
市のホームページでも内容を
ご覧いただけます　　　　　

今年の夏は、たくさんのことを経験し
学ぶ夏にしよう。
そして、とびきりの思い出を

市のホームページでも内容を
ご覧いただけます　　　　　

そして、とびきりの思い出を

令和4年

月号
学びの庭 6
磐田市内の交流センターで開催される講座&イベント情報誌 令和4年7月・8月情報



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

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

交流センターロビー展示
①7月1日（金）～31日（日）　②8月2日（火）～31日（水）

①田代貞「星空のロマン展」
②しきじホタルの会「人間と原爆展」
※ロビー展示希望者は豊岡東交流センターへお問合せください。

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。

夏の夜のファンタジー　「星空ロマン観察！」
７月23日（土）　19：00～20：30

※雨天・曇天時は7月24日（日）に延期します

夏や冬の夜空は見上げていても飽きない豪華さです。特に子ども
たちにとって家族と一緒に夜空を見上げることは、とても印象に
残る経験だと思います。
対　象： どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定　員： 20人　　　　　費　用：100円（受講料高校生以上）
持ち物： 筆記用具　　　その他：マスク
会　場： 豊岡東交流センター駐車場

豊岡東交流センター　　　申込み：6月23日（木）8：30～

【全2回】　「親子・小学生英会話教室」
７月29日・8月5日（金）

親子 10：00～10：45　　　小学生 11：00～11：45

オーストラリアに生まれ育ったシェーン先生と歌やゲームで楽しく
英語を学ぼう！特に小学生は本物の英語に出会うことで、学校で
の基礎知識を、楽しく高めることができます。
対　象： 親子（園児以下）、小学生
定　員： 親子20組、小学生15人
費　用： 無料
その他： 1回の参加でも可。マスク着用

豊岡東交流センター　　　申込み：6月29日（水）8：30～

夏の養生食
薬膳講座

8月7日（日）　10：00～11：00

今回は講義のみの参加者募集です！
「講義と料理実習」は４月の申込で定員に達した
ため、講義時間帯のみの参加者を募集します。
今月の薬膳は夏の気候に対応するための食材と
効能を勉強します。

対　象： 大人
定　員： 10人（講義のみ参加）
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： 7月7日（木）8：30～

夏休み！
「子ども茶道教室」

8月18日（木）　10：00～11：30

楽しくお茶・お菓子をいただきながら、日本の
伝統文化“茶道”を体験します。茶道を通じて、
あいさつの大切さ、相手を思いやる心を学びま
しょう。

対　象： 小学生
定　員： 6～8人
費　用： 800円（材料費）
持ち物： マスク・ハンカチ・白いくつした

豊岡東交流センター
申込み： 7月17日（日）8：30～

夏休み！

子ども料理教室

7月24日（日）　9：30～11：30
夏休みに簡単に作れる手作り料理を体験
してみませんか。
今回は具沢山のおにぎり、サラダ、おやつ
にオレンジ入りのゼリー寒天作りを楽しく
学びます。
対　象： 小学3年生以上
定　員： 10人
費　用： 500円（材料費）
持ち物： エプロン・マスク・三角きん・ふきん

（手拭き、食器拭き用）・タオル2枚・
室内シューズ持参

豊岡中央交流センター
申込み： 6月24日（金）8：30～

第2回

親子お菓子作り教室

8月7日（日）　13：30～15：30
長い夏休みには、親子で一緒に可愛いケーキ
作りを楽しみませんか。今回は可愛い動物
を型どったケーキ作りに挑戦しましょう！
対　象： 親子（祖父母可）
定　員： 6組
費　用： 1,600円
 （受講料100円・材料費1,500円）
持ち物： エプロン・マスク・三角きん・

ふきん（手拭き、食器拭き用）・
タオル2枚・

 （子供さんは室内シューズ持参）

豊岡中央交流センター
申込み： 7月3日（日）8：30～

親子できらめき体験！
「川の学習」

8月27日（土）　9：00～12：00

この講座は遊びと勉強の両方を楽しむ講座です。
魚や虫を捕まえる体験や、流れる水がきれいか
汚れているか調べられます。（敷地川・一雲済川）

対　象： 小学生親子
定　員： 20組
費　用： 100円（保険代）
持ち物： マスク・飲み物・タオル・着替え・帽子
その他： 川に入れる服装・タモ（お持ちの方）
 集合：8：45豊岡東交流センター、
 解散は12：00、移動を含め保護者の

