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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：19,326人（前年同月比：+47人）　
▶世帯数：7,515世帯（前年同月比：+153世帯）
▶交通事故発生件数：５件（累計：24件）
▶犯罪発生件数：０件（累計：９件）
▶火災発生件数：２件（累計：４件）
※人口、世帯数：令和５年２月１日現在
※事故等発生件数：令和５年１月発生分
※累計：令和４年４月1日～令和５年１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

ピラティスの会
◯とき　毎週木曜日　午前10時30分～正午（毎月４
回）　◯ところ　藤岡ふれあいの館　◯内容　ピラティ
スで骨盤と骨格、筋肉のバランスを
矯正して疲れにくい体を目指す　◯
参加費　1,500円／月　◯持ち物
ヨガマット、バスタオル、飲み物　
◯申込み　受付中

４月石畳朝市
◯とき　４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『花湯』

花桃まつり
◯とき　４月15日（土）正午～午後２時　◯内容　広
場（ふれあい移動動物園、屋台、フリーマーケット）、
マレットゴルフ大会、写真コンテスト
※雨天の場合は中止

5月石畳朝市
◯とき　５月６日（土）午前10時～
正午　◯内容　ステージ（15周年記
念イベント）、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『菖蒲湯』

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）
①樹木の管理　春・夏
◯とき　４月14日（金）午前10時～正午　◯ところ　緑
化センター講堂　◯内容　緑化木の春・夏の管理につい
て学ぶ　◯定員　先着70名　◯申込み　受付中

②緑化木の種類と特性
◯とき　４月21日（金）午前10時～正午　◯ところ
緑化センター講堂　◯内容　多様化する生活様式に合わ
せた新しい実用的な樹種を学ぶ　◯定員　先着70名　
◯申込み　３月21日（火）

③肥料の基礎知識
◯とき　４月21日（金）午後１時～３時　◯ところ
緑化センター講堂　◯内容　実用的で効果的な肥料の基
礎知識について学ぶ　◯定員　先着70名　◯申込み
３月21日（火）

野鳥観察１
◯とき　４月９日（日）午前９時30分～11時30分　◯
ところ　昭和の森交流館附属棟に集合（雨天決行）　◯
内容　サクラの咲く中、野鳥を観察する　◯定員　なし
◯申込み　当日９時30分までに直接会場

季節の花めぐり
①サクラとユキヤナギ　②シャガの群生
◯とき　①４月５日（水）　②４月19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10時までに直

接会場

昭和の森を歩く会
①春の女神ギフチョウ　②春の草花
◯とき　①４月８日（土）　②４月23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９時30分までに直接会場

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

石畳ふれあい広場から（☎76・6577）

愛知県緑化センターから（☎76・2109）

　中山こども園では、節分の豆まきが行われました。園児たちは、園庭に現れた鬼に元気いっぱいに豆を投げて追い返し、
一年の幸せを祈りました。

　藤岡中学校３年生が制作した、昭和
47年豪雨災害に関するポスターと絵本
が藤岡交流館に寄贈されました。寄贈
に訪れた佐藤さん、稲垣さん、田中さん
は「色々な人に47災害について知っても
らいたい」と話しました。ポスターと絵
本は館内に展示されます。

藤岡中学校３年生による
47災害ポスターの寄贈
藤岡交流館

2.22（水）
　ふじおか支所だよりをより見やすく、分かりやすくするため、令和５年度４月配布号から、紙面と発
行スケジュールを以下のとおり変更します。

今後も、ふじおか支所だよりの情報発信の向上のために改善に取り組んでまいります。
ふじおか支所だよりに関するご意見などお気付きの点があれば、藤岡支所地域振興担当までご連絡ください。

令和５年度からの「ふじおか支所だより」発行について

問合せ　藤岡支所　地域振興担当　電話76－2102

〇紙面のフルカラー化…2色刷りから、フルカラーに変更になります。
〇紙質の向上……………多くの色を印刷するため、使用する紙の質を高めます。
〇発行月の変更…………毎月発行から、偶数月（４、６、８、10、12、2月）発行に変更になります。

