみそ（10 ㎏弱）を作ります。 農村生活アドバイザー

農業政策課職員
農業政策課　農政係　92-8312
広報1月号　掲載予定

4 おこしもん作り講座 12名（1組3
名まで） 1組300円 2月26日（土）

9：30〜11：30 農村環境改善センター 郷土の伝統雛菓子「おこしもん」を作ります。 にじいろクラブ会員 農業政策課　農政係　92-8312
広報1月号　掲載予定

5 普通救命講習会
市内在住、在
勤の方（中学
生以上）

無料 毎月第1日曜日
（9：00〜12：00） 豊明消防署

心肺蘇生法を始め止血法など 3 時間の講習会です。
救急車が到着するまでの救命に必要な AED（自動
体外式除細動器）の取扱を含めた応急手当を指導し
ます。受講者には修了証を発行します。

消防署職員
応急手当普及ボランティア員

豊明消防署　92-0119

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 豊明市消防操法大会※ どなたでも 無料 5月23日(日) 中央公園 市内 7 消防分団が一定のルールに基づき、規律、士気、放水技術を競い合います。防災防犯対策課　92-8305
今年度中止

2 桶狭間古戦場まつり※ どなたでも 無料 6月5日(土)・6日(日) 桶狭間古戦場伝説地一帯、
沓掛城址公園

武者行列（雨天中止）･ 合戦再現劇・歴史ガイドなどを行います。
( イベントは日曜日のみ )

産業支援課内　桶狭間古戦場まつり実行委員
会事務局　92-8332
今年度中止 （5日（土）の供養祭のみ関係者で実施）

3 豊明夏まつり どなたでも 無料 8月8日（日） 文化会館 未定、花火大会（日時場所非公開） 市民協働課　92-8306
豊明夏まつり実行委員会

4 豊明市総合防災訓練
対
象
区

栄中学校区 無料 11月14日（日）
8：30〜11：00（予定）栄中学校 南海トラフ地震発生の想定により、夜間の避難所訓練を行うとともに、

地区住民参加の避難所運営訓練を実施します。
防災防犯対策課　92-8305
広報10月号　掲載予定

5 豊明秋まつり どなたでも 無料 10月〜11月（予定） 市役所 過去の秋まつりの写真パネル展示他（予定） 市民協働課　92-8306
豊明秋まつり実行委員会

6 豊明市消防出初式 どなたでも 無料 1月16日(日） 文化会館 消防団を中心とした消防防災機関が一堂に会した消防出初式を行います。防災防犯対策課　92-8305　
広報1月号　掲載予定

7 公民館まつり どなたでも 無料 3月4日（金）〜3月6日（日）南部公民館 公民館サークルの皆さんの日頃の成果の発表です。実演発表、コーラ
ス発表、作品展示、体験コーナーなど

生涯学習課　92-8317
広報2月号　掲載予定

8 とよあけ花マルシェイベント どなたでも 無料 11月上旬 愛知豊明花き地方卸売市場 花に関するワークショップ（マルシェ）や物販（花苗・エディブルフラワー
を使ったお菓子や弁当）、変わり菊の展示

産業支援課内　とよあけ花マルシェ事務局
92-8332　広報１１月号　掲載予定 

9 とよあけ花マルシェ
「クリスマスリース講習会」 どなたでも 3,000円 11月下旬 豊明市商工会館 クリスマスで飾るリースを作成します。 とよあけ花マルシェプロジェクト事務局

96-1199　広報１１月号　掲載予定 

10 とよあけ花マルシェ
「門松寄せ植え講習会」 どなたでも 3,000円 12月下旬 豊明市商工会館 新年を迎える時に飾る門松にお花を使ってフラワーアレンジで飾りをつ

くります。
とよあけ花マルシェプロジェクト事務局
96-1199　広報１２月号　掲載予定 

11
とよあけ花マルシェ

「フラワーバレンタイン フラ
ワーアレンジ講習会」

男性限定 3,000円 ２月中旬 愛知豊明花き地方卸売市場
海外では、2/14 に大切な女性に花を贈る習慣が一般的です。自分で作っ
たフラワーアレンジを贈ってみませんか。男性限定で手ぶらで OK。講
師が丁寧に教えてくれますので、安心してください。

とよあけ花マルシェプロジェクト事務局
96-1199　広報２月号　掲載予定 

12
とよあけ花マルシェ

「春のテーブルフラワーアレ
ンジ講習会」

どなたでも 3,000円 ３月下旬 愛知豊明花き地方卸売市場 春の訪れとともにたくさんのお花が咲き誇る季節に、ご家庭に春を飾
るフラワーアレンジメントを作成します。

とよあけ花マルシェプロジェクト事務局
96-1199　広報３月号　掲載予定 

（※の付いた催しは今年度中止）

2　イベントに参加する（※の付いた催しは今年度中止）
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1 民踊講習会※ 市内在住、
在勤、在学の方150名

テキスト代
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10：00〜12：00 中央公民館　ホール 夏祭りの季節に備えて、令和おどり、日本盆唄な
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日本民踊研究会
会長 可知豊親

生涯学習課　92-8317
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自分だけのオリジナル絵本を作ってみませんか？お話を
作ったり、絵を描くのが苦手な人も、イラストの切り抜
きや写真を使えば素敵な絵本が完成します。

戸松　敦子 図書館　92-4946
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50名

参加費200円
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2月16日（水）・17日（木）
のうち2時間程度 農村環境改善センター 1 人容器 1 個分のみそ（10 ㎏弱）を作ります。 農村生活アドバイザー

農業政策課職員
農業政策課　農政係　92-8312
広報1月号　掲載予定

4 おこしもん作り講座 12名（1組3
名まで） 1組300円 2月26日（土）

9：30〜11：30 農村環境改善センター 郷土の伝統雛菓子「おこしもん」を作ります。 にじいろクラブ会員 農業政策課　農政係　92-8312
広報1月号　掲載予定

5 普通救命講習会
市内在住、在
勤の方（中学
生以上）

無料 毎月第1日曜日
（9：00〜12：00） 豊明消防署

心肺蘇生法を始め止血法など 3 時間の講習会です。
救急車が到着するまでの救命に必要な AED（自動
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応急手当普及ボランティア員

豊明消防署　92-0119
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定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 豊明市消防操法大会※ どなたでも 無料 5月23日(日) 中央公園 市内 7 消防分団が一定のルールに基づき、規律、士気、放水技術を競い合います。防災防犯対策課　92-8305
今年度中止

2 桶狭間古戦場まつり※ どなたでも 無料 6月5日(土)・6日(日) 桶狭間古戦場伝説地一帯、
沓掛城址公園

武者行列（雨天中止）･ 合戦再現劇・歴史ガイドなどを行います。
( イベントは日曜日のみ )

産業支援課内　桶狭間古戦場まつり実行委員
会事務局　92-8332
今年度中止 （5日（土）の供養祭のみ関係者で実施）

3 豊明夏まつり どなたでも 無料 8月8日（日） 文化会館 未定、花火大会（日時場所非公開） 市民協働課　92-8306
豊明夏まつり実行委員会

4 豊明市総合防災訓練
対
象
区

栄中学校区 無料 11月14日（日）
8：30〜11：00（予定）栄中学校 南海トラフ地震発生の想定により、夜間の避難所訓練を行うとともに、

地区住民参加の避難所運営訓練を実施します。
防災防犯対策課　92-8305
広報10月号　掲載予定

5 豊明秋まつり どなたでも 無料 10月〜11月（予定） 市役所 過去の秋まつりの写真パネル展示他（予定） 市民協働課　92-8306
豊明秋まつり実行委員会

6 豊明市消防出初式 どなたでも 無料 1月16日(日） 文化会館 消防団を中心とした消防防災機関が一堂に会した消防出初式を行います。防災防犯対策課　92-8305　
広報1月号　掲載予定

7 公民館まつり どなたでも 無料 3月4日（金）〜3月6日（日）南部公民館 公民館サークルの皆さんの日頃の成果の発表です。実演発表、コーラ
ス発表、作品展示、体験コーナーなど

生涯学習課　92-8317
広報2月号　掲載予定

8 とよあけ花マルシェイベント どなたでも 無料 11月上旬 愛知豊明花き地方卸売市場 花に関するワークショップ（マルシェ）や物販（花苗・エディブルフラワー
を使ったお菓子や弁当）、変わり菊の展示

産業支援課内　とよあけ花マルシェ事務局
92-8332　広報１１月号　掲載予定 

9 とよあけ花マルシェ
「クリスマスリース講習会」 どなたでも 3,000円 11月下旬 豊明市商工会館 クリスマスで飾るリースを作成します。 とよあけ花マルシェプロジェクト事務局

96-1199　広報１１月号　掲載予定 

10 とよあけ花マルシェ
「門松寄せ植え講習会」 どなたでも 3,000円 12月下旬 豊明市商工会館 新年を迎える時に飾る門松にお花を使ってフラワーアレンジで飾りをつ

くります。
とよあけ花マルシェプロジェクト事務局
96-1199　広報１２月号　掲載予定 

11
とよあけ花マルシェ

「フラワーバレンタイン フラ
ワーアレンジ講習会」

男性限定 3,000円 ２月中旬 愛知豊明花き地方卸売市場
海外では、2/14 に大切な女性に花を贈る習慣が一般的です。自分で作っ
たフラワーアレンジを贈ってみませんか。男性限定で手ぶらで OK。講
師が丁寧に教えてくれますので、安心してください。

とよあけ花マルシェプロジェクト事務局
96-1199　広報２月号　掲載予定 

12
とよあけ花マルシェ

「春のテーブルフラワーアレ
ンジ講習会」

どなたでも 3,000円 ３月下旬 愛知豊明花き地方卸売市場 春の訪れとともにたくさんのお花が咲き誇る季節に、ご家庭に春を飾
るフラワーアレンジメントを作成します。

とよあけ花マルシェプロジェクト事務局
96-1199　広報３月号　掲載予定 

（※の付いた催しは今年度中止）

2　イベントに参加する（※の付いた催しは今年度中止）

−  8  − −  9  −

このページの学習プログラムについては、随時「広報とよあけ」で詳しくお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させて
いただく場合があります。開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 民踊講習会※ 市内在住、
在勤、在学の方150名

テキスト代
600円

6月16日（水）
10：00〜12：00 中央公民館　ホール 夏祭りの季節に備えて、令和おどり、日本盆唄な

どの新曲と豊明市の曲により民踊講習をします。
日本民踊研究会
会長 可知豊親

生涯学習課　92-8317
今年度中止

2 手作り絵本講座
全７回すべて参
加できる方
10名

教材費のみ
自己負担

7〜10月のうち7回
各日とも水曜日10時〜正午 図書館　会議室

自分だけのオリジナル絵本を作ってみませんか？お話を
作ったり、絵を描くのが苦手な人も、イラストの切り抜
きや写真を使えば素敵な絵本が完成します。

戸松　敦子 図書館　92-4946
広報6月号　掲載予定

3 手づくりみそ講座
市内在住、在
勤、在学の方
50名

参加費200円
材料費自己負担

2月16日（水）・17日（木）
のうち2時間程度 農村環境改善センター 1 人容器 1 個分のみそ（10 ㎏弱）を作ります。 農村生活アドバイザー

農業政策課職員
農業政策課　農政係　92-8312
広報1月号　掲載予定

4 おこしもん作り講座 12名（1組3
名まで） 1組300円 2月26日（土）

9：30〜11：30 農村環境改善センター 郷土の伝統雛菓子「おこしもん」を作ります。 にじいろクラブ会員 農業政策課　農政係　92-8312
広報1月号　掲載予定

5 普通救命講習会
市内在住、在
勤の方（中学
生以上）

無料 毎月第1日曜日
（9：00〜12：00） 豊明消防署

心肺蘇生法を始め止血法など 3 時間の講習会です。
救急車が到着するまでの救命に必要な AED（自動
体外式除細動器）の取扱を含めた応急手当を指導し
ます。受講者には修了証を発行します。

消防署職員
応急手当普及ボランティア員

豊明消防署　92-0119

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 豊明市消防操法大会※ どなたでも 無料 5月23日(日) 中央公園 市内 7 消防分団が一定のルールに基づき、規律、士気、放水技術を競い合います。防災防犯対策課　92-8305
今年度中止

2 桶狭間古戦場まつり※ どなたでも 無料 6月5日(土)・6日(日) 桶狭間古戦場伝説地一帯、
沓掛城址公園

武者行列（雨天中止）･ 合戦再現劇・歴史ガイドなどを行います。
( イベントは日曜日のみ )

産業支援課内　桶狭間古戦場まつり実行委員
会事務局　92-8332
今年度中止 （5日（土）の供養祭のみ関係者で実施）

3 豊明夏まつり どなたでも 無料 8月8日（日） 文化会館 未定、花火大会（日時場所非公開） 市民協働課　92-8306
豊明夏まつり実行委員会

4 豊明市総合防災訓練
対
象
区

栄中学校区 無料 11月14日（日）
8：30〜11：00（予定）栄中学校 南海トラフ地震発生の想定により、夜間の避難所訓練を行うとともに、

地区住民参加の避難所運営訓練を実施します。
防災防犯対策課　92-8305
広報10月号　掲載予定

5 豊明秋まつり どなたでも 無料 10月〜11月（予定） 市役所 過去の秋まつりの写真パネル展示他（予定） 市民協働課　92-8306
豊明秋まつり実行委員会

6 豊明市消防出初式 どなたでも 無料 1月16日(日） 文化会館 消防団を中心とした消防防災機関が一堂に会した消防出初式を行います。防災防犯対策課　92-8305　
広報1月号　掲載予定

7 公民館まつり どなたでも 無料 3月4日（金）〜3月6日（日）南部公民館 公民館サークルの皆さんの日頃の成果の発表です。実演発表、コーラ
ス発表、作品展示、体験コーナーなど

生涯学習課　92-8317
広報2月号　掲載予定

8 とよあけ花マルシェイベント どなたでも 無料 11月上旬 愛知豊明花き地方卸売市場 花に関するワークショップ（マルシェ）や物販（花苗・エディブルフラワー
を使ったお菓子や弁当）、変わり菊の展示

産業支援課内　とよあけ花マルシェ事務局
92-8332　広報１１月号　掲載予定 

9 とよあけ花マルシェ
「クリスマスリース講習会」 どなたでも 3,000円 11月下旬 豊明市商工会館 クリスマスで飾るリースを作成します。 とよあけ花マルシェプロジェクト事務局

96-1199　広報１１月号　掲載予定 

10 とよあけ花マルシェ
「門松寄せ植え講習会」 どなたでも 3,000円 12月下旬 豊明市商工会館 新年を迎える時に飾る門松にお花を使ってフラワーアレンジで飾りをつ

