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磐田市内の交流センターで開催される講座やイベント情報

3月・4月情報



池田交流センター
ＩＫＥＤＡ

住所　池田407-1
☎ 0538-34-4737

申込み：直接または電話受付

豊田東交流センター
ＴＯＹＯＤＡＨＩＧＡＳＨＩ

住所　高見丘99-1（豊田東小北側）
☎ 0538-86-3811

申込み：直接または電話受付

富岡交流センター
ＴＯＭＩＯＫＡ
住所　加茂3

☎ 0538-34-4735
申込み：直接または電話受付

第8回　桜ウオーキング＆クリーン作戦
4月1日（土）　10：00～12：00

東原東部排水路沿い桜並木まで、お散歩しながらクリーン活動をする企画です。豊田東
地区の春を満喫しましょう。
対　象： どなたでも　　　持ち物：軍手・火ばさみ・水筒・マスク　　　申込み：不要
その他： 開花時期により日程変更あり　センターへお問い合わせください

豊田東交流センター　　　皆さんのお越しをお待ちしております

磐田市成年後見支援センター共催
説明会＆相談会

成年後見制度を知ろう！
3月29日（水）
9：30～12：00

成年後見制度は本人の権利を守る為、代理人
を選び、将来に備える制度です。認知症・障害
（知的・精神）・加齢などの理由からひとりで
決めることに心配な方・将来に備えて知って
おきたい方・家族のためにわかやすく成年後見
制度について説明します。
対　象： どなたでも　　　費　用：無料
定　員： 20人・個別相談３組（1組30分程度）
持ち物： 筆記用具
その他： 個別相談は事前予約が必要となります。

申込時にその旨をお伝えください。

池田交流センター
申込み： 2月22日（水）9：00～

富岡創生協議会主催　健康講座

お薬出前講座

3月14日（火）
9：30～11：00

薬剤師さんに、「ジェネリック医薬品」について
教えていただきます。ジェネリック医薬品
（後発医薬品）ってどんな物なの？どうして
安いの？その理由を教えていただきます。
対　象： 大人（磐田市在住の方）
定　員： 20人　　　費　用：無料
その他： マスク着用

富岡交流センター
申込み： 2月9日（木）9：00～

成年後見制度を知ろう！
第２弾　障がい者利用のために

3月15日（水）
13：30～16：00

今回は１１月に続く第２弾として、「障がい者」
の方の利用例を含めた説明会を開催します。
説明会終了後、個別相談会を行います。申し
込み時に、「相談希望有」とお伝えください。
対　象： 大人（磐田市在住の方）
定　員： 20人（相談会１件３０分程・先着３人）
費　用： 無料　　　持ち物：筆記用具
その他： マスク着用

富岡交流センター
申込み： 2月14日（火）9：00～

【全４回】

パソコンExcel初級講座

4月6・13・20・27日（木）
１0：00～11：30

パソコンの基本的な用語から、Excelの
基本的操作を学びます。Excelが使えると、
日常の仕事や自治会で登場するほとんど
すべての書類を作ることができます。まず
入口を学びましょう。
対　象： 大人
定　員： 10人
費　用： 400円（受講料）
持ち物： お持ちのパソコン（MS Excel
 2013以降インストール済）・
 筆記用具

池田交流センター
申込み： 2月24日（金）9：00～

成年後見制度を知ろう！
成年後見支援センター共催

3月28日（火）　9：30～12：00

認知症が進み、預貯金の管理が心配、親亡き後、
障害のある子の生活を心配する家族のために
成年後見人制度を分かりやすく説明します。

対　象： 大人　　　定　員：20人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具・マスク・水筒

豊田東交流センター
申込み： 2月28日（火）9：00～

豊田東　まちづくりワークショップ
3月12日（日）　13：30～15：30

豊田東についてみんなでワイワイ話しましょう！
テーマは「あなたの好きな豊田東を教えて」です。
あなただけが知っているのかもしれない良い
ところ好きなところを聴かせてください。

対　象： 豊田東地区の住民や関係者
定　員： 20人　　　費　用：無料
持ち物： マスク・水筒

豊田東交流センター
申込み： 2月12日（日）9：00～

第8回　ありがとう音楽会
4月23日（日）　13：00～14：30

ありがとう音楽会は今回で8周年を迎えます。センター
に通う団体さんの発表やゲストの演奏を聞いていただけ
ます。地区の皆さんや日頃センターを利用して下さって
いる方々へ感謝の気持ちを込めて開催致します。
対　象： どなたでも　　　定　員：なし
費　用： 無料　　　　　　持ち物：マスク
申込み： 不要
 直接豊田東交流センターへお越しください

豊田東交流センター
皆さんのお越しをお待ちしております

磐田市生涯学習講座＆イベント情報
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■ 新型コロナウイルス感染症の影響により、急きょ内容変更や中止となる場合があります



竜洋交流センター
ＲＹＵＹＯ
住所　岡783-1

☎ 0538-66-9103
申込み：電話受付のみ

井通交流センター
IDORI

住所　弥藤太島500-1
☎ 0538-33-1350

申込み：直接または電話受付

青城交流センター
ＳＥＩＪＯ

住所　立野156
☎ 0538-35-9311

申込み：直接または電話受付

一言坂の戦い跡　～家康ゆかりの地を歩く～
3月10日（金）　9：00～12：00

戦国時代、武田軍と徳川軍の合戦の舞台となった磐田市一言坂…「一言坂の戦い」「挑燈野
の戦」など由来を学びながら一緒に歩きましょう。
（雨天中止、小雨決行。中止の場合は当日の朝８時までに電話連絡いたします。）
対　象： 大人　　定　員：20人　　費　用：無料　　集合場所：井通交流センター
持ち物： 筆記用具・マスク・飲み物・小雨の場合は雨具（傘・合羽どちらでも〇）

井通交流センター　　申込み：2月10日（金）9：00～

成年後見制度を知ろう！（説明会・個別相談）
3月22日（水）　9：30～12：00

認知症が進み、資産の管理が心配になってきたご家族のために。今は大丈夫でも、将来、
自分や家族が困らないように…成年後見制度についてわかりやすくご説明します。合わせ
て、ご希望の方には個別相談にも応じます。
対　象： 大人　　　定　員：20人（個別相談3件まで）　　　持ち物：筆記用具
費　用： 無料　　　共　催：磐田市成年後見支援センター・豊田地域包括支援センター

