
№ 施　設　名 内　　　容 定員 費用 申し込み 開館時間 休　　　日 地域 連絡先 バスP その他

1 和紙のふるさと
小原和紙鑑賞、和紙すき体験(うちわづ
くり等)

80名程度 1人1,000円～ 要予約（随時受付） 9：00-16：30
月曜日(祝日開館)
11月無休、年末年始

小原 65-2151 ○

2 三州足助屋敷
昔の手仕事体験(機織り、藍染め、竹細
工、五平餅づくり)
流しそうめん体験（7月20日～8月31日）

特になし（大人数の場合には、複数のグループ
に分ける）。

竹ひごコースター3枚900円～、藍
染ハンカチ700円～、流しそうめ
ん550円（各1人あたり）

2週間前までに予約 9：00-17：00 木曜日、年末年始 足助 62-1188 ○

3 香恋の館 ポプリクラフト教室
ポプリクラフト教室：20名程度
（※20名以上は要相談）

ポプリクラフト教室1人1,000円 2週間前までに予約
10：00-17：00
（※1月～3月は、
16:00まで）

火曜日(祝日開館)
年末年始

下山 90-4120 ○

4 手づくり工房山遊里
ソーセージ作り
①１０時～②１２時～③１４時～

上限36名

1kg(2～3人程度)3,000円
2kg(5～6人程度)6,000円
団体(10名以上)1人1,200円（ｼﾞｪ
ﾗｰﾄ付）

予約優先
10：00-17：00
（※1月～3月は、
16:00まで）

水曜日(祝日開館)
年末年始

下山 91-1186 ○

5 旭高原元気村

グルメ体験（うどん、ソーセージ、五平
餅等）
クラフト体験（草木染め、竹細工等）
星空観測、牛とふれあい、森の環境学
習等

各体験ごとに定員あり（15名定員の講座から48
名定員の講座まで）。

各講座ごとに設定 2週間前までに予約 9：00-17：00

木曜日(祝日の場合は開館
でその翌日が休館）
※ただし、春夏冬休みは木
曜日も営業
年末年始

旭 68-2755 ○

6 旭B&G旭海洋センター
カヌー乗艇体験教室（開催期間 5～10
月）※事前予約のみ

小学生以上の者で構成する10名以上の団体
※ただし、１団体は最大54人まで（一度に乗艇
できるのは27人までで、28人以上は交代で乗
艇）

【カヌー使用料（基本）】
　１人乗用カヌー1,000円/3H
　２人乗用カヌー2,000円/3Ｈ

1か月前までに予約 10：00-16：00
5月1日から10月31日を除く
日
※予約日以外は閉館

旭 68-2211 ○
・予約受付場所：豊田市役所 旭支
所
・現地は大型バスは2台まで駐車
可

7 どんぐり工房

稲武わくわく体験（食、工芸、自然体
験）。1日過ごせるプログラムの組み合
わせ可能。五平餅、ピザ、ストラップ、
シャワークライミング、散策等

10名以上から
食体験　1人1,500円～
工芸体験　300円～
自然体験については要相談

1か月前までに予約 9：00‐17：00
木曜日（祝日の場合は開
館でその翌日が休館）
年末年始

稲武 83-3838 ○

8 とよたエコフルタウン
ガイドツアー、ウィングレット試乗体験
（体重30kg～90kg、身長140cm～
185cmの方に限る）

80名
（80名以上は要相談）

無料
ＨＰにて前日17時までに予
約。空きがあれば当日でも
電話にて予約可。

9：00-17：00
月曜日(祝日開館)
年末年始

崇化館 77-5669 ○
マイクロバスは敷地内に駐車可
大型バスは敷地外に駐車

9 郷土資料館 見学、工作体験（随時開催） 無料（特別展、一部工作を除く）
展示解説が必要な場合は
要事前連絡

9：00-17：00
月曜日(祝日開館)
年末年始

崇化館 32-6561 ×

来館中大型バスは周辺を回遊して
待機。
マイクロバスは公園横で一時停車
で待機