送迎が必要です。

豊岡東交流センター
申込み： 7月27日（水）8：30～

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 　2

■ 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



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

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

こども夏休み企画　指紋を探そう
7月26日（火）　10：00～12：00

見えない指紋にチャレンジしよう。どこに誰の指紋がみつかるかな？親子で、お友達とひ
とりでも、元警察官の方が教えてくれますよ。

対　象： 小学生または親子
定　員：10人（10組）
費　用：110円（材料費）
持ち物： 飲み物、手拭きタオル
その他：マスク着用・汚れてもいい服装

富岡交流センター　　　申込み：6月21日（火）9：00～

こども夏休み企画　わくわくアート教室
8月2日（火）　10：00～12：00

今年もやります！夏休みは芸術家になるチャンス！！何をやるかはお楽しみ、世界に1つだけ
の作品を作ってあなたも芸術家になろう。

対　象： 小学生
定　員：10人
費　用：600円（材料費）
持ち物： 飲み物・手拭きタオル
その他：マスク着用・汚れてもいい服装

富岡交流センター　　　申込み：7月5日（火）9：00～

整理収納お悩み講座
7月2日（土）　13：30～15：30

収納で困っている事はありませんか？収納のプロにコツを教わり、日々のイライラから
解放されましょう！
対　象： 大人
定　員：12人
費　用： 100円（受講料）
持ち物：筆記用具・マスク

井通交流センター　　　申込み：6月9日（木）9：00～

こども書道教室
8月20日（土）　13：30～15：30

夏休みの宿題、何を提出しようか悩んでいる子に朗報です！書道
の先生にお手本を書いてもらい、上手に書くコツを教えてもらい
ます。みんなで楽しく習字を書こう！

対　象： 小学３年生～中学生
定　員：10人
費　用：無料
持ち物： 習字道具一式・課題が載っている配布物（学校で配られ

る物）・新聞紙（5、6枚）・マスク

井通交流センター　　　申込み：7月20日（水）9：00～

中部電力パワーグリッド出前講座　夏休み電気実験教室
8月6日（土）　10：00～11：30

電気は何に使われる？電気はどうやって発生する？電気の？を
解決！クイズや実験で発電の仕組みを楽しく学びます。

対　象： 小学生（小学３年生以下は保護者同伴）
定　員： 12人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具・マスク・飲み物

井通交流センター　　　申込み：7月6日（水）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。
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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

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

夏休み子どもカレッジ

ミツバチについて知ろう

7月23日（土）
10：00～11：30

ミツバチはどういう生き物でしょうか？ミ
ツバチおじさんが楽しくお話ししてくれま
す。蜂蜜絞り体験もできます。不思議なミ
ツバチの世界をのぞいてみましょう。

場　所： 豊田東交流センター
対　象： 親子（小学5年生以上一人でも

受講可）
定　員： 15組（30名）
費　用： 500円（材料費400円＋大人受

講料100円）
持ち物： マスク・水筒

豊田東交流センター
申込み： 6月24日（金）9：00～

介護講座①

「もしかしたら認知症？」

8月２6日（金）
13：30～15：30

認知症は、だれでも発症する可能性があ
ります。今回は、「認知症とは」「相談窓口
や磐田市の資源」についてです。ご希望
の方には、個別相談・参加者同士お話で
きる時間も設けます。

講　師： ・磐田市立総合病院認知症疾患
　　　　　医療センター
　　　　・豊田地域包括支援センター
対　象： 大人
定　員： 20人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具
その他： マスク着用
共　催： 豊田地域包括支援センター

青城交流センター
申込み：7月26日（木）9：00～

【全３回】

初めての手話

8月２・９・16日（火）
10：00～11：30

聴覚障がい者の話を聞き、理解を深め、
単語や挨拶などの簡単な手話を学びま
す。SDGsの課題＃10の解決に向けて、
さあ！第一歩を踏み出しましょう。

対　象： 中学生以上
定　員： ２0人
費　用： 400円
　　　　（受講料300円・資料代100円）
　　　　ただし、中学生は無料
持ち物： 筆記用具

青城交流センター
申込み：7月2日（土）9：00～

【全3回】　夏休み子どもカレッジ

フエルトスイーツをつくろう
①7月31日②8月21日　　　　　
③8月28日（日）　10：00～12：00
飾り物を作ってみませんか？贈り物にも
喜ばれる、可愛い手縫いです。ショート
ケーキなど、お菓子をフエルトで作りま
す。是非体験してください。

場　所： 豊田東交流センター
対　象： 小学5年生以上男女
定　員： 8人
費　用： 小中学生1,000円
　　　　（大人1,300円）
持ち物： お裁縫セット（刺繡用の針・糸切

りハサミ・必要な方は糸通し）・
 マスク・水筒

豊田東交流センター
申込み： 6月30日（木）9：00～

展示案内①

書道研修会三人展

8月6日（土）～8月25日（木）
8：30～17：00

「書道研修会」栗山四峰・飯田郁江・池ヶ
谷渓修お三方による漢字・漢字かな混じ
りの書で、表装・額装もご本人自らが手が
けられた作品を展示します。
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

お野菜たっぷり　金山寺みそづくり
7月21日（木）　9：30～11：30

毎年好評の、米麹を使って野菜をたくさん入れた金山寺みそづくりです。食卓に健康食品
の惣菜を一品増やしませんか。

対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 900円（受講料100円・材料代800円） 
持ち物： エプロン・三角きん・ふきん3枚・持ち帰り容器