青城交流センター　　申込み：2月22日（水）9：00～

【防災講座】　地震に備える
防災知識とアクションプラン

3月18日（土）
１0：00～11：30

地震や津波のメカニズムを知って、災害時
の行動や、災害時に使える身近なものの
活用方法を学びましょう。明治安田生命の
専門講師からご紹介します。
対　象： どなたでも
定　員： 20人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具
その他： マスク着用

竜洋交流センター
申込み： 2月15日（水）9：00～

～耳つぼでセルフケア～

耳つぼマッサージ講座

4月19日（水）
１0：00～11：30

耳は全身のつぼが集まっています。耳を
マッサージすることで全身の血流がよくなり
ます。特に顔や首、肩の緊張がとれ、呼吸が
しやすくなったり良い睡眠にもつながります。
対　象： 大人
定　員： 12人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： 鏡（自立式）
その他： マスク着用

竜洋交流センター
申込み： 3月22日（水）9：00～

【全３回】
初めてのスマートフォン

〈応用編〉

4月13・27日・5月11日（木）
10：00～11：00

シリーズ第２弾は「応用編」です。
①文字入力の仕方２　②インターネットを利
用してグーグルレンズや地図アプリなどの使
い方　③電子マネー（キャッシュレス決済）
などスマートフォンならではの使い方を学び
ます。このシリーズを初めて受講される方も
スマートフォンをお持ちでない方も大歓迎。
対　象： 一般　　　定　員：15人
費　用： 無料
持ち物： スマートフォン（お持ちの方）・
 筆記用具

青城交流センター
申込み： 3月14日（火）9：00～

【全２回】　親子で体験

ロボットプログラミング

4月15日・5月20日（土）
9：30～11：30

ロボカップジュニアの競技を中心に、自立
移動型ロボットの制御プログラムを親子で
学ぶ講座です。ロボットに決まった進路を
進ませたり、ボールを追いかけさせたり、
楽しくプログラミングを体験しましょう。
対　象： 小学4～6年生親子
 保護者も参加いただける方が対象
定　員： 15組
費　用： 500円（受講料200円・資料代300円）
持ち物： 筆記用具
共　催： RCJJ磐田ノード運営委員会

青城交流センター
申込み： 3月19日（日）9：00～

展示案内

四季の折り紙アート展

3月10日（金）～4月13日（木）
8：30～17：00

当交流センターで毎月第２木曜日に活動
されている「折り姫クラブ」さんの折り紙
を使ったアート作品展です。四季折々の
情緒を感じさせる作品の数々を是非とも
ご覧ください。

会　場： 会議室3
その他： 会場は会議等で使用中の場合も

ありますが、ご自由にご覧いただけ
ます。

お問合せ：青城交流センター

■ 交流センターへのアクセスについては、市のホームページ上でも確認いただけますので、ご活用ください。

　　■ 講座の内容等については、各交流センターへお問い合わせください　■ 講座の申込は、他の 方法の記載がない限り、先着順となります　■ 交流センターの休館日は月曜日・祝日となります 　 3



福田中央交流センター
ＦＵＫＵＤＥＣＨＵＯ
住所　福田1587-1
☎ 0538-58-1111
申込み：電話受付のみ

福田南交流センター
FUKUDEMINAMI
住所　福田5489-2
☎ 0538-55-3123
申込み：電話受付のみ

【講座】　牛乳パックで防災キャンドル作り
3月11日（土）　9：30～12：00

ふだんは玄関やリビングなどのインテリアとして、いざというときは柔らかな
あかりを灯します。イベントで使用した記念のキャンドルを有効活用しましょう。
対　象： どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）　　　定　員：20人
費　用： 900円（受講料100円・材料費800円）中学生以下は材料費のみ
持ち物： 牛乳パック（型取用）・定規・筆記用具・バースデーキャンドル等（お持ちの方のみ）

福田中央交流センター　　申込み：2月10日（金）9：00～

【講座】　坐禅を体験してみよう！
3月11日（土）　14：00～15：30

禅宗の修行のひとつである坐禅に挑戦してみましょう。
集中力を養う方法を学び、心の断捨離をすすめましょう。　《指　導：平田泰忍禅師》
対　象： どなたでも（中高生歓迎します）　　　費　用：100円（受講料）中学生以下無料
定　員： 10人　　　服装：リラックスできるジャージ等・マスク着用

福田中央交流センター　　申込み：2月14日（火）9：00～

【全4回　講座】

お囃子“一本調子笛”作り

4月1・8・15・22日（土）
14：00～16：00

ピーヒャラ、ピーヒャラ…お囃子（おはやし）
の笛を手作りしましょう。なお、作品は、初心者
用、お飾り用です。楽しく練習すれば、秋の
お祭りが待ち遠しくなるかも…！？
対　象： 大人　　　定　員：8人
費　用： 1,900円
 （受講料400円・材料費1,500円）
持ち物： 筆記用具・ゴム手袋・
 竹を磨くためのタオル

福田中央交流センター
申込み： 3月1日（水）9：00～

【展示】　ヒストリー写真展
4月6日（木）～28日（金）　8：30～17：00

2022年度の福田中央交流センターでのイベント等を写真でふりかえります。

福田中央交流センター　　みなさまのお越しをお待ちしております

花と緑ある暮らし⑥　BOXフラワーアレンジメント
3月７日（火）　10：00～11：30

ボックスフラワーは色鮮やかな花々が敷き詰められているボックスです。見た目は普通の 
ボックスなのに、蓋を開けるとびっくり。たくさんのお花が顔を覗かせます。プレゼントに最適。
対　象： 大人　　定　員：10人　　費　用：1,500円（受講料100円・材料費1,400円）
持ち物： 花はさみ・持ち帰り用袋

