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　藤岡地域核整備事業（支所・交流館建て替え工事、周辺の道路工事等）が完成したことから、記念イベントを開催しま
した。当日は、飯野こども園の園児と地域の高齢者クラブ会員が協力して、旧藤岡支所の植栽であった「フジバカマ」を移
植したほか、地域の方による飲食物の出店もあり、今後の地域核周辺の賑わいづくりが期待できる１日となりました。

　藤岡支所の北側を流れる飯野川で、
アイシン化工㈱の環境学習プログラム
の一環として、４年生が生き物や水質に
ついて観察を行いました。
　孵化したばかりのトンボを捕まえた
児童は、目を輝かせ、大事そうに水槽を
抱えていました。

飯野小学校 飯野川水生生物調査
飯野川

6.9（木）

皆さんの情報を
お待ちしております！ 〈ホームページ〉

http://www.city.toyota.aichi.jp
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※「ふじおか支所だより」のカラー版が

豊田市ホームページ⇒市政情報⇒地域振興部⇒藤岡支所でご覧になれます。

▶人口：19,213人（前年同月比：−46人）　
▶世帯数：7,426世帯（前年同月比：+120世帯）
▶交通事故発生件数：３件（累計：６件）
▶犯罪発生件数：２件（累計：３件）
▶火災発生件数：０件（累計：０件）
※人口、世帯数：令和４年５月１日現在
※事故等発生件数：令和４年５月発生分
※累計：令和４年４月 1 日～令和４年５月 31 日

豊田市藤岡地区のゆるキャラ
藤っ子　ふうちゃん

藤岡地区データ

※カラー版は
　こちらから確認

お知らせ

包丁砥ぎ体験会
◯とき　８月11日（木）午前10時～11時　◯ところ
藤岡南交流館　◯内容　昨年の包丁砥ぎ講師養成講座か
ら誕生した「トッキーズ」より包丁の砥ぎ方を学ぶ　◯
定員　先着８人　◯対象者　藤岡地域在住の成人　◯申
込み　７月21日（木）午前９時30分から窓口または電話

にぎにぎバルーンを作ろう
◯とき　８月21日（日）午後１時30分～３時　◯場所
　藤岡ふれあいの館　◯内容　風船と小麦粉を使って、
飾ってもかわいいオリジナル人
形を作る　◯対象　小学生以上
（低学年は保護者同伴）　◯定
員　先着15人　◯参加費　500
円　◯申込み　８月５日（金）
午前９時から窓口または電話

９月石畳朝市
◯とき　９月３日（土）午前10時～正午　◯内容　ス
テージ、広場（フリーマーケット、屋台）、マレットゴ
ルフ大会、季節足湯『金木犀湯』
８月石畳朝市はお休みです
※季節足湯『ミント湯』は実施

楽しく子育て
◯とき　８月２日（火）午前10時15分～11時15分　◯
対象者　５か月以上の子と親　◯定員　先着10組　◯
申込み　受付中

健康相談・身体計測
◯とき　８月25日（木）午前９時30分～11時　◯対象
者　未就園児　◯定員　先着25組　◯申込み　受付中
入園に関するお話を聞く
◯とき　９月２日（金）午前10時15分～11時15分　◯
対象者　未就園児　◯定員　先着10組　◯申込み　８
月５日（金）から
おはなしおばさんやってきた
◯とき　９月15日（木）午前10時30分～11時30分　
◯対象者　未就園児　◯定員　先着15組　◯申込み
８月５日（金）から

家族介護交流会～｢施設｣に行って気付くことを語り合おう～
◯とき　９月13日（火）午前９時30分～午後２時　◯
ところ　ふじのさとに集合（見学先の施設まで送迎）　
◯対象者　家族の介護をしている方、介護の経験のある
方　◯参加費　無料（食事代は実費）　◯申込み　８月
31日（水）までに窓口、電話、ファックス（76・3608）ま
たはＥメール（fujioka@toyota-shakyo.jp）