鬼は外、福は内
中山こども園

2.3（金）



Fujioka Information

防災コラム  最終回

　令和4年10月29日、30日に開催したふじおか防災キャンプの参加者
の実例や感想をもとに、風水害発生時における避難所などでの避難生活について、より
安心で快適になるポイントを「ちょい足し」して取り上げて紹介するガイドブックを作
成しました。

問合せ　藤岡支所　地域振興担当　電話76−2102

防災ガイドブック
「備えあれば、憂いなし　防災キャンプで気づく　
”ちょい足し”で安心避難生活」が完成しました。

ふじまつりにお越しください！！
　ふじの回廊は、九尺藤・紫三尺・八重黒竜・シロバナ藤の4種類のフジが植栽された372ｍの散策道
です。毎年ゴールデンウイークには満開の花を咲かせ、訪れる人々の目を楽しませてくれます。
　ぜひ皆さん揃ってお越しください。
　開催期間　４月22日（土）～５月７日（日）
　場　　所　ふじの回廊（豊田市御作町）
　イベント詳細は、QRコードを読み取り、ご確認ください。

◆４月29日（土）～30日（日）シャトルバス運行について（予定）
　コース　愛知県緑化センター第１駐車場⇔ふじの回廊
　ダイヤ　始発便：午前９時（最終便：午後４時発）
　料　金　有料（１日200円）
　駐車場　愛知県緑化センター
　申込み　詳細は、ホームページ等でお知らせします。

４月29日（土）～30日（日）
　午前９時～午後４時
　内容　特産品などの販売、写生大会、

ステージショーなど
共催事業
　５月４日（木）午後１時30分
　内容　藤岡歌舞伎
　会場　飯野小学校体育館

　藤岡地域バス運営協議会は、地域バスの利用を促進して地域の生活交通手段を確保していくため、
各種の事業に取り組んでいます。現在、持続可能な交通手段としていくために次の３点を中心にして
検討を進めています。
＜検討内容＞
　１点目　通学通勤時間帯とそれ以外の時間帯に分けて運行形態の見直しを図っていく。
　２点目　基幹バスへの乗換が容易な運行にしていく。また、効率的な運行経路の設定を図っていく。
　３点目　通学通勤時間帯以外については、利用者の利便性を考慮した運行形態としていく。
※藤岡地域内を運行する「ふじバス」と「おいでんバス」の時刻表（令和５年度版）を各家庭に配布

します。（Ａ４版　24事業所の広告入り）
問合せ　藤岡支所　地域振興担当　電話76−2102

　藤岡地域会議では、藤岡地区が住みよい地域となるよう、地域課題の解決に向け毎月検討を行って
います。
　検討にあたり、藤岡地区まちづくりビジョン「やろ！Mｙふじおか」のこれまでの取組の整理や、今
後重点的に取り組むべき項目の選定を進めています。今回は、ビジョン達成に向け、取り組まれてい
る事業について御紹介します。

藤岡地域バス運営協議会から

藤岡地域会議からのお知らせ

　ふじおかおいでん夏まつり（令和５年７月８日（土）藤岡コミュニティ広場）のフィナーレで打上花
火（小型煙火）を藤岡商工会青年部が実施します。
　この花火は多くの皆様のご協力により開催されます。花火の内容を充実させ、より多くの皆様にお楽
しみいただけるように、皆様からのご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。
　一般の方々から協賛を募集し、メッセージ付きのメモリアル花火を受付します。
　メモリアル花火協賛　１口　5,000円（メッセージは花火大会で読み上げられます）
　申込み方法　お電話で藤岡商工会事務局までお問い合わせください。
　受 付 締 切　５月26日（金）
　問　合　せ　藤岡商工会　電話76－2612（豊田市藤岡飯野町田中245）

藤岡商工会　ふじおかおいでん夏まつり2023【花火大会メモリアル】一般協賛募集のご案内

問合せ先
藤岡観光協会　電話76－6108

◆イベントのご案内

４月30日（日）　午前10時～午後１時
ツール・ド・フジオカ ウォーキング
　内　　容　名所･旧跡を巡るノルディックウォーキング
　集合・出発場所　ふじの回廊　まつり本部テント
　集合時間　午前９時30分
　定　　員　各日先着15人
　参 加 費　500円（お土産付き、保険代・レンタル

