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　藤岡地域課題解決事業「安心・安全
な防災事業」の取組として、飯野小学校
区を対象に防災ワークショップが開催
されました。
　校区内の自治区長はじめ住民参加の
もと、地元の危険箇所や課題等につい
て積極的に意見交換が行われました。

飯野小学校区 防災WS
藤岡交流館 多目的ホール

8.27（土）

　豊田市藤岡地区や小原地区などで死者、行方不明者68人を出した「昭和47年７月豪雨災害」の記録写真展が開催されま
した。当時を知る来場者は、「本当に恐ろしかった」と語られ、設置された「記憶帳」に当時を振り返りつつ、現在の思いを
記していました。

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：19,263人（前年同月比：+21人）　
▶世帯数：7,473世帯（前年同月比：+154世帯）
▶交通事故発生件数：２件（累計：９件）
▶犯罪発生件数：０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８月１日現在
※事故等発生件数：令和４年７月発生分
※累計：令和４年４月 1 日～令和４年７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

ツール・ド・フジオカ　ウオーキング
◯とき　①10月10日（月）八兵衛里山浪漫コース　②
11月13日（日）こもれび街道コース　どちらも午前９
時30分～正午　◯ところ　①藤岡交流館発着（藤岡飯
野、迫地区）　②豊田市川口やな発着（上川口、下川口
地区）　◯内容　ノルディックウオーキングを体験し、
藤岡地区の自然や歴史に親しむ　◯定員　各日先着15
人　◯対象者　小学４年生以上　◯参加費　600円（当
日徴収）　◯持ち物　飲み物、ノルディックポール(当
日レンタルあり)、動きやすい服装　◯申込み　①受付
中　②10月10日（月）９時30分から窓口または電話に
て
干支の卯を創ろう
◯とき　11月12日（土）午前９時30分～午後０時30分
◯ところ　藤岡交流館　工芸陶芸室・ふじおかホール　
◯内容　干支の卯を作陶し絵付けする　◯定員　先着
20人　◯対象者　どなたでも　◯参加費　1,300円　
(材料費込み)当日徴収　◯その他　作品は12月20日以
降に引渡し　◯申込み　10月７日（金）９時30分から
窓口または電話にて

サロンふじなん～佐藤奈菜ピアノライブ～
◯とき　10月８日（土）午後１時～２時30分　◯とこ
ろ　藤岡南交流館　多目的ホール　◯内容　ピアノ演奏
◯対象　どなたでも　◯定員　先着50人　◯参加費
100円　（コーヒーは別途100円）　◯申込み　受付中
　窓口又は電話にて
子どもの広場（全４回講座）
◯とき　11月４日、11日、18日、24日（いずれも金曜
日 ※24日のみ木曜日）午前10時～正午　◯ところ　藤
岡南交流館　多目的ホール　◯内容　①笑いヨガ②秋の
物で遊ぼう③おまつりリトミック④絵本の読み聞かせ・
手あそびうた、カリンバ演奏体験会　◯対象　未就園児
とその保護者　◯定員　先着20組　◯参加費　200円
（初回受付で徴収）※11日、18日は材料費50円～100
円程度受付で徴収　◯申込み　10月７日（金）午前９
時30分から窓口または電話にて

SDGｓアクセサリー講座
◯とき　11月11日（金）午前10時～正午　◯ところ
藤岡ふれあいの館　◯内容　ペットボトルのキャップを
使ってアクセサリーを作る　◯定員　先着15人　◯参
加費　1,500円　◯
持ち物　ピンセッ
ト（お持ちであれ
ば）　◯申込み
10月21日（金）午
前９時から窓口ま
たは電話にて

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』
11月石畳朝市
◯とき　11月５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『みかん湯』
紅葉まつり
◯とき　11月19日（土）～11月20日（日）　◯内容
紅葉ライトアップ、マレットゴルフ大会、季節足湯『み
かん湯』、足湯夜間延長営業