青城交流センター　　　申込み：6月21日（火）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 　4



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

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

【夏休みクラフト講座】　ジェルキャンドルづくり
7月27日（水）　10：00～11：30

透明感のあるジェルキャンドルにお好きなパーツを入れて、
オリジナルのキャンドルを作りましょう！！
対　象： 小学生以上　　　定　員：10人
費　用： 800円（受講料高校生以上100円・材料代700円）
持ち物： ジェルキャンドルに入れたいもの（なくても大丈夫です）・

手拭き
その他： マスク着用

竜洋交流センター　　　申込み：6月18日（土）9：00～

【全３回】　夏休みこども書道教室
8月6・13・20日（土）　10：00～11：30

集中力がつき姿勢もよくなると言われている書道を学ぶチャンス！
夏休みの宿題を終わらせましょう！！
対　象： 小・中学生
定　員： 12人
費　用： 無料
持ち物： 習字道具一式
その他： マスク着用

竜洋交流センター　　　申込み：7月7日（木）9：00～

みんなと倶楽部・掛塚主催　掛塚まち歩き
7月16日（土）・17日（日）　9：00～10：00受付

廻船問屋や寺院、伊豆石の蔵や塀、水路の跡などを見学しながら、
湊町掛塚の面影を訪ねます。掛塚を熟知した会員がご案内します。
集合場所：旧津倉邸（磐田市掛塚1099）
駐車場： 天竜川河川敷
定　員： 各日先着50人　　　費　用：無料
持ち物： 筆記用具・飲み物・マスク着用
お問合せ：みんなと倶楽部・掛塚　名倉 090-7679-4769

申込不要　　　直接、集合場所までお越し下さい

キッズフラダンス
7月31日（日）　10：00～11：00

フラダンスを踊ることで自然とリズム感や音感が身についてきます。
みんなで楽しみながら音楽に合わせて踊ってみませんか？
対　象： 5歳以上
定　員： 10人
費　用： 無料
持ち物： 飲み物・動きやすい服装
その他： マスク着用・お母さんの参加も大歓迎です。

竜洋交流センター　　　申込み：6月30日（木）9：00～

介護に必要な情報を知る　『病院の現状を知る』
7月29日（金）　13：30～15：00

病気になった時に病院にどうして長く入院できないの？と思ったことはありませんか？病院の体制が変わってき
ています。どのような医療やリハビリを受けられるかを学び、将来に備えていきましょう。包括の個別相談あり。
対　象： 大人　　　定　員：30人　　　費　用：無料　　　持ち物：筆記用具
【講師】豊田えいせい病院　【共催】豊田地域包括支援センター

池田交流センター　　　申込み：5月31日（火）9：00～

【介護講座】　介護保険を知ってもらおう
7月9日（土）　10：00～11：30

身近な人に介護が必要になった時、介護保険でどんなことができるのでしょうか？そんな
疑問に答え、実際に福祉用具を見て触ってみましょう。
対　象： 大人　　　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：6月9日（木）9：00～

からだがスッキリ軽くなる　足うらマッサージ講座
8月10・24日（水）　10：00～11：30

老化防止や疲労回復、集中力の向上に効くといわれている足裏ケ
ア。自宅でできる簡単なセルフケアを学んでいきます。
対　象： 大人
定　員： 10人
費　用： 200円（受講料）
持ち物： 飲み物・バスタオル・ハンドクリーム
その他： 膝上まで上がるズボン

池田交流センター　　　申込み：7月8日（金）9：00～

親子で楽しく体を動かそう　キックボクシング教室
8月7日（日）　10：00～11：30

体力をつけることはもちろん、キックボクシングを
親子で楽しく体験してみませんか？
対　象： 小学生とその親
定　員： 10組
費　用： 100円
持ち物： 飲み物・タオル
その他： 動きやすい恰好　　　　　

池田交流センター　　　申込み：7月12日（火）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 　 5



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

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

体にいいことしませんか②　理学療法士による膝痛・腰痛予防講座
7月9日（土）　10：00～11：30

若くても高齢者でも、膝痛・腰痛のツラサは一緒！県理学療法士会の講師が、予防法や痛み
が出てしまった時の、上手な付き合い方についてお話をしてくれます。（実技指導も予定）
対　象： 大人　　　定　員：20人
費　用： 無料　　　持ち物：筆記用具

福田南交流センター　　　申込み：6月11日（土）9：00～

【全３回】　スマホデビュー講座
7月21日・28日・8月4日（木）　14：30～16：00

スマホ初心者の方向けです。基本操作のほか、カメラやアプリの使い方など聞いておくと
役立つことがいっぱいの内容です。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 300円（受講料）　　　持ち物：スマートフォン・筆記用具

岩田交流センター　　　申込み：6月28日（火）8：30～

みんなのわくわくホリデー④　シャボン玉&水てっぽう
7月24日（日）　9：30～11：30（時間内出入り自由）

暑い夏、シャボン玉と水てっぽうで遊ぼう。今年も水風船を用意し
ます。大きなシャボン玉作りに挑戦しよう！
対　象： 幼児から大人（小学生以下は保護者同伴）
定　員： 30人　　　費　用：無料
持ち物： タオル・着替え
その他： 濡れてもよい服装でお越しください

