
支所だより

Fujioka Inform
ation

No.206

　藤岡中学校では、「働く」ということ
に対する考えを深めるとともに、進路
選択の重要な学習の機会とすることを
目的に、職場体験学習を行いました。
　豊田市役所藤岡支所で職場体験を
行った生徒は、施設内に配架している
PRチラシ等を、「どのように置いたら市
民の皆さんにとって分かりやすいか」の
視点で並び替えをし、改善を行っていた
だきました。

藤岡中学校 職場体験学習
藤岡支所ほか

10.6（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：19,273人（前年同月比：+36人）　
▶世帯数：7,493世帯（前年同月比：+168世帯）
▶交通事故発生件数：０件（累計：10件）
▶犯罪発生件数：０件（累計：６件）
▶火災発生件数：０件（累計：１件）
※人口、世帯数：令和４年10月１日現在
※事故等発生件数：令和４年９月発生分
※累計：令和４年４月1日～令和４年９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～門松を作ろう
◯とき　12月24日（土）午前10時～正午　◯ところ
藤岡交流館　工芸陶芸室　
◯内容　ミニ門松を作る　
◯定員　先着10組　◯対象
者　小学生親子　◯参加費
　1,500円～（材料費込、
当日集金）　◯申込み　11
月22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３回「スギの間伐材でつくるトン
トントン道具箱」
◯とき　１月22日（日）、29日（日）午前９時～午後
４時　◯ところ　藤岡交流館　工芸陶芸室　◯内容　２
日間を通じて道具箱をつくる　◯定員　先着６人　◯対
象者　成人　◯参加費　4,600円(材料費込、当日集金)
◯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　12月９日（金）午前９時30分から窓口または電話
にて

アレンジキャンドル
◯とき　12月23
日（金）午前10時
～正午　◯ところ
　藤岡ふれあいの
館 ◯内容　ドラ
イフラワーを使っ
たキャンドルを作
る　◯定員　先着
15人　◯参加費

1,500円　◯持ち物　エプロン　◯申込み　12月９日
（金）午前９時から窓口または電話にて

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『ゆず湯』

１月正月臨時営業
◯とき　１月２日（月）午前
10時～午後３時　◯内容
石畳足湯・温泉スタンド臨時
営業、季節足湯『松葉湯』、
おしるこ振舞い、紅葉まつり
写真コンテスト投票所設置　
※１月朝市はお休みです

楽しく進める離乳食
◯とき　１月11日（水）午
前10時15分～11時45分　◯
対象者　９か月～12か月の
乳児と保護者　◯定員　先着
10組　◯申込み　12月５日
（月）から

心肺蘇生法・ＡＥＤ操作について学ぶ
◯とき　１月19日（木）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10組　◯
申込み　12月５日（月）から

季節の花めぐり
サザンカとツバキ
◯とき　12月14日（水）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冬の野鳥１　②種の戦略
◯とき　①12月10日（土）、②12月25日（日）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）

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）藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

石畳ふれあい広場から（☎76・6577）

　藤岡南交流館ほか３会場で、第１１回藤岡南ふれあいフェスティバルが開催されました。
　当日は天候にも恵まれ、各会場は昨年度よりも多くの来場者で賑わいました。中山こども園の園児による踊り披露では、
元気いっぱいに踊る園児の姿に来場者は大いに盛り上がりました。また、藤岡南中学校の体育館では、昭和47年７月豪雨
災害から50年の節目として２年生が「47災害と防災」をテーマに、ブースごとに発表を行いました。ブースの一部では、心
肺蘇生やAEDの使用方法を啓発しており、参加者は実際に実演を見ながら学びました。

第11回藤岡南ふれあいフェスティバル
藤岡南交流館ほか

10.23（日）
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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⑦

　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10月29日
（土）から10月30日（日）にかけて開催しました。
　防災キャンプに参加した方は、実際に避難所運営を体験する「リアルHUG」、非常食づくり体験、
避難生活を想定した車中泊・テント泊・避難所泊体験を行いました。参加者は災害時を想定しつつ、
楽しみながら様々な体験をしました。
　その他、100ミリの雨を体験できる豪雨体験車、豪雨による大規模な水害が迫ってくる様子を体験で
きる浸水体感VR、消防車、給水車、次世代自動車の展示等や、47災害を体験され、当時の消防団の分
団長、団員であった山内博之氏、山内一美氏による講話を開催し、貴重な記憶を繋ぐことができました。

