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　昭和47年に開校した愛知県立加茂丘
高等学校は、創立50周年を迎え、記念
式典が執り行われました。式典では愛
知県教育委員会委員　塩谷　育代氏の
挨拶がありました。
　同校では、記念事業として壁画が制
作されました。壁画は、「可能性を広げ
られる原点が加茂丘高校であってほし
い」という願いが込められた生徒の原
案を基に制作されました。

愛知県立加茂丘高等学校
創立５０周年記念式典
加茂丘高等学校

11.1（火）

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：19,294人（前年同月比：+48人）　
▶世帯数：7,502世帯（前年同月比：+160世帯）
▶交通事故発生件数：３件（累計：13件）
▶犯罪発生件数：２件（累計：８件）
▶火災発生件数：０件（累計：１件）
※人口、世帯数：令和４年11月１日現在
※事故等発生件数：令和４年10月発生分
※累計：令和４年４月1日～令和４年10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 ふじおか大パノラマコース
◯とき　２月12日（日）午前９時30分～正午　◯ところ　御
作公民館発着　◯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　先着15人　◯対象
者　小学４年生以上　◯参加費　600円（当日集金）　◯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　12月13日（火）午前９時30分から窓
口または電話にて

サロンふじなん～ほのぼのおとライブ～
◯とき　令和５年２月４日（土）午後１時～２時30分　◯と
ころ　藤岡南交流館 みなみんホール　◯内容　トランペットと
ピアノの演奏　◯定員　40人　◯対象者　どなたでも　◯参
加費　無料（コーヒーは別途100円）　◯申込み　１月５日
（木）午前９時30分から窓口または電話にて

シルクパールビーズでネックレスをつくろう
◯とき　１月29日（日）午前10時～正午　
◯ところ　藤岡ふれあいの館　◯内容　シル
クパールビーズを使ってネックレスを作る　

◯定員　先着15人　◯対象者　小学生以上（小学生は保護者
同伴）　◯参加費　1,500円（材料費込み）　◯持ち物　眼鏡
（必要な方）　◯申込み　１月15日（日）午前９時から窓口
または電話にて

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
２月石畳朝市
◯とき　２月４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『大根湯』

健康相談・身体計測
◯とき　２月16日（木）午前９時30分～11時　◯対象者　未
就園児　◯定員　先着25人　◯申込み　１月５日（木）から
おひな様を作ろう
◯とき　２月22日（水）午前９時15分～11時45分　◯対象者
　未就園児　◯定員　先着10人　◯申込み　１月５日（木）
から

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）

　藤岡地区ふれあいフェスタは、新型コロナウイルス感染拡大などの影響を受け、３年ぶりに行われ、建て替え後の藤岡
支所・藤岡交流館を会場としては初めての開催となりました。
　オープニングの「藤っ鼓太鼓」による呼び込み太鼓は、新しい交流館での初めての開催を祝うように会場内外に響き渡
りました。また、藤岡中学校の生徒ボランティアの皆さんによるお菓子すくいのコーナーでは、夢中になってお菓子を釣り
上げようと意気込む子どもたちで盛況となりました。

藤岡地区ふれあいフェスタ
藤岡交流館

11.6（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⑧

　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）にかけて行い、その一環として豪雨災害の被災者の体験を聞く「被災者による講
話」を開催しました。
　また、当時消防団の分団長・団員として経験された山内博之氏、山内一美氏の口から語られる当時
の凄惨な様子は、鮮明かつ詳細に映像の如く思い起こされ、来場者の心を打ちました。
　再びあのような悲劇が起こることのないよう、強い願いを込めて書かれたお二人のメッセージが来
場者に配られました。

●確定申告書の作成・提出は、自宅のパソコン・スマートフォンでご利用いただける国税庁ホームペー
ジの「確定申告書等作成コーナー」が大変便利です。

●計算誤りの防止や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにも「確定申告書等作成コー
ナー」を利用し、e-Taxでご提出ください。なお、申告書を印刷した場合は、郵送でご提出ください。