福田南交流センター　　　申込み：6月18日（土）9：00～

花と緑のあるくらし③ 大人気！　ランの植え替え講座
8月7日（日）　10：00～11：30

ラン（リカステ）の株分けの方法を学びます。株分けしたランはお
持ち帰りできます。※花は咲いていません。
対　象： 大人
定　員： 10人
費　用：700円（受講料100円・材料費600円）
持ち物： 手袋・園芸ばさみ・新聞紙・持ち帰り用袋

福田南交流センター　　　申込み：7月10日（日）9：00～

小学生の見て聞いて味わって…　「ベトナムってどんな国?」教室
8月12日（金）　10：00～12：00

ベトナム人の県国際交流員の方からベトナムの暮らしと文化につ
いてお話を伺いましょう。またベトナム料理「ベトナム餃子」を
作ってみましょう。どんな味かな？

対　象： 小学生（３年生以下は保護者同伴）
定　員： 10人
費　用： 500円（材料費）
持ち物： エプロン・三角きん・飲み物・筆記用具・上靴
その他： 調理したものは持ち帰りになります。　　　　　　

岩田交流センター　　　申込み：7月12日（火）8：30～

おうちで楽しく遊ぼう！　ダンボールハウス作り
7月31日（日）　9：00～11：30

子どもが中に入って遊べる「ダンボールハウス」を作ります。折り
たたんで収納できます。子どもの居場所づくりや、外で遊べない
時に、重宝します。
対　象： 年長から小学生とその保護者
定　員： 8組　　　費　用：500円（材料費）
持ち物： カッター・はさみ・先のとがった鉛筆・定規・絵を描く道具（油性ペン等）

福田南交流センター　　　申込み：6月25日（土）9：00～

体にいいことしませんか③ 夏バテよ、さようなら！　足つぼマッサージ体験講座
8月28日（日）　9：30～11：30

残暑まだまだ厳しい日々が続いていますが、体の不調はありませ
んか？足のツボをマッサージして、夏バテ解消しましょう。
対　象： 大人
定　員： 15人　　　費　用：100円（受講料）
持ち物： 飲み物・バスタオル・ハンドクリーム・ゴルフボール（お持ちの方）
その他： 膝まで上がるズボンでお越しください

福田南交流センター　　　申込み：7月30日（土）9：00～

涼を呼ぶ　つりしのぶの風鈴作り講座
7月15日（金）　9：30～11：30

暑い夏を少しでも涼やかに暮らしたいものですね。風鈴の音とト
キワシノブの緑が風情をかもしだしてくれます。この機会にぜひ
作ってみませんか？見本が交流センターにあります。

対　象： 大人
定　員： 10人
費　用：１,６００円
　　　　（受講料１００円・材料費１,５００円）
持ち物： 眼鏡（必要な方）
その他： 汚れてもよい服装

岩田交流センター　　　申込み：6月15日（水）8：30～

写真はイメージです

磐田市生涯学習講座＆イベント情報
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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

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

お洒落なおやつ　葛まんじゅう
7月23日（土）　9：30～12：00

暑い夏にツルンとのど越しの良い葛まんじゅうを作ります。抹茶アン、こしアン、お楽しみ
アンの3色のあんでカラフルに彩ります。3つの味を食べ比べてみましょう。
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：6月25日（土）9：00～

夏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！」
7月31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ミニ科学実験講座です。「空気の力ってすご
い！」が体感できます。
対　象： 小学生（3年生以下は保護者同伴）　　　定　員：15人
費　用： 100円（材料費）
持ち物： 炭酸飲料の空ペットボトル（1.5ℓ）・牛乳パック（1ℓ）・はさみ・30cmの定規・
　　　　新聞紙・筆記用具・帽子

御厨交流センター　　　申込み：6月26日（日）8：30～

夏休みの親子講座　お茶博士になろう
7月29日（金）　9：30～11：30

お茶っていれ方で味わいが変わるよ。お茶の秘密やお茶の歴史を
知ってお茶博士になろう。好評の講座で夏休みの自由研究にピッ
タリ。9種類の日本茶サンプル付きです。
対　象： 小学生の親子（5.6年生は子供のみの参加可）
定　員： 10組　　　費　用：500円（材料費500円）
持ち物： 筆記用具

豊浜交流センター　　　申込み：7月1日（金）9：00～

発酵調味料を知ろう！②　あまざけ
8月27日（土）　9：30～12：00

夏バテ予防効果や免疫力を高める効果があるといわれる甘酒。生
麹とご飯で作るレシピと、野菜やフルーツとのヘルシースムー
ジーやお料理を学びます。
対　象： 大人　　　定　員：8人
費　用：900円（受講料100円・材料費800円）
持ち物： タッパー・保冷剤・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：7月30日（土）9：00～

夏休み子どもチャレンジ！ 楽しい工作　「フェルトとモールで作る小さな世界」
8月4日（木）　9：30～11：30

フェルトとモールを使ってカラフルな小さな世界を作ります。どん
な世界ができるかお楽しみ♪
対　象： 小学生（3年生以下は保護者同伴）
定　員： 15人
費　用： 100円（材料費）
持ち物： はさみ・木工ボンド（ある方）