参加者コメント（キャンプ参加者：原様）
「正しく恐れ、正しく備えること」は重
要なので、この寒い時期に、親子で防災
キャンプに参加することができて良かっ
たです。
今後もこのような機会があれば、継続的
に参加したいと思います。

他の参加者のコメント
・今回避難所泊で体験した段

ボール間仕切りの組立てを自
治区の訓練に取り入れたい。

・足先が冷えて寝られなかった
ので、日頃からの備えの大切
さを知ることができた。

　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、木瀬八柱神社、下川口大沢池、石畳ふれあ
い広場で行います。各会場で開催日、開催時間が異なります。詳細は「ふじおか支所だよりNo205」
をご覧ください。また、19日、20日は会場を巡る無料周遊バスを運行します。

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
〇無料周遊バスの運行
11/19（土）石畳ふれあい広場→下川口大沢池→木瀬八柱神社→石畳ふれあい広場
　　　　　　石畳ふれあい広場出発 午後４時始発 以降20分ごとに出発(最終午後７時20分)
11/20（日）愛知県緑化センター→下川口大沢池→愛知県緑化センター
　　　　　　愛知県緑化センター　午後４時始発 以降20分ごとに出発（最終午後６時40分）
〇乗車予約　２日間とも各バスの乗車には、事前予約が必要です。
　　　　　　事前予約のない方の途中乗車はできません。
〇駐 車 場　19日（土） 石畳ふれあい広場
　　　　　　20日（日） 愛知県緑化センター（第一駐車場）

問合せ・予約　　藤岡観光協会 ℡76－6108
　　　　　　　　バスの予約は藤岡観光協会ホームページからもできます。

今年度のわくわく事業を紹介します

学校や地域で「性」と「生」を学ぶ機会を提供することを目的に、講師を招いて講
座の計画、実施を行っています。子どもとその家族だけでなく、学校や地域も共に
学ぶことで、子どもの性犯罪の防止、子どもの健全育成や安全なまちづくりを図る
活動をしています。

ふじなん リアン「性と生に関する講座を通じて子供の健全な育成を促す事業」（藤岡南地区）

【代表コメント】　私達は包括的性教育を広める活動を行っている団体です。包括的性教育は、人の多様
性や人権など人の尊厳を守る大切な教育であると共に、性の正しい知識を学ぶ事で予期せぬ妊娠や性感
染症を防ぎ、性加害者・性被害者から遠ざけるため、地域の防犯対策にも繋がります。子どもだけでなく、
子どもに関わる全ての大人も一緒に学んでいきましょう。　　　　　　　　　　 （代表　林　とも子）

｢夢・彩・発見｣ふじおか紅葉まつり

　災害時の体験不足から、いざという時に行動できるか、避難場所の生活はどうなっているのかといっ
た不安を抱える住民が多く見えます。藤岡南地区はこのような課題を解消するため、藤岡南地区コミュ
ニティ会議防災部会を中心に、10月２日（日）に中山小学
校で指定避難場所の開設直後を想定した訓練を実施しました。
自治区の防災担当者、藤岡南地区高齢者クラブ連合会、指定
避難場所運営班の63名が参加しました。
　日頃から避難場所運営訓練を繰り返し実施し、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」
指定避難場所の開設・運営訓練を実施しました～避難場所を運営するのは住民の皆さんです～

ふじおか防災キャンプ～47災害を忘れない～
を開催しました！

　藤岡支所の植栽である「フジバカマ」が開花の時期を迎え、フジバカマを好む「アサギマダラ」と
いう蝶が今月飛来しました。藤岡支所だけでなく、地域全体でも見られる「フジバカマ」と「アサギ
マダラ」についてご紹介します。

旅する蝶「アサギマダラ」
　フジバカマには、オスのアサギマダラが好んで訪れます。春から夏にかけ
ては本州等の涼しい高原地帯を繁殖地とし、秋になると気温の低下と共に適
温の生活地を求めて南方へ移動を開始し、遠く九州や沖縄、さらに八重山諸
島や台湾にまで海を越えて飛んでいきます。