傾聴ボランティア養成講座
◯とき　①８月４日（木）午後１時～３時、②８月18
日（木）午後１時30分～３時30分　◯ところ　ふじの
さと　◯定員　先着18人　◯受講要件　藤岡・藤岡南
地区に在住または在勤であること、２日間の全内容を受
講できること、講座修了後に豊田市社会福祉協議会にボ
ランティア登録して活動できること　◯参加費　無料　
◯申込み　７月11日（月）午前９時から窓口または電話

藤岡南交流館から（☎75・1707）

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

石畳ふれあい広場から（☎76・6577）

ふじのさと地域包括支援センターから（☎76・5294）

飯野子育て支援センターから（☎75・1236）

豊田市社会福祉協議会藤岡支所から（☎76・3606）

〇ねらい
　体育館で、テントでの避難所体験をします。一晩過ご
すと足りないもの、備えたいものがハッキリ分かります。
楽しみながら、家庭での防災プランを立てられます。

〇と　き
８月20日（土）午後１時30分～21日（日）午前11時30分

〇会　場
石畳小学校体育館

〇参加費
無料

〇対象者
小中学生を含む親子・地域住民抽選15組
（テントをお持ちの方に限る）

〇申込み
電話：090−4164−0175（土谷）※7月31日（日）締切

〇内容
　＜20日（土）＞

・寝る場所、食べる場所を工夫してつ
くろう

・クルマde 給電（PHV体験）
・防災クイズ 避難生活で使える防災

グッズづくり
・災害時に使える調理の小技と簡単片

付け（夕食づくり）
　＜21日（日）＞

・工夫を楽しむ朝食づくりと簡単片付
け

・参加者でタイムライン（避難計画）
づくり

・災害時に使える応急手当

防災キャンプに参加してみませんか？
藤岡北部防災会からのお知らせ 藤岡地域核整備完成記念イベント

藤岡支所･藤岡交流館

6.29（水）



Fujioka Information

　飯野小学校区の危険箇所や、地域の防災対策に関する課題を集約するため、防災ワークショップを開
催します。ここでのご意見をもとに、地域防災カルテを作成します。

日　　時：令和４年８月27日（土）午前10時～正午（９時30分時開場）
会　　場：藤岡交流館 多目的ホール
内　　容：①藤岡地域の防災対策の現状
　　　　　②地域の危険箇所を共有するグループワーク
　　　　　③地域の防災上の課題を共有するグループワーク
定　　員：先着20名
申込期間：７月19日（火）～８月19日（金）
申込方法：藤岡支所 地域振興担当に電話、FAX、メール、直接窓口
問 合 せ：藤岡支所 地域振興担当
　　　　　電話　76−2102
　　　　　FAX　76−4852
　　　　　メール　fujioka-shisho@city.toyota.aichi.jp

当時の記憶と記録を残す
石碑があることをご存じですか？

昭和47年7月
豪雨災害から50年

特別連載企画

防災コラム③
　甚大な被害を残した昭和47年７月豪雨災害から復興する過程で、藤岡地域の各所に
被災の記憶と記録を残す石碑が建立されました。
　あれから月日が経過し、当時起こった大災害の恐ろしさは身近なものでなくなりつ
つあります。50年が経過する節目の年に、改めて石碑を見て、思いを馳せてみてはい
かがでしょうか。

藤岡地域課題解決事業「安心・安全な防災事業」
防災ワークショップを開催します。

　今年度は、藤岡南地区コミュニティ会議防災部会を中心に、指定避難場所の中山小学校で、開設・運
営の体験訓練を７月と10月に実施します。
　この訓練の先駆けとして、５月22日（日）に同会議主催の「防災フェスタ」の中で、指定避難場所
が開設された時を想定し、避難者の受付、マンホールトイレの設置、防災倉庫の備品の紹介等の訓練が
行われました。受付訓練では、中学生の皆さんがコ
ロナ対策として、防護服を着用し、受付スタッフと
して積極的に参加しました。
 日頃から、避難場所運営訓練を繰り返し、いざと
いう時に避難場所の運営に協力できるようにしてい
きましょう。