福田南交流センター　　申込み：2月4日（土）9：00～

ふるさと再発見
第６回　福田桜ウォーキング

４月1日（土）
雨天順延　４月２日（日）

受付　9：00～12：00　受付後随時出発

マップ片手に桜を見ながら、福田の街を
ウォーキングしませんか？
※引率希望の方は10時出発
※完歩された方には記念品と、出発到着
　時刻と写真入りのカードを
　差し上げます。

対　象： どなたでも
定　員： なし
費　用： 無料
持ち物： 飲み物・帽子・連絡用携帯電話

福田南交流センター
申込み： 不要　直接交流センターへ

飛ばしてみよう！

ドローン体験講座

４月９日（日）
14：00～16：00

ドローンを飛ばして、新しい景色をみてみま
せんか？ルールや仕組み、操縦の仕方を
学びます。楽しみながら体験してみましょう。

対　象： 大人
定　員： 10人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： なし
 （お持ちの方は体育館シューズ）

福田南交流センター
申込み： 3月11日（土）9：00～

みんなのわくわくホリデー①

木っ端・竹っ端で遊ぼう！

４月23日（日）
9：30～11：30

木材や竹の切れ端を使って、積んだり、接着
剤でくっつけたり、釘を打ったり…遊び方は
自由！今回は50㎝くらいの板も用意して
ます。大作にも挑戦！！
対　象： 幼児から大人
 （小学生以下は保護者同伴）
定　員： 8組（大人のみも可）
費　用： 無料
持ち物： なし

福田南交流センター
申込み： 3月19日（日）9：00～

　時刻と写真入りのカードを

磐田市生涯学習講座＆イベント情報

　　■ 講座の内容等については、各交流センターへお問い合わせください　■ 講座の申込は、他の 方法の記載がない限り、先着順となります　■ 交流センターの休館日は月曜日・祝日となります 　4



岩田交流センター
ＩＷＡＴＡ

住所　匂坂上615-1
☎ 0538-38-0181
申込み：電話受付のみ

豊浜交流センター
ＴＯＹＯＨＡＭA
住所　豊浜2921-1
☎ 0538-30-6628
申込み：電話受付のみ

ご存知ですか？　成年後見制度説明会＆相談会
3月11日（土）　13：30～15：30

認知症や障がいのある方など、判断能力が不十分な方々の権利
や財産を守り支援するための制度について学んでおきましょう。
事例紹介、個別相談もあります。
対　象： 大人　　定　員：20人
費　用： 無料　　持ち物：筆記用具
その他： 個別相談をご希望の方は申込み時にご予約ください。
 （先着4人まで）
共　催： 岩田地区社会福祉協議会・磐田市成年後見支援センター・

城山・向陽地域包括支援センター

岩田交流センター　　申込み：2月10日（金）8：30～

岩田の達人に学ぶシリーズ！　赤く輝くいちごジャム作り講座
4月13日（木）　9：30～11：30

甘いいちごの香りに包まれて、岩田地区のいちご農家さんからお
いしいいちごジャムの作り方を学んでみませんか？ジャムを使っ
た蒸しパンも作ります。
対　象： 大人　　定　員：10人
費　用： 600円程度（受講料100円・材料費500円程度）
持ち物： エプロン・三角きん・筆記用具
その他： 持ち帰り用の容器等はご用意します。

岩田交流センター　　申込み：3月14日（火）8：30～

岩田の達人に学ぶシリーズ！　春風にゆらめくヒンメリ講座
4月20日（木）　9：00～11：30

岩田故郷の会で育てたライ麦の麦わらを使って、フィンランドの装飾品
「ヒンメリ」を作ってみませんか。風にゆれるモビールはとっても素敵です。
対　象： 大人　　定　員：10人　　費　用：500円（材料費）
持ち物： はさみ・糸通し（お持ちの方）・
 眼鏡（針に糸を通すので必要な方）
その他： 針と糸はこちらで用意します。
 見本が交流センターに展示してあります。

岩田交流センター　　申込み：3月19日（日）8：30～

岩田の達人に学ぶシリーズ！　自分だけのラジオ作り講座
3月25日（土）　9：00～11：00

FM専用のラジオを作ります。部品のはんだ付けから挑戦。夜中に
コッソリ聴くのも楽しそうですね。見本が交流センターに展示して
あります。
対　象： 小学5年生以上どなたでも（小中学生優先）
定　員： 8人　　　持ち物：筆記用具
費　用： 小中学生1,100円（材料費）
 高校生以上1,200円（受講料100円・材料費1,100円）

岩田交流センター
申込み： 中学生以下2月19日（日）8：30～
 高校生以上2月24日（金）8：30～（空きがある場合）

焼き立て食べたいパン講座
3月18日（土）　9：00～12：00

福田のシラスを使った「シラスと長ネギのアヒージョパン」と「フロランタン風パン」の
２種類を作ります。
対　象： 大人　　定　員：10人　　費　用：1,000円（受講料100円・材料費900円）
持ち物： 筆記用具・エプロン・三角きん

岩田交流センター　　申込み：2月17日（金）8：30～

酒まんじゅう
3月4日（土）　9：30～12：00

美肌効果と健康に良いといわれる酒粕を使って簡単にできる酒まんじゅうを作ります。
中にはアンが入っていて日本酒がほんのり香るお饅頭。日本茶と一緒にいただきたい
ですね。
対　象： 大人　　定　員：10人　　費　用：1,200円（受講料100円・材料費1,100円）
持ち物： エプロン・マスク・三角きん・ふきん・台拭き・手拭きタオル・筆記用具

豊浜交流センター　　申込み：2月12日（日）9：00～

【全2回】　バランスボール運動
4月11・25日（火）　10：00～11：00

バランスボールを使って筋トレをします。脂肪燃焼、運動不足を解消し、インナーマッスル
体幹を鍛えましょう。
対　象： 大人　　定　員：10人　　費　用：200円（受講料）
持ち物： ヨガマット（お持ちでない方はバスタオル）・汗拭きタオル・飲み物
その他： 運動ができる服装でお越しください。

豊浜交流センター　　申込み：3月14日（火）9：00～

イメージ写真です

■ 交流センターへのアクセスについては、市のホームページ上でも確認いただけますので、ご活用ください。
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大藤交流センター
ＯＯＦＵＪＩ