見つけた！プレミアムなふじおか

藤岡支所の「フジバカマ」について
　「ふれあい豊かで賑わいがあるまち」とするために実施した藤岡地域核整
備事業（平成28年度～令和２年度）の完了を記念して、令和４年６月29日
（火）に完成記念イベントを行いました。
　そのイベントの一環として、飯野こども園の園児と藤岡・藤岡南高齢者ク
ラブの皆様が、建て替え前の旧藤岡支所の植栽であったフジバカマの移植作
業を行いました。移植後も順調に成長を続け、無事開花しました。

石畳ふれあい広場

藤岡観光協会ホームページ

被災者による講話 マイタイムライン作り

段ボール間仕切りの設営 夕食づくり
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特別連載企画
防災コラム⑦

　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10月29日
（土）から10月30日（日）にかけて開催しました。
　防災キャンプに参加した方は、実際に避難所運営を体験する「リアルHUG」、非常食づくり体験、
避難生活を想定した車中泊・テント泊・避難所泊体験を行いました。参加者は災害時を想定しつつ、
楽しみながら様々な体験をしました。
　その他、100ミリの雨を体験できる豪雨体験車、豪雨による大規模な水害が迫ってくる様子を体験で
きる浸水体感VR、消防車、給水車、次世代自動車の展示等や、47災害を体験され、当時の消防団の分
団長、団員であった山内博之氏、山内一美氏による講話を開催し、貴重な記憶を繋ぐことができました。

参加者コメント（キャンプ参加者：原様）
「正しく恐れ、正しく備えること」は重
要なので、この寒い時期に、親子で防災
キャンプに参加することができて良かっ
たです。
今後もこのような機会があれば、継続的
に参加したいと思います。

他の参加者のコメント
・今回避難所泊で体験した段

ボール間仕切りの組立てを自
治区の訓練に取り入れたい。

・足先が冷えて寝られなかった
ので、日頃からの備えの大切
さを知ることができた。

　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、木瀬八柱神社、下川口大沢池、石畳ふれあ
い広場で行います。各会場で開催日、開催時間が異なります。詳細は「ふじおか支所だよりNo205」
をご覧ください。また、19日、20日は会場を巡る無料周遊バスを運行します。

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
〇無料周遊バスの運行
11/19（土）石畳ふれあい広場→下川口大沢池→木瀬八柱神社→石畳ふれあい広場
　　　　　　石畳ふれあい広場出発 午後４時始発 以降20分ごとに出発(最終午後７時20分)
11/20（日）愛知県緑化センター→下川口大沢池→愛知県緑化センター
　　　　　　愛知県緑化センター　午後４時始発 以降20分ごとに出発（最終午後６時40分）
〇乗車予約　２日間とも各バスの乗車には、事前予約が必要です。
　　　　　　事前予約のない方の途中乗車はできません。
〇駐 車 場　19日（土） 石畳ふれあい広場
　　　　　　20日（日） 愛知県緑化センター（第一駐車場）

問合せ・予約　　藤岡観光協会 ℡76－6108
　　　　　　　　バスの予約は藤岡観光協会ホームページからもできます。

今年度のわくわく事業を紹介します

学校や地域で「性」と「生」を学ぶ機会を提供することを目的に、講師を招いて講
座の計画、実施を行っています。子どもとその家族だけでなく、学校や地域も共に
学ぶことで、子どもの性犯罪の防止、子どもの健全育成や安全なまちづくりを図る
活動をしています。

ふじなん リアン「性と生に関する講座を通じて子供の健全な育成を促す事業」（藤岡南地区）

【代表コメント】　私達は包括的性教育を広める活動を行っている団体です。包括的性教育は、人の多様
性や人権など人の尊厳を守る大切な教育であると共に、性の正しい知識を学ぶ事で予期せぬ妊娠や性感
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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」
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いう蝶が今月飛来しました。藤岡支所だけでなく、地域全体でも見られる「フジバカマ」と「アサギ
マダラ」についてご紹介します。
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温の生活地を求めて南方へ移動を開始し、遠く九州や沖縄、さらに八重山諸
島や台湾にまで海を越えて飛んでいきます。

