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　西中山自治区の子どもたちと保護者
ら約40人が西中山川に生息する生き物
を調べたり、水質を調査したりする「川
しらべ」を行いました。
　この取組は、わくわく事業団体の「西
中山自治区住みよい地域創造活動協議
会」が主催し、参加した子どもたちは楽
しそうに自然と触れ合いました。

西中山川 川しらべ
西中山川

7.2（土）

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：19,253人（前年同月比：+15人）　
▶世帯数：7,448世帯（前年同月比：+147世帯）
▶交通事故発生件数：１件（累計：７件）
▶犯罪発生件数：２件（累計：５件）
▶火災発生件数：０件（累計：０件）
※人口、世帯数：令和４年７月１日現在
※事故等発生件数：令和４年６月発生分
※累計：令和４年４月 1 日～令和４年６月 30 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

四季を楽しむフラワー講座②「多肉植物の寄せ植え」
◯とき　10月29日（土）午前９時～正午　◯ところ
藤岡交流館 工芸陶芸室　◯内容　多肉植物の寄せ植え
◯定員　先着15人　◯対象者　成人　◯参加費
2,500円（材料費込み、当日徴収）　◯持ち物　持ち帰
りのビニール袋、飲み物　◯申込み　９月20日（火）
午前９時30分から窓口または電話にて
子育て講座「ママと一緒に」
◯とき　９月27日、10月11日、25日（いずれも火曜
日）午前10時～正午　◯ところ　藤岡交流館大会議室
◯内容　親子でリトミック　◯定員　先着10組　◯対
象者　令和２年４月２日生まれ～令和３年４月１日生ま
れのお子様とその親　◯参加費　1,000円（当日徴収）
◯持ち物　飲み物　◯申込み　８月23日（火）午前９
時30分から窓口または電話にて
匠に学ぶ木工塾！第２回｢ヒノキの枝の Natural スツール｣
◯とき　平日の部10月７日（金）、休日の部10月９日
（日）いずれも午前９時～午後４時（１時間昼休憩含
む）　◯ところ　藤岡交流館 工芸陶芸室　◯内容　ヒ
ノキの枝の自然な形を活かしたスツールを作る　◯定員
　各日先着６人　◯対象者　成人　◯参加費　2,800円
（材料費込み、当日徴収）　◯持ち物　筆記用具（鉛筆、
消しゴム、ノート）、古布（ウエス）、作業しやすい服
装、飲み物、昼食　◯申込み　９月２日（金）午前９時
30分から窓口または電話にて

あつまれ未来を育てるお母さん（全５回講座）
◯とき　９月６日、10月４日、12月６日、令和５年１
月17日、２月７日（いずれも火曜日）午前10時～正午
◯ところ　藤岡南交流館 多目的ホールまたは大会議室
◯内容　①助産師による講話②ゆるフラ③モンテッソー
リ教育をもとにした講話④写真・物語の読み聞かせ⑤発
達障害についての講話（各回、交流会あり）　◯対象
未就学児を持つ母親　◯定員　先着20人　◯参加費
無料　◯申込み　受付中

リラックス・ヨガ
◯とき　10月５日、12日、19日、26日（いずれも水曜
日）午前10時30分～11時30分　◯場所　藤岡ふれあい
の館　◯内容　無理なく始められるヨガ教室　◯定員
先着20人　◯参加費　2,800円（４回分）　◯申込み
　９月21日（水）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』
10月石畳朝市
◯とき　10月１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『生姜湯』

人形劇がはじまるよ
◯とき　10月12日（水）午前10時15分～11時15分　
◯対象者　未就園児と保護者　◯定員　先着15組　◯
参加費　無料　◯申込み　９月５日（月）から
親子虫歯予防教室
◯とき　10月20日（木）午前10時15分～11時15分　
◯対象者　１歳以上の子どもと保護者　◯定員　先着
10組　◯参加費　無料　◯申込み　９月５日（月）か
ら
健康相談・身体計測
◯とき　10月27日（木）午前９時30分～11時　◯対象
者　未就園児と保護者　◯定員　先着25人　◯参加費
　無料　◯申込み　９月５日（月）から

