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　藤岡南地区コミュニティ会議と藤岡南交流館共催で、藤岡南地区在住の子どもたちを対象とした「第４回ふじなんこど
もフェスタ」が開催されました。
　昨年人気だったカローリングのほか、缶バッチ製作等が催され、当日は多くの子どもたちで賑わいました。

第４回ふじなんこどもフェスタ
藤岡南交流館
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　石畳朝市で、石畳小学校のハンドベ
ルクラブが演奏を披露しました。
　会場には児童が奏でるハンドベルの
美しい音色が響き渡り、来場者は静か
に聴き入りました。

石畳朝市 石畳小学校
ハンドベルクラブの演奏
石畳ふれあい広場

12.3（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：19,300人（前年同月比：+41人）　
▶世帯数：7,499世帯（前年同月比：+147世帯）
▶交通事故発生件数：０件（累計：13件）
▶犯罪発生件数：１件（累計：９件）
▶火災発生件数：０件（累計：１件）
※人口、世帯数：令和４年12月１日現在
※事故等発生件数：令和４年11月発生分
※累計：令和４年４月1日～令和４年11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

認知症による資産凍結は防げる‼「家族信託」を知ろう
◯とき　２月19日（日）午前10時～正午　◯ところ
藤岡交流館 多目的ホール　◯内容　家族信託について
学ぶ　◯定員　先着30人　◯対象者　成人　◯参加費
　無料　◯持ち物　筆記用具　◯申込み　１月15日
（日）午前９時30分から窓口または電話

地域を探訪ウオーキング～藤岡ニューハイツ・西中山自
治区北部コース編～
◯とき　２月18日（土）午前９時～正午　◯ところ
藤岡南交流館発着　◯内容　ウオーキングで地域の名所
を知る　◯定員　先着30人　◯参加費　無料　◯持ち
物　タオル・飲み物　◯申込み　１月24日（火）午前
９時30分から窓口または電話にて
トッキーズの包丁砥ぎ体験会
◯とき　２月９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　１月
19日（木）午前９時30分から窓口または電話

令和５年度ロビーギャラリー出展作品募集
◯内容　絵画、書道、工芸品、写真な
ど　◯展示期間　原則１か月　◯対象
者　市内在住・出身の方　◯申込み
２月24日（金）午前９時から窓口ま
たは電話

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』、紅葉まつり写真コンテ
スト表彰

３月石畳朝市
◯とき　３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『よもぎ湯』

親子リトミック
◯とき　３月７日（火）午前10時15分～11時15分　◯
対象者　１歳以上　◯定員　先着15組　◯申込み　２
月６日（月）から

家族介護交流会～終活と施設費用、劇、交流会～
◯とき　２月21日（火）午前10時～正午　◯ところ
豊田市藤岡福祉センターふじのさと２階多目的利用室　
◯内容　終活とお金・施設費用を知ろう、認知症とお金
に関する劇（後見一座）、交流会　◯対象者　興味のあ
る方、家族の介護をしている・していた方　◯参加費
無料　◯申込み　受付中

みどりづくり研修
※申込みは、電話かホームページで受付（先着順）
家庭で楽しむブルーベリーの育て方
◯とき　２月17日（金）午後１時30分～３時30分　◯
ところ　緑化センター実習舎　◯内容　家庭で楽しむブ
ルーベリーの管理方法について学ぶ　◯定員　先着20
組　◯申込み　１月17日（火）から
昭和の森を歩く会
①冬の野鳥２ ②早春の植物たち
◯とき　①２月11日（土）、②２月26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）

藤岡南交流館から（☎75・1707）

ふじのさと包括支援センターから（☎76・5294）

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）

飯野子育て支援センターから（☎75・1236）

「豊田市電子図書館」を使ってみませんか？
　豊田市電子図書館は、インターネットに接続されたパソコンやスマートフォン、タブレット等を利
用して、電子化された書籍等を読むことができるサービスです。
　来館が難しい人も「いつでも」「どこにいても」読書を楽しむことができます。
　豊田市中央図書館ホームページから、約1,000点のコンテンツが利用できます。これからも書籍は
増えていきますので、お楽しみください。