管理栄養士とママで語り合う幼児食
◯とき　11月１日（火）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 　 1 0 月 ５ 日
（水）から

みどりづくり研修
※みどりづくり研修①、②の申込みは、電話かホーム
ページで受付（先着順）
①広葉樹の整枝・剪定
◯とき　10月14日（金）午前10時～午後３時　◯とこ
ろ　緑化センター講堂　◯内容　広葉樹の管理のポイン
トを学び、整枝・剪定実習を行う　◯定員　先着40人
◯参加費　無料　◯申込み　受付中
②針葉樹の整枝・剪定
◯とき　10月21日（金）午前10時～午後３時　◯とこ
ろ　緑化センター講堂　◯内容　針葉樹の管理のポイン
トを学び、整枝・剪定実習を行う　◯定員　先着40人
◯参加費　無料　◯申込み　受付中
季節の花めぐり
①秋の七草　ハギ、②ホトトギスとツワブキ
◯とき　①10月１日（土）、②10月19日（水）いずれ
も時間は午前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色々なドングリ、②色づく葉っぱ
◯とき　①10月８日（土）、②10月23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） 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）

藤岡南交流館から（☎75・1707）

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

｢昭和47年7月豪雨の記録｣巡回写真展
藤岡南交流館、藤岡交流館

7.12（火）～17（日）、7.26（火）～31（日）

藤岡南交流館

藤岡交流館



Fujioka Information

当時の記憶を伝えるDVD
貸し出し可能です

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⑤

　藤岡支所では、昭和47年７月豪雨災害の記憶を伝えていくため、
平成28年度に47災害記録DVDを作成しました。DVDには、被災当
時の記録映像や、当時の状況を被災者が語った映像が収録されて
います。
　DVDは貸し出し可能ですので、自治区での取組をはじめ様々な
機会でご活用ください。

　藤岡、藤岡南地区に甚大な被害をもたらした昭和47年７月豪雨災害の記憶を継承し、体験を通して防災
について学ぶため、「ふじおか防災キャンプ　～47災害を忘れない～」を開催します。
　１泊２日の宿泊体験は申込みが必要です。 申込み方法は、各戸に配付したチラシをご覧ください。また、
宿泊されない場合の一般来場も可能です。ぜひお越しください。

今年度のわくわく事業を紹介します

城ケ根の会は、平成29年に発足し、「地域住民の健康づくり・地域の環境保全事
業」を目的に、住民のための「青空ウオーキング」＆「城ケ根山」登山道の環境保
全事業を実施しています。「白ふじ棚」から急な階段を登り、右へ入ると高さ15ｍ
程ある「滝」があります。今年度は「滝つぼ」への歩道の環境整備事業を実施中で
す。城ケ根山への登山者は、近年増加傾向にあり、事業を実施している者としては
やりがいを感じ、うれしい思いをしています。

自然に触れ合う場所づくり活動を通し、世代間の協力や交流を促進し、
地域住民の絆を深めるとともに、身近な自然の豊かさを学び、活動す
ることで子ども達の心に残るふるさとづくりを目的に活動しています。

城ケ根の会「地域のふれあい＆自然環境の保全事業」（藤岡地区）

【代表コメント】今年度も、「青空ウオーキング」は年６回、城ケ根山の環境整備事業は年５回開催を予定
していますが、「猛暑・新型コロナウイルス感染拡大防止」が関係して、参加者が少ない傾向にあります。
特に猛暑続きの７月から９月は参加者の健康管理に苦慮しています。　　　　　　 （代表　山内義明）

【代表コメント】令和４年度は、藤棚整備において、新しく植栽するため藤棚を24ｍ延伸しました。猿投
山登山道整備においては、登山道の正確な位置、標高、距離などを知るために測量を委託して皆様により
正確な登山道をお知らせしたいと思っています。位置等が分かりましたらお知らせしますので、猿投山登
山にチャレンジしてみては如何でしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表　生田静男）