御厨交流センター　　　申込み：7月7日（木）8：30～

ボッチャ体験
8月6日（土）　9：30～11：30

パラリンピックで身近になったぼっちゃを体験してみよう。初心者
でもすぐにでき、ゲーム感覚で楽しめます。
対　象： どなたでも
定　員： 20人　　　費　用：100円（受講料）
持ち物： 水分補給用の飲み物
その他： ※運動のできる服装でおこしください

豊浜交流センター　　　申込み：7月16日（土）9：00～

【全2回】　モビリティバンドで体操
8月17日・31日（水）　10：00～11：00

モビリティバンドを使ったストレッチ・筋力トレーニングです。3つ
の輪っかがあるバンドで開く・伸ばす・ひねるのエクササイズ。腰
痛・肩こり・姿勢改善で快適に過ごしましょう。
対　象： 大人　　　定　員：15人
費　用：200円（受講料）　　　持ち物：ヨガマット・飲み物
その他： 運動のできる服装でお越しください

豊浜交流センター　　　申込み：7月20日（水）9：00～

健康診断について　「採血ってどう見るの?」
7月20日（水）　10：00～11：30

健康診断の結果がどうも分かりづらくて不安のある方、臨床検査
技師より検査結果の見方を学びます。
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：6月9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 　 7



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

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

夏休みを楽しもう！①　ねじ工作でバイクを作ろう
7月26日（火）　10：00～11：30

ものづくり、やってみよう！いろんなサイズのねじを組み合わせてバイクを作ります。出来上
がった後は、長～い時間回り続ける「超精密金属コマ」を使ったコマ回し大会を実施します。
対　象： 小学生（3年生以下は保護者同伴）　　　定　員：10人
費　用： 1,000円（材料費）
持ち物： 10ミリスパナ2本（ある方）・筆記用具

田原交流センター　　　申込み：6月28日（火）8：30～

夏休みを楽しもう！②

電気実験教室

8月2日（火）
10：00～11：30

中部電力パワーグリッド（株）共催。
発電実験やクイズで、電気を作る仕組み
や発電方法について楽しく学びましょう。
夏休みの自由研究にもお勧めですよ！
対　象： 小学生
定　員：16人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具

田原交流センター
申込み： 7月5日（火）8：30～

夏休みを楽しもう！③

消しゴムはんこを作ろう

8月10日（水）
10：00～12：00

消しゴムを彫ってはんこを作ります。
そのあと、作ったはんこや、先生が用意し
たたくさんのはんこを、バッグや木箱にペ
タペタ。オリジナルデザインの素敵な作
品を作りましょう。
対　象： 小学生（３年生以下は保護者同伴）
定　員： 8人
費　用： 500円（材料費）
持ち物： カッター（あればデザインカッ

ター）・鉛筆・彫刻刀（ある方）

田原交流センター
申込み： 7月13日（水）8：30～

快適なスマホライフを

初心者のためのスマホ教室②

7月5日（火）
10：00～12：00

今年度はテーマ別に講座を開催します。
第2回目は「LINEの操作」。友達追加や
写真・動画・スタンプの送信や保存方法
などについて学びます。
また、質疑応答の時間もたっぷり用意しま
す！
対　象： 大人（スマホ初心者の方）
定　員： 10人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： 筆記用具

田原交流センター
申込み： 6月14日（火）8：30～

【全３回】　中級者向けあじろ編みのかごバック
7月10・17・24日（日）　9：30～11：30

紙バンドで美しい模様を編みこんでバック作り。持ち手は竹製（市販品）を付けます。申し
込み時に希望の色を伺います。（緑・青・ローズ・チョコ）
対　象： 大人
定　員：10人
費　用： 2,000円（受講料300円・材料費1,700円）
持ち物： はさみ・速乾木工用ボンド・えんぴつ・洗濯ばさみ10個・ウエットティッシュ
※作品と色見本をセンターに展示してあります。

中泉交流センター　　　申込み：6月12日（日）8：30～

【2回開催】

小学生リモート社会科見学

①7月28日（木）・②8月9日（火）
10：00～11：00

ハウス食品静岡工場(袋井市）のリモート見学です。「お店で売ら
れている商品てどのように作られているんだろう？」なんて疑問
を解決してみよう。
対　象： 小学生（小学3年生までは保護者同伴）
定　員： 各20人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具・飲み物
　　　　※①回目と②回目は同じ内容になります。

中泉交流センター　　　申込み：6月26日（日）8：30～

子ども講座

紙バンドで小物作り

8月7日（日）
9：30～11：30

何を入れようか楽しみになる可愛いふた付き小箱を作ります。
申し込み時に希望の色を伺います。（ローズ・オレンジ・緑・ミン
トグリーン）
対　象： 小学生（小学3年生までは保護者同伴）
定　員： 10人
費　用： 200円（材料費）
持ち物： はさみ・速乾木工用ボンド・えんぴつ・洗濯ばさみ10個
※作品と色見本をセンターに展示してあります。