ポール代含む）
　持 ち 物　飲み物、歩きやすい靴
　申 込 み　詳細は、ホームページ等でお知らせします。

「どこでも運動場」をコンセプトにした野外運動プログラムを国内外各
地で開催し、地域コミュニティ活性化、まちづくり活動に取り組んでいま
す。藤岡地域でも運動×観光の講座「ツール・ド・フジオカ ウォーキング」、
小学生向け運動能力向上プログラム「アソトレ」のインストラクターを務
めています。青木さんは、「楽しく遊びながら健康に」をコンセプトにプ
ログラムを開催しています。ぜひご参加くださいと話していました。

見つけた！プレミアムなふじおか

青木 宏和（あおき ひろかず） 
藤岡観光協会職員・フィットネスプログラム「SOTODE」運営

昭和47年7月
豪雨災害から50年

特別連載企画

おわりに
　今年度は、昭和47年豪雨災害から50年が経過する
節目であり、特別連載企画として12の防災コラムを
ふじおか支所だよりに掲載いたしました。藤岡地区で
起きたこの災害を教訓に、防災意識を高め、これから
起こりうる災害に対して、日頃から備えをしましょう。

問合せ　藤岡支所　地域振興担当
　　　　電話76−2102

まちづくりビジョン基本方針
活躍できるふれあいのまち

地域が担う人づくり
小学校歌舞伎クラブ、棒の手、交流館による講座開催

夢を持てる生きがいづくり
事業所での職場体験の受入れ、学生による地域貢献活動

自然環境の保全
鳥獣害対策、不法投棄パトロール

生活環境の充実
防犯パトロール、自主防犯活動、遊び場の検討

地域資源の活用
石畳足湯、わくわく事業団体による整備、藤岡特産品

過疎対策（定住対策）
定住促進委員会、生活交通支援

①

ひとりひとりが夢を持って
活躍できるふれあいのまち

②

ひとりひとりが夢を持って
活躍できるふれあいのまち

③

藤岡地区区長会・藤岡地域会議の情報交換会が
行われました
２月18日（土）
に、豊田市環境
学習施設eco-T
での 研 修と情
報交換会が行
われました。

↑SOTODEへ
　のリンク
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防災コラム  最終回

　令和4年10月29日、30日に開催したふじおか防災キャンプの参加者
の実例や感想をもとに、風水害発生時における避難所などでの避難生活について、より
安心で快適になるポイントを「ちょい足し」して取り上げて紹介するガイドブックを作
成しました。

問合せ　藤岡支所　地域振興担当　電話76−2102

防災ガイドブック
「備えあれば、憂いなし　防災キャンプで気づく　
”ちょい足し”で安心避難生活」が完成しました。

ふじまつりにお越しください！！
　ふじの回廊は、九尺藤・紫三尺・八重黒竜・シロバナ藤の4種類のフジが植栽された372ｍの散策道
です。毎年ゴールデンウイークには満開の花を咲かせ、訪れる人々の目を楽しませてくれます。
　ぜひ皆さん揃ってお越しください。
　開催期間　４月22日（土）～５月７日（日）
　場　　所　ふじの回廊（豊田市御作町）
　イベント詳細は、QRコードを読み取り、ご確認ください。

◆４月29日（土）～30日（日）シャトルバス運行について（予定）
　コース　愛知県緑化センター第１駐車場⇔ふじの回廊
　ダイヤ　始発便：午前９時（最終便：午後４時発）
　料　金　有料（１日200円）
　駐車場　愛知県緑化センター
　申込み　詳細は、ホームページ等でお知らせします。

４月29日（土）～30日（日）
　午前９時～午後４時
　内容　特産品などの販売、写生大会、

ステージショーなど
共催事業
　５月４日（木）午後１時30分
　内容　藤岡歌舞伎
　会場　飯野小学校体育館

　藤岡地域バス運営協議会は、地域バスの利用を促進して地域の生活交通手段を確保していくため、
各種の事業に取り組んでいます。現在、持続可能な交通手段としていくために次の３点を中心にして
検討を進めています。
＜検討内容＞
　１点目　通学通勤時間帯とそれ以外の時間帯に分けて運行形態の見直しを図っていく。
　２点目　基幹バスへの乗換が容易な運行にしていく。また、効率的な運行経路の設定を図っていく。
　３点目　通学通勤時間帯以外については、利用者の利便性を考慮した運行形態としていく。
※藤岡地域内を運行する「ふじバス」と「おいでんバス」の時刻表（令和５年度版）を各家庭に配布