みどりづくり研修
※みどりづくり研修①～④の申込みは、電話かホーム
ページで受付（先着順）
①樹木の管理 秋・冬
◯とき　９月２日（金）午前10時～正午　◯ところ
緑化センター講堂　◯内容　緑化木の秋・冬の管理につ
いて学ぶ　◯定員　先着70人　◯参加費　無料　◯申
込み　受付中
②芝生ガーデンの手入れ 秋・冬
◯とき　９月２日（金）午後１時～３時　◯ところ　緑
化センター講堂　◯内容　冬に備えて行う手入れについ
て学ぶ　◯定員　先着70人　◯参加費　無料 ◯申込み
　受付中
③多肉植物の寄せ植えを作ろう
◯とき　９月４日（日）午前10時～正午　◯ところ
緑化センター実習舎　◯内容　多肉植物の育て方と管理
方法について学び、かわいい多肉植物の寄せ植えを作る
◯定員　先着20人　◯参加費　800円（材料費等）　
◯申込み　受付中
④野生のきのこをもっと知ろう
◯とき　９月24日（土）午後１時30分～３時30分　◯
ところ　昭和の森 交流館附属棟　◯内容　昭和の森を
観察しながら野生きのこの種類と見分け方を学ぶ　◯定
員　先着30人　◯参加費　無料　◯申込み　８月24日
（水） から
季節の花めぐり
ひっそり咲くナンバンギセル
◯とき　９月17日（土）午前10時～正午　◯ところ
緑化センター相談コーナー前に集合（雨天決行）　◯内
容　園内を散策しながら季節の花や施設について案内　
◯定員　なし　◯参加費　無料　◯申込み　当日直接会
場
昭和の森を歩く会
①秋の湿地めぐり、②秋の草花
◯とき　①９月10日（土）、②９月25日（日）いずれ
も午前９時30分～11時45分　◯ところ　昭和の森交流
館前に集合（雨天決行）　◯内容　昭和の森の花・鳥・
虫などを観察する　◯定員　なし　◯参加費　無料　◯
申込み　当日直接会場

藤岡交流館から（☎76・1612）

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）

飯野子育て支援センターから（☎75・1236）

愛知県緑化センターから（☎76・2109）

　３年ぶりの開催となったふじおかおいでん夏まつりでは、リトルおいでんと、12の踊り連が参加したマイタウンおいでん
が行われ、笑顔あふれる元気いっぱいの踊りが披露されました。夏まつりのフィナーレとして、約1,000発の花火が打ち上
がり、夜空を彩りました。

ふじおかおいでん夏まつり
藤岡コミュニティ広場

7.9（土）
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昭和47年豪雨災害50周年事業
｢ふじおか防災キャンプ～47災害を忘れない～｣

を実施します。

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④

　今年は、昭和47年７月に起こった豪雨災害から50年が経過する節目の年です。
　体験による学びを通して、当時の記憶を次世代に引き継ぎ、防災知識を身につけるため、１泊２日の
宿泊体験型の「ふじおか防災キャンプ」を開催します。
　当日は、大人向けのワークショップに加え、子どもも楽しみながら学ぶことができる内容を企画して
います。ぜひご家族やお仲間でご参加ください。
　詳細は決まり次第、支所だより等で情報を掲載していきます。

日　時：令和４年10月29日（土）午後１時 ～ 30日（日）午前11時
場　所：藤岡体育センター、藤岡コミュニティ広場周辺
内　容：47災害被災者による講話､食事（非常食）づくり､リアルHUG体験､マイタイムライン作成 等
問合せ：藤岡支所　地域振興担当
　　　　電話　76−2102

　田茂平町に７月28日、フランス東部サヴォア地方の家庭料理や菓子が味わえる
カフェがオープン。
　もともと祖母が住んでいた家にＩターンで
移住、開業しました。
　オーナーの新田さんは地元に住む人たちにも、
本場のフランス・サヴォアの味を楽しんでもら
える場所にしたいと話していました。

　平成17年の広域合併と同時に、住民意見の市政への反映と地域の課題解決の仕組みとして、「地域自治
システム」を導入しました。運用開始から17年が経過し、本来のシステムの目的を達成するために令和４
年度から順次見直しを進めています。
　現在は、令和４年４月から第９期の新たなメンバーで藤岡地域、藤岡南地域の課題解決に向けて、どの
ような取組をすべきか議論を進めています。

　昭和47年７月豪雨災害から50年を迎え、改めて災害に
ついて学び、備えることの大切さを再確認するため、防災
講座と浸水災害対応訓練を実施しました。

　６月19日（日）御作公民館において「災害に備える」
をテーマに防災講座を開催し、御作町自主防災会と地元消
防団員が豊田市役所防災対策課原田さんの講話に熱心に耳
を傾け、災害に関する知識や自分でできる防災対策につい
て学びました。