くります。
とよあけ花マルシェプロジェクト事務局
96-1199　広報１２月号　掲載予定 

11
とよあけ花マルシェ

「フラワーバレンタイン フラ
ワーアレンジ講習会」

男性限定 3,000円 ２月中旬 愛知豊明花き地方卸売市場
海外では、2/14 に大切な女性に花を贈る習慣が一般的です。自分で作っ
たフラワーアレンジを贈ってみませんか。男性限定で手ぶらで OK。講
師が丁寧に教えてくれますので、安心してください。

とよあけ花マルシェプロジェクト事務局
96-1199　広報２月号　掲載予定 

12
とよあけ花マルシェ

「春のテーブルフラワーアレ
ンジ講習会」

どなたでも 3,000円 ３月下旬 愛知豊明花き地方卸売市場 春の訪れとともにたくさんのお花が咲き誇る季節に、ご家庭に春を飾
るフラワーアレンジメントを作成します。

とよあけ花マルシェプロジェクト事務局
96-1199　広報３月号　掲載予定 

（※の付いた催しは今年度中止）

（※の付いた催しは今年度中止）
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番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 プール開放
市内在住者
(混み合う場合は
待っていただく
ことがあります。)

無料 小学校夏休み期間中の
数日（予定）

コパンスイミングス
クール豊明

今年度は、小学校でのプール開放は中止とします。
代わりに、コパンスイミングスクール豊明でプール
開放を実施します。

　 学校教育課　92-8316
詳細は広報7月号に掲載予定

2 市民歩け歩け運動 市内在住者
定員なし 無料

毎月1回第1日曜日
   5月〜9月7:00〜8:00
10月〜4月8:00〜9:00

ニ村山 二村山峠地蔵前で受け付けます。さわやかな空気を
吸いませんか。 　 生涯学習課　92-8317

広報毎月 掲載

3 春季自然歩道を歩く会※ 市内在住、在勤
者、在学者80名

中学生以上 1,200円
小学生　  600円 自然に親しみ、運動不足解消を目的として開催します。 豊明市スポーツクラブ 生涯学習課　92-8317

今年度中止

4 全国一斉「あそびの日」
キャンペーン豊明会場 市内在住者 300円 未定 福祉体育館アリ一ナ あそびの広場で楽しく遊びます。 豊明市レクリエーション協会 生涯学習課　92-8317

詳細が決定次第、広報に掲載

5 スポーツ教室
どなたでも
10名〜30名

（教室による)

4,200円　
〜8,250円
(教室による)
保険料含む

前期4〜8月、毎週1〜
2回、後期9〜2月、毎週
1〜2回

福祉体育館アリ一ナ、
会議室、柔道場、剣道場、
勅使会館弓道場、勅使テ
ニスコート

スポーツ教室は、18 歳以上 ( 学生は除く ) の方を主に募
集対象としており、卓球、バドミントン、柔道、剣道、太極
拳、ラージボール卓球、弓道、体育、テニス、各種ヨガな
どの種目があります。当教室は、指導員により、基礎から
丁寧に指導していただけるので、気軽に参加できます。柔道、
剣道は小 ･ 中学生が対象です。

スポーツ指導員
シンコースポーツ中部㈱　93-5001
前期スポーツ教室は広報３月号掲載済
後期スポーツ教室は広報8月号
掲載予定

6 市民ウォーキング大会 市内在住、在勤者、
在学者 無料 11月21日（日） 豊明市内 ウォーキングを楽しみながら豊明のまちとふれあう

ことを目的として開催します。 豊明市スポーツクラブ 生涯学習課　92-8317
広報10月号　掲載予定

7 秋季自然歩道を歩く会 市内在住、在勤
者、在学者80名

中学生以上 1,200円
小学生　  600円 10月24日（日） 未定 自然に親しみ運動不足解消を目的として開催します。豊明市スポーツクラブ 生涯学習課　92-8317

広報10月号　掲載予定

8 スポーツクリニック 未定 無料 未定 福祉体育館アリーナ トップアスリートによるスポーツ指導を行います。
（種目未定） 未定 シンコースポーツ中部㈱　93-5001

詳細が決定次第、広報に掲載

9 コーディネーショントレーニング 市内在住の親子 無料 9月23日（木・祝）
10：00〜12：00 福祉体育館アリーナ 運動の習得効果を高めるトレーニング法を取り入れ、

親子で楽しく体を動かします。
SAQインストラクター、レクリ
エーションコーディネーター

シンコースポーツ中部㈱　93-5001
広報8月号　掲載予定

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 天然記念物
ナガバノイシモチソウ一般公開 どなたでも 無料

7月31日（土）〜8月2日(月）
9月11日(土）・12日(日）
9:00〜11:30　雨天中止

沓掛町小廻間地内
自生保護地

モウセンゴケ科の食虫植物のこの花は、直径1㎝ほど
の赤い花を咲かせる希少種です。ほかにも湿地植物
が数種見られます。

　 生涯学習課　92-8317
広報7月号　掲載予定

2 天然記念物大狭間湿地一般公開 どなたでも 無料
7月31日(土）・8月1日(日）
9月11日（土）・12日(日）
10月9日（土）
9：00〜11：30　雨天中止

沓掛町大狭間地内
8月はサギソウ、ミズギク、ハッチョウトンボなどが、
9月はシラタマホシクサ、サワヒヨドリなど、たくさ
んの湿地植物が見られます。

　 生涯学習課　92-8317
広報7月号　掲載予定

3 歴史民俗資料室〜企画展〜 どなたでも 無料 11月中 豊明市図書館内展示室
江戸時代に活躍した郷土の偉大な学者である伊藤両村
の人物像と影響を受けた人々について昨年度の続編を
紹介します。時に豊明の発展に尽くした人々をとり上
げます。

歴史民俗資料
調査研究会 会員

生涯学習課　92-8317
詳細が決定次第、広報に掲載

4 消防庁舎見学 10名程度の団体 無料 平日の9:00〜16:00
(事前連絡必要) 豊明消防署 消防庁舎、消防車両を見学してください。 消防署職員 豊明消防署　92-0119

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 家庭教育推進市民大会 どなたでも 無料 8月21日(土)
13：30〜15：30 文化会館小ホール 地域ぐるみで進める充実した家庭教育の在り方を考

える市民大会です。少年の主張などを行います。 　 生涯学習課　92-8317
広報8月号　掲載予定

2 豊明市防災講演会 どなたでも 無料 9月4日(土)
13：00〜15：00（予定）文化会館小ホール 防災教育に関する講話 碧南市市民活動センター

センター長　大野裕史
防災防犯対策課
92-8305
広報8月号　掲載予定

3　スポーツに親しむ（※の付いた催しは今年度中止）

4　見学に参加する

5　講演を聴く
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番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 プール開放
市内在住者
(混み合う場合は
待っていただく
ことがあります。)

無料 小学校夏休み期間中の
数日（予定）

コパンスイミングス
クール豊明

今年度は、小学校でのプール開放は中止とします。
代わりに、コパンスイミングスクール豊明でプール
開放を実施します。

　 学校教育課　92-8316
詳細は広報7月号に掲載予定

2 市民歩け歩け運動 市内在住者
定員なし 無料

毎月1回第1日曜日
   5月〜9月7:00〜8:00
10月〜4月8:00〜9:00

ニ村山 二村山峠地蔵前で受け付けます。さわやかな空気を
吸いませんか。 　 生涯学習課　92-8317

広報毎月 掲載

3 春季自然歩道を歩く会※ 市内在住、在勤
者、在学者80名

中学生以上 1,200円
小学生　  600円 自然に親しみ、運動不足解消を目的として開催します。 豊明市スポーツクラブ 生涯学習課　92-8317

今年度中止

4 全国一斉「あそびの日」
キャンペーン豊明会場 市内在住者 300円 未定 福祉体育館アリ一ナ あそびの広場で楽しく遊びます。 豊明市レクリエーション協会 生涯学習課　92-8317

詳細が決定次第、広報に掲載

5 スポーツ教室
どなたでも
10名〜30名

（教室による)

4,200円　
〜8,250円
(教室による)
保険料含む

前期4〜8月、毎週1〜
2回、後期9〜2月、毎週
1〜2回

福祉体育館アリ一ナ、
会議室、柔道場、剣道場、
勅使会館弓道場、勅使テ
ニスコート

スポーツ教室は、18 歳以上 ( 学生は除く ) の方を主に募
集対象としており、卓球、バドミントン、柔道、剣道、太極
拳、ラージボール卓球、弓道、体育、テニス、各種ヨガな
どの種目があります。当教室は、指導員により、基礎から
丁寧に指導していただけるので、気軽に参加できます。柔道、
剣道は小 ･ 中学生が対象です。

スポーツ指導員
シンコースポーツ中部㈱　93-5001
前期スポーツ教室は広報３月号掲載済
後期スポーツ教室は広報8月号
掲載予定

6 市民ウォーキング大会 市内在住、在勤者、
在学者 無料 11月21日（日） 豊明市内 ウォーキングを楽しみながら豊明のまちとふれあう

ことを目的として開催します。 豊明市スポーツクラブ 生涯学習課　92-8317
広報10月号　掲載予定

7 秋季自然歩道を歩く会 市内在住、在勤
者、在学者80名

中学生以上 1,200円
小学生　  600円 10月24日（日） 未定 自然に親しみ運動不足解消を目的として開催します。豊明市スポーツクラブ 生涯学習課　92-8317

広報10月号　掲載予定

8 スポーツクリニック 未定 無料 未定 福祉体育館アリーナ トップアスリートによるスポーツ指導を行います。
（種目未定） 未定 シンコースポーツ中部㈱　93-5001

詳細が決定次第、広報に掲載

9 コーディネーショントレーニング 市内在住の親子 無料 9月23日（木・祝）
10：00〜12：00 福祉体育館アリーナ 運動の習得効果を高めるトレーニング法を取り入れ、

親子で楽しく体を動かします。
SAQインストラクター、レクリ
エーションコーディネーター

シンコースポーツ中部㈱　93-5001
広報8月号　掲載予定

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 天然記念物
ナガバノイシモチソウ一般公開 どなたでも 無料

7月31日（土）〜8月2日(月）
9月11日(土）・12日(日）
9:00〜11:30　雨天中止

沓掛町小廻間地内
自生保護地

モウセンゴケ科の食虫植物のこの花は、直径1㎝ほど
の赤い花を咲かせる希少種です。ほかにも湿地植物
が数種見られます。

　 生涯学習課　92-8317
広報7月号　掲載予定

2 天然記念物大狭間湿地一般公開 どなたでも 無料
7月31日(土）・8月1日(日）
9月11日（土）・12日(日）
10月9日（土）
9：00〜11：30　雨天中止

沓掛町大狭間地内
8月はサギソウ、ミズギク、ハッチョウトンボなどが、
9月はシラタマホシクサ、サワヒヨドリなど、たくさ
んの湿地植物が見られます。

　 生涯学習課　92-8317
広報7月号　掲載予定

3 歴史民俗資料室〜企画展〜 どなたでも 無料 11月中 豊明市図書館内展示室
江戸時代に活躍した郷土の偉大な学者である伊藤両村
の人物像と影響を受けた人々について昨年度の続編を
紹介します。時に豊明の発展に尽くした人々をとり上
げます。

歴史民俗資料
調査研究会 会員

生涯学習課　92-8317
詳細が決定次第、広報に掲載

4 消防庁舎見学 10名程度の団体 無料 平日の9:00〜16:00
(事前連絡必要) 豊明消防署 消防庁舎、消防車両を見学してください。 消防署職員 豊明消防署　92-0119

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 家庭教育推進市民大会 どなたでも 無料 8月21日(土)
13：30〜15：30 文化会館小ホール 地域ぐるみで進める充実した家庭教育の在り方を考

える市民大会です。少年の主張などを行います。 　 生涯学習課　92-8317
広報8月号　掲載予定

2 豊明市防災講演会 どなたでも 無料 9月4日(土)
13：00〜15：00（予定）文化会館小ホール 防災教育に関する講話 碧南市市民活動センター

センター長　大野裕史
防災防犯対策課
92-8305
広報8月号　掲載予定

3　スポーツに親しむ（※の付いた催しは今年度中止）

4　見学に参加する

5　講演を聴く
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番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 家庭教育推進市民大会 どなたでも 無料 8月21日(土)
13：30〜15：30 文化会館小ホール 地域ぐるみで進める充実した家庭教育の在り方を考

える市民大会です。少年の主張などを行います。 　 生涯学習課　92-8317
広報8月号　掲載予定

2 豊明市防災講演会 どなたでも 無料 9月4日(土)
13：00〜15：00（予定）文化会館小ホール 防災教育に関する講話 碧南市市民活動センター
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92-8305
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このページの学習プログラムについては、随時「広報とよあけ」で詳しくお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させて
いただく場合があります。開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。（※の付いた催しは今年度中止）
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6　親子の交流・児童向け行事
番号 講　座　名 対　象　者