住所　大久保279-2
☎ 0538-38-0371

申込み：直接または電話受付

向笠交流センター
ＭＵＫＡＳＡ

住所　向笠竹之内372-1
☎ 0538-38-0216

申込み：直接または電話受付

ワクワク教室　サイエンスショー
3月24日（金）　10：00～11：30

液体窒素を使ったサイエンスショー。見て・触れて・実感できる楽しい実験です。

対　象： 小学生　　　定　員：30人　　　費　用：無料
持ち物： 液体窒素で凍らせてみたいもの（生き物不可）・飲み物・筆記用具
その他： 持ってきてもらった凍らせてみたいものは、抽選６人（当日くじ引きで決めます）

大藤交流センター　　申込み：2月24日（金）9：00～

ご存じですか?成年後見制度　成年後見制度の利用説明会・相談会
3月11日（土）　9：30～12：00

認知症や障がいによって判断能力が十分でなく、日常生活に不安の
ある方への支援として「成年後見制度」があることをご存じですか?
この講座では、成年後見制度の内容や手続き方法などをわかり
やすく学ぶことができます。
対　象： 大人　　　定　員：20人
費　用： 無料　　　持ち物：筆記用具
共　催： 磐田市成年後見支援センター・城山向陽包括支援センター
その他： 個別相談もできます。
 希望者は申込み時にお伝えください。（個別相談１件30分程度）

大藤交流センター　　申込み：2月10日（金）9：00～

【全2回】　つまみ細工チャレンジ①　鯉のぼり作り
4月8・15日（土）　10：00～11：30

つまみ細工でかわいいお節句の
こいのぼりを作ってみませんか?
交流センターに見本が飾ってあり
ます。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 1,000円
 （受講料100円・材料費900円）
持ち物： 筆記用具・ボンド・はさみ・ラジオペンチ（お持ちの方）・

カッターマット

大藤交流センター　　申込み：3月8日（水）9：00～

【全6回】　初心者のためのヨガ講座
4月6・20日・5月18日・6月1・15・29日（木）

14：30～16：00

初めての方でも大丈夫!!
簡単なヨガのポーズをゆったりとした雰囲気の中でおこないます。
自分のペースで無理なく楽しみながら、心と体を癒しましょう。

対　象： 大人　　　定　員：8人
費　用： 600円（受講料）
持ち物： 飲み物・汗拭きタオル・ヨガマットまたはバスタオル

大藤交流センター　　申込み：3月7日（火）9：00～

己書を書こう　あなたも筆文字アーティスト
4月１６日（日）　10：00～11：30

己書とは筆ペンで絵を描く書です。字を描くことに苦手意識が
あっても大丈夫!! 誰でもすぐに味のある字が描けるようになり
ますよ。
対　象： どなたでも
定　員： 15人
費　用： 1,100円
 （受講料100円・材料費1,000円）
持ち物： 筆記用具

大藤交流センター　　申込み：3月16日（木）9：00～

【全2回】

和太鼓体験講座

3月5・12日（日）
14：00～16：00

太鼓の音がお腹に響き、思いっきり叩くこと
はストレス解消になります。大きく体を使う
打法は腕だけではなく、体幹も鍛えられ、
姿勢も良くなります。
和太鼓を体験してみませんか？
対　象： どなたでも（小学生は保護者同伴）
定　員： 10人程度
費　用： 200円（受講料）（中学生以下無料）
持ち物： 体育館シューズ・飲み物
その他： 動きやすい服装・
 マスク着用（随時）

向笠交流センター
申込み： 2月19日（日）9：00～

スマホカメラの
使い方講座

3月25日（土）
9：30～11：30

お手持ちのスマホに搭載されている、カメラ
の様々な機能を「宝の持ち腐れ」にしていま
せんか？この講座で、スマホカメラを使い
こなせるようになりましょう。
写真の整理の方法なども楽しく学びます。
対　象： 大人
定　員： 20人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： スマートフォン・筆記用具
その他： マスク着用

向笠交流センター
申込み： 2月26日（日）9：00～

磐田市生涯学習講座＆イベント情報

　　■ 講座の内容等については、各交流センターへお問い合わせください　■ 講座の申込は、他の 方法の記載がない限り、先着順となります　■ 交流センターの休館日は月曜日・祝日となります 　6



南御厨交流センター
MINAMIMIKURI
住所　東新屋613
☎ 0538-35-0982

申込み：直接または電話受付

田原交流センター
ＴＡＨＡＲＡ

住所　三ケ野1045-3
☎ 0538-35-4269

申込み：直接または電話受付

御厨交流センター
MIKURIＹＡ
住所　鎌田1876
☎ 0538-32-3050

申込み：直接または電話受付

シニア女性のための　身だしなみ講座
3月８日（水）　10：00～11：30

年齢を重ねても気持ちはいつまでも若々しく元気に暮らしたいものです。好印象な仕
上がりメイクでそんな「私」を探してみませんか？
対　象： 50歳以上のシニア女性　　定　員：15人
費　用： 無料　　　　　　　　　　 持ち物：筆記用具、手鏡

南御厨交流センター　　申込み：2月8日（水）8：30～

春休み子どもチャレンジ☆科学実験講座

「水ロケットを飛ばそう！」

4月2日（日）
9：00～12：00

ペットボトルロケットを作って大空に飛ばす
子供たちの為のミニ科学実験講座です。
予想以上の威力を体感してみましょう。
対　象： 小学生以上
 （3年生以下は保護者同伴）
定　員： 15人程度
費　用： 100円（材料費）
持ち物： 炭酸飲料の空きペットボトル

（1.5ℓ）・牛乳パック（1ℓ）・
 はさみ・30㎝の定規・新聞紙・

筆記用具・帽子

御厨交流センター
申込み： 3月5日（日）8：30～

☆詐欺について学ぶ☆

「まさか？自分が⁉」

4月19日（水）
10：00～11：30

近年急増している詐欺のさまざまな手口
や特徴、対策を学びます。自分だけは…と
思っている方も事前にその特徴を把握し、
心得ておきましょう。

対　象： 大人
定　員： 30人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具

御厨交流センター
申込み： 3月15日（水）8：30～

御厨交流センター展示

「水彩画」

4月2日（日）～4月28日（金）

水彩画サークル「彩美会Aグループ」の
皆さんの作品を展示します。

御厨交流センター
皆様のお越しをお待ちております

終活おうえん講座

ライフ&エンディングノート

3月7日（火）
10：00～11：00

明日をよりよく生きるための「ライフプラン」
と亡くなった後のための「エンディング」
自分自身と向き合いながら、自分自身と
ご家族のための大切なノートを作りましょう。
（共催　明治安田生命）

