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　西中山町の八柱神社にある農村舞台
を活用して、「いこまいライブin西中
山」が開催されました。
　この取組は、西中山自治区協力のも
と農村舞台アートプロジェクト2022の
一環として行われました。
　当日は 、落語やフラメンコ、和太鼓の
音色を多くの来場者が楽しみました。

いこまいライブ in 西中山
西中山町 八柱神社

9.10（土）

　豊田市（福祉総合相談課）から藤岡・藤岡南地域会議に対して「避難行動要支援者（高齢者、障がい者等）への避難
支援の実効性を高める取組について」というテーマで諮問がありました。これは、市長の施策に関する問いかけ（諮
問）であり、今後地域の意見をまとめて市長に伝える（答申）という、地域会議の重要な役割です。

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：19,277人（前年同月比：+50人）　
▶世帯数：7,488世帯（前年同月比：+169世帯）
▶交通事故発生件数：１件（累計：10件）
▶犯罪発生件数：１件（累計：６件）
▶火災発生件数：１件（累計：１件）
※人口、世帯数：令和４年９月１日現在
※事故等発生件数：令和４年８月発生分
※累計：令和４年４月 1 日～令和４年８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　①12月11日（日）ほたるの里散策コース　②
１月９日(月・祝)　森林浴と足湯の癒しコース　どちら
も午前９時30分～正午　◯ところ　①木瀬公民館発着
②石畳ふれあい広場発着　◯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　②11
月15日（火）午前９時30分
から窓口または電話にて
シュトーレン～ドイツの伝統菓子でMerry Christmas～
◯とき　12月３日（土）午前10時～午後１時　◯とこ
ろ　藤岡交流館　調理室　◯内容　ドイツの伝統的なク
リスマスケーキのシュトーレンをつくる　◯定員　先着
12人　◯対象者　中学生以上　◯参加費　3,000円
（材料費込み）当日徴収　◯持ち物　エプロン、三角巾、
ふきん等　◯申込み　10月29日（土）午前９時30分か
ら窓口または電話にて
クリスマスコンサート
◯とき　12月４日（日）午前10時～正午　◯ところ
藤岡交流館　多目的ホール　◯内容　声楽とピアノのコ
ンサートでクリスマス気分を楽しむ　◯定員　先着80
人　◯対象者　どなたでも　◯参加費　200円（当日徴
収）　◯申込み　11月１日（火）午前９時30分から窓
口または電話にて

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
秋のものであそぼう③おまつりリトミック④えほんの読
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　受付中
トッキーズの包丁砥ぎ体験会
◯とき　11月10日（木）午前10時～11時　◯ところ
藤岡南交流館　大会議室　◯内容　包丁の砥ぎ方を学ぶ
◯対象　藤岡・藤岡南地区在住の成人　◯定員　先着８
人　◯参加費　100円（当日徴収）　◯申込み　10月
18日（火）　午前９時30分から窓口または電話にて

第３回ふれあい秋まつり（藤岡観光協会「ふじおか紅葉
まつり」連携事業）
◯とき　11月20日（日）　◯ところ　藤岡ふれあいの
館　◯内容　青空ピアノ（午前10時～午後３時、雨天
中止）、紙飛行機大会（午前中：練習飛行会、午後１時

～：本戦）　◯参加費　無料　◯申込み　当日直接会場

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『生姜湯』
12月石畳朝市
◯とき　12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『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、写真コンテスト、Maple
ナイト

クリスマスコンサート
◯とき　12月７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　◯申
込み　11月７日（月）か
ら
健康相談・身体計測
◯とき　12月22日（木）午前９時30分～11時　◯対象
者　未就園児とその保護者　◯定員　先着25人　◯申
込み　11月７日（月）から

家族介護交流会～お楽しみ会・交流会～
◯とき　12月20日（火）午前10時～正午　◯内容　お
楽しみ会、交流会　◯対象者　家族の介護をしている方、
介護経験のある方　◯参加費　無料　◯申込み　12月
９日（金）までに窓口、電話、FAX（76・3608）また
はEメール（fujioka@toyota-shakyo.jp）