します。（Ａ４版　24事業所の広告入り）
問合せ　藤岡支所　地域振興担当　電話76−2102

　藤岡地域会議では、藤岡地区が住みよい地域となるよう、地域課題の解決に向け毎月検討を行って
います。
　検討にあたり、藤岡地区まちづくりビジョン「やろ！Mｙふじおか」のこれまでの取組の整理や、今
後重点的に取り組むべき項目の選定を進めています。今回は、ビジョン達成に向け、取り組まれてい
る事業について御紹介します。

藤岡地域バス運営協議会から

藤岡地域会議からのお知らせ

　ふじおかおいでん夏まつり（令和５年７月８日（土）藤岡コミュニティ広場）のフィナーレで打上花
火（小型煙火）を藤岡商工会青年部が実施します。
　この花火は多くの皆様のご協力により開催されます。花火の内容を充実させ、より多くの皆様にお楽
しみいただけるように、皆様からのご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。
　一般の方々から協賛を募集し、メッセージ付きのメモリアル花火を受付します。
　メモリアル花火協賛　１口　5,000円（メッセージは花火大会で読み上げられます）
　申込み方法　お電話で藤岡商工会事務局までお問い合わせください。
　受 付 締 切　５月26日（金）
　問　合　せ　藤岡商工会　電話76－2612（豊田市藤岡飯野町田中245）

藤岡商工会　ふじおかおいでん夏まつり2023【花火大会メモリアル】一般協賛募集のご案内

問合せ先
藤岡観光協会　電話76－6108

◆イベントのご案内

４月30日（日）　午前10時～午後１時
ツール・ド・フジオカ ウォーキング
　内　　容　名所･旧跡を巡るノルディックウォーキング
　集合・出発場所　ふじの回廊　まつり本部テント
　集合時間　午前９時30分
　定　　員　各日先着15人
　参 加 費　500円（お土産付き、保険代・レンタル

ポール代含む）
　持 ち 物　飲み物、歩きやすい靴
　申 込 み　詳細は、ホームページ等でお知らせします。

「どこでも運動場」をコンセプトにした野外運動プログラムを国内外各
地で開催し、地域コミュニティ活性化、まちづくり活動に取り組んでいま
す。藤岡地域でも運動×観光の講座「ツール・ド・フジオカ ウォーキング」、
小学生向け運動能力向上プログラム「アソトレ」のインストラクターを務
めています。青木さんは、「楽しく遊びながら健康に」をコンセプトにプ
ログラムを開催しています。ぜひご参加くださいと話していました。

見つけた！プレミアムなふじおか

青木 宏和（あおき ひろかず） 
藤岡観光協会職員・フィットネスプログラム「SOTODE」運営

昭和47年7月
豪雨災害から50年

特別連載企画

おわりに
　今年度は、昭和47年豪雨災害から50年が経過する
節目であり、特別連載企画として12の防災コラムを
ふじおか支所だよりに掲載いたしました。藤岡地区で
起きたこの災害を教訓に、防災意識を高め、これから
起こりうる災害に対して、日頃から備えをしましょう。

問合せ　藤岡支所　地域振興担当
　　　　電話76−2102

まちづくりビジョン基本方針
活躍できるふれあいのまち

地域が担う人づくり
小学校歌舞伎クラブ、棒の手、交流館による講座開催

夢を持てる生きがいづくり
事業所での職場体験の受入れ、学生による地域貢献活動

自然環境の保全
鳥獣害対策、不法投棄パトロール

生活環境の充実
防犯パトロール、自主防犯活動、遊び場の検討

地域資源の活用
石畳足湯、わくわく事業団体による整備、藤岡特産品

過疎対策（定住対策）
定住促進委員会、生活交通支援

①

ひとりひとりが夢を持って
活躍できるふれあいのまち

②

ひとりひとりが夢を持って
活躍できるふれあいのまち

③

藤岡地区区長会・藤岡地域会議の情報交換会が
行われました
２月18日（土）
に、豊田市環境
学習施設eco-T
での 研 修と情
報交換会が行
われました。

↑SOTODEへ
　のリンク
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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：19,326人（前年同月比：+47人）　
▶世帯数：7,515世帯（前年同月比：+153世帯）
▶交通事故発生件数：５件（累計：24件）
▶犯罪発生件数：０件（累計：９件）
▶火災発生件数：２件（累計：４件）
※人口、世帯数：令和５年２月１日現在
※事故等発生件数：令和５年１月発生分
※累計：令和４年４月1日～令和５年１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