　また、７月23日（土）豊田市立御作小学校のプールに
おいて、御作町自主防災会の方が被災者役となり、地元消
防団員と北消防署藤岡小原分署職員がボートを活用して浸
水災害対応訓練を実施しました。過去の大災害からの教訓
を生かし、来るべき災害に備えて自助・共助・公助の連携
の輪を広げていきたいと思います。

【問合せ】北消防署 藤岡小原分署　電話76−5560

藤岡小原分署からのお知らせ

〈会長インタビュー〉

今年度のわくわく事業を紹介します

今年度の地域会議の取組を紹介します

モノづくりの喜び、資源を大切にする心が養えるよう、着られなくなった洋
服を有効活用し、SDGｓにも適応する活動を行っています。今年度は、活動
の周知、技術の習得、リメイク作業、中学生へのリメイク指導を行います。
　※リメイクの相談は、活動日に西中山南部集会所にお越しください。
　　（活動日：毎週木曜日 午後１時～３時）※リメイク代は有料です。

グラン デ リメイク「着られなくなった洋服の再生事業」（藤岡南地区）

【代表コメント】週2時間の作業時間は意外に短いのですが、アイデアを出し合ったりコツを伝授さ
れたりしながら、資源と気持ちをリフレッシュしつつ技術習得に努めています。先日は、ズボンの裾
上げの初注文をいただきうれしかったです。　　　　　　　　　　　　　　　（代表　中村佐千代）

　藤岡地域会議は、委員の改選に伴い17名中11名が新任の委員となり、活動
をしております。現在は「住民の皆さんが日頃感じている藤岡地域の課題をど
のように抽出するか」について議論しています。藤岡地域をより良くするため
にしっかりと議論を進めますので、ご理解とご協力をお願いします。

藤岡地域会議　山 本 盛 彦 会長

　藤岡南地域会議は、現在「提言に向けて、藤岡南地域の現状を把握し、特徴
となる地域課題」について議論を行っています。
　委員17名中11名が新任委員ではありますが、藤岡南地域のために、積極的
に意見を出し合っています。地域の中で課題や疑問に思うこと等がありました
ら、ぜひ地域会議委員までお声掛けください。

藤岡南地域会議　小 川 和 成  会長

見つけた！プレミアムなふじおか

サヴォアのお菓子と料理 nitta 田茂平町道下50−3　電話 77−4940



Fujioka Information

昭和47年豪雨災害50周年事業
｢ふじおか防災キャンプ～47災害を忘れない～｣

を実施します。

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④

　今年は、昭和47年７月に起こった豪雨災害から50年が経過する節目の年です。
　体験による学びを通して、当時の記憶を次世代に引き継ぎ、防災知識を身につけるため、１泊２日の
宿泊体験型の「ふじおか防災キャンプ」を開催します。
　当日は、大人向けのワークショップに加え、子どもも楽しみながら学ぶことができる内容を企画して
います。ぜひご家族やお仲間でご参加ください。
　詳細は決まり次第、支所だより等で情報を掲載していきます。

日　時：令和４年10月29日（土）午後１時 ～ 30日（日）午前11時
場　所：藤岡体育センター、藤岡コミュニティ広場周辺
内　容：47災害被災者による講話､食事（非常食）づくり､リアルHUG体験､マイタイムライン作成 等
問合せ：藤岡支所　地域振興担当
　　　　電話　76−2102

　田茂平町に７月28日、フランス東部サヴォア地方の家庭料理や菓子が味わえる
カフェがオープン。
　もともと祖母が住んでいた家にＩターンで
移住、開業しました。
　オーナーの新田さんは地元に住む人たちにも、
本場のフランス・サヴォアの味を楽しんでもら
える場所にしたいと話していました。

　平成17年の広域合併と同時に、住民意見の市政への反映と地域の課題解決の仕組みとして、「地域自治
システム」を導入しました。運用開始から17年が経過し、本来のシステムの目的を達成するために令和４
年度から順次見直しを進めています。
　現在は、令和４年４月から第９期の新たなメンバーで藤岡地域、藤岡南地域の課題解決に向けて、どの
ような取組をすべきか議論を進めています。

　昭和47年７月豪雨災害から50年を迎え、改めて災害に
ついて学び、備えることの大切さを再確認するため、防災
講座と浸水災害対応訓練を実施しました。

　６月19日（日）御作公民館において「災害に備える」
をテーマに防災講座を開催し、御作町自主防災会と地元消
防団員が豊田市役所防災対策課原田さんの講話に熱心に耳
を傾け、災害に関する知識や自分でできる防災対策につい
て学びました。