みどりづくり研修
親子で楽しむ森のクラフト　マツボックリのミニクリス
マス飾り作り
◯とき　11月20日（日）①午前10時～正午、②午後１
時～３時　◯ところ　緑化センター　◯内容　マツボッ
クリや木の実などを使いクリスマス飾りを作る　◯定員
　各回先着40人　◯参加費　無料　◯申込み　10月20
日（木）から電話またはホームページで受付
季節の花めぐり
①野に咲くキクたち、②紅葉とシキザクラ
◯とき　①11月５日（土）、②11月16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

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）

ふじのさと包括支援センター（☎76・5294）
藤岡南交流館から（☎75・1707）

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

市から地域会議への諮問
藤岡地域会議、藤岡南地域会議

8.25（木）、8.30（火）

藤岡南地域会議

藤岡地域会議



Fujioka Information

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⑥

　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、体験を通じて防
災について学んでいただくため、「ふじおか防災キャンプ～47災害を忘れない～」を開催します。
　今回は、事前の申込みが不要な体験や展示ブースをご紹介します。お気軽にご来場ください。

　紅葉の彩り鮮やかな愛知県緑化センターをメイン会場に、湖面に映える紅葉で有名な下川口大沢池な
ど４か所の会場で行います。各会場のライトアップは大変好評で、赤や黄色に染まった紅葉をご覧いた
だけます。ご家族、ご友人と一緒に、深まりゆく秋の一日をお楽しみください。
　19日、20日は、会場を回遊する有料バスの運行を予定しています（コースの詳細は、次号でお知ら
せします）。
　新型コロナウイルス感染症対策をとった上で、ぜひお越しください。

〇開催日　令和４年11月19日（土）・20日（日）
　　　　　一部会場は18日（金）のライトアップから開始
〇会場・内容

★愛知県緑化センター　11月18日（金）午後４時30分～８時30分
　　　　　　　　　　　11月19日（土）20（日）午前10時～午後８時30分
　　　　　　　　　　　　内容： 特産品などの販売とライトアップ
★木瀬八柱神社　　　　11月18日（金）19（土）午後５時～９時
　　　　　　　　　　　　内容：ライトアップ
★下川口大沢池　　　　11月19日（土）20（日）午後５時～９時
　　　　　　　　　　　　内容 ：ライトアップ
★石畳ふれあい広場　　11月19日（土）20（日）午後５時～８時
　　　　　　　　　　　　内容：足湯の利用時間延長、マレットゴルフ紅葉杯、
　　　　　　　　　　　　　　　ライトアップなど

今年度のわくわく事業を紹介します
避難訓練では、様々な物資が届く様子
をご覧いただけます。
〇次世代自動車（ミライ、プリウス

PHV）による電源供給
〇給水車からの応急給水
〇避難所泊用の段ボールベッド、間仕

切り
〇非常食の配布
〇ガスコンロ、
　ガスボンベ

集中豪雨の凄まじさを体験できます！
※協力　国土交通省 多治見砂防国道事務所

ふじおか防災キャンプ
　体験・展示ブース 内容
〇100ミリの雨を豪雨体験車で体験

もしも大規模な水害が迫ってきたら…
暴風雨による浸水状況の変化を疑似体験
します。
（VR体験は中学生以上が対象です）
※協力　一般社団法人　中部地域づくり協会

〇浸水体感VR

消防車両等の展示だけでなく、
水のう工法や防火着衣も体験できます！

消防団の分団長、団員として経験された山内博之氏、山内一美
氏の生のお話が聞けます。

〇消防車両、資機材の展示・体験

　藤岡地域のにぎわいづくりの一環として、”普段取り扱っていない特別なもの、ふじおかオリジナルなもの“が
集まるマルシェ「ふじおかプレミアム」を開催します。
　新型コロナウイルス感染症対策も行い、たくさんの皆様が安心して楽しい時間を過ごしていただけることを願
いつつ、皆様のお越しを心よりお待ちしております！
　マスクの着用・マイバッグ持参にご協力ください。
〇日　時　令和４年11月19日（土）午前10時～午後３時
〇会　場　藤岡支所・藤岡交流館の駐車場の一部
〇内　容　物販、フード販売、体験、ステージなど
※イベントの詳細については、配布しているチラシと
　公式インスタグラムからご確認ください。