ふじおか防災キャンプ ～47災害を忘れない～

当時の被災者による講話を聞き、記
憶を後世に繋ぎます。
消防団の分団長、団員として経験さ
れた生のお話が聞けます。

日時：令和４年10月29日（土）
　　　午後７時～８時30分
会場：藤岡体育センター

講師：山内博之氏（木瀬町在住）
　　　山内一美氏（木瀬町在住）

実際の体育館を避難所と見立てて、
避難者役と運営者側に分かれて避
難所運営の動きを確認します。
避難所をより知ることで、日頃から
できる備えを皆さんで考えます。

被災者による講話
「47災害の記憶を継承する」

ふじおか防災キャンプ 内容
〇リアルHUG（10/29（土）14：30～17：00）

持参した非常食等を調理します。
次世代自動車から供給された電気
を調理に活用できます。

〇非常食づくり
　（10/29（土）17：00～、10/30（日）7：00～）

各自でどのように宿泊するか選び、
避難生活を体験します。
宿泊に必要な物や道具は各自で持
参します。

〇避難所泊、車中泊、テント泊
　（10/29（土）22：00～）

2022

10/29（土）

30～ （日）
会　場

藤岡体育センター
（藤岡飯野町仲ノ下501）

定　員
15組60名程度

郷土藤岡に昔から広く親しまれてきた伝統芸能の歌舞伎を復活させ、次世代に継承してい
くことを目的に、ふじまつりでの定期公演、飯野小学校歌舞伎クラブの指導等の活動を行っ
ています。５月のふじまつり公演は、コロナ対策を取りながら深見磯崎神社で開催されまし
た。今年は、これまでの10年間をふりかえり、演じてきた演目の写真展示を行う予定です。

藤岡歌舞伎「伝統文化の継承事業」（藤岡南地区）

北一色の自然を愛する会「藤岡のシンボル「猿投山と藤の花」
を活かす心に残るふるさとづくり事業」（藤岡地区）

【代表コメント】藤岡歌舞伎では、広く皆さんに活動を知っていただくために、定期公演や地域の催事に
参加しています。今年度はコロナ対策を取りながら深見磯崎神社で「ふじまつり公演」を開催し、飯野小
学校歌舞伎クラブの日頃の練習の成果を披露することができました。11月には小原歌舞伎保存会と合同
で加茂丘高校創立記念公演予定しています。応援よろしくお願いします。　　　 （代表　太田伊津夫）

知ろう！作ろう！マイナンバーカード【出前講座】
　自治区、市民グループ等に対して、マイナンバーカードの概要や利用例について、市職員が無料でご
説明に伺います。また、希望者には、顔写真の撮影などを行い、その場でマイナンバーカードの申請を
受付します。
■対　　象　10名以上の申請希望者がいるグループ（豊田市に住民登録がある人に限る。）
■開催時間　平日午前９時～午後４時のうち１～1.5時間程度（人数による）
■申込方法　開催希望日の１か月前までにHPの申込書をメール、郵送、
　　　　　　ファックス、持参により提出。
■お問合せ　豊田市役所市民課マイナンバーカード交付窓口
　　　　　　電話　0565−34−6773　FAX　0565−37−1617
　　　　　　メール　siminka@city.toyota.aichi.jp

申込み
不要

参加
申込みが
必要です

※申込み不要の体験、展示ブースの内容は次号に掲載します。

申込方法
9/1（木）～9/30（金）までに、お申込フォームまたは電話でお申込ください。
【フォーム】

【電　　話】

■QRコードを読み取り、注意事項をご確認の上、必
要事項を入力してお申込みください。

■下記URLからもアクセスできます。
　https://forms.gle/dJsF9z3JzUuX91ti6

豊田市藤岡支所  0565−76−2102 （担当：森、中村、林）

〇リアルHUG（10/29（土）14：30～17：00）
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当時の記憶を伝えるDVD
貸し出し可能です