ピラティスの会
◯とき　毎週木曜日　午前10時30分～正午（毎月４
回）　◯ところ　藤岡ふれあいの館　◯内容　ピラティ
スで骨盤と骨格、筋肉のバランスを
矯正して疲れにくい体を目指す　◯
参加費　1,500円／月　◯持ち物
ヨガマット、バスタオル、飲み物　
◯申込み　受付中

４月石畳朝市
◯とき　４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『花湯』

花桃まつり
◯とき　４月15日（土）正午～午後２時　◯内容　広
場（ふれあい移動動物園、屋台、フリーマーケット）、
マレットゴルフ大会、写真コンテスト
※雨天の場合は中止

5月石畳朝市
◯とき　５月６日（土）午前10時～
正午　◯内容　ステージ（15周年記
念イベント）、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『菖蒲湯』

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）
①樹木の管理　春・夏
◯とき　４月14日（金）午前10時～正午　◯ところ　緑
化センター講堂　◯内容　緑化木の春・夏の管理につい
て学ぶ　◯定員　先着70名　◯申込み　受付中

②緑化木の種類と特性
◯とき　４月21日（金）午前10時～正午　◯ところ
緑化センター講堂　◯内容　多様化する生活様式に合わ
せた新しい実用的な樹種を学ぶ　◯定員　先着70名　
◯申込み　３月21日（火）

③肥料の基礎知識
◯とき　４月21日（金）午後１時～３時　◯ところ
緑化センター講堂　◯内容　実用的で効果的な肥料の基
礎知識について学ぶ　◯定員　先着70名　◯申込み
３月21日（火）

野鳥観察１
◯とき　４月９日（日）午前９時30分～11時30分　◯
ところ　昭和の森交流館附属棟に集合（雨天決行）　◯
内容　サクラの咲く中、野鳥を観察する　◯定員　なし
◯申込み　当日９時30分までに直接会場

季節の花めぐり
①サクラとユキヤナギ　②シャガの群生
◯とき　①４月５日（水）　②４月19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10時までに直接
会場

昭和の森を歩く会
①春の女神ギフチョウ　②春の草花
◯とき　①４月８日（土）　②４月23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９時30分までに直接会場

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

石畳ふれあい広場から（☎76・6577）

愛知県緑化センターから（☎76・2109）

　中山こども園では、節分の豆まきが行われました。園児たちは、園庭に現れた鬼に元気いっぱいに豆を投げて追い返し、
一年の幸せを祈りました。

　藤岡中学校３年生が制作した、昭和
47年豪雨災害に関するポスターと絵本
が藤岡交流館に寄贈されました。寄贈
に訪れた佐藤さん、稲垣さん、田中さん
は「色々な人に47災害について知っても
らいたい」と話しました。ポスターと絵
本は館内に展示されます。

藤岡中学校３年生による
47災害ポスターの寄贈
藤岡交流

2.22（水）
　ふじおか支所だよりをより見やすく、分かりやすくするため、令和５年度４月配布号から、紙面と発
行スケジュールを以下のとおり変更します。

今後も、ふじおか支所だよりの情報発信の向上のために改善に取り組んでまいります。
ふじおか支所だよりに関するご意見などお気付きの点があれば、藤岡支所地域振興担当までご連絡ください。

令和５年度からの「ふじおか支所だより」発行について

問合せ　藤岡支所　地域振興担当　電話76－2102

〇紙面のフルカラー化…2色刷りから、フルカラーに変更になります。
〇紙質の向上……………多くの色を印刷するため、使用する紙の質を高めます。
〇発行月の変更…………毎月発行から、偶数月（４、６、８、10、12、2月）発行に変更になります。

鬼は外、福は内
中山こども園

2.3（金）