問合せ先：ふじおかプレミアム実行委員会 会長　眞坂　貢　m329hot@hotmail.com

〇被災者による講話
　（10/29（土）午後7時～8時30分）

2022

10/29（土）

会　場
藤岡体育センター

（藤岡飯野町仲ノ下501）

自治区を流れる西中山川の環境浄化と大池周辺・地域ふれあい広場の景
観・マレットゴルフ場整備を目的に、区民がふれあう機会と広場を提供する
活動を続けています。生活排水による西中山川の水質汚濁を解消するため
EM菌の放流を継続し、今年度はマレットゴルフ場倉庫の横に簡易トイレを設置予定です。（完成は10月頃）

石畳ふれあい広場では市民の皆様のふれあいと健康増進を目的に、毎月第一土曜
日の朝市、マレットゴルフ大会など皆様が楽しんで頂けるような各種イベントを開
催しております。今後の予定としましては、11月の歩け歩け大会、紅葉まつり（ライ
トアップ）、１月には餅つき大会などを計画しております。コロナ禍の中、事業の中
止や延期を余儀なくされることがあります。最新情報はFacebookまたはLINE、
Instagramでご確認いただきますようお願いいたします。

西中山自治区住みよい地域創造活動協議会（藤岡南地区）
｢西中山川環境浄化、景観緑化整備、マレットゴルフ場整備事業｣

【代表コメント】 西中山自治区は現在、下水道工事が進められ、整備されればさらに西中山川の水質が
よくなり環境向上を期待しています。また大池散策路に併設するマレットゴルフ場は、利用者も毎年増加
しており、利便性・安全性も必要なことから、施設の充実を図るため、倉庫やトイレの更新及び緑化推進
を進め景観向上等、計画的に整備を行っていきます。　　　　　　　　　　　   （代表　永田　薫）

藤岡石畳地区地域づくり協議会「藤岡石畳地区地域活性化事業」（藤岡地区）

【代表コメント】　未だに新型コロナウイルス感染症は終息を見ない中、感染症予防対策を実施し朝市等
のイベントを開催しております。３年ぶりに盆踊り大会も開催し多くの方々に楽しんでいただきました。今後
も、季節足湯、紅葉まつりでのライトアップや花火、マレットゴルフ大会、餅つき大会など万全な感染症対策
のもとに実施してまいりますので多くの方々のご来場を心よりお待ちしております。　 （代表　山中正三）地域のにぎわいを創る「ふじおかプレミアム」を開催します！

｢夢・彩・発見｣ふじおか紅葉まつり

参加
申込みは
不要です

ふじおか防災キャンプ～47災害を忘れない～
内容のご紹介

2022

10/29（土）

会　場
藤岡体育センター

（藤岡飯野町仲ノ下501）

午後１時～

問合せ　藤岡観光協会　電話 76−6108

公式インスタグラム

午後１時～

イベントの詳細はこちらを
ご確認ください。
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　藤岡地域のにぎわいづくりの一環として、”普段取り扱っていない特別なもの、ふじおかオリジナルなもの“が
集まるマルシェ「ふじおかプレミアム」を開催します。
　新型コロナウイルス感染症対策も行い、たくさんの皆様が安心して楽しい時間を過ごしていただけることを願
いつつ、皆様のお越しを心よりお待ちしております！
　マスクの着用・マイバッグ持参にご協力ください。
〇日　時　令和４年11月19日（土）午前10時～午後３時
〇会　場　藤岡支所・藤岡交流館の駐車場の一部
〇内　容　物販、フード販売、体験、ステージなど
※イベントの詳細については、配布しているチラシと
　公式インスタグラムからご確認ください。