見つけた！プレミアムなふじおか

藤岡支所の「フジバカマ」について
　「ふれあい豊かで賑わいがあるまち」とするために実施した藤岡地域核整
備事業（平成28年度～令和２年度）の完了を記念して、令和４年６月29日
（火）に完成記念イベントを行いました。
　そのイベントの一環として、飯野こども園の園児と藤岡・藤岡南高齢者ク
ラブの皆様が、建て替え前の旧藤岡支所の植栽であったフジバカマの移植作
業を行いました。移植後も順調に成長を続け、無事開花しました。

石畳ふれあい広場

藤岡観光協会ホームページ

被災者による講話 マイタイムライン作り

段ボール間仕切りの設営 夕食づくり
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　藤岡中学校では、「働く」ということ
に対する考えを深めるとともに、進路
選択の重要な学習の機会とすることを
目的に、職場体験学習を行いました。
　豊田市役所藤岡支所で職場体験を
行った生徒は、施設内に配架している
PRチラシ等を、「どのように置いたら市
民の皆さんにとって分かりやすいか」の
視点で並び替えをし、改善を行っていた
だきました。

藤岡中学校 職場体験学習
藤岡支所ほか

10.6（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：19,273人（前年同月比：+36人）　
▶世帯数：7,493世帯（前年同月比：+168世帯）
▶交通事故発生件数：０件（累計：10件）
▶犯罪発生件数：０件（累計：６件）
▶火災発生件数：０件（累計：１件）
※人口、世帯数：令和４年10月１日現在
※事故等発生件数：令和４年９月発生分
※累計：令和４年４月1日～令和４年９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～門松を作ろう
◯とき　12月24日（土）午前10時～正午　◯ところ
藤岡交流館　工芸陶芸室　
◯内容　ミニ門松を作る　
◯定員　先着10組　◯対象
者　小学生親子　◯参加費
　1,500円～（材料費込、
当日集金）　◯申込み　11
月22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３回「スギの間伐材でつくるトン
トントン道具箱」
◯とき　１月22日（日）、29日（日）午前９時～午後
４時　◯ところ　藤岡交流館　工芸陶芸室　◯内容　２
日間を通じて道具箱をつくる　◯定員　先着６人　◯対
象者　成人　◯参加費　4,600円(材料費込、当日集金)
◯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　12月９日（金）午前９時30分から窓口または電話
にて

アレンジキャンドル
◯とき　12月23
日（金）午前10時
～正午　◯ところ
　藤岡ふれあいの
館 ◯内容　ドラ
イフラワーを使っ
たキャンドルを作
る　◯定員　先着
15人　◯参加費

1,500円　◯持ち物　エプロン　◯申込み　12月９日
（金）午前９時から窓口または電話にて

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『ゆず湯』

１月正月臨時営業
◯とき　１月２日（月）午前
10時～午後３時　◯内容
石畳足湯・温泉スタンド臨時
営業、季節足湯『松葉湯』、
おしるこ振舞い、紅葉まつり
写真コンテスト投票所設置　
※１月朝市はお休みです

楽しく進める離乳食
◯とき　１月11日（水）午
前10時15分～11時45分　◯
対象者　９か月～12か月の
乳児と保護者　◯定員　先着
10組　◯申込み　12月５日
（月）から

心肺蘇生法・ＡＥＤ操作について学ぶ
◯とき　１月19日（木）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10組　◯
申込み　12月５日（月）から

季節の花めぐり
サザンカとツバキ
◯とき　12月14日（水）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冬の野鳥１　②種の戦略
◯とき　①12月10日（土）、②12月25日（日）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）

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）藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

石畳ふれあい広場から（☎76・6577）

　藤岡南交流館ほか３会場で、第１１回藤岡南ふれあいフェスティバルが開催されました。
　当日は天候にも恵まれ、各会場は昨年度よりも多くの来場者で賑わいました。中山こども園の園児による踊り披露では、
元気いっぱいに踊る園児の姿に来場者は大いに盛り上がりました。また、藤岡南中学校の体育館では、昭和47年７月豪雨
災害から50年の節目として２年生が「47災害と防災」をテーマに、ブースごとに発表を行いました。ブースの一部では、心
肺蘇生やAEDの使用方法を啓発しており、参加者は実際に実演を見ながら学びました。

第11回藤岡南ふれあいフェスティバル
藤岡南交流館ほか

10.23（日）