10 近代の産業と暮らし発見館 見学、工作体験（随時開催） 無料（一部工作を除く） 要事前連絡 9：00-17：00
月曜日(祝日開館)
年末年始

崇化館 33-0301 ×

11 とよた科学体験館
プラネタリウム、サイエンスショー、
ミニワークショップ、展示等。

各体験ごとに定員あり。要相談。

プラネタリウム：大人（大学生～）
300円、子ども（4歳～高校生）100
円
ミニワークショップ100円　等

要電話予約 9：00-17：00
月曜日(祝日開館)
年末年始

朝日丘 37-3007 ○ バス駐車場は事前に予約必要

12 豊田市美術館
現代美術・漆工芸・デザイン作品など
の鑑賞、茶席有、作品ガイドボランティ
アによるギャラリーツアー有

常設展（企画展等を除く）：一般
300円、小中学生無料
茶席：350円

20名以上の団体は、2週間
前までに予約

10：00-17：30
茶席11：00-16：00

月曜日(祝日開館)
年末年始
展示替え等の期間

朝日丘 34-6610 ○
・改修工事のため、5月31日まで休
館
・バス駐車場は事前に予約必要

13 防災学習センター
地震、暴風、消火、煙脱出、１１９番通
報体験等

無料 要予約（随時受付可） 9：00-16：30
月曜日(祝日開館)
年末年始

朝日丘 35-9716 ○

14 自然観察の森
自然環境学習プログラム（いきものビン
ゴ、ガイドウオークなど） 100名まで（状況により要相談） 無料

1か月前までに申請用紙に
て予約

9：00-17：30(4～9月)
9：00-16：30(10～3
月)

月曜日(祝日開館)
年末年始

高橋 88-1310 ○

15 豊田スタジアム
スタジアム見学（状況により要相談）
①１０時～②１１時～③１３時～④１４
時～

40名まで：30分程度
80名まで：40分程度（2グループに分ける）
120名まで：50分程度（3グループに分ける）
160名まで：1時間程度（4グループに分ける）

無料
3か月前までに予約。電話
にて利用調整後、指定用
紙にて申請。

スタジアム開放日に見学 高橋 87-5200 ○
申請用紙の交付、提出は
ＦＡＸを使用。

16 鞍ケ池公園
観光牧場、動物園、植物園、芝生広
場、プレイハウスなど

一部有料（ボート、公園内バス
等）

9：00-17：00
動物園は10：00-16：
30

12月29日から12月31日
植物園、動物ふれあい広
場は月曜休み

高橋 80-5310 ○
飲食場所に指定あり。
大型バスは、事前に予約必要（利
用は平日のみ、電話可）

17
豊田市環境学習施設eco
－T（エコット）

クリーンセンター見学、暮らしの環境学
習（環境学習プログラム、エコ工作など
要望に応じて体験プログラムを企画し
ます）

100名程度まで（内容による）
無料（ただし、エコ工作の講座の
場合、実費程度の負担の場合あ
り）

1か月前までに予約
（クリーンセンター見学の
みの場合は2週間前までに
予約）

9：00-17：00
月曜日（祝日の場合は開
館でその翌日が休館）
年末年始

末野原 26-8058 ○
体験プログラムは相談のうえ、決
定。
バス2台駐車可。

18 民芸館
見学、体験講座（絞り染め、陶芸な
ど）、茶席有

絞り染め1人1,000円～
陶芸1人700円～　※材料費込
見学無料（特別展を除く、別途相
談）

9：00-17：00
月曜日（祝日開館）
年末年始

猿投台 45-4039 〇

19
おいでん・さんそんセン
ター体験場所

農業体験、林業体験、食の体験、自然
体験、ものづくり体験など

対象施設一覧（平成３１年１月現在）

おいでん・さんそんセンターから紹介された体験場所による。　車両補助金手引き３ページにおいでん・さんそんセンター内容掲載。