定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先
広報掲載予定

1 満2歳以上児のための親子教室 満2歳以上児の
親子 定員あり 無料 毎月第2･4木曜日

10:30〜
全児童館 親子遊びを通して親子のふれあいの場、お母さんの

仲間作りの応援、育児の相談にも乗ります。 児童厚生員 最寄の児童館へ
2 2歳未満児のための親子の集い 2歳未満児の親子

定員なし 無料 毎月第1･3木曜日
10:30〜

3 母の日プレゼント作り 小学生　　　
定員なし 無料 ４月20日（火）〜5月7

日（金）　15:30〜 全児童館 お母さんへの感謝の気持ちを込めてプレゼントを作
りましょう。 児童厚生員 各児童館　 

広報４月号　掲載済

4 父の日プレゼント作り 小学生
定員なし 無料 6月8日（火）〜18日（金） 

15:30〜 全児童館 お父さんへの感謝の気持ちを込めてプレゼントを作
りましょう。 児童厚生員 各児童館　 

広報　掲載予定

5 夏まつり

どなたでも
定員なし

無料

7月20日（火）
１3:30〜

ひまわり児童館

子ども達と一緒に企画・運営・準備をします。 
手作りのゲームをみんなでたのしみませんか。 
準備を手伝ってくれる仲間の参加も待っています。

児童厚生員 
ボランティア

ひまわり児童館　97-4331

小学生以上　
定員なし

西部児童館 西部児童館　　　98-2200

7月20日（火）
１4:00〜

コスモス児童館 コスモス児童館　95-2529

大宮児童館 大宮児童館　　　93-8808

二村児童館 二村児童館　　　92-3465

どなたでも
定員なし 中央児童館 中央児童館　　　93-6601

小学生
定員あり 北部児童館 北部児童館　　　92-3337

6 記録に挑戦 小学生
定員なし 無料

8月17日（火）・20日（金） 
15:00〜 二村児童館

記録に挑戦したり、五感を使ったゲーム遊びに挑戦
してみませんか。 児童厚生員

二村児童館　　　92-3465

8月24日（火）〜26日（木）
14:00〜 コスモス児童館 コスモス児童館　95-2529

7 敬老の日のプレゼント作り 小学生
定員なし 無料 9月7日（火）〜17日（金）

15:30〜 全児童館 大好きなおじいちゃん、おばあちゃんに手作りのプ
レゼントをしてみませんか。 児童厚生員 各児童館へ

8 おまねき会 小学生
定員あり

無料

9月18日（土）　　
14:00〜 北部児童館

おじいちゃん、おばあちゃん達と一緒に発表を見た
り、ゲームをして交流を楽しみませんか。 児童厚生員

北部児童館　　　92-3337

9 お楽しみ演芸会
小学生･祖父母
定員なし

9月1日（水）　
14:00〜 西部児童館 西部児童館　　　98-2200

10 ふれあいお楽しみ会 9月16日（木）　　
15:30〜 二村児童館 二村児童館　　　92-3465

11 ハロウィンで遊ぼう 小学生
定員なし 無料 10月28日（木）　　

15:20〜 大宮児童館 ハロウィンにちなんだゲームをして遊びましょう。 児童厚生員 大宮児童館　　　93-8808

12 ハロウィンお楽しみ会 小学生
定員なし 無料 10月30日（土）　

14:00〜 二村児童館 好きな仮装を楽しみ、ゲームやクイズで盛り上がり
ましょう。 児童厚生員 二村児童館　　　92-3465

13 クリスマス小物作り 小学生
定員なし 無料 11月30日（火）〜12月10日（金）

15:30〜 全児童館 オリジナルのクリスマス飾り作りを楽しみましょう。 児童厚生員 各児童館へ

14 もちつき会 幼児親子・
小学生 無料

11月27日（土）　
10:00〜 二村児童館 児童館の館庭で、杵と臼を使ってもちつきをしま

す。餅つきを見たり、体験して、つきたてのお餅を
味わいます。

児童厚生員・ボラン
ティア

二村児童館　　　92-3465

12月11日（土）　
10:30〜 西部児童館 西部児童館　　　98-2200

15 クリスマス会 小学生
定員なし 無料

12月4日（土）　
10:00〜 西部児童館

みんなでゲームで遊んだり、クリスマスの歌をう
たったり、話を聞いたりして楽しい時間を過ごしま
しょう。

児童厚生員 各児童館へ

12月23日（木）　
14:00〜 コスモス児童館

12月11日（土）　
14:00〜 ひまわり児童館

12月23日（木）　
14:00〜

大宮児童館

二村児童館

12月10日（金）　
14:00〜 中央児童館

16 ウインターフェスティバル 小学生
定員あり

12月23日（木）　
14:00〜 北部児童館
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6　親子の交流・児童向け行事
番号 講　座　名 対　象　者

定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先
広報掲載予定

1 満2歳以上児のための親子教室 満2歳以上児の
親子 定員あり 無料 毎月第2･4木曜日

10:30〜
全児童館 親子遊びを通して親子のふれあいの場、お母さんの

仲間作りの応援、育児の相談にも乗ります。 児童厚生員 最寄の児童館へ
2 2歳未満児のための親子の集い 2歳未満児の親子

定員なし 無料 毎月第1･3木曜日
10:30〜

3 母の日プレゼント作り 小学生　　　
定員なし 無料 ４月20日（火）〜5月7

日（金）　15:30〜 全児童館 お母さんへの感謝の気持ちを込めてプレゼントを作
りましょう。 児童厚生員 各児童館　 

広報４月号　掲載済

4 父の日プレゼント作り 小学生
定員なし 無料 6月8日（火）〜18日（金） 

15:30〜 全児童館 お父さんへの感謝の気持ちを込めてプレゼントを作
りましょう。 児童厚生員 各児童館　 

広報　掲載予定

5 夏まつり

どなたでも
定員なし

無料

7月20日（火）
１3:30〜

ひまわり児童館

子ども達と一緒に企画・運営・準備をします。 
手作りのゲームをみんなでたのしみませんか。 
準備を手伝ってくれる仲間の参加も待っています。

児童厚生員 
ボランティア

ひまわり児童館　97-4331

小学生以上　
定員なし

西部児童館 西部児童館　　　98-2200

7月20日（火）
１4:00〜

コスモス児童館 コスモス児童館　95-2529

大宮児童館 大宮児童館　　　93-8808

二村児童館 二村児童館　　　92-3465

どなたでも
定員なし 中央児童館 中央児童館　　　93-6601

小学生
定員あり 北部児童館 北部児童館　　　92-3337

6 記録に挑戦 小学生
定員なし 無料

8月17日（火）・20日（金） 
15:00〜 二村児童館

記録に挑戦したり、五感を使ったゲーム遊びに挑戦
してみませんか。 児童厚生員

二村児童館　　　92-3465

8月24日（火）〜26日（木）
14:00〜 コスモス児童館 コスモス児童館　95-2529

7 敬老の日のプレゼント作り 小学生
定員なし 無料 9月7日（火）〜17日（金）

15:30〜 全児童館 大好きなおじいちゃん、おばあちゃんに手作りのプ
レゼントをしてみませんか。 児童厚生員 各児童館へ

8 おまねき会 小学生
定員あり

無料

9月18日（土）　　
14:00〜 北部児童館

おじいちゃん、おばあちゃん達と一緒に発表を見た
り、ゲームをして交流を楽しみませんか。 児童厚生員

北部児童館　　　92-3337

9 お楽しみ演芸会
小学生･祖父母
定員なし

9月1日（水）　
14:00〜 西部児童館 西部児童館　　　98-2200

10 ふれあいお楽しみ会 9月16日（木）　　
15:30〜 二村児童館 二村児童館　　　92-3465

11 ハロウィンで遊ぼう 小学生
定員なし 無料 10月28日（木）　　

15:20〜 大宮児童館 ハロウィンにちなんだゲームをして遊びましょう。 児童厚生員 大宮児童館　　　93-8808

12 ハロウィンお楽しみ会 小学生
定員なし 無料 10月30日（土）　

14:00〜 二村児童館 好きな仮装を楽しみ、ゲームやクイズで盛り上がり
ましょう。 児童厚生員 二村児童館　　　92-3465

13 クリスマス小物作り 小学生
定員なし 無料 11月30日（火）〜12月10日（金）

15:30〜 全児童館 オリジナルのクリスマス飾り作りを楽しみましょう。 児童厚生員 各児童館へ

14 もちつき会 幼児親子・
小学生 無料

11月27日（土）　
10:00〜 二村児童館 児童館の館庭で、杵と臼を使ってもちつきをしま

す。餅つきを見たり、体験して、つきたてのお餅を
味わいます。

児童厚生員・ボラン
ティア

二村児童館　　　92-3465

12月11日（土）　
10:30〜 西部児童館 西部児童館　　　98-2200

15 クリスマス会 小学生
定員なし 無料

12月4日（土）　
10:00〜 西部児童館

みんなでゲームで遊んだり、クリスマスの歌をう
たったり、話を聞いたりして楽しい時間を過ごしま
しょう。

児童厚生員 各児童館へ

12月23日（木）　
14:00〜 コスモス児童館

12月11日（土）　
14:00〜 ひまわり児童館

12月23日（木）　
14:00〜

大宮児童館

二村児童館

12月10日（金）　
14:00〜 中央児童館

16 ウインターフェスティバル 小学生
定員あり

12月23日（木）　
14:00〜 北部児童館
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番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 満2歳以上児のための親子教室 満2歳以上児の
親子 定員あり 無料 毎月第2･4木曜日

10:30〜
全児童館 親子遊びを通して親子のふれあいの場、お母さんの

仲間作りの応援、育児の相談にも乗ります。 児童厚生員 最寄の児童館へ
2 2歳未満児のための親子の集い 2歳未満児の親子

定員なし 無料 毎月第1･3木曜日
10:30〜

3 母の日プレゼント作り 小学生　　　
定員なし 無料 ４月20日（火）〜5月7

日（金）　15:30〜 全児童館 お母さんへの感謝の気持ちを込めてプレゼントを作
りましょう。 児童厚生員 各児童館　 

広報４月号　掲載済

4 父の日プレゼント作り 小学生
定員なし 無料 6月8日（火）〜18日（金） 

15:30〜 全児童館 お父さんへの感謝の気持ちを込めてプレゼントを作
りましょう。 児童厚生員 各児童館　 

広報　掲載予定

5 夏まつり

どなたでも
定員なし

無料

7月20日（火）
１3:30〜

ひまわり児童館

子ども達と一緒に企画・運営・準備をします。 
手作りのゲームをみんなでたのしみませんか。 
準備を手伝ってくれる仲間の参加も待っています。

児童厚生員 
ボランティア

ひまわり児童館　97-4331

小学生以上　
定員なし

西部児童館 西部児童館　　　98-2200

7月20日（火）
１4:00〜

コスモス児童館 コスモス児童館　95-2529

大宮児童館 大宮児童館　　　93-8808

二村児童館 二村児童館　　　92-3465

どなたでも
定員なし 中央児童館 中央児童館　　　93-6601

小学生
定員あり 北部児童館 北部児童館　　　92-3337

6 記録に挑戦 小学生
定員なし 無料

8月17日（火）・20日（金） 
15:00〜 二村児童館

記録に挑戦したり、五感を使ったゲーム遊びに挑戦
してみませんか。 児童厚生員

二村児童館　　　92-3465

8月24日（火）〜26日（木）
14:00〜 コスモス児童館 コスモス児童館　95-2529

7 敬老の日のプレゼント作り 小学生
定員なし 無料 9月7日（火）〜17日（金）

15:30〜 全児童館 大好きなおじいちゃん、おばあちゃんに手作りのプ
レゼントをしてみませんか。 児童厚生員 各児童館へ

8 おまねき会 小学生
定員あり

無料

9月18日（土）　　
14:00〜 北部児童館

おじいちゃん、おばあちゃん達と一緒に発表を見た
り、ゲームをして交流を楽しみませんか。 児童厚生員

北部児童館　　　92-3337

9 お楽しみ演芸会
小学生･祖父母
定員なし

9月1日（水）　
14:00〜 西部児童館 西部児童館　　　98-2200

10 ふれあいお楽しみ会 9月16日（木）　　
15:30〜 二村児童館 二村児童館　　　92-3465

11 ハロウィンで遊ぼう 小学生
定員なし 無料 10月28日（木）　　

15:20〜 大宮児童館 ハロウィンにちなんだゲームをして遊びましょう。 児童厚生員 大宮児童館　　　93-8808

12 ハロウィンお楽しみ会 小学生
定員なし 無料 10月30日（土）　

14:00〜 二村児童館 好きな仮装を楽しみ、ゲームやクイズで盛り上がり
ましょう。 児童厚生員 二村児童館　　　92-3465

13 クリスマス小物作り 小学生
定員なし 無料 11月30日（火）〜12月10日（金）

15:30〜 全児童館 オリジナルのクリスマス飾り作りを楽しみましょう。 児童厚生員 各児童館へ

14 もちつき会 幼児親子・
小学生 無料

11月27日（土）　
10:00〜 二村児童館 児童館の館庭で、杵と臼を使ってもちつきをしま

す。餅つきを見たり、体験して、つきたてのお餅を
味わいます。

児童厚生員・ボラン
ティア

二村児童館　　　92-3465

12月11日（土）　
10:30〜 西部児童館 西部児童館　　　98-2200

15 クリスマス会 小学生
定員なし 無料

12月4日（土）　
10:00〜 西部児童館

みんなでゲームで遊んだり、クリスマスの歌をう
たったり、話を聞いたりして楽しい時間を過ごしま
しょう。

児童厚生員 各児童館へ

12月23日（木）　
14:00〜 コスモス児童館

12月11日（土）　
14:00〜 ひまわり児童館

12月23日（木）　
14:00〜

大宮児童館

二村児童館

12月10日（金）　
14:00〜 中央児童館

16 ウインターフェスティバル 小学生
定員あり

12月23日（木）　
14:00〜 北部児童館

このページの学習プログラムについては、随時「広報とよあけ」で詳しくお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させて
いただく場合があります。開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。
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番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

17 お抹茶会

小学生
定員有り

無料

1月15日（土）
14:00〜

北部児童館

日本文化に触れる良い機会です。 
お抹茶の味を体験してみませんか。

児童厚生員 
ボランティアなど 各児童館へ

小学生
定員有り ひまわり児童館

どなたでも　
定員有り 大宮児童館

小学生
定員有り コスモス児童館

どなたでも
定員有り

1月22日（土）
14:00〜 二村児童館

小学生
定員有り

1月22日（土）
13:30〜 西部児童館

小・中学生　
定員有り

1月23日（日）
13:30〜 中央児童館

18 春の小物作り 小学生
定員なし 無料 2月1日（火）〜11日（金・祝）

15:30〜 各児童館 春を楽しみに待ちながら、小物作りをしましょう。 児童厚生員 各児童館へ

19 おこしものつくり

小学生
定員有り

無料

2月19日（土）
14:00〜

大宮児童館

伝統行事のおこしものつくりを体験します。 児童厚生員 
ボランティアなど

大宮児童館　　　93-8808

二村児童館 二村児童館　　　92-3465

2月26日（土）
14:00〜

ひまわり児童館 ひまわり児童館　97-4331

北部児童館 北部児童館　　　92-3337

小学生親子　
定員有り

2月26日（土）
14:00〜 西部児童館 西部児童館　　　98-2200

20 夏休み親子絵付け教室※
市内在住の
親子各コース
7組

1,000円
（絵付けの陶器
を追加される
ごとに800円
かかります。）

8月予定 陶芸の館
（大蔵池公園内） お皿・茶わん・湯のみに絵筆で好きな絵を描きます。 陶芸講師 生涯学習課　92-8317

今年度中止

21 夏休み子ども陶芸教室※ 各教室
15名 1,000円 8月予定 陶芸の館

（大蔵池公園内）
粘土をこねて、お皿や茶わんなど自分の好きな作品
を作ります。 陶芸講師 生涯学習課　92-8317

今年度中止

22 おもちゃ図書館 障がい児と3歳
までの乳幼児 無料 第1・2・4木曜日

13：00〜16：00
総合福祉会館2Ｆ
集会室

おもちゃの貸し出しや遊び場の提供、交流や情報交
換の場 社会福祉協議会　93-5051

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 映画会 どなたでも 無料 毎月第2または第4土曜日
14:00〜 図書館視聴覚室 図書館視聴覚資料の上映を行います。 　 図書館 92-4946 