★　利用できる人…………豊田市内在住・在勤・在学で図書館の利用カード
　　　　　　　　　　　　（有効期限内）をお持ちの人
★　貸出し点数・期間……２点まで、２週間
★　利用できる電子書籍…絵本、児童書、家事・料理、育児、趣味、お金、小説など

【問合せ】　豊田市中央図書館　32−0717



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⑨

　藤岡地区では、地域課題解決事業「安心・安全な防災事業」として、藤岡地区内
の３小学校区（御作、石畳、飯野）を対象に、地区内の危険箇所や有効な取組等を

示した防災カルテを作成しました。
　今年度対象となっている飯野小学校区の防災カルテが完成しましたので､住民の皆様に配付しました。

今年度のわくわく事業を紹介します

　豊田市（福祉総合相談課）からの諮問「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」に対して、藤岡、藤岡南の各地域会議では、８月から10月までの３か月
で議論を深め、11月の定例会で豊田市に答申を行いました。諮問・答申は、市長からの施策に関する
問いかけに対して、地域の意見をまとめて市長に伝えるという地域会議の重要な役割です。
　答申の内容については、地域会議委員にお尋ねください。

地域会議から市へ答申を行いました

　わくわく事業とは、地域の資源を活用し、地域課題の解決や地域活性化に取り組む地域住民の活動を
支援するための補助金制度です。
　審査会は公開で行われ、活動の目的や具体的な取組内容、活動にかける思いなどを記載した申請書を
基に、審査員が申請団体に対して質疑応答を行います。藤岡、藤岡南の各地区で取り組まれる個性豊か
なまちづくり活動を知る良い機会です。ぜひお越しください。

＜公開審査会について＞
　【藤 岡 地 区】　日時　令和５年３月11日（土）午前10時～
　　　　　　　　　会場　藤岡交流館　多目的ホール
　【藤岡南地区】　日時　令和５年３月18日（土）午前10時～
　　　　　　　　　会場　藤岡南交流館　多目的ホール

令和５年度わくわく事業の公開審査会を開催します

　藤岡支所では、「ふれあい豊かで賑わいのあるまちづくり」を目標に、支所周辺の整備事業を行って
きました。今後のさらなる地域の賑わいづくりを目指し、地域全体で目標達成に向かって取り組んでい
くため、まちづくり勉強会を開催します。
　まちづくり勉強会では、小原地区で活躍され、地域の魅力発信の取組をされている鈴木孝典さんの講
演会を行います。皆さんと一緒に、今後の藤岡について考えてみませんか。

日　時：令和５年２月21日（火）午後７時～８時
会　場：藤岡交流館 多目的ホール
内　容：小原地区で「三河里旅」を事業展開する
　　　　鈴木 孝典氏による事例紹介
定　員：先着50人
申込み：２月１日（水）午前８時30分から
　　　　窓口または電話にて

魅力あふれる藤岡を目指して まちづくり勉強会を開催します

飯野小学校区防災カルテが完成しました！

お配りしたカルテに記載された
地域の危険箇所をご確認くださ
い。また、カルテを基に安全な
場所への避難経路の確認や、普
段の備えを行ってください。

豊田市は、市民が水害発生時に適切かつスムーズな避難行動を
とれるよう、水害に関する情報を集約したサイトを市ホーム
ページで公開しています。

昨年度から性教育に特化した活動を行っています。助産師の西田久代さんによる『性の科学と健康講座』大
人向け編を飯野小学校で開催することができ、子供たちと多くの時間を過ごす先生方とも学びを共有する
ことができました。
低学年向け親子講座、高学年向け親子講座計２回を藤岡交流館で開催し、35組の
親子が参加されました。低学年向けでは子供たちは友達と遊びながら楽しく学び、
高学年向けでは真剣に話を聞いている様子があり、子どもと一緒に大人たちも多
くの学びの時間となりました。
参加費から性教育の絵本を藤岡地区の学校、こども園等に寄贈しています。

【代表コメント】　来年度もわくわく事業を申請し講座を開催していきたいと思っています。時代ととも
に変化する性教育、全ての世代にも広まるといいなと思います。活動メンバーや講座当日ボランティア募
集中です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表　池野恵理）