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⑤

　藤岡支所では、昭和47年７月豪雨災害の記憶を伝えていくため、
平成28年度に47災害記録DVDを作成しました。DVDには、被災当
時の記録映像や、当時の状況を被災者が語った映像が収録されて
います。
　DVDは貸し出し可能ですので、自治区での取組をはじめ様々な
機会でご活用ください。

　藤岡、藤岡南地区に甚大な被害をもたらした昭和47年７月豪雨災害の記憶を継承し、体験を通して防災
について学ぶため、「ふじおか防災キャンプ　～47災害を忘れない～」を開催します。
　１泊２日の宿泊体験は申込みが必要です。 申込み方法は、各戸に配付したチラシをご覧ください。また、
宿泊されない場合の一般来場も可能です。ぜひお越しください。

今年度のわくわく事業を紹介します

城ケ根の会は、平成29年に発足し、「地域住民の健康づくり・地域の環境保全事
業」を目的に、住民のための「青空ウオーキング」＆「城ケ根山」登山道の環境保
全事業を実施しています。「白ふじ棚」から急な階段を登り、右へ入ると高さ15ｍ
程ある「滝」があります。今年度は「滝つぼ」への歩道の環境整備事業を実施中で
す。城ケ根山への登山者は、近年増加傾向にあり、事業を実施している者としては
やりがいを感じ、うれしい思いをしています。

自然に触れ合う場所づくり活動を通し、世代間の協力や交流を促進し、
地域住民の絆を深めるとともに、身近な自然の豊かさを学び、活動す
ることで子ども達の心に残るふるさとづくりを目的に活動しています。

城ケ根の会「地域のふれあい＆自然環境の保全事業」（藤岡地区）

【代表コメント】今年度も、「青空ウオーキング」は年６回、城ケ根山の環境整備事業は年５回開催を予定
していますが、「猛暑・新型コロナウイルス感染拡大防止」が関係して、参加者が少ない傾向にあります。
特に猛暑続きの７月から９月は参加者の健康管理に苦慮しています。　　　　　　 （代表　山内義明）

【代表コメント】令和４年度は、藤棚整備において、新しく植栽するため藤棚を24ｍ延伸しました。猿投
山登山道整備においては、登山道の正確な位置、標高、距離などを知るために測量を委託して皆様により
正確な登山道をお知らせしたいと思っています。位置等が分かりましたらお知らせしますので、猿投山登
山にチャレンジしてみては如何でしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表　生田静男）

ふじおか防災キャンプ ～47災害を忘れない～

当時の被災者による講話を聞き、記
憶を後世に繋ぎます。
消防団の分団長、団員として経験さ
れた生のお話が聞けます。

日時：令和４年10月29日（土）
　　　午後７時～８時30分
会場：藤岡体育センター

講師：山内博之氏（木瀬町在住）
　　　山内一美氏（木瀬町在住）

実際の体育館を避難所と見立てて、
避難者役と運営者側に分かれて避
難所運営の動きを確認します。
避難所をより知ることで、日頃から
できる備えを皆さんで考えます。

被災者による講話
「47災害の記憶を継承する」

ふじおか防災キャンプ 内容
〇リアルHUG（10/29（土）14：30～17：00）

持参した非常食等を調理します。
次世代自動車から供給された電気
を調理に活用できます。

〇非常食づくり
　（10/29（土）17：00～、10/30（日）7：00～）

各自でどのように宿泊するか選び、
避難生活を体験します。
宿泊に必要な物や道具は各自で持
参します。

〇避難所泊、車中泊、テント泊
　（10/29（土）22：00～）

2022

10/29（土）

30～ （日）
会　場

藤岡体育センター
（藤岡飯野町仲ノ下501）

定　員
15組60名程度

郷土藤岡に昔から広く親しまれてきた伝統芸能の歌舞伎を復活させ、次世代に継承してい
くことを目的に、ふじまつりでの定期公演、飯野小学校歌舞伎クラブの指導等の活動を行っ
ています。５月のふじまつり公演は、コロナ対策を取りながら深見磯崎神社で開催されまし
た。今年は、これまでの10年間をふりかえり、演じてきた演目の写真展示を行う予定です。