広報毎月 掲載予定

2 おはなし会 乳幼児〜 無料
毎月第1･3火曜日
毎月第1･3日曜日
毎月第2・4木曜日
11:00〜11：30

図書館視聴覚室 絵本のよみきかせなどおはなしを楽しむ会です。 おはなしぽん、コロボックル、
グループガブ、らぶっくす

図書館 92-4946 
広報毎月 掲載予定

3 子どもフェスティバル どなたでも 無料 1月30日（日） 文化会館大ホール 地域で頑張っている子どもたちによる手作りのフェ
スティバルです。

市内で活動する音楽・
演劇などのグループ

生涯学習課 92-8317 
広報1月号 掲載予定

6　親子の交流・児童向け行事（※の付いた催しは今年度中止）

7　鑑賞する
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番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

17 お抹茶会

小学生
定員有り

無料

1月15日（土）
14:00〜

北部児童館

日本文化に触れる良い機会です。 
お抹茶の味を体験してみませんか。

児童厚生員 
ボランティアなど 各児童館へ

小学生
定員有り ひまわり児童館

どなたでも　
定員有り 大宮児童館

小学生
定員有り コスモス児童館

どなたでも
定員有り

1月22日（土）
14:00〜 二村児童館

小学生
定員有り

1月22日（土）
13:30〜 西部児童館

小・中学生　
定員有り

1月23日（日）
13:30〜 中央児童館

18 春の小物作り 小学生
定員なし 無料 2月1日（火）〜11日（金・祝）

15:30〜 各児童館 春を楽しみに待ちながら、小物作りをしましょう。 児童厚生員 各児童館へ

19 おこしものつくり

小学生
定員有り

無料

2月19日（土）
14:00〜

大宮児童館

伝統行事のおこしものつくりを体験します。 児童厚生員 
ボランティアなど

大宮児童館　　　93-8808

二村児童館 二村児童館　　　92-3465

2月26日（土）
14:00〜

ひまわり児童館 ひまわり児童館　97-4331

北部児童館 北部児童館　　　92-3337

小学生親子　
定員有り

2月26日（土）
14:00〜 西部児童館 西部児童館　　　98-2200

20 夏休み親子絵付け教室※
市内在住の
親子各コース
7組

1,000円
（絵付けの陶器
を追加される
ごとに800円
かかります。）

8月予定 陶芸の館
（大蔵池公園内） お皿・茶わん・湯のみに絵筆で好きな絵を描きます。 陶芸講師 生涯学習課　92-8317

今年度中止

21 夏休み子ども陶芸教室※ 各教室
15名 1,000円 8月予定 陶芸の館

（大蔵池公園内）
粘土をこねて、お皿や茶わんなど自分の好きな作品
を作ります。 陶芸講師 生涯学習課　92-8317

今年度中止

22 おもちゃ図書館 障がい児と3歳
までの乳幼児 無料 第1・2・4木曜日

13：00〜16：00
総合福祉会館2Ｆ
集会室

おもちゃの貸し出しや遊び場の提供、交流や情報交
換の場 社会福祉協議会　93-5051

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 映画会 どなたでも 無料 毎月第2または第4土曜日
14:00〜 図書館視聴覚室 図書館視聴覚資料の上映を行います。 　 図書館 92-4946 

広報毎月 掲載予定

2 おはなし会 乳幼児〜 無料
毎月第1･3火曜日
毎月第1･3日曜日
毎月第2・4木曜日
11:00〜11：30

図書館視聴覚室 絵本のよみきかせなどおはなしを楽しむ会です。 おはなしぽん、コロボックル、
グループガブ、らぶっくす

図書館 92-4946 
広報毎月 掲載予定

3 子どもフェスティバル どなたでも 無料 1月30日（日） 文化会館大ホール 地域で頑張っている子どもたちによる手作りのフェ
スティバルです。

市内で活動する音楽・
演劇などのグループ

生涯学習課 92-8317 
広報1月号 掲載予定

6　親子の交流・児童向け行事（※の付いた催しは今年度中止）

7　鑑賞する

−  14  − −  15  −

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

17 お抹茶会

小学生
定員有り

無料

1月15日（土）
14:00〜

北部児童館

日本文化に触れる良い機会です。 
お抹茶の味を体験してみませんか。

児童厚生員 
ボランティアなど 各児童館へ

小学生
定員有り ひまわり児童館

どなたでも　
定員有り 大宮児童館

小学生
定員有り コスモス児童館

どなたでも
定員有り

1月22日（土）
14:00〜 二村児童館

小学生
定員有り

1月22日（土）
13:30〜 西部児童館

小・中学生　
定員有り

1月23日（日）
13:30〜 中央児童館

18 春の小物作り 小学生
定員なし 無料 2月1日（火）〜11日（金・祝）

15:30〜 各児童館 春を楽しみに待ちながら、小物作りをしましょう。 児童厚生員 各児童館へ

19 おこしものつくり

小学生
定員有り

無料

2月19日（土）
14:00〜

大宮児童館

伝統行事のおこしものつくりを体験します。 児童厚生員 
ボランティアなど

大宮児童館　　　93-8808

二村児童館 二村児童館　　　92-3465

2月26日（土）
14:00〜

ひまわり児童館 ひまわり児童館　97-4331

北部児童館 北部児童館　　　92-3337

小学生親子　
定員有り

2月26日（土）
14:00〜 西部児童館 西部児童館　　　98-2200

20 夏休み親子絵付け教室※
市内在住の
親子各コース
7組

1,000円
（絵付けの陶器
を追加される
ごとに800円
かかります。）

8月予定 陶芸の館
（大蔵池公園内） お皿・茶わん・湯のみに絵筆で好きな絵を描きます。 陶芸講師 生涯学習課　92-8317

今年度中止

21 夏休み子ども陶芸教室※ 各教室
15名 1,000円 8月予定 陶芸の館

（大蔵池公園内）
粘土をこねて、お皿や茶わんなど自分の好きな作品
を作ります。 陶芸講師 生涯学習課　92-8317

今年度中止

22 おもちゃ図書館 障がい児と3歳
までの乳幼児 無料 第1・2・4木曜日

13：00〜16：00
総合福祉会館2Ｆ
集会室

おもちゃの貸し出しや遊び場の提供、交流や情報交
換の場 社会福祉協議会　93-5051

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 映画会 どなたでも 無料 毎月第2または第4土曜日
14:00〜 図書館視聴覚室 図書館視聴覚資料の上映を行います。 　 図書館 92-4946 

広報毎月 掲載予定

2 おはなし会 乳幼児〜 無料
毎月第1･3火曜日
毎月第1･3日曜日
毎月第2・4木曜日
11:00〜11：30

図書館視聴覚室 絵本のよみきかせなどおはなしを楽しむ会です。 おはなしぽん、コロボックル、
グループガブ、らぶっくす

図書館 92-4946 
広報毎月 掲載予定

3 子どもフェスティバル どなたでも 無料 1月30日（日） 文化会館大ホール 地域で頑張っている子どもたちによる手作りのフェ
スティバルです。

市内で活動する音楽・
演劇などのグループ

生涯学習課 92-8317 
広報1月号 掲載予定

このページの学習プログラムについては、随時「広報とよあけ」で詳しくお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させて
いただく場合があります。開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。（※の付いた催しは今年度中止）



−  16  − −  17  −

番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 桶狭間古戦場まつり
武者行列甲冑教室隊※ 小学生以上 無料 6月6日(日) 舘小学校から桶狭間古

戦場伝説地一帯
ダンボールで制作した甲冑を着用して、武者行列に
参加します。募集50名（先着順）※リハーサルはあり
ません。

　
産業支援課内　桶狭間古戦場まつり
実行委員会事務局　92-8332　
今年度中止

2 豊明市国際交流協会会員 どなたでも

年会費
（個人）
2,000円

（家族会員）
3,000円

通年 　 身近で楽しい国際交流を通して、国際理解を深める
と共に国際化意識の向上を目指しています。 　

国際交流協会事務局
（市役所本館3階）
92-4649

3 市民講師
豊明市内在
住・在勤・
在学の20歳
以上の方

無料 いつからでも 　 生涯学習を始めようとする方のために講師を探して
います。内容は『なんでも』結構です。P4〜5参照。 　 生涯学習課　92-8317

4 家庭教育学級

幼稚園
市内4幼稚園
児の親
各学級30名
程度

学習内容によ
り実費徴収 年6〜8回程度開催 小学校・幼稚園・

市内公共施設など

子どもを育てるうえで「役立つ内容」「身近なところ
で」「楽しく学ぶ」これが家庭教育学級です。「出会
い・ふれ愛・感動体験」「みんなで計画・みんなで運営」
をキャッチフレーズに、学習の計画づくり・準備・進
行を含めて、自主的に学びます。
フレンドリー学級では、他の学級との交流をはじめ
とした「身近な相談者」としての活動に加え、自分た
ちでも学びを計画・実施します。

参加者と生涯学習課担
当者で相談して決めま
す。

生涯学習課　92-8317
広報4月号　掲載済　　　　　　　
(申込先はチラシを配布した小・中学
校・幼椎園又は生涯学習課)

小学校 市内小中学生
の親
各学級30〜
40名程度

（市内在住な
ら私立中学校
に進学した方
も可）

中学校
（3中合同）

フレンドリー
（OB）

中学校を卒業
したお子さん
をお持ちの家
庭教育学級経
験者で、身近
な相談者とし
ても活動して
いただける方
30名程度

5 日本語教室ボランティア
子ども日本語教室ボランティア どなたでも

豊明市国際交
流協会会員登
録が必要

毎週金曜日、日曜日A・B 総合福祉会館 豊明市在住の外国人市民及び子ども達にひらがな、
カタカナ、漢字など日本語の学習の手助けをしま
す。また、日本の生活習慣・文化を知る機会を提供
して、豊明市民の国際理解を広げるなど、共により
良い生活向上を目指します。 

国際交流協会事務局
（市役所本館3階）　92-4649
生涯学習課　92-8317

毎週木曜日（学校の長
期休暇期間は休み）
15：10〜16：10

二村会館
（豊明市立二村台小学
校内）

6 子ども食堂スタッフ どなたでも 無料 毎月1回　
9：00〜13：00 総合福祉会館 子どもの居場所づくり 社会福祉協議会　93-5051

7 ふれあいサロンスタッフ どなたでも 各回300円 年に6回
10:00〜14:00 市内6箇所の公民館 ひとり暮らし高齢者のふれあい交流の場 社会福祉協議会　93-5051

8 みなスマカフェ　
サロンサポーター どなたでも 各回200円 毎月第2木曜日

13:30〜14:30
Egao家（井ノ花公園前）
総合福祉会館

障がいのある方やその家族が参加するサロンの、当
日スタッフ

障がい者基幹相談支援センター「フィット」
91-1760

9 とよあけ花マルシェプロジェ
クト会員 どなたでも 無料 通年 豊明市内外 花で豊明市を盛り上げたい人 産業支援課　とよあけ花マルシェ事務局

92-8332

8　募集します（※の付いた催しは今年度中止）
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番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 桶狭間古戦場まつり
武者行列甲冑教室隊※ 小学生以上 無料 6月6日(日) 舘小学校から桶狭間古

戦場伝説地一帯
ダンボールで制作した甲冑を着用して、武者行列に
参加します。募集50名（先着順）※リハーサルはあり
ません。

　
産業支援課内　桶狭間古戦場まつり
実行委員会事務局　92-8332　
今年度中止

2 豊明市国際交流協会会員 どなたでも

年会費
（個人）
2,000円

（家族会員）
3,000円

通年 　 身近で楽しい国際交流を通して、国際理解を深める
と共に国際化意識の向上を目指しています。 　

国際交流協会事務局
（市役所本館3階）
92-4649

3 市民講師
豊明市内在
住・在勤・
在学の20歳
以上の方

無料 いつからでも 　 生涯学習を始めようとする方のために講師を探して
います。内容は『なんでも』結構です。P4〜5参照。 　 生涯学習課　92-8317

4 家庭教育学級

幼稚園
市内4幼稚園
児の親
各学級30名
程度

学習内容によ
り実費徴収 年6〜8回程度開催 小学校・幼稚園・

市内公共施設など

子どもを育てるうえで「役立つ内容」「身近なところ
で」「楽しく学ぶ」これが家庭教育学級です。「出会
い・ふれ愛・感動体験」「みんなで計画・みんなで運営」
をキャッチフレーズに、学習の計画づくり・準備・進
行を含めて、自主的に学びます。
フレンドリー学級では、他の学級との交流をはじめ
とした「身近な相談者」としての活動に加え、自分た
ちでも学びを計画・実施します。

参加者と生涯学習課担
当者で相談して決めま
す。

生涯学習課　92-8317
広報4月号　掲載済　　　　　　　
(申込先はチラシを配布した小・中学
校・幼椎園又は生涯学習課)

小学校 市内小中学生
の親
各学級30〜
40名程度

（市内在住な
ら私立中学校
に進学した方
も可）

中学校
（3中合同）

フレンドリー
（OB）

中学校を卒業
したお子さん
をお持ちの家
庭教育学級経
験者で、身近
な相談者とし
ても活動して
いただける方
30名程度

5 日本語教室ボランティア
子ども日本語教室ボランティア どなたでも

豊明市国際交
流協会会員登
録が必要

毎週金曜日、日曜日A・B 総合福祉会館 豊明市在住の外国人市民及び子ども達にひらがな、
カタカナ、漢字など日本語の学習の手助けをしま
す。また、日本の生活習慣・文化を知る機会を提供
して、豊明市民の国際理解を広げるなど、共により
良い生活向上を目指します。 

国際交流協会事務局
（市役所本館3階）　92-4649
生涯学習課　92-8317

毎週木曜日（学校の長
期休暇期間は休み）
15：10〜16：10

二村会館
（豊明市立二村台小学
校内）

6 子ども食堂スタッフ どなたでも 無料 毎月1回　
9：00〜13：00 総合福祉会館 子どもの居場所づくり 社会福祉協議会　93-5051

7 ふれあいサロンスタッフ どなたでも 各回300円 年に6回
10:00〜14:00 市内6箇所の公民館 ひとり暮らし高齢者のふれあい交流の場 社会福祉協議会　93-5051

8 みなスマカフェ　
サロンサポーター どなたでも 各回200円 毎月第2木曜日

13:30〜14:30
Egao家（井ノ花公園前）
総合福祉会館

障がいのある方やその家族が参加するサロンの、当
日スタッフ

障がい者基幹相談支援センター「フィット」
91-1760

9 とよあけ花マルシェプロジェ
クト会員 どなたでも 無料 通年 豊明市内外 花で豊明市を盛り上げたい人 産業支援課　とよあけ花マルシェ事務局

92-8332

8　募集します（※の付いた催しは今年度中止）
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番号 講　座　名 対　象　者
定　　員 費　　用 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 講　　　師 問 　 合 　 先