藤っ子父母の会リラリラ「藤岡を楽しむ 藤岡で育つ ０歳から子と親がつどえる場所づくり事業」（藤岡地区）

問合せ　藤岡支所　地域振興担当　電話76−2102

問合せ　藤岡支所　地域振興担当　電話76−2102

講師プロフィール
鈴木 孝典氏
豊田市小原地区生まれ。広告デザイ
ナーとして「スズキ広務店」を営む。
山間部のあまり知られていなかった
り、地元の人しか体験していなかっ
たりするディープなローカルツアー
を提供する「三河里旅」を事業展開
する。

11/24（木）藤岡地域会議の答申 11/29（火）藤岡南地域会議の答申

藤岡地域会議 会議録

藤岡南地域会議 会議録

飯野小学校区在住の皆様
ハザードマップ等を基に、地域の危
険箇所をご確認ください。
また、避難経路や備蓄品について家
族や近隣と共有するなど、もしもの
時に日頃から備えてください。

飯野小学校区以外に在住の皆様

各小学校区の
ハザードマップは
こちらからご覧ください

今年度は、5/5と11/19に開催することができ、合わせて1400名以上の皆様に楽しんでいただけました。
無事２回開催の目標達成です。
今年度、出店者の皆さんや来場者の皆さんからいただいた声を参考にして、
来年度は更に進化した「ふじおかプレミアム」を開催できるよう活動してい
きます。
活動メンバー大募集中！イベント大好き、楽しいこと大好きな方、大歓迎し
ます。

【代表コメント】　コロナ下での活動で、ご不便をおかけしましたが、皆様に快く協力していただけたお
かげで何とか無事に開催できました。心からお礼申し上げます。来年度も特別な１日を過ごすことができ
る「ふじおかプレミアム」を目指してがんばりますので、楽しみにしていてください。（代表　眞坂　貢）

ふじおかプレミアム実行委員会「ふじおかプレミアム開催事業」（藤岡地区）
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り、地元の人しか体験していなかっ
たりするディープなローカルツアー
を提供する「三河里旅」を事業展開
する。

11/24（木）藤岡地域会議の答申 11/29（火）藤岡南地域会議の答申

藤岡地域会議 会議録

藤岡南地域会議 会議録

飯野小学校区在住の皆様
ハザードマップ等を基に、地域の危
険箇所をご確認ください。
また、避難経路や備蓄品について家
族や近隣と共有するなど、もしもの
時に日頃から備えてください。

飯野小学校区以外に在住の皆様

各小学校区の
ハザードマップは
こちらからご覧ください

今年度は、5/5と11/19に開催することができ、合わせて1400名以上の皆様に楽しんでいただけました。
無事２回開催の目標達成です。
今年度、出店者の皆さんや来場者の皆さんからいただいた声を参考にして、
来年度は更に進化した「ふじおかプレミアム」を開催できるよう活動してい
きます。
活動メンバー大募集中！イベント大好き、楽しいこと大好きな方、大歓迎し
ます。

【代表コメント】　コロナ下での活動で、ご不便をおかけしましたが、皆様に快く協力していただけたお
かげで何とか無事に開催できました。心からお礼申し上げます。来年度も特別な１日を過ごすことができ
る「ふじおかプレミアム」を目指してがんばりますので、楽しみにしていてください。（代表　眞坂　貢）

ふじおかプレミアム実行委員会「ふじおかプレミアム開催事業」（藤岡地区）



詳細はこちらの
QRコードから ➡

　藤岡南地区コミュニティ会議と藤岡南交流館共催で、藤岡南地区在住の子どもたちを対象とした「第４回ふじなんこど
もフェスタ」が開催されました。
　昨年人気だったカローリングのほか、缶バッチ製作等が催され、当日は多くの子どもたちで賑わいました。