　また、７月23日（土）豊田市立御作小学校のプールに
おいて、御作町自主防災会の方が被災者役となり、地元消
防団員と北消防署藤岡小原分署職員がボートを活用して浸
水災害対応訓練を実施しました。過去の大災害からの教訓
を生かし、来るべき災害に備えて自助・共助・公助の連携
の輪を広げていきたいと思います。

【問合せ】北消防署 藤岡小原分署　電話76−5560

藤岡小原分署からのお知らせ

〈会長インタビュー〉

今年度のわくわく事業を紹介します

今年度の地域会議の取組を紹介します

モノづくりの喜び、資源を大切にする心が養えるよう、着られなくなった洋
服を有効活用し、SDGｓにも適応する活動を行っています。今年度は、活動
の周知、技術の習得、リメイク作業、中学生へのリメイク指導を行います。
　※リメイクの相談は、活動日に西中山南部集会所にお越しください。
　　（活動日：毎週木曜日 午後１時～３時）※リメイク代は有料です。

グラン デ リメイク「着られなくなった洋服の再生事業」（藤岡南地区）

【代表コメント】週2時間の作業時間は意外に短いのですが、アイデアを出し合ったりコツを伝授さ
れたりしながら、資源と気持ちをリフレッシュしつつ技術習得に努めています。先日は、ズボンの裾
上げの初注文をいただきうれしかったです。　　　　　　　　　　　　　　　（代表　中村佐千代）

　藤岡地域会議は、委員の改選に伴い17名中11名が新任の委員となり、活動
をしております。現在は「住民の皆さんが日頃感じている藤岡地域の課題をど
のように抽出するか」について議論しています。藤岡地域をより良くするため
にしっかりと議論を進めますので、ご理解とご協力をお願いします。

藤岡地域会議　山 本 盛 彦 会長

　藤岡南地域会議は、現在「提言に向けて、藤岡南地域の現状を把握し、特徴
となる地域課題」について議論を行っています。
　委員17名中11名が新任委員ではありますが、藤岡南地域のために、積極的
に意見を出し合っています。地域の中で課題や疑問に思うこと等がありました
ら、ぜひ地域会議委員までお声掛けください。

藤岡南地域会議　小 川 和 成  会長

見つけた！プレミアムなふじおか

サヴォアのお菓子と料理 nitta 田茂平町道下50−3　電話 77−4940
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　西中山自治区の子どもたちと保護者
ら約40人が西中山川に生息する生き物
を調べたり、水質を調査したりする「川
しらべ」を行いました。
　この取組は、わくわく事業団体の「西
中山自治区住みよい地域創造活動協議
会」が主催し、参加した子どもたちは楽
しそうに自然と触れ合いました。

西中山川 川しらべ
西中山川

7.2（土）

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：19,253人（前年同月比：+15人）　
▶世帯数：7,448世帯（前年同月比：+147世帯）
▶交通事故発生件数：１件（累計：７件）
▶犯罪発生件数：２件（累計：５件）
▶火災発生件数：０件（累計：０件）
※人口、世帯数：令和４年７月１日現在
※事故等発生件数：令和４年６月発生分
※累計：令和４年４月 1 日～令和４年６月 30 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

四季を楽しむフラワー講座②「多肉植物の寄せ植え」
◯とき　10月29日（土）午前９時～正午　◯ところ
藤岡交流館 工芸陶芸室　◯内容　多肉植物の寄せ植え
◯定員　先着15人　◯対象者　成人　◯参加費
2,500円（材料費込み、当日徴収）　◯持ち物　持ち帰
りのビニール袋、飲み物　◯申込み　９月20日（火）
午前９時30分から窓口または電話にて
子育て講座「ママと一緒に」
◯とき　９月27日、10月11日、25日（いずれも火曜
日）午前10時～正午　◯ところ　藤岡交流館大会議室
◯内容　親子でリトミック　◯定員　先着10組　◯対
象者　令和２年４月２日生まれ～令和３年４月１日生ま
れのお子様とその親　◯参加費　1,000円（当日徴収）
◯持ち物　飲み物　◯申込み　８月23日（火）午前９
時30分から窓口または電話にて
匠に学ぶ木工塾！第２回｢ヒノキの枝の Natural スツール｣
◯とき　平日の部10月７日（金）、休日の部10月９日
（日）いずれも午前９時～午後４時（１時間昼休憩含
む）　◯ところ　藤岡交流館 工芸陶芸室　◯内容　ヒ
ノキの枝の自然な形を活かしたスツールを作る　◯定員
　各日先着６人　◯対象者　成人　◯参加費　2,800円
（材料費込み、当日徴収）　◯持ち物　筆記用具（鉛筆、
消しゴム、ノート）、古布（ウエス）、作業しやすい服
装、飲み物、昼食　◯申込み　９月２日（金）午前９時
30分から窓口または電話にて