広報掲載予定

1 桶狭間古戦場まつり
武者行列甲冑教室隊※ 小学生以上 無料 6月6日(日) 舘小学校から桶狭間古

戦場伝説地一帯
ダンボールで制作した甲冑を着用して、武者行列に
参加します。募集50名（先着順）※リハーサルはあり
ません。

　
産業支援課内　桶狭間古戦場まつり
実行委員会事務局　92-8332　
今年度中止

2 豊明市国際交流協会会員 どなたでも

年会費
（個人）
2,000円

（家族会員）
3,000円

通年 　 身近で楽しい国際交流を通して、国際理解を深める
と共に国際化意識の向上を目指しています。 　

国際交流協会事務局
（市役所本館3階）
92-4649

3 市民講師
豊明市内在
住・在勤・
在学の20歳
以上の方

無料 いつからでも 　 生涯学習を始めようとする方のために講師を探して
います。内容は『なんでも』結構です。P4〜5参照。 　 生涯学習課　92-8317

4 家庭教育学級

幼稚園
市内4幼稚園
児の親
各学級30名
程度

学習内容によ
り実費徴収 年6〜8回程度開催 小学校・幼稚園・

市内公共施設など

子どもを育てるうえで「役立つ内容」「身近なところ
で」「楽しく学ぶ」これが家庭教育学級です。「出会
い・ふれ愛・感動体験」「みんなで計画・みんなで運営」
をキャッチフレーズに、学習の計画づくり・準備・進
行を含めて、自主的に学びます。
フレンドリー学級では、他の学級との交流をはじめ
とした「身近な相談者」としての活動に加え、自分た
ちでも学びを計画・実施します。

参加者と生涯学習課担
当者で相談して決めま
す。

生涯学習課　92-8317
広報4月号　掲載済　　　　　　　
(申込先はチラシを配布した小・中学
校・幼椎園又は生涯学習課)

小学校 市内小中学生
の親
各学級30〜
40名程度

（市内在住な
ら私立中学校
に進学した方
も可）

中学校
（3中合同）

フレンドリー
（OB）

中学校を卒業
したお子さん
をお持ちの家
庭教育学級経
験者で、身近
な相談者とし
ても活動して
いただける方
30名程度

5 日本語教室ボランティア
子ども日本語教室ボランティア どなたでも

豊明市国際交
流協会会員登
録が必要

毎週金曜日、日曜日A・B 総合福祉会館 豊明市在住の外国人市民及び子ども達にひらがな、
カタカナ、漢字など日本語の学習の手助けをしま
す。また、日本の生活習慣・文化を知る機会を提供
して、豊明市民の国際理解を広げるなど、共により
良い生活向上を目指します。 

国際交流協会事務局
（市役所本館3階）　92-4649
生涯学習課　92-8317

毎週木曜日（学校の長
期休暇期間は休み）
15：10〜16：10

二村会館
（豊明市立二村台小学
校内）

6 子ども食堂スタッフ どなたでも 無料 毎月1回　
9：00〜13：00 総合福祉会館 子どもの居場所づくり 社会福祉協議会　93-5051

7 ふれあいサロンスタッフ どなたでも 各回300円 年に6回
10:00〜14:00 市内6箇所の公民館 ひとり暮らし高齢者のふれあい交流の場 社会福祉協議会　93-5051

8 みなスマカフェ　
サロンサポーター どなたでも 各回200円 毎月第2木曜日

13:30〜14:30
Egao家（井ノ花公園前）
総合福祉会館

障がいのある方やその家族が参加するサロンの、当
日スタッフ

障がい者基幹相談支援センター「フィット」
91-1760

9 とよあけ花マルシェプロジェ
クト会員 どなたでも 無料 通年 豊明市内外 花で豊明市を盛り上げたい人 産業支援課　とよあけ花マルシェ事務局

92-8332

このページの学習プログラムについては、随時「広報とよあけ」で詳しくお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させて
いただく場合があります。開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。（※の付いた催しは今年度中止）
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番号 相　談　名 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 相談員 問合先

1

子

　育

　て

育児相談
（予約制）

原則水曜
10:00〜11:00 保健センター 対象者：乳幼児をもつ保護者

身長・体重を測りながら子育ての中で
気がかりなことや、悩みについてご相
談ください。

保健師、
管理栄養士

子育て支援課
85-3950原則毎月第１月曜日

10:15〜11:00
子育て支援センター
すまいる

2 子育て電話相談 月〜金の
10:00〜15:00

子育て支援センター
すまいる 対象者：乳幼児をもつ保護者

子育ての中で気がかりなことや、悩み
についてご相談ください。

保育士
子育て支援センター すまいる
98-2322

子育て支援センター
あおいとり

子育て支援センター あおいとり
92-6664

3 ふれあい相談
（来所による相談）

月〜金の
10:00〜15:00

子育て支援センター
すまいる

対象者：乳幼児をもつ保護者
子育ての中で気がかりなことや、悩み
について保育士が相談に応じます。お
子さんと一緒にお越しください。

保育士
子育て支援センター すまいる
98-2552

子育て支援センター
あおいとり

子育て支援センター あおいとり
92-6664

4 児童 月〜金（祝日を除く）
の9:00〜17：00 子育て支援課 子ども（高校生まで）の発達・しつけ・いじめ・不登校・非行

などについて相談に応じます。（電話相談可） 家庭相談員 子育て支援課
91-0008

5
教

　育
教育 月〜金（祝日を除く）

の9:00〜16：30
フレンドひまわり勅使
フレンドひまわり栄

いじめ・不登校など教育問題全般について相
談に応じます。（電話または面接） 　

教育相談電話「ひまわり」
92-1400
フレンドひまわり勅使
92-1717
フレンドひまわり栄
85-4000

6

悩
み
・
困
り
ご
と

法律 第1・3火曜日　10：00〜15：00
（12：00〜13:00除く）

市役所会議室

弁護士による法律相談。※要予約各日
8人。相談日の前週の火曜日午前8時
30分から電話にて予約受付。

弁護士

秘書広報課
92-8360

7 困りごと 第1・3火曜日　10：00〜15：00
（12：00〜13:00除く） 日常の困りごと 人権擁護委員・

行政相談委員
8 多重債務相談 奇数月1回

13:30〜16:50
債務整理について、司法書士が相談に
応じます。※電話にて要予約 司法書士

9 一般市民相談 月曜〜金曜日（祝日を除く）
9：00〜16：00

市役所本館3階
秘書広報課

日常の暮らしの中で困った事。相談先が
わからないときご相談ください。 職員

10 消費生活相談
毎週 月・水・木10：00〜15：00

（12：00〜13：00除く）
毎週 金曜日10：00〜11：30

市役所2階
消費生活センター

悪質商法（点検商法、健康商法、不当請
求）等の消費者トラブルに関する相談
にのります。

消費生活
相談員

消費生活センター
85-3712

11 弁護士相談 毎月第2火曜日
10:00〜12:00

総合福祉会館1F
社会福祉協議会

弁護士が法律相談に応じます。※要予約各日6人。
相談日の前週の火曜日午前8時30分から電話にて
予約受付。（閉館日の場合は、その翌日）

弁護士 社会福祉協議会
93-5051

12

福

　祉

介護（お年寄り）

月〜金（祝日を除く）
9：00〜17：00 健康長寿課

介護の悩み、誰に相談したらよ
いか分からない時に相談にの
ります。

保健師
社会福祉士
主任介護支援
専門員

健康長寿課　92-1261

月〜金
8：45〜17：30

北部地域包括
支援センター

北部地域包括支援センター
85-6622

月〜金
8：45〜17：30

南部地域包括
支援センター

南部地域包括支援センター
96-0808

月〜土及びGW・年末年始を
除く祝日　9：00〜17：30

中部地域包括
支援センター

中部地域包括支援センター
85-3133

13 障がい者相談
（フィット）

月〜金（祝日を除く）
の8:30〜17:00
第1土曜日
 9：00〜16：00

総合福祉会館2階 福祉サービス（障がい）の相談や、関係機関との
連絡調整および情報の提供をいたします。

社会福祉士
相談支援専門員

障がい者相談支援センターフィット
91-1760

14 自立相談
（よりそい）

月〜金（祝日を除く）
の8:45〜17:00 市役所本館1F

社会福祉課内
生活困窮に関する相談、情報提供 相談員3名 自立生活相談センターよりそい

91-3018

15 ひきこもり支援
（はばたき）

月〜金（祝日を除く）
の8:30〜17:15

ひきこもりに関する相談、居場
所支援、学習支援、就労支援 相談員2名 ひきこもり相談窓口「はばたき」

85-3951

16 福祉なんでも
相談

月〜金（祝日を除く）8:30〜17:15
※但し、第2木曜日は、10:00〜11：
30まで老人福祉センター

総合福祉会館1Ｆ
社会福祉協議会

生活困窮、ひきこもり、障がい、子
ども、高齢者、介護、認知症など 相談員

社会福祉協議会
93-5051

17 こころ悩み
相談

第3木曜日
14：00〜16：00

総合福祉会館1Ｆ
社会福祉協議会

人間関係の悩み、気持ちを整理したい悩みなどに
ついて臨床心理士が相談に応じます。※電話にて
要予約（1日2組まで）

臨床心理士

18

健

　康

健康テレフォン110番 月〜金（祝日を除く）
の8:30〜17:00 電話相談 健康上の相談にのります。 保健師 保健センター

93-1611

19 健康・栄養・
歯科相談

毎月第1水曜日
9:00〜11:00

（祝日を除く） 瀬戸保健所

生活習慣病・食生活・歯に関す
る相談にのります。※要予約

保健師、
管理栄養士、
歯科衛生士

健康支援課
地域保健グループ
0561-82-2157

20 精神保健
福祉相談

月〜金曜日
9:00〜16:30

（12：00〜13：00と祝日を除く）
精神障がい者の医療・福祉の相談
こころの悩みやうつ・ひきこもりの相談

精神保健福祉
相談員、
保健師

健康支援課
こころの健康推進グループ
0561-82-2158

9　相談する ※日時については、変更する場合があります。随時「広報とよあけ」で詳しくお知らせします。
※費用 無料　※対象 市内在住・在勤の人　秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。
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番号 相　談　名 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 相談員 問合先

1

子

　育

　て

育児相談
（予約制）

原則水曜
10:00〜11:00 保健センター 対象者：乳幼児をもつ保護者

身長・体重を測りながら子育ての中で
気がかりなことや、悩みについてご相
談ください。

保健師、
管理栄養士

子育て支援課
85-3950原則毎月第１月曜日

10:15〜11:00
子育て支援センター
すまいる

2 子育て電話相談 月〜金の
10:00〜15:00

子育て支援センター
すまいる 対象者：乳幼児をもつ保護者

子育ての中で気がかりなことや、悩み
についてご相談ください。

保育士
子育て支援センター すまいる
98-2322

子育て支援センター
あおいとり

子育て支援センター あおいとり
92-6664

3 ふれあい相談
（来所による相談）

月〜金の
10:00〜15:00

子育て支援センター
すまいる

対象者：乳幼児をもつ保護者
子育ての中で気がかりなことや、悩み
について保育士が相談に応じます。お
子さんと一緒にお越しください。

保育士
子育て支援センター すまいる
98-2552

子育て支援センター
あおいとり

子育て支援センター あおいとり
92-6664

4 児童 月〜金（祝日を除く）
の9:00〜17：00 子育て支援課 子ども（高校生まで）の発達・しつけ・いじめ・不登校・非行

などについて相談に応じます。（電話相談可） 家庭相談員 子育て支援課
91-0008

5
教

　育
教育 月〜金（祝日を除く）

の9:00〜16：30
フレンドひまわり勅使
フレンドひまわり栄

いじめ・不登校など教育問題全般について相
談に応じます。（電話または面接） 　

教育相談電話「ひまわり」
92-1400
フレンドひまわり勅使
92-1717
フレンドひまわり栄
85-4000

6

悩
み
・
困
り
ご
と

法律 第1・3火曜日　10：00〜15：00
（12：00〜13:00除く）

市役所会議室

弁護士による法律相談。※要予約各日
8人。相談日の前週の火曜日午前8時
30分から電話にて予約受付。

弁護士

秘書広報課
92-8360

7 困りごと 第1・3火曜日　10：00〜15：00
（12：00〜13:00除く） 日常の困りごと 人権擁護委員・

行政相談委員
8 多重債務相談 奇数月1回

13:30〜16:50
債務整理について、司法書士が相談に
応じます。※電話にて要予約 司法書士

9 一般市民相談 月曜〜金曜日（祝日を除く）
9：00〜16：00

市役所本館3階
秘書広報課

日常の暮らしの中で困った事。相談先が
わからないときご相談ください。 職員

10 消費生活相談
毎週 月・水・木10：00〜15：00

（12：00〜13：00除く）
毎週 金曜日10：00〜11：30

市役所2階
消費生活センター

悪質商法（点検商法、健康商法、不当請
求）等の消費者トラブルに関する相談
にのります。

消費生活
相談員

消費生活センター
85-3712

11 弁護士相談 毎月第2火曜日
10:00〜12:00

総合福祉会館1F
社会福祉協議会

弁護士が法律相談に応じます。※要予約各日6人。
相談日の前週の火曜日午前8時30分から電話にて
予約受付。（閉館日の場合は、その翌日）

弁護士 社会福祉協議会
93-5051

12

福

　祉

介護（お年寄り）

月〜金（祝日を除く）
9：00〜17：00 健康長寿課

介護の悩み、誰に相談したらよ
いか分からない時に相談にの
ります。

保健師
社会福祉士
主任介護支援
専門員

健康長寿課　92-1261

月〜金
8：45〜17：30

北部地域包括
支援センター

北部地域包括支援センター
85-6622

月〜金
8：45〜17：30

南部地域包括
支援センター

南部地域包括支援センター
96-0808

月〜土及びGW・年末年始を
除く祝日　9：00〜17：30

中部地域包括
支援センター

中部地域包括支援センター
85-3133

13 障がい者相談
（フィット）

月〜金（祝日を除く）
の8:30〜17:00
第1土曜日
 9：00〜16：00

総合福祉会館2階 福祉サービス（障がい）の相談や、関係機関との
連絡調整および情報の提供をいたします。

社会福祉士
相談支援専門員

障がい者相談支援センターフィット
91-1760

14 自立相談
（よりそい）

月〜金（祝日を除く）
の8:45〜17:00 市役所本館1F

社会福祉課内
生活困窮に関する相談、情報提供 相談員3名 自立生活相談センターよりそい

91-3018

15 ひきこもり支援
（はばたき）

月〜金（祝日を除く）
の8:30〜17:15

ひきこもりに関する相談、居場
所支援、学習支援、就労支援 相談員2名 ひきこもり相談窓口「はばたき」

85-3951

16 福祉なんでも
相談

月〜金（祝日を除く）8:30〜17:15
※但し、第2木曜日は、10:00〜11：
30まで老人福祉センター

総合福祉会館1Ｆ
社会福祉協議会

生活困窮、ひきこもり、障がい、子
ども、高齢者、介護、認知症など 相談員

社会福祉協議会
93-5051

17 こころ悩み
相談

第3木曜日
14：00〜16：00

総合福祉会館1Ｆ
社会福祉協議会

人間関係の悩み、気持ちを整理したい悩みなどに
ついて臨床心理士が相談に応じます。※電話にて
要予約（1日2組まで）

臨床心理士

18

健

　康

健康テレフォン110番 月〜金（祝日を除く）
の8:30〜17:00 電話相談 健康上の相談にのります。 保健師 保健センター

93-1611

19 健康・栄養・
歯科相談

毎月第1水曜日
9:00〜11:00

（祝日を除く） 瀬戸保健所

生活習慣病・食生活・歯に関す
る相談にのります。※要予約

保健師、
管理栄養士、
歯科衛生士

健康支援課
地域保健グループ
0561-82-2157

20 精神保健
福祉相談

月〜金曜日
9:00〜16:30

（12：00〜13：00と祝日を除く）
精神障がい者の医療・福祉の相談
こころの悩みやうつ・ひきこもりの相談

精神保健福祉
相談員、
保健師

健康支援課
こころの健康推進グループ
0561-82-2158

9　相談する ※日時については、変更する場合があります。随時「広報とよあけ」で詳しくお知らせします。
※費用 無料　※対象 市内在住・在勤の人　秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。
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出版物 発行年月 概　　要 価　　格