問合せ先：ふじおかプレミアム実行委員会 会長　眞坂　貢　m329hot@hotmail.com

〇被災者による講話
　（10/29（土）午後7時～8時30分）
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10/29（土）

会　場
藤岡体育センター

（藤岡飯野町仲ノ下501）

自治区を流れる西中山川の環境浄化と大池周辺・地域ふれあい広場の景
観・マレットゴルフ場整備を目的に、区民がふれあう機会と広場を提供する
活動を続けています。生活排水による西中山川の水質汚濁を解消するため
EM菌の放流を継続し、今年度はマレットゴルフ場倉庫の横に簡易トイレを設置予定です。（完成は10月頃）

石畳ふれあい広場では市民の皆様のふれあいと健康増進を目的に、毎月第一土曜
日の朝市、マレットゴルフ大会など皆様が楽しんで頂けるような各種イベントを開
催しております。今後の予定としましては、11月の歩け歩け大会、紅葉まつり（ライ
トアップ）、１月には餅つき大会などを計画しております。コロナ禍の中、事業の中
止や延期を余儀なくされることがあります。最新情報はFacebookまたはLINE、
Instagramでご確認いただきますようお願いいたします。

西中山自治区住みよい地域創造活動協議会（藤岡南地区）
｢西中山川環境浄化、景観緑化整備、マレットゴルフ場整備事業｣

【代表コメント】 西中山自治区は現在、下水道工事が進められ、整備されればさらに西中山川の水質が
よくなり環境向上を期待しています。また大池散策路に併設するマレットゴルフ場は、利用者も毎年増加
しており、利便性・安全性も必要なことから、施設の充実を図るため、倉庫やトイレの更新及び緑化推進
を進め景観向上等、計画的に整備を行っていきます。　　　　　　　　　　　   （代表　永田　薫）

藤岡石畳地区地域づくり協議会「藤岡石畳地区地域活性化事業」（藤岡地区）

【代表コメント】　未だに新型コロナウイルス感染症は終息を見ない中、感染症予防対策を実施し朝市等
のイベントを開催しております。３年ぶりに盆踊り大会も開催し多くの方々に楽しんでいただきました。今後
も、季節足湯、紅葉まつりでのライトアップや花火、マレットゴルフ大会、餅つき大会など万全な感染症対策
のもとに実施してまいりますので多くの方々のご来場を心よりお待ちしております。　 （代表　山中正三）地域のにぎわいを創る「ふじおかプレミアム」を開催します！

｢夢・彩・発見｣ふじおか紅葉まつり

参加
申込みは
不要です

ふじおか防災キャンプ～47災害を忘れない～
内容のご紹介
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10/29（土）

会　場
藤岡体育センター

（藤岡飯野町仲ノ下501）

午後１時～

問合せ　藤岡観光協会　電話 76−6108

公式インスタグラム

午後１時～

イベントの詳細はこちらを
ご確認ください。



支所だより

Fujioka Inform
ation

No.205

　西中山町の八柱神社にある農村舞台
を活用して、「いこまいライブin西中
山」が開催されました。
　この取組は、西中山自治区協力のも
と農村舞台アートプロジェクト2022の
一環として行われました。
　当日は 、落語やフラメンコ、和太鼓の
音色を多くの来場者が楽しみました。

いこまいライブ in 西中山
西中山町 八柱神社

9.10（土）

　豊田市（福祉総合相談課）から藤岡・藤岡南地域会議に対して「避難行動要支援者（高齢者、障がい者等）への避難
支援の実効性を高める取組について」というテーマで諮問がありました。これは、市長の施策に関する問いかけ（諮
問）であり、今後地域の意見をまとめて市長に伝える（答申）という、地域会議の重要な役割です。