対　象： 大人
定　員： 20人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具

田原交流センター
申込み： 2月7日（火）8：30～

田原の春を感じて

田原歴史ウォーキング

3月29日（水）
9：30～11：30

徳川家康ゆかりの「大日堂」をはじめ田原
の史跡と、田原水車の里周辺の桜などの
自然に触れながら、約3キロのコースを歩き
ます。
（※雨天中止）

対　象： 大人
定　員： 15人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： 筆記用具・帽子・水筒

田原交流センター
申込み： 3月1日（水）8：30～

薬膳がいっぱい♪　「春のお弁当作り」
3月26日（日）　9：30～11：30

春の食材を使ってお弁当を作ります。季節に合った薬膳のおかずをいっぱい詰め込ん
でお花見散歩に出かけましょう！
対　象： 大人　　定　員：8人　　費　用：1,000円（受講料100円・材料費900円）
持ち物： エプロン・三角きん・マスク・筆記用具　※容器はこちらで用意します。

御厨交流センター　　申込み：2月26日（日）8：30～

■ 交流センターへのアクセスについては、市のホームページ上でも確認いただけますので、ご活用ください。
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西貝交流センター
NISHIKAI

住所　西貝塚1377-5
☎ 0538-32-4853

申込み：直接または電話受付

中泉交流センター
NAKAIZUMI
住所　中泉2404-1
☎ 0538-35-3356

申込み：直接または電話受付

春休み子どもピザ教室

3月25日（土）
10：00～11：30

生地作りから焼き上げまで、行います。
直径15～18㎝位のピザを1枚お持ち帰り
です。焼きたての香りがたまりません。

対　象： 小学生
定　員： 8人
費　用： 500円（材料費）
持ち物： マスク・エプロン・三角きん・
 上靴・ふきん３枚・飲み物・
 ピザを持ち帰る容器（お盆など）

西貝交流センター
申込み： 2月25日（土）8：30～

やさしい韓国語
～あいさつ編～

4月22日（土）
10：00～11：30

少しでも、他の国の言葉が話せたらいいです
ね。あいさつなど簡単な日常会話を習い
ます。韓国人の講師から、韓国についての
お話も伺えます。

対　象： 大人
定　員： 10人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： 筆記用具・飲み物・マスク

西貝交流センター
申込み： 3月18日（土）8：30～

～フインランド生まれのスポーツ～

モルックで遊ぼう

3月23日（木）
9：30～11：30

とても楽しいと大評判！輪投げのような
すごろくのような、誰でもできるスポーツ
です。簡単なルールを覚えたら、チームを
組んで対戦しましょう。グラウンドで行い
ます。（雨天は体育館）
対　象： 大人
定　員： 12人
費　用： 無料
持ち物： マスク・飲み物・
 雨天時は体育館シューズ

西貝交流センター
申込み： 2月21日（火）8：30～

大きい松ぼっくりの

フラワーアレンジメント

3月19日（日）
10：00～11：30

10～12㎝の大きな松ぼっくりに木の実や
ドライフラワーなどを飾りつけ、壁から吊り
下げられるインテリア
雑貨を作ります。
対　象： 大人
定　員： 12人
費　用： 1,800円
 （受講料100円・材料費1,700円）
持ち物： 花切りハサミ・
 先の細いピンセット（お持ちの方）

中泉交流センター
申込み： 2月18日（土）8：30～

中泉地域づくり協議会福祉部会主催
健康づくり講座　全身スッキリ体操

3月24日（金）
10：00～11：30

座って、立ってストレッチ。簡単体操で全身
ほぐして身も心もスッキリ軽く。
対　象： 大人　　定　員：20人
費　用： 無料
持ち物： 上履き・タオル・飲み物・
 筆記用具
その他： 運動の出来る服装でお越しくだ

さい。
共　催： 中北薬品㈱浜松支店

中泉交流センター
申込み： 2月24日（金）8：30～

歴史を学び体感する
第3回　徳川家康と磐田
～中泉ゆかりの地を歩く～

4月30日（日）
10：00～12：00

NHK大河ドラマ「どうする家康」が始まり
ました。磐田や遠州との関わりが気になり
ます。「徳川家康と磐田」最終回は中泉御殿・
中泉歴史公園・泉蔵寺を歩き家康の足跡
を体感します。
対　象： どなたでも　　定　員：20人
費　用： 無料
持ち物： マスク・飲み物・タオル
その他： 歩きやすい服装や靴で（小雨決行）
集　合： 9：45　中泉交流センター

中泉交流センター
申込み： 4月2日（日）8：30～

【全2回】　産後ママのピラティス
3月8・15日（水）　10：00～11：30

出産で衰えた骨盤底筋群の回復、筋力、体力の向上、産後うつの予防など子育てを楽しめ
る身体つくりをします。赤ちゃん連れでご参加いただけます。
対　象： 産後1年以内のママ　　定　員：8人　　費　用：200円（受講料）
持ち物： ヨガマットまたは大判のバスタオル・マスク・飲み物・
 赤ちゃん連れの方はお出かけセット、お気に入りのおもちゃ
その他： 1歳以上のお子さんは、お連れできません。2F和室で行います。
 運動できる服装

西貝交流センター　　申込み：2月8日（水）8：30～

行政相談出前教室　困ったときの行政相談
3月3日（金）　13：30～15：00

何が相談できるのか？行政相談に寄せられた具体的な相談事例とその解決策を紹介しな
がら分かりやすく説明します。
対　象： 大人　　定　員：20人　　費　用：無料　　持ち物：筆記用具
講　師： 総務省静岡行政監視行政相談センタ―　磐田市行政相談委員