問合せ：藤岡支所 地域振興担当　電話　76−2102

藤岡南地域課題解決事業「災害時に行動できる人材育成事業」
｢防災フェスタ｣で指定避難場所の体験訓練が実施されました
～避難場所を運営するのは住民の皆さんです～

　これまでの３回目接種までと同様に、自ら予約を行うことが困難な方を対象に予約支援窓口を設置し
ます。
設置期間：令和４年６月20日（月）～８月12日（金）のうち、
　　　　　月曜日、水曜日、金曜日の午前９時～午後１時
設置場所：藤岡支所 ロビー
主な支援内容：個別・集団接種の予約支援（予約システムの操作支援）
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
　　　　　電話 0565−34−6975

新型コロナウイルスワクチン４回目接種における予約支援窓口が藤岡支所に設置されます

今年度のわくわく事業を紹介します

平成23年度から西ノ入池から秋葉山周辺を、四季を通じて地域住民交流や健康づ
くりができる憩いの場となるように、散策路やふれあい広場の整備を進めていま
す。今年度も秋葉山、西ノ入池周辺、ふれあい広場の散策路の整備を継続して行
います。

迫次創会「迫ふれあいの里づくり事業」（藤岡地区）

【代表コメント】本事業に取り組み始めて今年で12年目を迎えました。この間の地道な活動により、
西ノ入池から秋葉山周辺の景観は当初に比べ随分変わり、自身の健康づくりや景観を楽しむために訪
れる人が徐々に増えてきました。今年度からは２年程をかけて、西ノ入池の畔を周回できる散策路や
ふれあい広場の整備などを行い、この周辺の新たな魅力づくりに取り組んでいきます。

（代表　渡辺昌雄）

深見自治区内にある磯崎神社の農村舞台の利活用を図り、施設の保存、維持管理
を行う活動を行っています。年間を通じて毎月第４日曜日に施設の清掃や10月に
農村舞台で団体発表公演会を開催する予定です。
※農村舞台で発表・展示等で利用されたい方は、深見公民館（☎76−2051　開

館　火曜～土曜 午前９時～午後１時　土曜は正午まで）までご連絡くださ

深見農村舞台活用推進協議会「農村舞台の活用推進事業」（藤岡南地区）

【代表コメント】コロナが少し落ち着き、深見農村舞台を知ってもらい、７月と９月に利用してもら
えるようになりました。この舞台は誰にでも基本的に無料で開放し、スポットライト、音響設備等の
貸出も行っていますので、ぜひご利用ください。　　　　　　　　　　　　　　（代表　太田博隆）

場所：藤岡飯野町仲ノ下1048−1（旧山内家住宅横）

【殉難の碑】

場所：西中山町稲場45−6 付近

【西中山川 護岸改修碑】
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　藤岡支所の北側を流れる飯野川で、
アイシン化工㈱の環境学習プログラム
の一環として、４年生が生き物や水質に
ついて観察を行いました。
　孵化したばかりのトンボを捕まえた
児童は、目を輝かせ、大事そうに水槽を
抱えていました。

飯野小学校 飯野川水生生物調査
飯野川

6.9（木）

皆さんの情報を
お待ちしております！ 〈ホームページ〉

http://www.city.toyota.aichi.jp

編集・発行／豊田市役所藤岡支所／毎月15日発行／〒470-0493  愛知県豊田市藤岡飯野町田中245／☎0565・76・2101
                E-mail ： fujioka-shisho@city.toyota.aichi.jp
※「ふじおか支所だより」のカラー版が

豊田市ホームページ⇒市政情報⇒地域振興部⇒藤岡支所でご覧になれます。

▶人口：19,213人（前年同月比：−46人）　
▶世帯数：7,426世帯（前年同月比：+120世帯）
▶交通事故発生件数：３件（累計：６件）
▶犯罪発生件数：２件（累計：３件）
▶火災発生件数：０件（累計：０件）
※人口、世帯数：令和４年５月１日現在
※事故等発生件数：令和４年５月発生分
※累計：令和４年４月 1 日～令和４年５月 31 日

豊田市藤岡地区のゆるキャラ
藤っ子　ふうちゃん

藤岡地区データ

※カラー版は
　こちらから確認

お知らせ

包丁砥ぎ体験会
◯とき　８月11日（木）午前10時～11時　◯ところ
藤岡南交流館　◯内容　昨年の包丁砥ぎ講師養成講座か
ら誕生した「トッキーズ」より包丁の砥ぎ方を学ぶ　◯
定員　先着８人　◯対象者　藤岡地域在住の成人　◯申
込み　７月21日（木）午前９時30分から窓口または電話