中泉交流センター　　　申込み：7月9日（土）8：30～

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 　8



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

中部電力パワーグリッド出前講座
自然災害に備える

電気の防災講座
7月7日（木）

13：30～15：00

自然災害による停電などの被害対応に専
門家が講座をします。
近年の停電被害の状況や復旧の仕組み、
もし災害にあった時、家庭で気をつける事
などを教えていただきます。
対　象： 大人
定　員： 30人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具・マスク

南交流センター
申込み： 6月7日（火）9：00～

夏休み企画

レジンでストラップを作ろう

7月26日（火）
13：30～15：30

ドライフラワー等を飾りに使って、オリジ
ナルのイニシャルストラップを作ります。
対　象： 小学４年生～
　　　　中学生
定　員： 6人
費　用： ５００円（材料費）　
持ち物： ピンセット（先がL字のもの又は

細いもの）・はさみ・マスク
その他： ゴム手袋をはめて作業します。

南交流センター
申込み： 6月26日（日）9：00～

写真はイメージです

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

【全4回】ひざや足首にやさしい　ミニトランポウォーク
7月9・16・23・30日（土）　10：00～11：30

ミニトランポリンを使って楽しくエクササイズ。ミニトランポリンの反発力で関節への負担を軽減しながら体力アップ。運動を始めたい人にお勧めです。
対　象： 大人　　　定　員：6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・ 体育館シューズ・着替え（必要な方）
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。

大藤交流センター　　　申込み：6月9日（木）9：00～

だら～ずと遊ぼう・音楽を楽しもう　ニコニコ音楽会
8月27日（土）　10：00～11：30

竹を使って楽しい楽器を作ります。楽器のプロの方たちが教えてくれます。最後にみんな
で演奏会。プロの方の演奏もあります。
対　象： 年少児～小学生（小学３年生以下は保護者同伴）　　　定　員：15人
費　用：500円（教材費）　　　持ち物：飲み物・ハサミ

大藤交流センター　　　申込み：7月26日（火）9：00～

【子育て支援】　わらべうたベビーマッサージ教室
7月12日（火）　13：30～15：00

赤ちゃんは、スキンシップを通して親子の絆を深めていきます。ベ
ビーマッサージでママも赤ちゃんもいっしょに笑顔になりましょう。
対　象： 親子　　　定　員：10組　　　費　用：無料
持ち物： バスタオル・赤ちゃんのカラダをふくタオル・
　　　　お出かけセット

大藤交流センター　　　申込み：6月12日（日）9：00～

夏休みチャレンジ　キラキラスイーツ作り
8月7日（日）　10：00～11：30

大藤地区は旧暦の七夕8月7日。天の川のようなキラキラしたス
イーツを作っていっしょに夏休みの思い出を作ろう。
対　象： 小学生　　　定　員：10人
費　用： 500円（材料費）
持ち物： エプロン・三角きん・手拭き・持ち帰る保冷袋

大藤交流センター　　　申込み：7月7日（木）9：00～

【全6回】　初心者のためのヨガ講座
8月25日・9月1・15・29日・10月6・20日（木）　14：30～16：00
ヨガ、初めてでも大丈夫!　ゆったりとした動きで、心もカラダもリ
フレッシュさせましょう。
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・ヨガマット又はバスタオル

大藤交流センター　　　申込み：7月24日（日）9：00～

【みんなで保育・にこにこ子育て】　色彩と子育て講座
8月20日（土）　10：00～11：30

子育てが辛くなることありませんか?一人で悩まないでいろいろな人とお話してみましょう。グルー
プを2つにわけ前半後半入れ替えます。グループトークや色彩相談などあり、子育て不安を解消しま
しょう。親子で交流を深める遊びもありますよ。講師は認定非営利活動法人COMPASです。
対　象：未就学児を持つ親子（パパ・ママ両方大歓迎・お一人での参加も可）　　　定　員：30組　　　費　用：無料
持ち物：筆記用具・お子さんのお出かけセット・お子さんのお気に入りのおもちゃ（なくても大丈夫です）

大藤交流センター　　　申込み：7月20日（水）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



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

アロマオイルの虫よけスプレー作り
7月23日（土）　9：30～11：30

イヤな虫が出てくる季節ですね。無添加で肌に優しいアロマオイルの虫よけスプレーを
手作りしませんか？お子様から大人まで使えますよ。
対　象： 大人　　　定　員：20人
費　用：400円（受講料100円・材料費300円）
持ち物： 筆記用具・持ち帰り用袋　　　その他：マスク着用

向笠交流センター　　　申込み：6月12日（日）9：00～

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

【全３回】　初心者のためのスマホ教室
7月1・8・15日（金）　10：00～12：00

スマートフォンには、電話とメール以外にも、知っていると便利な機能がたくさんありま
す。LINE（ライン）・カメラ・Googleマップ・県防災アプリ　などの活用方法を学びます。
対　象： 大人　　　定　員：10人　　　費　用：400円（受講料300円・資料代100円）
持ち物： スマートフォン・マスク・筆記用具・飲み物
その他： 受講前にラインのインストールが必要です。お知り合いに頼むか、交流センター
　　　　窓口でもアドバイスしますのでご相談ください。