藤岡歌舞伎「伝統文化の継承事業」（藤岡南地区）

北一色の自然を愛する会「藤岡のシンボル「猿投山と藤の花」
を活かす心に残るふるさとづくり事業」（藤岡地区）

【代表コメント】藤岡歌舞伎では、広く皆さんに活動を知っていただくために、定期公演や地域の催事に
参加しています。今年度はコロナ対策を取りながら深見磯崎神社で「ふじまつり公演」を開催し、飯野小
学校歌舞伎クラブの日頃の練習の成果を披露することができました。11月には小原歌舞伎保存会と合同
で加茂丘高校創立記念公演予定しています。応援よろしくお願いします。　　　 （代表　太田伊津夫）

知ろう！作ろう！マイナンバーカード【出前講座】
　自治区、市民グループ等に対して、マイナンバーカードの概要や利用例について、市職員が無料でご
説明に伺います。また、希望者には、顔写真の撮影などを行い、その場でマイナンバーカードの申請を
受付します。
■対　　象　10名以上の申請希望者がいるグループ（豊田市に住民登録がある人に限る。）
■開催時間　平日午前９時～午後４時のうち１～1.5時間程度（人数による）
■申込方法　開催希望日の１か月前までにHPの申込書をメール、郵送、
　　　　　　ファックス、持参により提出。
■お問合せ　豊田市役所市民課マイナンバーカード交付窓口
　　　　　　電話　0565−34−6773　FAX　0565−37−1617
　　　　　　メール　siminka@city.toyota.aichi.jp

申込み
不要

参加
申込みが
必要です

※申込み不要の体験、展示ブースの内容は次号に掲載します。

申込方法
9/1（木）～9/30（金）までに、お申込フォームまたは電話でお申込ください。
【フォーム】

【電　　話】

■QRコードを読み取り、注意事項をご確認の上、必
要事項を入力してお申込みください。

■下記URLからもアクセスできます。
　https://forms.gle/dJsF9z3JzUuX91ti6

豊田市藤岡支所  0565−76−2102 （担当：森、中村、林）
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　藤岡地域課題解決事業「安心・安全
な防災事業」の取組として、飯野小学校
区を対象に防災ワークショップが開催
されました。
　校区内の自治区長はじめ住民参加の
もと、地元の危険箇所や課題等につい
て積極的に意見交換が行われました。

飯野小学校区 防災WS
藤岡交流館 多目的ホール

8.27（土）

　豊田市藤岡地区や小原地区などで死者、行方不明者68人を出した「昭和47年７月豪雨災害」の記録写真展が開催されま
した。当時を知る来場者は、「本当に恐ろしかった」と語られ、設置された「記憶帳」に当時を振り返りつつ、現在の思いを
記していました。

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：19,263人（前年同月比：+21人）　
▶世帯数：7,473世帯（前年同月比：+154世帯）
▶交通事故発生件数：２件（累計：９件）
▶犯罪発生件数：０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８月１日現在
※事故等発生件数：令和４年７月発生分
※累計：令和４年４月 1 日～令和４年７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