豊明市史資料編1 S50.3 市内に現存する近世（江戸時代）文書を中心に収録
1,047ペ一ジ 完　売

豊明市史資料編2 S50.3 古代（古窯跡の調査報告）、金石文化財（石碑など）、植物について
255ぺ一ジ 1,260円

豊明市史資料編3 S53.3 江戸時代の村絵図を中心とした古地図と解説書
絵図等14枚 2,100円

豊明市史資料編4 S53.3 市内の神社、寺院、樹木（巨木、名木）について　
527ぺ一ジ 2,100円

写真に見る豊明の歴史 S57.10 1,000点以上にのぼる写真により、豊明の歴史を紹介
525ぺ一ジ 2,100円

豊明市史資料編5 S63.3 大正年間を基本に人々の生活、風習・習慣をまとめた民俗編
450ぺージ 3,670円

豊明市史本文編 H5.3 原始・古代から現代に至るまでを総合的に解説した通史編
650ぺ一ジ 4,380円

資料編補1 原始・古代・中世 H13.3 豊明の石器時代から戦国時代までの各遺跡を興味深く記述
542ぺ一ジ（別冊付録として市内の遺跡地図） 2,100円

資料編補2 桶狭間の戦い H14.3 全国的にも有名な桶狭間の戦いについて各種の資料を収録
623ぺ一ジ（別冊付録として漫画・付図） 4,000円

資料編補3 近世1 H11.3 江戸時代の古文書、写真や解説も豊富に掲載
936ぺージ 3,900円

資料編補4 近世2 H12.3 近世1の続編、紀行文・俳諧など多岐にわたり掲載　
954ぺ一ジ 3,900円

資料編補5 近代 H13.3 明治、大正、昭和初期の貴重な資料を掲載
968ぺ一ジ 3,400円

資料編補6 現代 H14.3 激動の戦後復興から現代に至る資料を掲載
1,029ぺ一ジ（別冊付録として村の時代から現代までの付図3枚）3,400円

資料編補7 自然 H15.3 市内の地質、動物、植物をこれまでにない精度で調査・解説
本文467ページ、目録354ページ、現存植生図 4,500円

豊明市史総集編 H19.3 既刊の市史を中心としたことがらを事典・年表・図表として編集
385ページ 3,500円

番号 相　談　名 と　　き と　こ　ろ 内　　　　　　容 相談員 問合先

21 健 

康エイズ、B・C型肝炎検査
毎週火曜日
9:00〜11:00

（祝日・休日の前日
及び前々日を除く）

瀬戸保健所
エイズ、Ｂ・Ｃ型肝炎の検査を行います。

（医師不在などの理由で受け付けできない場
合があります。あらかじめご確認ください。）

環境・食品安全課
環境指導グループ
0561-82-2197

22

労

　働

労働 毎月第１金曜日
13:00〜16:00

中央公民館1階
会議室

労働問題について相談にのり
ます。※電話にて開催日の前日
正午までに要予約各日3 名

中小企業
総合労働
相談員　

産業支援課　
92-8332

23 若年者就職相談 毎月第2水曜日 中央公民館1階
会議室

15 〜49 歳の未就労者やその
保護者に対する就職支援や職
業適性検査の実施。

なごや若者サ
ポートステー
ション相談員

産業支援課
92-8332

24 職業紹介 月〜金（祝日を除く）の
9:00〜16:00 豊明市商工会館 求人、求職について無料紹介を

いたします。 　 豊明市商工会
93-6666

25 ひとり親就業
相談

月〜木（祝日を除く）
の9:00〜16:00 子育て支援課 自立支援員による就職、職業能力の

向上に関する相談にのります。 自立支援員 子育て支援課
91-0008（予約制）

26

そ
の
他

建築
毎月第2火曜日

（8月のみ第4火曜日）
10:00〜15:00

（12：00〜13：00除く）

市役所1階
相談室

建築、リフォーム、宅地造成、開発、
設計、融資の手続などについて相談
にのります。（予約制）

建築士 都市計画課　
92-1114

27 不動産
毎月第２月曜日
13:30〜16:30

（ただし、祝日の場
合は第３月曜日）

市役所１階相
談室AまたはB

不動産の契約、トラブルに関する
相談

宅地建物
取引士
２名

都市計画課　
92-1114

28 年金相談 毎月第3水曜日
10:00〜15:00 市役所会議室 国民年金、厚生年金等の手続きなど

について相談にのります。
笠寺年金
事務所職員

笠寺年金事務所
052-822-2512

問合せ先　　豊明市役所　生涯学習課　92-8317

販売しているところ…豊明市役所生涯学習課・豊明市立図書館

10　豊明市史一覧

このページの学習プログラムについては、随時「広報とよあけ」で詳しくお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させて
いただく場合があります。開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。
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1　公民館サークル（生涯学習課 92-8317） 順不同（令和3年4月現在）

Ⅳ　 サークル・ボランティアグループの紹介
会員の自主運営による学習グループです。
参加希望の方は、表の代表者まで直接お問い合わせください。
ただし、定員を超えている場合は、すぐにご参加いただけない場合もあります。

番号 団　体　名 代表者名
電　話 学習内容 活動日

活動場所

1 いのちをはぐくみ平和をねがう合唱団
「ほっと・夜明け」

間瀬　滝子
93-1145 合唱,創作曲づくり 第２・第４土曜　午後

大脇コミュニティセンター

2 草の芽俳句会 福島　恵
92-0341 俳句の向上と知識を楽しく学びます 第２水曜　午後

南部公民館

3 健康体操ＷＡＶＥ 梶　つねよ
97-6973

女性の美と健康体操（バレエストレッチ・筋力
アップ・ジャズダンスなど）

毎週金曜　午前
坂部公民館

4 サークルペン習字木曜日 名刀　千代子
92-2423 ボールペン及びサインペン練習 毎週木曜（月4回）　午前

南部公民館

5 女声コーラス「茜」 鈴木　ゆり
92-7869

コーラスを楽しみながら、より美しいハーモ
ニーを目指す

毎週木曜　午前
総合福祉会館、南部公民館

6 豊明栄俳句会 近藤　兼雄
92-2381 句会、作句指導、名句鑑賞、解説 第４土曜　午後

南部公民館

7 豊明市民吹奏楽団 加藤　敦彦
92-2361 吹奏楽の練習、演奏会 毎週木曜　夜間

文化会館

8 豊明樹林気功太極拳サークル 村上　直子
93-5530

太極拳を練習し、身体作りと、人とのコミュニ
ケーションアップ

第１〜３火曜・金曜　午前
南部公民館

9 豊明パッチワークサークル 矢野　昌代
92-4718 パッチワークキルト製作 第3金曜　午前

文化会館、南部公民館

10 豊明ひまわりコーラス 黒田　とみえ
93-4634

音の響きや言葉を大切にしながら、ハーモニー
を楽しんでいます

第1・3火曜　午前
文化会館

11 とよあけ連句会 荒川　道子
92-4418 連句の作成 第２金曜　午後

図書館

12 豊明パソコンサポートグループ
あいＬ＠ｎｄ 出口　実紀枝 パソコン技能向上、パソコン救急日の開催 第４土曜　午前

市民交流センター

13 紫水双葉俳句会 堀江　良彦
92-8987

俳句入門、実作指導並びに名句鑑賞で詩心の向
上を楽しく学びます

第３木曜　午後
南部公民館

14 光輝流ガラス絵サークル　 中垣　桂子
92-3022 光輝流ガラス絵の制作と新技術の開発 未定

15 フラワーデザインの会 守屋　道子
92-7326 フラワーのデザインの研究と技術の向上 不定期

総合福祉会館　

16 合唱団「明」 前田　征夫
92-1087 合唱の練習 第２・４水曜　午前

市民交流センター
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1　公民館サークル（生涯学習課 92-8317） 順不同（令和3年4月現在）

Ⅳ　 サークル・ボランティアグループの紹介
会員の自主運営による学習グループです。
参加希望の方は、表の代表者まで直接お問い合わせください。
ただし、定員を超えている場合は、すぐにご参加いただけない場合もあります。

番号 団　体　名 代表者名
電　話 学習内容 活動日

活動場所

1 いのちをはぐくみ平和をねがう合唱団
「ほっと・夜明け」

間瀬　滝子
93-1145 合唱,創作曲づくり 第２・第４土曜　午後

大脇コミュニティセンター

2 草の芽俳句会 福島　恵
92-0341 俳句の向上と知識を楽しく学びます 第２水曜　午後

南部公民館

3 健康体操ＷＡＶＥ 梶　つねよ
97-6973

女性の美と健康体操（バレエストレッチ・筋力
アップ・ジャズダンスなど）

毎週金曜　午前
坂部公民館

4 サークルペン習字木曜日 名刀　千代子
92-2423 ボールペン及びサインペン練習 毎週木曜（月4回）　午前

南部公民館

5 女声コーラス「茜」 鈴木　ゆり
92-7869

コーラスを楽しみながら、より美しいハーモ
ニーを目指す

毎週木曜　午前
総合福祉会館、南部公民館

6 豊明栄俳句会 近藤　兼雄
92-2381 句会、作句指導、名句鑑賞、解説 第４土曜　午後

南部公民館

7 豊明市民吹奏楽団 加藤　敦彦
92-2361 吹奏楽の練習、演奏会 毎週木曜　夜間

文化会館

8 豊明樹林気功太極拳サークル 村上　直子
93-5530

太極拳を練習し、身体作りと、人とのコミュニ
ケーションアップ

第１〜３火曜・金曜　午前
南部公民館

9 豊明パッチワークサークル 矢野　昌代
92-4718 パッチワークキルト製作 第3金曜　午前

文化会館、南部公民館

10 豊明ひまわりコーラス 黒田　とみえ
93-4634

音の響きや言葉を大切にしながら、ハーモニー
を楽しんでいます

第1・3火曜　午前
文化会館

11 とよあけ連句会 荒川　道子
92-4418 連句の作成 第２金曜　午後

図書館

12 豊明パソコンサポートグループ
あいＬ＠ｎｄ 出口　実紀枝 パソコン技能向上、パソコン救急日の開催 第４土曜　午前

市民交流センター

13 紫水双葉俳句会 堀江　良彦
92-8987

俳句入門、実作指導並びに名句鑑賞で詩心の向
上を楽しく学びます

第３木曜　午後
南部公民館

14 光輝流ガラス絵サークル　 中垣　桂子
92-3022 光輝流ガラス絵の制作と新技術の開発 未定

15 フラワーデザインの会 守屋　道子
92-7326 フラワーのデザインの研究と技術の向上 不定期

総合福祉会館　

16 合唱団「明」 前田　征夫
92-1087 合唱の練習 第２・４水曜　午前

市民交流センター
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番号 団　体　名 代表者名
電　話 学習内容 活動日

活動場所

17 フラサークル　マハロ 田倉　千津子
93-0640

フラダンスを見て頂ける様、月２回の練習を重ね、
自身の体力向上・友人との融和を楽しんでいます

第２・４木曜　午後
総合福祉会館

18 パッチワークサークル
「九左山」の会

川村　美千子
97-1761 パッチワークキルトの技術の向上を学びます 第１・３金曜　午後

南部公民館

19 着付けサークル「和」 大谷　慶子
93-5842 着物の着装（自装・他装） 第４水曜　午前

文化会館

20 フラサークル　メ・ケ・アロハ 近藤　緑
92-1948 フラダンスを通して健康を増進する 第２・４火曜　午後

市民交流センター

21 一木俳句会 河合　
92-1165 俳句の実作、選句、鑑賞など向上を計る 第２木曜　午後

南部公民館

22 一水俳句会 小林　加千郎
92-3753 句作りと発表、批評 第１水曜　午後

南部公民館

番号 団    体   名 代表者名
電　話 学    習   内   容 活　動　日

会　　　場

1 絵本創りの会
「あおむし」

酒井　理恵
93-7494 絵本創りを通して社会を見渡す目を養う。 第3木曜　午前

図書館

2 本の会 長谷川　真弓
97-2670 一般書の合評読書会を開催する。 第2木曜　午前

図書館

3 音楽を楽しむ会 西野　典子
090-6468-0393 クラシック音楽を講師の解説で楽しむ。 第2土曜　午前

図書館

4 豊明ビデオクラブ 伊藤　敏昭
93-3549 ビデオ作品の制作を通して地域社会に貢献する。 第3土曜　午後

図書館

5 おはなしぽん 神谷　京子
090-4250-3836 絵本の読み聞かせについての学習と実践活動。 随時

図書館

6 コロボックル 杉原　庸子
91-3166 絵本の読み聞かせ 随時

図書館

7 グループガブ 川村　千鶴子
92-6619 小学校・児童館での読み聞かせのための学習 第1・3金曜　午前

図書館

8 らぶっくす 佐藤　美奈
090-8152-1275 絵本の読み聞かせ 随時

図書館

9 とよあけ連句会 荒川　道子
92-4418 連句の制作 第2金曜　午後

図書館

２　図書館サークル（図書館92-4946） 順不同（令和3年4月現在）
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３　勤労会館サークル（豊明勤労会館93-6480） 順不同（令和3年4月現在）