にぎにぎバルーンを作ろう
◯とき　８月21日（日）午後１時30分～３時　◯場所
　藤岡ふれあいの館　◯内容　風船と小麦粉を使って、
飾ってもかわいいオリジナル人
形を作る　◯対象　小学生以上
（低学年は保護者同伴）　◯定
員　先着15人　◯参加費　500
円　◯申込み　８月５日（金）
午前９時から窓口または電話

９月石畳朝市
◯とき　９月３日（土）午前10時～正午　◯内容　ス
テージ、広場（フリーマーケット、屋台）、マレットゴ
ルフ大会、季節足湯『金木犀湯』
８月石畳朝市はお休みです
※季節足湯『ミント湯』は実施

楽しく子育て
◯とき　８月２日（火）午前10時15分～11時15分　◯
対象者　５か月以上の子と親　◯定員　先着10組　◯
申込み　受付中

健康相談・身体計測
◯とき　８月25日（木）午前９時30分～11時　◯対象
者　未就園児　◯定員　先着25組　◯申込み　受付中
入園に関するお話を聞く
◯とき　９月２日（金）午前10時15分～11時15分　◯
対象者　未就園児　◯定員　先着10組　◯申込み　８
月５日（金）から
おはなしおばさんやってきた
◯とき　９月15日（木）午前10時30分～11時30分　
◯対象者　未就園児　◯定員　先着15組　◯申込み
８月５日（金）から

家族介護交流会～｢施設｣に行って気付くことを語り合おう～
◯とき　９月13日（火）午前９時30分～午後２時　◯
ところ　ふじのさとに集合（見学先の施設まで送迎）　
◯対象者　家族の介護をしている方、介護の経験のある
方　◯参加費　無料（食事代は実費）　◯申込み　８月
31日（水）までに窓口、電話、ファックス（76・3608）ま
たはＥメール（fujioka@toyota-shakyo.jp）

傾聴ボランティア養成講座
◯とき　①８月４日（木）午後１時～３時、②８月18
日（木）午後１時30分～３時30分　◯ところ　ふじの
さと　◯定員　先着18人　◯受講要件　藤岡・藤岡南
地区に在住または在勤であること、２日間の全内容を受
講できること、講座修了後に豊田市社会福祉協議会にボ
ランティア登録して活動できること　◯参加費　無料　
◯申込み　７月11日（月）午前９時から窓口または電話

藤岡南交流館から（☎75・1707）

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

石畳ふれあい広場から（☎76・6577）

ふじのさと地域包括支援センターから（☎76・5294）

飯野子育て支援センターから（☎75・1236）

豊田市社会福祉協議会藤岡支所から（☎76・3606）

〇ねらい
　体育館で、テントでの避難所体験をします。一晩過ご
すと足りないもの、備えたいものがハッキリ分かります。
楽しみながら、家庭での防災プランを立てられます。

〇と　き
８月20日（土）午後１時30分～21日（日）午前11時30分

〇会　場
石畳小学校体育館

〇参加費
無料

〇対象者
小中学生を含む親子・地域住民抽選15組
（テントをお持ちの方に限る）

〇申込み
電話：090−4164−0175（土谷）※7月31日（日）締切

〇内容
　＜20日（土）＞

・寝る場所、食べる場所を工夫してつ
くろう

・クルマde 給電（PHV体験）
・防災クイズ 避難生活で使える防災

グッズづくり
・災害時に使える調理の小技と簡単片

付け（夕食づくり）
　＜21日（日）＞

・工夫を楽しむ朝食づくりと簡単片付
け

・参加者でタイムライン（避難計画）
づくり

・災害時に使える応急手当

防災キャンプに参加してみませんか？
藤岡北部防災会からのお知らせ 藤岡地域核整備完成記念イベント

藤岡支所･藤岡交流館

6.29（水）

・寝る場所、食べる場所を工夫してつ