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：19,277人（前年同月比：+50人）　
▶世帯数：7,488世帯（前年同月比：+169世帯）
▶交通事故発生件数：１件（累計：10件）
▶犯罪発生件数：１件（累計：６件）
▶火災発生件数：１件（累計：１件）
※人口、世帯数：令和４年９月１日現在
※事故等発生件数：令和４年８月発生分
※累計：令和４年４月 1 日～令和４年８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　①12月11日（日）ほたるの里散策コース　②
１月９日(月・祝)　森林浴と足湯の癒しコース　どちら
も午前９時30分～正午　◯ところ　①木瀬公民館発着
②石畳ふれあい広場発着　◯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　②11
月15日（火）午前９時30分
から窓口または電話にて
シュトーレン～ドイツの伝統菓子でMerry Christmas～
◯とき　12月３日（土）午前10時～午後１時　◯とこ
ろ　藤岡交流館　調理室　◯内容　ドイツの伝統的なク
リスマスケーキのシュトーレンをつくる　◯定員　先着
12人　◯対象者　中学生以上　◯参加費　3,000円
（材料費込み）当日徴収　◯持ち物　エプロン、三角巾、
ふきん等　◯申込み　10月29日（土）午前９時30分か
ら窓口または電話にて
クリスマスコンサート
◯とき　12月４日（日）午前10時～正午　◯ところ
藤岡交流館　多目的ホール　◯内容　声楽とピアノのコ
ンサートでクリスマス気分を楽しむ　◯定員　先着80
人　◯対象者　どなたでも　◯参加費　200円（当日徴
収）　◯申込み　11月１日（火）午前９時30分から窓
口または電話にて

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
秋のものであそぼう③おまつりリトミック④えほんの読
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　受付中
トッキーズの包丁砥ぎ体験会
◯とき　11月10日（木）午前10時～11時　◯ところ
藤岡南交流館　大会議室　◯内容　包丁の砥ぎ方を学ぶ
◯対象　藤岡・藤岡南地区在住の成人　◯定員　先着８
人　◯参加費　100円（当日徴収）　◯申込み　10月
18日（火）　午前９時30分から窓口または電話にて

第３回ふれあい秋まつり（藤岡観光協会「ふじおか紅葉
まつり」連携事業）
◯とき　11月20日（日）　◯ところ　藤岡ふれあいの
館　◯内容　青空ピアノ（午前10時～午後３時、雨天
中止）、紙飛行機大会（午前中：練習飛行会、午後１時

～：本戦）　◯参加費　無料　◯申込み　当日直接会場

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『生姜湯』
12月石畳朝市
◯とき　12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『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、写真コンテスト、Maple
ナイト

クリスマスコンサート
◯とき　12月７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　◯申
込み　11月７日（月）か
ら
健康相談・身体計測
◯とき　12月22日（木）午前９時30分～11時　◯対象
者　未就園児とその保護者　◯定員　先着25人　◯申
込み　11月７日（月）から

家族介護交流会～お楽しみ会・交流会～
◯とき　12月20日（火）午前10時～正午　◯内容　お
楽しみ会、交流会　◯対象者　家族の介護をしている方、
介護経験のある方　◯参加費　無料　◯申込み　12月
９日（金）までに窓口、電話、FAX（76・3608）また
はEメール（fujioka@toyota-shakyo.jp）

みどりづくり研修
親子で楽しむ森のクラフト　マツボックリのミニクリス
マス飾り作り
◯とき　11月20日（日）①午前10時～正午、②午後１
時～３時　◯ところ　緑化センター　◯内容　マツボッ
クリや木の実などを使いクリスマス飾りを作る　◯定員
　各回先着40人　◯参加費　無料　◯申込み　10月20
日（木）から電話またはホームページで受付
季節の花めぐり
①野に咲くキクたち、②紅葉とシキザクラ
◯とき　①11月５日（土）、②11月16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

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）

ふじのさと包括支援センター（☎76・5294）
藤岡南交流館から（☎75・1707）

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

市から地域会議への諮問
藤岡地域会議、藤岡南地域会議

8.25（木）、8.30（火）

藤岡南地域会議

藤岡地域会議