第４回ふじなんこどもフェスタ
藤岡南交流館

12.18（日）

支所だより

Fujioka Inform
ation

No.208

　石畳朝市で、石畳小学校のハンドベ
ルクラブが演奏を披露しました。
　会場には児童が奏でるハンドベルの
美しい音色が響き渡り、来場者は静か
に聴き入りました。

石畳朝市 石畳小学校
ハンドベルクラブの演奏
石畳ふれあい広場

12.3（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：19,300人（前年同月比：+41人）　
▶世帯数：7,499世帯（前年同月比：+147世帯）
▶交通事故発生件数：０件（累計：13件）
▶犯罪発生件数：１件（累計：９件）
▶火災発生件数：０件（累計：１件）
※人口、世帯数：令和４年12月１日現在
※事故等発生件数：令和４年11月発生分
※累計：令和４年４月1日～令和４年11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

認知症による資産凍結は防げる‼「家族信託」を知ろう
◯とき　２月19日（日）午前10時～正午　◯ところ
藤岡交流館 多目的ホール　◯内容　家族信託について
学ぶ　◯定員　先着30人　◯対象者　成人　◯参加費
　無料　◯持ち物　筆記用具　◯申込み　１月15日
（日）午前９時30分から窓口または電話

地域を探訪ウオーキング～藤岡ニューハイツ・西中山自
治区北部コース編～
◯とき　２月18日（土）午前９時～正午　◯ところ
藤岡南交流館発着　◯内容　ウオーキングで地域の名所
を知る　◯定員　先着30人　◯参加費　無料　◯持ち
物　タオル・飲み物　◯申込み　１月24日（火）午前
９時30分から窓口または電話にて
トッキーズの包丁砥ぎ体験会
◯とき　２月９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　１月
19日（木）午前９時30分から窓口または電話

令和５年度ロビーギャラリー出展作品募集
◯内容　絵画、書道、工芸品、写真な
ど　◯展示期間　原則１か月　◯対象
者　市内在住・出身の方　◯申込み
２月24日（金）午前９時から窓口ま
たは電話

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』、紅葉まつり写真コンテ
スト表彰

３月石畳朝市
◯とき　３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『よもぎ湯』

親子リトミック
◯とき　３月７日（火）午前10時15分～11時15分　◯
対象者　１歳以上　◯定員　先着15組　◯申込み　２
月６日（月）から

家族介護交流会～終活と施設費用、劇、交流会～
◯とき　２月21日（火）午前10時～正午　◯ところ
豊田市藤岡福祉センターふじのさと２階多目的利用室　
◯内容　終活とお金・施設費用を知ろう、認知症とお金
に関する劇（後見一座）、交流会　◯対象者　興味のあ
る方、家族の介護をしている・していた方　◯参加費
無料　◯申込み　受付中

みどりづくり研修
※申込みは、電話かホームページで受付（先着順）
家庭で楽しむブルーベリーの育て方
◯とき　２月17日（金）午後１時30分～３時30分　◯
ところ　緑化センター実習舎　◯内容　家庭で楽しむブ
ルーベリーの管理方法について学ぶ　◯定員　先着20
組　◯申込み　１月17日（火）から
昭和の森を歩く会
①冬の野鳥２ ②早春の植物たち
◯とき　①２月11日（土）、②２月26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）

藤岡南交流館から（☎75・1707）

ふじのさと包括支援センターから（☎76・5294）

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）

飯野子育て支援センターから（☎75・1236）

「豊田市電子図書館」を使ってみませんか？
　豊田市電子図書館は、インターネットに接続されたパソコンやスマートフォン、タブレット等を利
用して、電子化された書籍等を読むことができるサービスです。
　来館が難しい人も「いつでも」「どこにいても」読書を楽しむことができます。
　豊田市中央図書館ホームページから、約1,000点のコンテンツが利用できます。これからも書籍は
増えていきますので、お楽しみください。

★　利用できる人…………豊田市内在住・在勤・在学で図書館の利用カード
　　　　　　　　　　　　（有効期限内）をお持ちの人
★　貸出し点数・期間……２点まで、２週間
★　利用できる電子書籍…絵本、児童書、家事・料理、育児、趣味、お金、小説など

【問合せ】　豊田市中央図書館　32−0717

令和５年度ロビーギャラリー出展作品募集