あつまれ未来を育てるお母さん（全５回講座）
◯とき　９月６日、10月４日、12月６日、令和５年１
月17日、２月７日（いずれも火曜日）午前10時～正午
◯ところ　藤岡南交流館 多目的ホールまたは大会議室
◯内容　①助産師による講話②ゆるフラ③モンテッソー
リ教育をもとにした講話④写真・物語の読み聞かせ⑤発
達障害についての講話（各回、交流会あり）　◯対象
未就学児を持つ母親　◯定員　先着20人　◯参加費
無料　◯申込み　受付中

リラックス・ヨガ
◯とき　10月５日、12日、19日、26日（いずれも水曜
日）午前10時30分～11時30分　◯場所　藤岡ふれあい
の館　◯内容　無理なく始められるヨガ教室　◯定員
先着20人　◯参加費　2,800円（４回分）　◯申込み
　９月21日（水）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』
10月石畳朝市
◯とき　10月１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『生姜湯』

人形劇がはじまるよ
◯とき　10月12日（水）午前10時15分～11時15分　
◯対象者　未就園児と保護者　◯定員　先着15組　◯
参加費　無料　◯申込み　９月５日（月）から
親子虫歯予防教室
◯とき　10月20日（木）午前10時15分～11時15分　
◯対象者　１歳以上の子どもと保護者　◯定員　先着
10組　◯参加費　無料　◯申込み　９月５日（月）か
ら
健康相談・身体計測
◯とき　10月27日（木）午前９時30分～11時　◯対象
者　未就園児と保護者　◯定員　先着25人　◯参加費
　無料　◯申込み　９月５日（月）から

みどりづくり研修
※みどりづくり研修①～④の申込みは、電話かホーム
ページで受付（先着順）
①樹木の管理 秋・冬
◯とき　９月２日（金）午前10時～正午　◯ところ
緑化センター講堂　◯内容　緑化木の秋・冬の管理につ
いて学ぶ　◯定員　先着70人　◯参加費　無料　◯申
込み　受付中
②芝生ガーデンの手入れ 秋・冬
◯とき　９月２日（金）午後１時～３時　◯ところ　緑
化センター講堂　◯内容　冬に備えて行う手入れについ
て学ぶ　◯定員　先着70人　◯参加費　無料 ◯申込み
　受付中
③多肉植物の寄せ植えを作ろう
◯とき　９月４日（日）午前10時～正午　◯ところ
緑化センター実習舎　◯内容　多肉植物の育て方と管理
方法について学び、かわいい多肉植物の寄せ植えを作る
◯定員　先着20人　◯参加費　800円（材料費等）　
◯申込み　受付中
④野生のきのこをもっと知ろう
◯とき　９月24日（土）午後１時30分～３時30分　◯
ところ　昭和の森 交流館附属棟　◯内容　昭和の森を
観察しながら野生きのこの種類と見分け方を学ぶ　◯定
員　先着30人　◯参加費　無料　◯申込み　８月24日
（水） から
季節の花めぐり
ひっそり咲くナンバンギセル
◯とき　９月17日（土）午前10時～正午　◯ところ
緑化センター相談コーナー前に集合（雨天決行）　◯内
容　園内を散策しながら季節の花や施設について案内　
◯定員　なし　◯参加費　無料　◯申込み　当日直接会
場
昭和の森を歩く会
①秋の湿地めぐり、②秋の草花
◯とき　①９月10日（土）、②９月25日（日）いずれ
も午前９時30分～11時45分　◯ところ　昭和の森交流
館前に集合（雨天決行）　◯内容　昭和の森の花・鳥・
虫などを観察する　◯定員　なし　◯参加費　無料　◯
申込み　当日直接会場

藤岡交流館から（☎76・1612）

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）

飯野子育て支援センターから（☎75・1236）

愛知県緑化センターから（☎76・2109）

　３年ぶりの開催となったふじおかおいでん夏まつりでは、リトルおいでんと、12の踊り連が参加したマイタウンおいでん
が行われ、笑顔あふれる元気いっぱいの踊りが披露されました。夏まつりのフィナーレとして、約1,000発の花火が打ち上
がり、夜空を彩りました。

ふじおかおいでん夏まつり
藤岡コミュニティ広場

7.9（土）