●市・県民税申告をされる方も、郵送でのご提出をお願いします。

★各地区の無料税務相談所は予約制（インターネット及び電話）です。
●全て事前予約制（先着順）で定員になり次第、締め切りになります。当日は予約なしでの相談はでき

ません。電話予約は豊田市役所市民税課で実施します。
●豊田市役所や各支所では確定申告の相談・受付はできません。各地区の無料税務相談所又は確定申告

相談会場（豊田市福祉センター）をご利用ください。
●詳しい日程及び予約方法は、広報とよた１月号・豊田市ホームページをご覧ください。

★確定申告相談会場（豊田税務署・豊田市福祉センター）
●詳しい日程などは、広報とよた１月号をご覧ください。

　令和４年10月26日（水）に、地元企業である第
一電機測器株式会社様から、藤岡支所と藤岡南交流
館に対して、足踏み式アルコールスタンドを各１台
ずつ寄贈いただきました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、
有効に活用させていただきます。

今年度のわくわく事業を紹介します

月１回の作業で草刈・ゴミ拾い、花木の手入れを行っています。種から育てた花桃、さし木
から育てたあじさいの植えつけ、ツルを使用した作品をつくるワークショップを行います。
また、今年もクリーン大作戦を12／10（土）に開催します。
ボランティアを募集しておりますので、ぜひお越しください。
※参加する場合は、藤岡支所地域振興担当（電話76−2102 ）へ連絡

【代表コメント】　多くの方に情報を発信して、戸越の自然の魅力を体験していただき、ぺんぎんむらの
活動への理解を深めていただきたいです。また2005年から継続しているクリーン大作戦は皆様のご協力
を大募集します！是非ご参加ください！　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （代表　相馬優子）

令和４年分確定申告に関するお知らせ

　赤や黄色に染まった紅葉が鮮やかに彩る紅葉まつりが、藤岡地域４会場で行われました。今年もライ
トアップ会場を巡る無料周遊バスが運行し、多くの来場者は幻想的な光景に魅了されていました。

夢・彩・発見 ふじおか紅葉まつり 開催報告 令和４年11月18日（金）～20日（日）愛知県緑化センター他

来年度のわくわく事業補助金の概要についてご紹介します。
〇募集期間　令和４年12月12日（月）～令和５年１月31日（火）
〇審　　査　公開審査会：（藤岡地区）令和５年３月11日（土）　藤岡交流館　多目的ホール
　　　　　　　　　　　　（藤岡南地区）令和５年３月18日（土）藤岡南交流館　多目的ホール
　　　　　　内容：審査員へ事業内容を簡潔に説明していただいた後、ヒアリングを行う
〇令和４年度からの変更点
（１）事業目標や計画に合わせ活動に必要な回数を申請可能に変更（従来は基本3回まで）
（２）審査会はプレゼンテーション形式ではなく、審査員との質疑応答に変更
（３）地域会議委員による審査から、わくわく事業団体と支所職員による審査に変更
（４）以下の条件を全て満たしている団体は、１００万円を超えた額を申請可能に変更
　　ア　申請内容に関する活動が、１５年以上継続していること　
　　イ　申請内容に関する活動について、国・県・市等の表彰を受けていること
　　詳しくは豊田市役所藤岡支所ホームページをご確認ください。
問合せ：豊田市役所藤岡支所　地域振興担当　電話76-2102

来年度のわくわく事業を募集します！

47災害の記憶を継承する
被災者による講話を開催しました！

このように大きな人的物的被害をもたらした自然災害
も、時間が経ち日常生活が戻ると、被災の記憶は薄れ
てしまうものです。天災は忘れた頃にやってきます。
こうした災害に立ち向かうためには、過去の教訓から
学び、災害の記憶を風化させず、未来へ伝え、次の世
代に繋いでいくことが重要であると私は思います。

