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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

11月・12月情報



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

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

【全3回】　竹灯籠（たけとうろう）つくり
11月5・12・19日（土）　14：00～16：00

竹を加工・細工して、光る台座を組み合わせます。
幻想的に光る竹灯籠で癒されてみませんか。
対　象： 大人　　　費　用：1,200円（受講料300円・材料費900円）
定　員： 8人　　　 持ち物：厚手のゴム手袋・ゴーグル　　　その他：汚れてもよい服装

福田中央交流センター　　　申込み：10月4日（火）9：00～

【全２回】　本格的　ミニほうきづくり
11月5・12日（土）　10：00～11：30

本物のホウキモロコシで作るミニほうきです。材料の下準備から始める、本格的な講座です。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 1,400円（受講料200円・材料費1,200円）
持ち物： 剪定ばさみ・ニッパー・ペンチ

福田南交流センター　　　申込み：10月8日（土）9：00～

【講座】　ドローンを飛ばそう
11月6日（日）　14：00～16：00

遠隔操作で飛行させるドローンのしくみやルール
を学び、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： 筆記用具

福田中央交流センター
申込み： 10月12日（水）9：00～

トライ！　キッズマジック教室
11月20日（日）　10：00～11：30

マジックを覚えて、お友だちやお父さん・お母さん、おじいちゃん・おばあ
ちゃんを驚かせてみよう！時間があれば、マジックショーも見られます。
対　象： 小学3～6年生　保護者見学ok　　　定　員：10人
費　用： 100円（教材費）　　　持ち物：筆記用具

福田南交流センター　　　申込み：10月22日（土）9：00～

みんなのわくわくホリデー⑤　木の実を使って何作ろう？
11月27日（日）　9：30～11：30（時間内出入り自由）

どんぐり・松ぼっくり・茶の実などを使って、自由に作ってみよう！今回も
木っ端・竹っ端もオマケします。
対　象： 幼児～大人（小学生以下は保護者同伴）　　　費　用：無料
定　員： 10組（大人のみも可）　　　持ち物：デコレーションに必要な物

福田南交流センター　　　申込み：10月30日（日）9：00～

一度はやってみたい　そば打ち体験講座
12月18日（日）　9：30～11：30

そば打ちを体験してみよう！打ったそばはお持ち帰り（3～4人前）
「つゆ」の作り方の指導もあります。
対　象： 大人　　　費　用：1,700円（受講料100円・材料費1,600円）
定　員： 8人　　　 持ち物：マスク・エプロン・三角きん・タオル・ふきん

福田南交流センター　　　申込み：11月13日（日）9：00～

冬休みの宿題を片付けよう！　書初め教室
12月24日（土）　9：30～11：30

冬休みの宿題と言ったら書初め！お友だちといっしょに書きましょう。
先生がていねいに指導してくれます。
対　象： 小学3～6年生　　　定　員：15人　　　費　用：無料
持ち物： 習字道具・お手本・紙（課題に出されている大きさで20枚くらい）

福田南交流センター　　　申込み：11月26日（土）9：00～

【講座】　クリスマスキャンドル作り
11月26日（土）　9：30～12：00

アロマ香るクリスマスキャンドルリースと、暗闇で
光るツリーキャンドルを作ります。こちらは専用
のキャンドルペンでデコります。今年は
お手製のキャンドルで素敵なクリスマスを！
対　象： どなたでも
 （小学3年生以下は保護者同伴）
定　員： 10人
費　用： 2,500円（受講料100円・
 材料費2,400円）中学生以下材料費のみ
持ち物： エプロン・作品を持ち帰る袋

福田中央交流センター
申込み： 10月25日（火）9：00～

【講座】　健康寿命を延ばそう
11月16日（水）　10：00～11：30

「元気で長生き！」介護予防と健康寿命を延ばす
ためにできることについて、専門家である理学
療法士から直接ご指導いただきます。
講　師： 理学療法士
内　容： お話・実技体操・測定等
対　象： 大人　　　定　員：30人
費　用： 無料　　　持ち物：筆記用具
その他： 動きやすい服装