中泉交流センター　　申込み：2月3日（金）8：30～

磐田市生涯学習講座＆イベント情報
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見付交流センター
MITSUKE

住所　見付2385-10
☎ ０５３8-32-0322

申込み：直接または電話受付

整理整頓

かたづけ講座

3月23日（木）
14：00～15：30

実際にお片付けビフォーアフターを体験し、
衣替えに役立つテクニックや地震に強い収
納など、具体的な整理収納に役立つポイン
トを学習します。

対　象： どなたでも
定　員： 30人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具・マスク

見付交流センター
申込み： 2月21日（火）9：00～

歴史講座

姉川の戦いと城之崎城

4月16日（日）
10：00～12：00

元亀元年、家康の人生で大きな転機と
なった２つの出来事を、磐田とのゆかりや
新説も交えて紹介します。

対　象： どなたでも
定　員： 30人
費　用： 無料
持ち物： マスク

共　催： 磐南文化協会

見付交流センター
申込み： 3月16日（木）9：00～

長く大切に使おう！パソコン講座
～古いパソコンを使い続けるための工夫～

3月25日（土）
13：30～15：00

パソコンが古いとお嘆きの方は必見。
そのパソコンは、まだまだ使えます！
古いパソコンを使い続けるための方法に
ついて提案します。
対　象： Windowsパソコン
 （XPから10まで）のユーザー・
 古いパソコンをお使いの方歓迎
定　員： 10人
費　用： 100円（資料代）
持ち物： お使いのノートパソコン・
 筆記用具・マスク

見付交流センター
申込み： 2月25日（土）9：00～

多肉教室

4月20日（木）
14：00～15：30

オリジナルの寄せ植えを作りませんか？
多肉植物のぷっくりとした姿に癒されます。

対　象： どなたでも
定　員： 10人
費　用： 500円（受講料100円・材料費400円）
 中学生以下は材料費のみ
持ち物： 作品を持ち帰るための箱・
　　　　袋（小さめ15㎝×15㎝程度）・
 マスク・はさみ

見付交流センター
申込み： 3月17日（金）9：00～

はじめての
iDecoとNISA
3月4日（土）

①10：30～12：00　②13：00～14：30

①知ってトクする！iDeCoとNISA
②NISAを使ったコツコツ投資法

対　象： 大人
定　員： 各回25人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： マスク

共　催： 見付社会福祉協議会
その他： 見付社会福祉協議会が募集する

参加者との合同開催の為、当日
参加者は、25人より増える場合
があります。

見付交流センター
申込み： 2月3日（金）9：00～

スマホを使いこなします
講座

3月７日（火）
①13：30～15：00　②15：10～16：40

スマホが少し苦手な方は、どちらかに遠慮
なくご参加ください。
①ラインの便利な使い方　入門編
②アプリの便利な使い方
　健康アプリ、万歩計等

対　象： どなたでも
定　員： 各回5人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具・マスク・
 スマートフォン

見付交流センター
申込み： 2月7日（火）9：00～

ZOOMで聞く

宮城県気仙沼市語り部ガイド

3月５日（日）
13：30～15：00

2011年3月11日14時46分。東日本大震災
が発生し、あれから12年がたとうとしてい
ます。この震災から得た教訓を伺います。

対　象： どなたでも
定　員： 30人
費　用： 100円（高校生以上受講料）
持ち物： 筆記用具・マスク

見付交流センター
申込み： 2月4日（土）9：00～

成年後見制度の
利用説明会・個別相談会

3月16日（木）
成年後見制度利用説明13：30～14：30

　個別相談会14：45～

成年後見制度は本人の権利を守るため、
代理人を選び、将来に備える制度です。認知
症や障害などで判断が難しくなった時の
為に、社会福祉士がわかりやすく説明します。
対　象： どなたでも　　費　用：無料
定　員： 利用説明会 20人・個別相談希望者

は、申し込み時にお申し出ください。
持ち物： 筆記用具・マスク

共　催： 磐田市成年後見センター
 城山・向陽地域包括支援センター

見付交流センター
申込み： 2月16日（木）9：00～

ペタボード体験
3月2日（木）　9：30～11：00

静岡県発祥のスポーツを体験してみませんか？木の
棒で、円盤状のディスクを押し出し得点を競うスポーツ
です。90歳代の方々も、楽しく参加されてます。
対　象： 大人　　　定　員：30人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： マスク・水分補給用の飲み物
その他： 運動のできる服装で、お越しください。

見付交流センター　申込み：2月2日（木）9：00～

■ 交流センターへのアクセスについては、市のホームページ上でも確認いただけますので、ご活用ください。

　　■ 講座の内容等については、各交流センターへお問い合わせください　■ 講座の申込は、他の 方法の記載がない限り、先着順となります　■ 交流センターの休館日は月曜日・祝日となります 　 9



南交流センター
MINAMI

住所　下岡田142-1
☎ 0538-32-9623

申込み：直接または電話受付

豊岡中央交流センター
ＴＯＹＯＯＫＡＣＨＵＯ

住所　壱貫地76-5
☎ 0539-62-9130

申込み：直接または電話受付

長野交流センター
NAGANO
住所　小島374

☎ 0538-32-5421
申込み：直接または電話受付

浜部遺跡を知ろう
3月8日（水）　13：30～14：45

市道改良に伴い発掘調査が行われていました。浜部遺跡の調査が、令和4年12月で終了しました。古
墳発見や埴輪の破片出土など、詳しい報告を聞くことができます。
講　師： 磐田市文化財課　職員　　対　象：大人　　定　員：30人
費　用： 無料　　　　　　　　　　持ち物：筆記用具・マスク着用

南交流センター　　申込み：2月8日（水）9：00～

【全４回】　ミニトランポウォーク
４月5・12・19・26日（水）　10：00～11：15

懐かしい音楽が流れる中で、ミニトランポリンを使って楽しく体を動かしてみませんか？ひざや足首に
負担が掛かりにくいので、安心して始めることができます。
対　象： 大人　　 定　員：10人　　 費　用：1，200円（受講料400円・教材費800円）
持ち物： 飲み物・汗拭きタオル　　　その他：教材費はミニトランポリンのレンタル料（４回分）です