ぺんぎんむら「戸越峠周辺環境整備事業」（藤岡地区）

（問合せ）豊田市役所　市民税課　電話 0565−34−6617（直通）

インターネット予約 電話予約

受付開始

受付方法

令和５年１月11日（水）
午前９時から
豊田市ホームページから
予約システムにアクセス

令和５年１月16日（月）以降
会場ごとに設定された予約受付日時

豊田市役所　市民税課
（0565−34−6617 ）へ電話で予約検索無料税務相談所サイト内検索

令和４年度
わくわく事業二次募集採択のお知らせ
次の団体が採択されましたので
お知らせします
団体名　トッキーズ
事業名　包丁研ぎを通じて
　　　　地域社会に貢献する事業

第一電機測器株式会社様から足踏み式アルコールスタンドを寄贈いただきました

石畳ふれあい広場 木瀬 八柱神社 愛知県緑化センター 下川口 大沢池

藤岡地区 藤岡南地区
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石畳ふれあい広場 木瀬 八柱神社 愛知県緑化センター 下川口 大沢池

藤岡地区 藤岡南地区
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　昭和47年に開校した愛知県立加茂丘
高等学校は、創立50周年を迎え、記念
式典が執り行われました。式典では愛
知県教育委員会委員　塩谷　育代氏の
挨拶がありました。
　同校では、記念事業として壁画が制
作されました。壁画は、「可能性を広げ
られる原点が加茂丘高校であってほし
い」という願いが込められた生徒の原
案を基に制作されました。

愛知県立加茂丘高等学校
創立５０周年記念式典
加茂丘高等学校

11.1（火）

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：19,294人（前年同月比：+48人）　
▶世帯数：7,502世帯（前年同月比：+160世帯）
▶交通事故発生件数：３件（累計：13件）
▶犯罪発生件数：２件（累計：８件）
▶火災発生件数：０件（累計：１件）
※人口、世帯数：令和４年11月１日現在
※事故等発生件数：令和４年10月発生分
※累計：令和４年４月1日～令和４年10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 ふじおか大パノラマコース
◯とき　２月12日（日）午前９時30分～正午　◯ところ　御
作公民館発着　◯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　先着15人　◯対象
者　小学４年生以上　◯参加費　600円（当日集金）　◯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　12月13日（火）午前９時30分から窓
口または電話にて

サロンふじなん～ほのぼのおとライブ～
◯とき　令和５年２月４日（土）午後１時～２時30分　◯と
ころ　藤岡南交流館 みなみんホール　◯内容　トランペットと
ピアノの演奏　◯定員　40人　◯対象者　どなたでも　◯参
加費　無料（コーヒーは別途100円）　◯申込み　１月５日
（木）午前９時30分から窓口または電話にて

シルクパールビーズでネックレスをつくろう
◯とき　１月29日（日）午前10時～正午　
◯ところ　藤岡ふれあいの館　◯内容　シル
クパールビーズを使ってネックレスを作る　

◯定員　先着15人　◯対象者　小学生以上（小学生は保護者
同伴）　◯参加費　1,500円（材料費込み）　◯持ち物　眼鏡
（必要な方）　◯申込み　１月15日（日）午前９時から窓口
または電話にて

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
２月石畳朝市
◯とき　２月４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『大根湯』

健康相談・身体計測
◯とき　２月16日（木）午前９時30分～11時　◯対象者　未
就園児　◯定員　先着25人　◯申込み　１月５日（木）から
おひな様を作ろう
◯とき　２月22日（水）午前９時15分～11時45分　◯対象者
　未就園児　◯定員　先着10人　◯申込み　１月５日（木）
から

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）

　藤岡地区ふれあいフェスタは、新型コロナウイルス感染拡大などの影響を受け、３年ぶりに行われ、建て替え後の藤岡
支所・藤岡交流館を会場としては初めての開催となりました。
　オープニングの「藤っ鼓太鼓」による呼び込み太鼓は、新しい交流館での初めての開催を祝うように会場内外に響き渡
りました。また、藤岡中学校の生徒ボランティアの皆さんによるお菓子すくいのコーナーでは、夢中になってお菓子を釣り
上げようと意気込む子どもたちで盛況となりました。

藤岡地区ふれあいフェスタ
藤岡交流館

11.6（日）