西貝交流センター　　　申込み：6月10日（金）8：30～

ハウス食品　リモート工場見学会
8月2日（火）　10：00～11：00

交流センターにいながら工場見学が出来る「リモート工場見学」
を行います。レトルトカレー作り等の様子を見てみましょう。記念
品もあります。
対　象： 小学生（1，2年生は保護者同伴）
定　員： 20人　　　費　用：無料
持ち物： 筆記用具・上靴・マスク
その他： 初めての方を優先します。参加人数が少ない場合、中止になる場合があります。

西貝交流センター　　　申込み：7月2日（土）8：30～

【全3回】　大人の為の優しいスマホ講座
7月2・23日・8月6日（土）　9：30～11：00

好評につき第2弾！スマホ初心者の方、使い方が何となくわからな
いという方におすすめの講座です。基本操作からアプリのダウン
ロード方法などを学習します。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 300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：6月19日（日）9：00～

夏休み子どもピザ教室
8月9日（火）　10：00～11：30

生地をこねるところから焼き上げまでを体験します。焼き上がり
の匂いがたまりません。ピザ1枚を持ち帰りになります。
対　象： 小学生　　　定　員：8人　　　費　用：500円（材料費）
持ち物： マスク・飲み物・三角きん・エプロン・ふきん３枚・
　　　　ピザを持ち帰る容器（お盆など）

西貝交流センター　　　申込み：7月16日（土）8：30～

【全2回】スマホで動画編集　～めざせユーチューバー～
8月6・13日（土）　9：30～11：30

YouTube（ユーチューブ）を見て、あんな風に動画を撮ってみたいと思いませんか?スマホを使って
動画をつなげたり、要らない部分をカットしたり、ＢＧＭを付けたりなどの動画編集の方法を学びます。
対　象： 大人（中高生も可）　　　定　員：10人
費　用：無料
持ち物： 自分のスマホ又はタブレット・筆記用具・マスク・飲み物
その他： Apple storeかGoogle playでVN（動画編集のアプリ）をインストールしてきて下さい。

動画編集の練習のため、スマホやタブレットで動画素材をいくつか撮影してきて下さい。

西貝交流センター　　　申込み：7月9日（土）8：30～

美味しい　アイスコーヒーの淹れ方講座
8月20日（土）　10：00～11：30

コーヒーの基本知識を学びながら、美味しいアイスコーヒーの淹
れ方をマスターしましょう。丁寧に淹れたアイスコーヒーで、真夏
のひと時を過ごしませんか？
対　象： 大人　　　定　員：16人
費　用： 600円（受講料100円・材料費500円）
持ち物： エプロン・三角きん・手拭きタオル・筆記用具
その他： マスク着用

向笠交流センター　　　申込み：7月24日（日）9：00～

中部電力パワーグリッド出前講座　夏休み子ども電気教室
8月20日（土）　10：00～11：30

クイズや発電実験を交えて、楽しく水力、風力などの発電の仕組
みや特徴を学びます。夏休みの自由研究にもお勧めです。
対　象： 小学生　　　定　員：16人　　　費　用：無料
持ち物： 筆記用具・飲み物・上靴・マスク
　　　　カメラ（自由研究の記録をしたい方のみ。無くても可。）

西貝交流センター　　　申込み：7月23日（土）8：30～

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

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

理学療法士による健康講座　～腰痛 •膝痛 •肩こり予防法と対処法～
8月3日（水）　9：30～11：00

腰、膝、肩の痛みをお持ちの方、お持ちでない方も、予防法、痛み
とのつきあいかたを、理学療法士がお伝えします。
対　象： 大人
定　員： 15人
費　用：無料
持ち物：マスク・筆記用具

見付交流センター　　　申込み：7月7日（木）9：00～

【全３回】楽しく学ぶ！　認知症予防講座
7月6日・13日・20日（水）　13：30～15：00

安心したセカンドライフをおくるために、認知症対策について学びます。
第１回：認知症の理解
第２回：認知症の予防
第３回：最適な「MYライフ＆エンディング」を考えよう
対　象： 大人　　　定　員：30人　　　費　用：無料
持ち物： マスク・筆記用具

見付交流センター　　　申込み：6月8日（水）9：00～

みんなで作ろう！　バルーンでにわとりの親子を作ります
7月26日（火）　10：00～11：30

コッコじゃないよ
ひよこだよ！
対　象： 小学生以上（小1～3年生は、保護者または祖父母同伴

でお願いします。）
定　員： 15人
費　用：600円（受講料１００円・材料費500円）中学生以下は、材料費のみ
持ち物： マスク・ハサミ・持ち帰り袋（大きめビニールゴミ袋）
その他： お子様の参加については、保護者（もしくは、祖父母）の方が申込をしてください。