番号 団    体   名 代表者名
電　話 学    習   内   容 活　動　日

会　　　場

1 芙蓉クラブ 加藤　静代
080-3628-2496 健康体操 木曜

午前

2 エンジョイ・スポーツ 上村　伸治郎
92-7646

ソフトビーチボールの練習を通じて、健康維持と
懇親を深める。

水曜　夜間
19:00 〜 21:00

3 金曜会 成瀬　政雄
97-0559

社交ダンス
生き甲斐　リフレッシュ

金曜
夜間

4 ブループレーン 西尾　義豊
090-9336-6637

月に 1、2 回程度バドミントンをしています。練
習内容はゲーム（ダブルス）中心です。メンバー
は 20 〜 60 代でレベルは初級者から中級者まで
幅広いです。興味のある方はぜひ体験しに来てく
ださい。

日曜日
午前

4　豊明市社会福祉協議会　ボランティアセンター登録グループ
豊明市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）　TEL93-5657・FAX93-3880
社会福祉協議会ホームページ　http://toyoake-syakyo.jp/
社会福祉協議会Eメール　daihyo@toyoake-syakyo.jp （令和3年4月現在）

番号 グループ名 活    動   内   容

1 生き生きライフとよあけ 豊明の歴史（史跡）を再発掘し、活性化していき、史跡観光まちづくり。

2 いつみ会 地域の活性化として、健康体操、リズム体操、タオル体操など民謡、盆踊りなど実施します。

3 インターフェイス 視覚障がい者のパソコン操作の訪問によるサポートと勉強会。

4 歌声の集い・豊明 四季折々の抒情歌を年５回文化会館のギャラリーで、大きな声で歌を楽しんでいます。

5 エコキャップクラブとよあけ ペットボトルのキャップをいろいろな方法で回収し、リサイクル業者に収めています。

6 ＮＰＯ法人創Ｓｅｅｄｓ まちづくり活動を行う市民活動団体や市民に対して、その活動支援に関する事業を行う。

7 ＮＴＴ豊明いづみの会 メイツで毎週火・木曜日の午前中、重障者の散歩の介助と、作業の手伝いや各種行事参加。

8 オカリナグループ　ハミングバード 老人施設や児童館や地域等でオカリナ演奏などをし、交流を図る。

9 桶狭間区福祉委員会 桶狭間区内の高齢者見守り、生活支援活動、学童下校時見守り、運動教室、子育てカフェ。

10 おはなしぽん 図書館、子育て支援センター、保健センターで、乳幼児親子に絵本の読み聞かせをしている。

11 音訳ボランティア「草笛の会」 広報や市議会だより等刊行物を音訳録音をして、CDやテープにダビングをし発送する。

12 ガールスカウト愛知県第８５団 「自ら考え責任ある行動のできる人となる」ことを目指して活動しています。

13 拡大写本豊明 弱視の方の依頼による拡大本をパソコンのリフトを利用して制作、製本しています。

14 グループ　ガブ 図書館、児童館などで「おはなし会」を開催し、子ども達に絵本の楽しさを伝える。

15 傾聴ボランティア「とよあけ」 話し相手を希望する福祉施設等に伺い、会話の場を作り傾聴する事により心のケアをする。

16 健康体操「いつみ会」 介護予防活動として地域に密着した活動で健康体操、タオル体操、リズム体操を行います。

17 健康マージャン「集い」 健康マージャンを通して、閉じこもり予防や認知症予防をし、心身の健康づくりを図る。
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３　勤労会館サークル（豊明勤労会館93-6480） 順不同（令和3年4月現在）

番号 団    体   名 代表者名
電　話 学    習   内   容 活　動　日

会　　　場

1 芙蓉クラブ 加藤　静代
080-3628-2496 健康体操 木曜

午前

2 エンジョイ・スポーツ 上村　伸治郎
92-7646

ソフトビーチボールの練習を通じて、健康維持と
懇親を深める。

水曜　夜間
19:00 〜 21:00

3 金曜会 成瀬　政雄
97-0559

社交ダンス
生き甲斐　リフレッシュ

金曜
夜間

4 ブループレーン 西尾　義豊
090-9336-6637

月に 1、2 回程度バドミントンをしています。練
習内容はゲーム（ダブルス）中心です。メンバー
は 20 〜 60 代でレベルは初級者から中級者まで
幅広いです。興味のある方はぜひ体験しに来てく
ださい。

日曜日
午前

4　豊明市社会福祉協議会　ボランティアセンター登録グループ
豊明市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）　TEL93-5657・FAX93-3880
社会福祉協議会ホームページ　http://toyoake-syakyo.jp/
社会福祉協議会Eメール　daihyo@toyoake-syakyo.jp （令和3年4月現在）

番号 グループ名 活    動   内   容

1 生き生きライフとよあけ 豊明の歴史（史跡）を再発掘し、活性化していき、史跡観光まちづくり。

2 いつみ会 地域の活性化として、健康体操、リズム体操、タオル体操など民謡、盆踊りなど実施します。

3 インターフェイス 視覚障がい者のパソコン操作の訪問によるサポートと勉強会。

4 歌声の集い・豊明 四季折々の抒情歌を年５回文化会館のギャラリーで、大きな声で歌を楽しんでいます。

5 エコキャップクラブとよあけ ペットボトルのキャップをいろいろな方法で回収し、リサイクル業者に収めています。

6 ＮＰＯ法人創Ｓｅｅｄｓ まちづくり活動を行う市民活動団体や市民に対して、その活動支援に関する事業を行う。

7 ＮＴＴ豊明いづみの会 メイツで毎週火・木曜日の午前中、重障者の散歩の介助と、作業の手伝いや各種行事参加。

8 オカリナグループ　ハミングバード 老人施設や児童館や地域等でオカリナ演奏などをし、交流を図る。

9 桶狭間区福祉委員会 桶狭間区内の高齢者見守り、生活支援活動、学童下校時見守り、運動教室、子育てカフェ。

10 おはなしぽん 図書館、子育て支援センター、保健センターで、乳幼児親子に絵本の読み聞かせをしている。

11 音訳ボランティア「草笛の会」 広報や市議会だより等刊行物を音訳録音をして、CDやテープにダビングをし発送する。

12 ガールスカウト愛知県第８５団 「自ら考え責任ある行動のできる人となる」ことを目指して活動しています。

13 拡大写本豊明 弱視の方の依頼による拡大本をパソコンのリフトを利用して制作、製本しています。

14 グループ　ガブ 図書館、児童館などで「おはなし会」を開催し、子ども達に絵本の楽しさを伝える。

15 傾聴ボランティア「とよあけ」 話し相手を希望する福祉施設等に伺い、会話の場を作り傾聴する事により心のケアをする。

16 健康体操「いつみ会」 介護予防活動として地域に密着した活動で健康体操、タオル体操、リズム体操を行います。

17 健康マージャン「集い」 健康マージャンを通して、閉じこもり予防や認知症予防をし、心身の健康づくりを図る。

−  22  − −  23  −

番号 グループ名 活    動   内   容

18 こあら 高齢者施設を定期的に友愛訪問し、歌・体操・ゲーム等の活動を通して、交流を深める。

19 コーラスひまわり 老人福祉施設等で歌を共に唄い楽しい時間を過ごす。

20 子育て応援団 ｉｎ Ｔｏｙｏａｋｅ 毎月第 3 月曜日に乳幼児を持つ親子が楽しく集いながら仲間作りする事を支援する。

21 子育て支援ねっと　ひまわりっこ 幼児・小学生向けセルフディフェンス講座。高齢者疑似体験を中心に講座の企画運営をします。

22 コロボックル 絵本を通して挿絵や物語の楽しさを伝えるため学校や図書館で読み聞かせをしています。

23 坂部生活支援ボランティア（お助け隊・見守り隊） 坂部区のお世話の必要な家庭をお助け隊見守り隊のメンバーにより支援、暮らしやすい坂部にする。

24 坂部ふれあいサロン ６５歳以上の方を対象に、交流やレクリェーションを行い、ひきこもりを防ぎ健康増進を図る。

25 桜ヶ丘安全パトロール隊 桜ヶ丘区内全域の安全で安心な明るい地域社会の実現。

26 しあわせ会 老人施設など訪問し、踊り、歌、フラダンス、楽器演奏を披露し、楽しんでもらっています。

27 JA あいち尾東豊明たすけあいけやきの会 週３日食事を提供し、体操で体をほぐしている。会話をして認知症予防に役立てている。

28 市民地震学会 地震防災に関する勉強会、地震前兆現象の検証、自然保全活動を防災の一助として行う。

29 １３年すみれ会 健康で明るく過ごす為、運動ウォーキング等を実施。健康づくりの輪が広がる事を目的とする。

30 手話サークル ドリーム 耳の聞こえない方の言語である手話の学習。会員同士の交流・支援・促進の場です。

31 手話サークル　ロード 聴覚障がい者と共に、互いの理解を深めるコミュニケーション手段の手話を学ぶ。

32 女声コーラス ｢ 茜 ｣ コーラスを楽しむとともに、老人施設の訪問やワンコイン歌声などの手伝いをする。

33 女性防火クラブ　やかた 防火、防災、救命講習等の活動を行っています。

34 杉の子会 老人福祉施設へ歌（ナツメロ）、童謡、手品等で訪問しています。

35 たまゆら会 豊明市内老人福祉施設にて、皆さんと共に書道を楽しんでいます。

36 点晴会 点字による情報提供（含、教材、書籍）。点字文の触読指導。福祉教育への賛助等。

37 豊明囲碁クラブ デイサービス２か所へ囲碁の相手に伺っている。

38 とよあけ応急手当普及ボランティアの会 講習・講座・防災訓練・イベント等における応急手当や搬送法等救急法の指導や普及活動。

39 豊明おかあさんの会 子育て中のお母さんが悩みを共有したり、ほっと一息つける集いの場を作っています。

40 とよあけ桶狭間ガイドボランティア 豊明の歴史文化をガイドする事により、当市の存在を全国に知らしめ、活性化に寄与する。

41 豊明桶狭間太鼓 太鼓を通して、老人ホーム施設などの訪問活動を行い、又青少年の健全育成を図る。

42 豊明おもちゃの会 乳幼児への遊び場提供とその見守り及びおもちゃの貸し出し。

43 豊明おやじのたまり場 市内在住・在勤の男女が、地域社会参加を目指して、自由に語り合い、交流する。

44 豊明ギタークラブ ギター合奏による福祉演奏等を行い、奉仕活動を通じて地域社会の活性化に寄与する。

45 とよあけ健康づくりの会 会員相互に協力し、明るくより良いスポーツ交流を行い、市民の健康づくりに協力する。

46 とよあけ災害ボランティアネットワーク 災害ボランティアコーディネーターの育成、防災への地域啓発や地域・行政等との連携。

47 豊明市更生保護女性会 青少年の健全育成、更生保護事業に協力し明るい社会を作るための活動。子育て支援活動。

48 豊明市国際交流協会 日本語教室、語学教室、スポーツ交流、ホームステイ等を通し、国際理解を深め交流を図る。

49 豊明市ももの会 かわいいケース入りひな人形を作り、昨年よりデイサービス施設に変更しお届けしています。



−  24  − −  25  −

番号 グループ名 活    動   内   容

50 豊明尺八同好会 尺八を通して、会員相互のレベルアップを計りながら、各施設の訪問演奏等に寄与する。

51 豊明食生活改善推進員グループ 健康づくりのため、望ましい食生活に関する指導と調理実習を行なう。

52 豊明書友会 外国人、高齢者を中心に書道（お習字）に親しんでもらうよう指導するボランティア活動。

53 豊明太鼓　双峰会（ふたむらかい）豊明市内外各種行事、各地域の祭り、盆踊り、記念行事などの出演依頼におこたえします。

54 豊明陶芸会 一般市民をはじめ福祉介護を要する高齢者や児童に陶芸指導を行う。

55 豊明パソコンサポートグループあいＬ＠ｎｄ パソコン救急日の活動を中心に毎月第４土曜日の午前中に集まってワイワイやってます。

56 豊明ボランティア　華の会 老人施設を訪問して三味線、詩、舞踊、フラダンス、カラオケ等を行い皆様に楽しんでいただく。

57 豊明ボランティア　ひまわり会 唄踊手品皿廻しなどを豊明老人施設に行き皆さんに喜んでいただいてます。施設の飛び入りあり。

58 豊明和踊会 日本民踊を練習し、各文化祭、芸能まつり等に発表し、夏には各地区の盆踊りに応援協力します。

59 豊明を明るくする会 明るく優しく温かい家庭、社会づくりを市民運動として展開しています。

60 農業お助け隊「猫の手」 個人の農作業のお助け、農業塾の運営支援、農業塾の運営。

61 ハッピーママ 子育て中のお母様へ、先輩ママとしてアドバイスや親子交流を活動としてやっています。

62 パソコン筆記グループ「筆記∞（エイト）隊」 きこえの不自由な方やきこえない方等へのパソコンを使用した情報保障。

63 鉢の木会　豊明支部 総合福祉会館にて盆栽及び、山野草等の栽培研修会を行っています。

64 ひいらぎ会 布の手作りのおもちゃを創作し、障がい児者の心身の健全な育成に役立てる。

65 ふじたなでしこ会 ふじたまちかど保健室にて、来室者との交流や一緒に講座をうけ楽しく過ごします。

66 富士の会 ベルマーク、古切手等の収集・整理して、福祉施設に備品等を寄贈し福祉の向上を計る。

67 フラサークル　マハロ 老人・障がい者福祉施設に訪問し、一緒に楽しんで、フラダンスをしています。

68 フラ女子会　ハイビスカス 老人施設に毎月１〜３回訪問し、フラダンスを踊って楽しんでもらっています。

69 フラダンス　プルメリア 皆さんが笑顔になれるように、フラダンスを通して一緒に歌やフラの動きを楽しみます。

70 フラワーシティ大久伝 花を通じて環境を良くし、区民の心を豊かにし、いたわりの心をもち、全員の親睦を計る。

71 フラワーデザインポエム 福祉施設等で、多様なフラワーを製作指導、生きがいづくりを提供します。

72 ふれあいサロン　あおい会 独居老人を対象としたふれあいサロン事業で、交流・会食・アトラクション選定等を行う。

73 ふれあいサロン　梅の会 隔月第４火曜日に豊明団地自治センターにて独居高齢者に昼食提供し、各種イベントを楽しむ。（独居老人の方）

74 ふれあいサロン　コスモス会 独居老人さんとのふれあいの場。昼食を共にし、身近なアトラクションで楽しい時をすごす。

75 ふれあいサロン　さくら会 独居高齢者の方達と会食し、アトラクションを共に楽しみます。

76 ふれあいサロン　すみれ会 独居老人を対象とした、ふれあいの交流と会食やアトラクションで、楽しく対話と学びの場。

77 ふれあいサロン　ひまわり会 ６５歳以上の独居老人を対象に手作りの食事と体操等のアトラクションで楽しんで頂く。

78 ポップコーン 障がい児 ･ 者が家族や支援者と共に人形劇に取り組み、学校休日や余暇を豊かに過ごす。

79 歩歩友友 笑顔で楽しく健康づくり。笑いと愛が一杯楽しい時間を一緒に過ごしませんか。

80 ボランタリオ・フジタ ボランティアに興味を持つ藤田医科大学の学生・院生・教職員等の自主的な社会支援活動

81 みかんの会 地域の人達や高齢者の方々と共に体操やダンス等を楽しみながら健康づくりをしています。
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番号 グループ名 活    動   内   容