ツール・ド・フジオカ　ウオーキング
◯とき　①10月10日（月）八兵衛里山浪漫コース　②
11月13日（日）こもれび街道コース　どちらも午前９
時30分～正午　◯ところ　①藤岡交流館発着（藤岡飯
野、迫地区）　②豊田市川口やな発着（上川口、下川口
地区）　◯内容　ノルディックウオーキングを体験し、
藤岡地区の自然や歴史に親しむ　◯定員　各日先着15
人　◯対象者　小学４年生以上　◯参加費　600円（当
日徴収）　◯持ち物　飲み物、ノルディックポール(当
日レンタルあり)、動きやすい服装　◯申込み　①受付
中　②10月10日（月）９時30分から窓口または電話に
て
干支の卯を創ろう
◯とき　11月12日（土）午前９時30分～午後０時30分
◯ところ　藤岡交流館　工芸陶芸室・ふじおかホール　
◯内容　干支の卯を作陶し絵付けする　◯定員　先着
20人　◯対象者　どなたでも　◯参加費　1,300円　
(材料費込み)当日徴収　◯その他　作品は12月20日以
降に引渡し　◯申込み　10月７日（金）９時30分から
窓口または電話にて

サロンふじなん～佐藤奈菜ピアノライブ～
◯とき　10月８日（土）午後１時～２時30分　◯とこ
ろ　藤岡南交流館　多目的ホール　◯内容　ピアノ演奏
◯対象　どなたでも　◯定員　先着50人　◯参加費
100円　（コーヒーは別途100円）　◯申込み　受付中
　窓口又は電話にて
子どもの広場（全４回講座）
◯とき　11月４日、11日、18日、24日（いずれも金曜
日 ※24日のみ木曜日）午前10時～正午　◯ところ　藤
岡南交流館　多目的ホール　◯内容　①笑いヨガ②秋の
物で遊ぼう③おまつりリトミック④絵本の読み聞かせ・
手あそびうた、カリンバ演奏体験会　◯対象　未就園児
とその保護者　◯定員　先着20組　◯参加費　200円
（初回受付で徴収）※11日、18日は材料費50円～100
円程度受付で徴収　◯申込み　10月７日（金）午前９
時30分から窓口または電話にて

SDGｓアクセサリー講座
◯とき　11月11日（金）午前10時～正午　◯ところ
藤岡ふれあいの館　◯内容　ペットボトルのキャップを
使ってアクセサリーを作る　◯定員　先着15人　◯参
加費　1,500円　◯
持ち物　ピンセッ
ト（お持ちであれ
ば）　◯申込み
10月21日（金）午
前９時から窓口ま
たは電話にて

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』
11月石畳朝市
◯とき　11月５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『みかん湯』
紅葉まつり
◯とき　11月19日（土）～11月20日（日）　◯内容
紅葉ライトアップ、マレットゴルフ大会、季節足湯『み
かん湯』、足湯夜間延長営業

管理栄養士とママで語り合う幼児食
◯とき　11月１日（火）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 　 1 0 月 ５ 日
（水）から

みどりづくり研修
※みどりづくり研修①、②の申込みは、電話かホーム
ページで受付（先着順）
①広葉樹の整枝・剪定
◯とき　10月14日（金）午前10時～午後３時　◯とこ
ろ　緑化センター講堂　◯内容　広葉樹の管理のポイン
トを学び、整枝・剪定実習を行う　◯定員　先着40人
◯参加費　無料　◯申込み　受付中
②針葉樹の整枝・剪定
◯とき　10月21日（金）午前10時～午後３時　◯とこ
ろ　緑化センター講堂　◯内容　針葉樹の管理のポイン
トを学び、整枝・剪定実習を行う　◯定員　先着40人
◯参加費　無料　◯申込み　受付中
季節の花めぐり
①秋の七草　ハギ、②ホトトギスとツワブキ
◯とき　①10月１日（土）、②10月19日（水）いずれ
も時間は午前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色々なドングリ、②色づく葉っぱ
◯とき　①10月８日（土）、②10月23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） 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）

藤岡南交流館から（☎75・1707）

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

｢昭和47年7月豪雨の記録｣巡回写真展
藤岡南交流館、藤岡交流館

7.12（火）～17（日）、7.26（火）～31（日）

藤岡南交流館

藤岡交流館