長野交流センター　　申込み：2月22日（水）9：00～

田舎こんにゃく作り講座　第2弾！
3月12日（日）　13：30～15：30

11月の第1弾は大好評でした。第2弾もこんにゃく芋を使う昔ながらの手作り製法で、家庭でも簡単に
手軽に作れる田舎こんにゃく作りを学びます。
対　象： 大人※11/6の講座受講者はご遠慮願います。　　定　員：12人
費　用： 500円（受講料100円・材料費400円）
持ち物：エプロン・マスク・三角きん・ふきん・タオル・ゴム手袋

豊岡中央交流センター　　申込み：2月12日（日）8：30～

ひょうたんランプ作り講座
4月9日（日）　9：30～11：30

ひょうたんランプは、天然のひょうたんを使って、
下書きしたひょうたんに目打ちで穴を空け光の
デザインを作ります。ひょうたんランプから放される
柔らかな光は幻想的でホッコリします。交流センター
にある見本を実際にご覧ください。
対　象： 大人
定　員： 12人
費　用： 1,600円
 （受講料100円・材料費1,500円）
持ち物： 鉛筆・目打ち・消しゴム

豊岡中央交流センター
申込み： 3月9日（木）8：30～

モルタルハウスの色付け体験
4月23日（日）　13：30～15：30

小さなモルタルハウスに色を付けてみましょう。絵本に出てくるようなメルヘンな
仕上がりになります。今回は花台としていますので多肉植物のおまけつきです。
対　象： 小学５年生～大人　　定　員：6人
費　用： 小中学生1,000円（材料費）・
 高校生以上1,100円（受講料100円・材料費1,000円）
持ち物： 持ち帰り用袋　　　　その他：汚れても良い服装・マスク着用

南交流センター　　申込み：3月23日（木）9：00～

【3日間コース】　本格的！自家製味噌作り講座
Aコース：3月24・25・26日（金・土・日）　　Bコース：3月29・30・31日（水・木・金）

1日目　 9：00～12：00
2日目　13：00～14：30
3日目　 9：00～15：00

本格的な味噌作りに挑戦！
長期的な保存食にもなる味噌をご自分で仕込んでみませんか。味噌は夏の暑い時期に発酵がより進
み、秋のお彼岸頃には美味しく食べることができますよ！
対　象： 大人　　定　員：Aコース（6人）・Bコース（6人）
費　用： 2,600円（受講料300円・材料費2,300円）
持ち物： みそ8㎏位入る容器（桶）、中袋用ビニール袋・エプロン・マスク・三角きん・ふきん・タオル
その他： 容器（桶）は必ず水を切り持参してください。

豊岡中央交流センター
申込み： Aコース：2月19日（日）8：30～　Bコース：2月26日（日）8：30～

成年後見制度説明会・相談会
3月2日（木）　13：30～14：30

認知症や障がいなどで判断能力が不十分な方のため、支援者（成年後見人）が
本人の権利を守るため支援をする制度です。今お困りの方、また将来に備えたい
方も知っていれば安心です。※説明会終了後、個別相談あり（先着３人まで）
対　象： 大人　定　員：20人　費　用：無料　持ち物：筆記用具・マスク着用
共　催： 磐田市成年後見支援センター・南部障害者相談支援センター
その他： 利用例の内容は障がい者向けになります。

南交流センター　　申込み：2月2日（木）9：00～

成年後見制度を知ろう
３月７日（火）　9：30～10：30

高齢者や障害のある方が認知症、一人暮らしになっても、住み慣れた地域で
安心して暮らすことができるように制度の内容を社会福祉士が説明します。
※先着3人まで希望者は講座終了後に個別相談有り
対　象： 大人　　定　員：20人
費　用： 無料　　持ち物：筆記用具
共　催： 磐田市成年後見支援センター・南部地域包括支援センター

長野交流センター　　申込み：2月7日（火）9：00～

新聞ちぎり絵講座
4月21日（金）　9：30～11：30

新聞を指でちぎり、のりで張りあわせ絵をかいてみませんか？指先や頭を
使うので脳トレとしても活用できます。
対　象： 大人
定　員： 10人
費　用： 600円（材料費（下絵ポストカ－ド・のり・ピンセット））
持ち物： マスク

長野交流センター　　申込み：3月3日（金）9：00～

磐田市生涯学習講座＆イベント情報

　　■ 講座の内容等については、各交流センターへお問い合わせください　■ 講座の申込は、他の 方法の記載がない限り、先着順となります　■ 交流センターの休館日は月曜日・祝日となります 　10



ふれあい交流センター
FＵREAI

住所　国府台493-1
☎ 0538-32-5028

申込み：直接または電話受付

豊岡東交流センター
ＴＯＹＯＯＫＡＨＩＧＡＳＨＩ

住所　敷地1187-3
☎ 0539-62-6669

申込み：直接または電話受付

子ども料理教室
3月５日（日）　9：30～11：30　受付9：00～

男の子も女の子もみんなで楽しくお料理しましょう。簡単に作れるものですので、初めて
の子もぜひ挑戦してください。
対　象： 小学生　　定　員：12人　　費　用：500円（材料費）
持ち物： エプロン・マスク・三角きん・上靴・ふきん・持ち帰り用の容器

ふれあい交流センター　　申込み：2月5日（日）8：30～

交流センターロビー展示
①2月1日（水）～3月5日（日）　②3月7日（火）～3月31日（金）
③4月1日（土）～4月30日（日）　

①なつかしい「ひな人形展」　　②磐田市歴史文書館「家康と磐田」展
③仲川勝彦「絵画展」
※ロビー展示希望者は豊岡東交流センターへお問合せ下さい。

豊岡東交流センター　　皆さんのお越しをお待ちしています。

季節の養生食（講義+調理実習）
第６回目　春の養生食薬膳

3月5日（日）
10：00～11：30

今回も講義のみ参加する場合の参加者を
募集します。春の主な気候は「風」です。
風の影響を受けやすい「肝」を保養し、体内
代謝の正常化と情緒の安定によい食材と
その効能を学びます。
対　象： 大人
定　員： 若干名（講義のみの参加希望者）
費　用： 600円
 （受講料100円・資料代500円）
持ち物： マスク・筆記用具