見付交流センター　　　申込み：6月25日（土）9：00～

素敵なコンパクトミラーを作ろう！！　レジン教室
7月30日（土）　9：30～11：30

押し花を使って、レジンで世界に一つだけのオリジナルコンパクト
ミラーを作りませんか。持っているだけで気分があがること間違
いなし！
対　象： 小学生以上（小1～3年生は、保護者または祖父母同伴でお願いします。）
定　員： 10人
費　用：800円（受講料１００円・材料費700円）中学生以下は、材料費のみ
持ち物： マスク・新聞紙・木工用ボンド・筆記用具・ハサミ
その他： お子様の参加については、保護者（もしくは、祖父母）の方が申込をしてください。

見付交流センター　　　申込み：7月3日（日）9：00～

小学生　パン教室
8月23日（火）　9：00～11：30

3種類の動物パンを作ります。中身はカスタードクリームです。自
分で作ったパンを食べて、笑顔になりませんか。
対　象： 小学3～6年生
定　員： 12人
費　用：500円（材料費）
持ち物： マスク・エプロン・三角きん・ふきん・ハンカチ・上靴・持ち帰り容器
その他： 申込は、保護者（もしくは、祖父母）の方がしてください。友達の

分を一緒に受付することはできませんのでご承知おきください。

見付交流センター　　　申込み：7月23日（土）9：00～

日（火）　10：00～11：30

夏休み

子ども料理教室

7月23日（土）
9：30～11：30（9：00受付）

夏休みのランチやおやつにぴったりな簡
単メニューを予定しています。みんなで楽
しくお料理しましょう。

対　象： 小学生
定　員： 12人
費　用： 500円（材料費）
持ち物： エプロン・三角きん・マスク・
　　　　上靴・持ち帰り用の容器

ふれあい交流センター
申込み： 6月23日（木）8：30～

初開催！

親子押し花体験教室

7月30日（土）
9：30～11：30（9：00受付）

季節の花を使って押し花を作ってみませ
んか。お部屋に飾ってすてきな空間にしま
しょう。おうちの人と一緒に参加してくだ
さい。

対　象： 小学生と保護者
定　員： 8組（１６人）
費　用： 900円
　　　　（受講料１００円・材料費800円）
持ち物： はさみ（参加者ひとりにつき１本）

ふれあい交流センター
申込み： 6月30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



◎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　7月の日程を予約する場合→6月1日～6月30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。

予約方法

（予約用QRコード）

「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。

中学区 会　場 と　き 内　容

向 陽 中 学 区
岩 田 交 流 セ ン タ ー 7 月 20 日（水）

9：30～ 11：00 骨密度測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

向 笠 交 流 セ ン タ ー 8 月 17 日（水）
9：30～ 11：00 インボディ測定・健康相談（保健師）・乳幼児の計測

東 部 地 区
（主に神明中学校区）

西 貝 交 流 セ ン タ ー 7 月 21 日（木）
9：30～ 11：00 骨密度測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳児の計測

南御厨交流センター 8 月 2 日（火）
9：30～ 11：00 インボディ測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳児の計測

南 部 中 学 区
南 交 流 セ ン タ ー 7 月 7 日（木）

9：30～ 11：00 血管年齢測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

長 野 交 流 セ ン タ ー 8 月 4 日（木）
9：30～ 11：00 骨密度測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

城 山 中 学 区
元 宮 町 公 会 堂 7 月 29 日（金）

9：30～ 11：00 血管年齢測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳児の計測

見 付 交 流 セ ン タ ー 8 月 30 日（火）
9：30～ 11：00 骨密度測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳児の計測

磐田第一中学区
今 之 浦 記 念 館 7 月 26 日（火）

9：30～ 11：00 インボディ測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

中 泉 交 流 セ ン タ ー 8 月 23 日（火）
9：30～ 11：00 血管年齢測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

福 田 中 学 区
福田中央交流センター 7 月 22 日（金）

9：30～ 11：00 インボディ測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

豊 浜 交 流 セ ン タ ー 8 月 26 日（金）
9：30～ 11：00 血管年齢測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

竜 洋 中 学 区 竜 洋 交 流 セ ン タ ー

7 月 15 日（金）
9：30～ 11：00 骨密度測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

8 月 19 日（金）
9：30～ 11：00

インボディ測定・健康相談（保健師・栄養士による相談）・乳幼児
の計測

豊 田 中 学 区
池 田 交 流 セ ン タ ー 7 月 28 日（木）

9：30～ 11：00 血管年齢測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

豊田東交流センター 8 月５日（金）
9：30～ 11：00 骨密度測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

豊 田 南 中 学 区
井 通 交 流 セ ン タ ー 7 月 13 日（水）

9：30～ 11：00 インボディ測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

青 城 交 流 セ ン タ ー 8 月 9 日（火）
9：30～ 11：00 骨密度測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

豊 岡 中 学 区
豊岡東交流センター 7 月 15 日（金）

9：30～ 11：00 インボディ測定・健康相談（保健師）・乳幼児の計測

豊岡中央交流センター 8 月 19 日（金）
9：30～ 11：00 血管年齢測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

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
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