50 豊明尺八同好会 尺八を通して、会員相互のレベルアップを計りながら、各施設の訪問演奏等に寄与する。

51 豊明食生活改善推進員グループ 健康づくりのため、望ましい食生活に関する指導と調理実習を行なう。

52 豊明書友会 外国人、高齢者を中心に書道（お習字）に親しんでもらうよう指導するボランティア活動。

53 豊明太鼓　双峰会（ふたむらかい）豊明市内外各種行事、各地域の祭り、盆踊り、記念行事などの出演依頼におこたえします。

54 豊明陶芸会 一般市民をはじめ福祉介護を要する高齢者や児童に陶芸指導を行う。

55 豊明パソコンサポートグループあいＬ＠ｎｄ パソコン救急日の活動を中心に毎月第４土曜日の午前中に集まってワイワイやってます。

56 豊明ボランティア　華の会 老人施設を訪問して三味線、詩、舞踊、フラダンス、カラオケ等を行い皆様に楽しんでいただく。

57 豊明ボランティア　ひまわり会 唄踊手品皿廻しなどを豊明老人施設に行き皆さんに喜んでいただいてます。施設の飛び入りあり。

58 豊明和踊会 日本民踊を練習し、各文化祭、芸能まつり等に発表し、夏には各地区の盆踊りに応援協力します。

59 豊明を明るくする会 明るく優しく温かい家庭、社会づくりを市民運動として展開しています。

60 農業お助け隊「猫の手」 個人の農作業のお助け、農業塾の運営支援、農業塾の運営。

61 ハッピーママ 子育て中のお母様へ、先輩ママとしてアドバイスや親子交流を活動としてやっています。

62 パソコン筆記グループ「筆記∞（エイト）隊」 きこえの不自由な方やきこえない方等へのパソコンを使用した情報保障。

63 鉢の木会　豊明支部 総合福祉会館にて盆栽及び、山野草等の栽培研修会を行っています。

64 ひいらぎ会 布の手作りのおもちゃを創作し、障がい児者の心身の健全な育成に役立てる。

65 ふじたなでしこ会 ふじたまちかど保健室にて、来室者との交流や一緒に講座をうけ楽しく過ごします。

66 富士の会 ベルマーク、古切手等の収集・整理して、福祉施設に備品等を寄贈し福祉の向上を計る。

67 フラサークル　マハロ 老人・障がい者福祉施設に訪問し、一緒に楽しんで、フラダンスをしています。

68 フラ女子会　ハイビスカス 老人施設に毎月１〜３回訪問し、フラダンスを踊って楽しんでもらっています。

69 フラダンス　プルメリア 皆さんが笑顔になれるように、フラダンスを通して一緒に歌やフラの動きを楽しみます。

70 フラワーシティ大久伝 花を通じて環境を良くし、区民の心を豊かにし、いたわりの心をもち、全員の親睦を計る。

71 フラワーデザインポエム 福祉施設等で、多様なフラワーを製作指導、生きがいづくりを提供します。

72 ふれあいサロン　あおい会 独居老人を対象としたふれあいサロン事業で、交流・会食・アトラクション選定等を行う。

73 ふれあいサロン　梅の会 隔月第４火曜日に豊明団地自治センターにて独居高齢者に昼食提供し、各種イベントを楽しむ。（独居老人の方）

74 ふれあいサロン　コスモス会 独居老人さんとのふれあいの場。昼食を共にし、身近なアトラクションで楽しい時をすごす。

75 ふれあいサロン　さくら会 独居高齢者の方達と会食し、アトラクションを共に楽しみます。

76 ふれあいサロン　すみれ会 独居老人を対象とした、ふれあいの交流と会食やアトラクションで、楽しく対話と学びの場。

77 ふれあいサロン　ひまわり会 ６５歳以上の独居老人を対象に手作りの食事と体操等のアトラクションで楽しんで頂く。

78 ポップコーン 障がい児 ･ 者が家族や支援者と共に人形劇に取り組み、学校休日や余暇を豊かに過ごす。

79 歩歩友友 笑顔で楽しく健康づくり。笑いと愛が一杯楽しい時間を一緒に過ごしませんか。

80 ボランタリオ・フジタ ボランティアに興味を持つ藤田医科大学の学生・院生・教職員等の自主的な社会支援活動

81 みかんの会 地域の人達や高齢者の方々と共に体操やダンス等を楽しみながら健康づくりをしています。
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番号 グループ名 活    動   内   容

82 民謡　滝豊会　 福祉施設、老人ホーム等要望が有れば訪問。三味線他を子どもたちに継承したり、民謡の普及に努力。

83 ムジカの会 市内の老人会や施設を月に２〜３度訪問し、演奏したり皆さんと手遊びや歌をうたいます。

84 舘なかよし会 地域の高齢者７０歳以上の人達と保育園児と交流会で皆が笑って元気をもらっている会です。

85 横笛なでしこ会 邦楽楽器の横笛を習い、施設を訪問し演奏します。文化祭等にも参加します。

86 読み聞かせボランティア　らぶっくす 市内小学校の放課時間などに、子どもたちへ絵本の読み聞かせを行っています。

87 天晴煦弥（あっぱれぐみ） 福祉実践教室においての車椅子サポーター。

88 ライブラリーとよあけ 会館・自主事業でのフロント業務や広報活動・簡単な企画制作

89 ボーイスカウト豊明第一団 「一人前になろう！」をスローガンに青少年育成活動を行っています。

90 レクリエーション指導部「オオタカ」 子どもから高齢者まで、多世代が参加し、レクリエーションゲームを楽しむ場作り支援する。

91 椎池公園整備委員会 椎池公園及び公園内施設の維持管理を、花ボランティア活動と併せて環境美化に努める。

92 クラブ４×４ 日常生活異常発見。声掛けによる見守り。異常があった時に自治会に通報。

93 豊明おもちゃ病院の会 地域の子どもに対して、おもちゃの修理を行い、物を大切にする心を醸成する。

94 ミキさくらんぼ 高齢者の方達との交流を通し歌、おしゃべり、ゲーム、手芸をして楽しく過ごしております。
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生涯学習施設一覧表
番号 施設名 電話番号 郵便番号 住所

① 豊明市役所 92-1111㈹ 470-1195 新田町子持松1‐1

② 中央公民館 92-8317(生涯学習課内) 470-1195 　　　　〃

③ 南部公民館 98-1207 470-1151 前後町善江1737

④ 図書館 92-4946 470-1121 西川町横井4-11

⑤ 文化会館 93-3310 470-1121 西川町広原28-1

⑥ 陶芸の館 97-4348 470-1154 新栄町三丁目460

⑦ 福祉体育館 93-5001 470-1123 西川町笹原26-1

⑧ 老人福祉センター（福祉体育館内）93-6907 470-1123 　　　　〃

⑨ 農村環境改善センター 93-4401 470-1101 沓掛町石畑141

⑩ 保健センター 93-1611 470-1121 西川町島原11-14

⑪ とよあけファミリー・サポート・センター 92-5515（子育て支援課内） 470-1195 新田町子持松1-1

⑫ 勅使会館 93-7555 470-1102 沓掛町勅使1-1

⑬ 総合福祉会館 93-5051(社会福祉協議会) 470-1116 新田町吉池18-3

⑭ 豊明勤労会館 93-6480 470-1116 新田町吉池18-8

⑮ 歴史民俗資料室（旧唐竹小学校内）92-8317(生涯学習課内) 470-1131 二村台1丁目27

⑯
双峰地域学習施設二村会館
(二村台小学校内)

92-8317(生涯学習課内)
92-7414 470-1131 二村台7丁目3

⑰ 中央児童館（福祉体育館内） 93-6601 470-1123 西川町笹原26-1

⑱ 南部児童館 97-7575 470-1161 栄町山ノ田112

⑲ 二村児童館 92-3465 470-1121 西川町横井4-13

⑳ 北部児童館 92-3337 470-1107 沓掛町泉153-4

㉑ 西部児童館 98-2200 470-1168 栄町南舘316-2

㉒ ひまわり児童館 97-4331 470-1162 栄町上姥子3-213

㉓ コスモス児童館 95-2529 470-1112 新田町南山82

㉔ 大宮児童館 93-8808 470-1151 前後町宮前1487-9

㉕
子育て支援センター
すまいる（内山保育園内） 98-2552 470-1165 栄町内山67-5

㉖
子育て支援センター
あおいとり（青い鳥保育園内）92-6664 470-1126 三崎町高鴨1－1
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公民館サークル
同じ趣味を持つ仲間と楽しく活動しているサークルを紹介します。いきいきたのしい毎日を送りましょう！

参加をお待ちしています。他にもたくさんのサークルが活動しています。P20～21をご覧ください。

豊明市

集い、学び、感動体験

生涯学習情報誌

保
存
版

生
涯
学
習
情
報

発

　
　
　
行
■ 

令
和
３
年

　
豊
明
市
教
育
委
員
会

企
画
・
編
集
■ 

生
涯
学
習
課

　
T
E
L
（
0
5
6
2
）9
2-

8
3
1
7

Vol.Vol.

3131

チ
ャ
レ
ン
ジ
2
0
2
１
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生涯学習
チャレンジ

2021

「集い、学び、感動体験」

豊明市では、皆さんの自己啓発と自己実現に向けて
「いつでも、どこでも、誰もが自由に学ぶことができ、

その成果が適正に評価される生涯学習社会」づくりをめざしています。
皆さんの身近なところで学びを手助けしてくださる人がいます。

さあ、何かを始めてみませんか。

https://www.city.toyoake.lg.jp/

豊明市・豊明市教育委員会

一人ひとりが主体的な市民となるための
学習・活動の推進

ジブンではじめる　自分をたのしむ

　女性の美と健康づくりを目的に活動しています。バレエス
トレッチ・筋トレ・ダンス等を続けて行く為に肩甲骨、股関
節、腰痛等に特化して筋肉を緩めて、体を動きやすくします。
継続する事で腰痛や肩こりを予防します。初めての方でも楽
しく参加出来ます。まずは体験してみて下さい。お待ちしてお
ります。

健康体操ＷＡＶＥ
活　動　日　
毎週金曜日　午前

活動場所　
坂部公民館

連　絡　先
梶 つねよ　97-6973

　当句会は平成２年に発足し、サークル活動・市の催し等に参加しています。講師は俳
人協会愛知県副支部長・樹代表の若原康行先生と豊明俳句作家連盟会長の尾崎恵美
子先生です。俳句の基本を大切にし、誰にでも俳句を解り易く添削され、個々に対応し
た指導をして下さるので気楽に参加し学ぶことが出来ます。日常生活・風土・旅などの
感動や想いを17文字の中にパズルを解くように言葉を紡ぎ、楽しみながら学べます。
　コロナ禍でステイホームの今だからこそ身近なことを題材にして、俳句を暮らしに
取り入れてみませんか。生涯現役を目指す生活に俳句は最適です。ご一緒に楽しみま
しょう。

豊明栄俳句会
活　動　日　
第４土曜日　午後

活動場所　
南部公民館

連　絡　先
近藤 兼雄　92-2381　尾崎 恵美子　97-6433

　豊明市を中心に活動している市民吹奏楽団です。年齢・職業・演奏経験
も様々なメンバーで、いつも楽しく音楽に取り組んでいます。
　年に一度の一大イベント「定期演奏会」の他にも市民フェスティバル、文
化協会の各種行事、慰問演奏など様々な場所で演奏を行っています。よろ
しければぜひ聴きに来てください。
　昨年は新型コロナウイルスのため定期演奏会は中止となりましたが、本
年は10月3日（日）14：00から文化会館大ホールにて実施する予定です。

豊明市民吹奏楽団
活　動　日　
毎週木曜日　夜間

活動場所　
文化会館

連　絡　先
加藤 敦彦　92-2361

　月に一度、南部公民館にて俳句会を行います。毎月五句程
投句して、みんなで選句します。日常生活の中で四季を見つ
け、十七文字で表現する事で情操を豊かとしています。新年
句会や吟行会は外に出て俳句を作ったりします。色々教え合
いながら親睦をはかりつつ楽しく句会をしています。

草の芽俳句会
活　動　日　
第２水曜日　午後

活動場所　
南部公民館

連　絡　先
福島　恵　92-0341

　平成16年度公民館講座「プリザーブドフラワー」の受講生を母体に発
足しました。その後、花工芸の多様化に伴って「フラワーデザインポエ
ム」と改名、そして講師の複数化に伴い「フラワーデザインの会」と命名
しました。ハーバリウム、プリザーブドフラワー、アメリカンフラワー、リ
ボンフラワー、オルネフラワー、ルーチェフラワーなどの花工芸のデザ
インが楽しめます。
　私達は豊明市の花関係のサークルなどには全て参加しています。ご一
緒に楽しみませんか。

フラワーデザインの会
活　動　日　
不定期

活動場所　
総合福祉会館

連　絡　先
守屋 道子　92-7326

　当句会は令和３年１月に紫水俳句会と双葉俳句会の合併により、会員１２名で再
発足した句会です。しかし両句会とも２０年、１０年を超えた歴史の有る句会です。両
句会とも尾崎恵美子先生のご指導を賜り、笑顔の絶えない楽しい半日を過ごしてい
ます。今後とも人生の感動を言葉を大切に精進し、一句一句を大切に詠っていきたい
と思っています。
　また市の催しにも参加し、俳句体験会などを開き、多くの方々にも俳句を楽しんで
頂きたいと思っています。読者の皆様、人生の感動を一句に託す楽しさを、一緒に楽
しみませんか。

紫水双葉俳句会
活　動　日　
第3木曜日　午後

活動場所　
南部公民館

連　絡　先
堀江 良彦　92-8987