豊岡東交流センター
申込み： 2月5日（日）8：30～

摘み草して…

薬膳料理講座

3月19日（日）
10：00～13：00

暖かな春の日差しを浴びながら敷地川の
土手を散策して摘み草します。それを料理
して春をいっぱい感じてみませんか。
対　象： 大人
定　員： 10人程度
費　用： 1，100円
 （受講料100円・材料費1,000円）
持ち物： マスク・エプロン・三角きん・

ふきん・筆記用具・持ち帰り用
容器

豊岡東交流センター
申込み： 2月19日（日）8：30～

第３４回

獅子ヶ鼻公園「桜まつり」

4月2日（日）

公園内の石撤去工事のため、公園下広場に
隣接する県道は片側通行になっています。
コロナ禍でもあり昨年と同様、会場での
おもてなしはできませんが、少人数で
のんびりお花見をしていただけたらと
思います。

寄り道情報
敷地里山公園の1,000本の花桃が見ごろ
です。ぜひお立ち寄りください。

会　場： 獅子ヶ鼻公園ステージ前広場
問合せ： 豊岡東交流センター

【令和５年度　全６回】
季節の養生食　薬膳講座

4月2日・5月21日・7月23日・
10月29日・令和6年1月14日・
3月3日（日）　10：00～13：00

薬膳の基礎である「中医営養学」の食に対する見方
や考え方・季節の気候と体の関係を知り、食べ物
の効能を生かした食べ方や調理方法を学びます。
※４月2日（日）のみ10：00～12：00
対　象： 大人　　定　員：10人（4/2は15人）
費　用： 1回目６００円（講義のみ）
 （受講料100円・資料代500円）
 2回目以降1,600円
 （受講料100円・資料代・材料費1，500円）
持ち物： マスク・エプロン・三角きん・
 ふきん・筆記用具・持ち帰り用容器

豊岡東交流センター
申込み： 3月2日（木）8：30～

【全６回】

日曜油絵教室

4月2・16日・
5月7・21日・6月4・18日（日）

13：30～15：30

東交流センター初の企画です。希望される
方は完成作品をセンターロビーに展示
させていただく予定です。赤・青・黄色
三原色で描く「油絵」を学んでみませんか。
対　象： 20歳以上どなたでも　　定　員：20人
費　用： 2，100円（受講料100円/1回・

キャンバス代2,000円/初回）
持ち物： マスク・エプロン・
 ティッシュペーパー・古新聞
その他： 画材は貸与しますが、お持ちの

方はご持参ください。

豊岡東交流センター
申込み： 3月2日（木）8：30～

楽しく学ぼう

ドローンを飛ばしてみよう

4月23日（日）
13：30～15：30

ドローンは幅広い年齢層に人気があります。
ルールや仕組みを学びつつ、ラジコン感
覚で楽しく操縦することができます。空撮し
た映像も紹介され楽しさがＵＰします！

対　象： 大人
定　員： 10人
費　用： 無料
持ち物： マスク・筆記用具・
 室内用シューズ
その他：体育館で行います。
 （デモは屋外で実施）

豊岡東交流センター
申込み： 3月23日（木）8：30～

■ 交流センターへのアクセスについては、市のホームページ上でも確認いただけますので、ご活用ください。

　　■ 講座の内容等については、各交流センターへお問い合わせください　■ 講座の申込は、他の 方法の記載がない限り、先着順となります　■ 交流センターの休館日は月曜日・祝日となります 　 11



「暴風警報」発令時の対応について　・午前開催の「まちの保健室」は、午前７時時点で発令の場合は中止となります。

と　き 会　場 中学区 内　容

3月 2日（木）
9：30～ 11：00 南 交 流 セ ン タ ー 南 部 中 学 区 骨密度測定・健康相談（保健師・栄養士）・

乳幼児の計測

３月７日（火）
9：30～ 11：00 見 付 交 流 セ ン タ ー 城 山 中 学 区 健康相談（保健師）・乳児の計測

３月 10日（金）
9：30～ 11：00 豊田東交流センター 豊 田 中 学 区 健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

３月 14日（火）
9：30～ 11：00 御 厨 交 流 セ ン タ ー 東 部 地 区

（主に神明中学区）
健康相談（保健師・心理士）・乳幼児の計測

３月 15日（水）
9：30～ 11：00 井 通 交 流 セ ン タ ー 豊田南中学区 健康相談（保健師・歯科衛生士）・

乳幼児の計測

３月 15日（水）
9：30～ 11：00 向 笠 交 流 セ ン タ ー 向 陽 中 学 区 健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

３月 17日（金）
9：30～ 11：00 豊岡中央交流センター 豊 岡 中 学 区 健康相談（保健師・歯科衛生士）・

乳幼児の計測

３月 17日（金）
9：30～ 11：00 竜 洋 交 流 セ ン タ ー 竜 洋 中 学 区 健康相談（保健師・歯科衛生士）・

乳幼児の計測

３月 23日（木）
9：30～ 11：00 ふれあい交流センター 第 一 中 学 区 健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

３月 24日（金）
9：30～ 11：00 豊 浜 交 流 セ ン タ ー 福 田 中 学 区 健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

◎WEBまたは電話で予約
　WEB予約：予約を希望する月の前月1日～末日までに予約
　（例　3月の日程を予約する場合→2月1日～2月28日までが予約期間）
　電話予約：予約希望日の前日までに電話で予約
　予約・問合せ：健康増進課（0538-37-2013）
　予約用アドレス・QRコード：https://logoform.jp/form/dWNN/75142

まちの保健室
〜 交流センターで育児相談・健康相談・健康チェック 〜

令和４年度のまちの保健室は、予約制で行っています。「まちの保健室」は、健康の相談や学びの場です。
今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によりまちの保健室を中止する場合があります。
ご理解・ご協力お願いします。

予約方法

日　　程

（予約用QRコード）

磐田市地域づくり応援課 多文化共生・市民活動グループ

〒438-8650 磐田市国府台3-1
TEL 0538-37-4870　FAX 0538-32-2353学びの庭

令和5年

月号2
3月・4月情報