福田中央交流センター
申込み： 10月18日（火）9：00～

【全2回】　ドン！ドン！ドン！　和太鼓に挑戦
11月27日・12月4日（日）　14：00～15：30

和太鼓サークル「風神」さんのご指導によりバチ
の持ち方から、全身を使った打ち方まで、和太鼓
の魅力を体験していただきます。
対　象： どなたでも
 （小学3年生以下は保護者同伴）
定　員： 10人程度
費　用： 200円（受講料）
 中学生以下無料
その他： リラックスできる服装

福田中央交流センター
申込み： 10月27日（木）9：00～

【全2回】　つまみ細工しめ縄作り
12月10日（土）・18日（日）　13：30～16：00

今人気のつまみ細工の講座です。難しそうです
が、切れ端をつまんでまとめるだけの簡単作業
です。新年を手作りのしめ飾りで迎え
ませんか。（変則的な日程にご注意！）
対　象： どなたでも
　　　　（小学3年生以下は保護者同伴）
定　員： 10人
費　用： 1,200円（受講料200円・
 材料費1,000円）中学生以下は材料費のみ
持ち物： エプロン・作品を持ち帰る袋

福田中央交流センター
申込み： 11月8日（火）9：00～

【全5回】　はじめての俳句
11月18日・12月16日・

令和5年1月20日・2月17日・3月17日（金）
14：00～16：00

五・七・五のリズムにのせて季節を詠み、紙と
えんぴつで、日々の想い出づくりを♪♪初心者
向け講座です。
指　導： 俳人　平田明美さん
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 500円（受講料）
持ち物： 筆記用具（紙とえんぴつ）
福田中央交流センター
申込み： 10月20日（木）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 　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



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

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

ハーフムーンリース
11月19日（土）　10：00～12：00

生の常緑樹や生花を使って月型のリースを作ります。生花の香りを楽しみ
ながらドライフラワーになっていく様を楽しみます。飾りを変えてお正月
にも飾れます。
対　象： 大人・小学生以上親子でも可　　　定　員：8人
費　用： 2,300円（受講料100円・材料費2,200円）
持ち物： 花切りハサミ・持ち帰り用袋

豊浜交流センター　　　申込み：10月22日（土）9：00～

羊毛フェルト　干支（うさぎ）
11月29日（火）　9：30～12：00

来年の干支ウサギを羊毛フェルトで作ります。針を何度も刺して形作りを
します。だんだんウサギになっていく過程を楽しみます。かわいいうさぎで
お正月を迎えましょう。
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： 工作用はさみ

豊浜交流センター　　　申込み：11月1日（火）9：00～

発酵調味料を知ろう！③　しょうゆこうじ
12月2日（金）　9：30～11：30

発酵調味料の講座の塩こうじ・あまざけにつづいて第３弾。今回は醤油
こうじを作ります。こうじの力を知り、正しい醤油こうじの作り方を覚え
毎日の食生活に役立てましょう。利用法もお伝えします。
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・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：11月4日（金）9：00～

お洒落なおやつ　カボチャ餅
11月26日（土）　9：30～11：30

カボチャをかたどったかわいい餅菓子を作ります。中には黒こしアンと
カボチャアン。皮も飾りに使います。ハロウィンの和菓子を作りましょう。
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：10月29日（土）9：00～

【全２回】　年賀状に押したら素敵！

篆
てん

刻
こく

講座
11月１３・２７日（日）
13：30～ 15：30

来年の干支「うさぎ」とお名前をそれぞれ
篆刻用の石に彫ってみませんか？世界に
一つだけのオリジナル印を作りましょう。
対　象： 大人
定　員： 10人
費　用： 1,500円
　　　　（受講料２００円・材料費1,300円

※ただし印刀をお持ちの方は材
料費が９００円になります。）

持ち物： 濃いめの鉛筆（シャープペン可）・サインペン

岩田交流センター
申込み： 10月14日（金）8：30～

焼き立て食べたい
パン講座

11月２６日（土）
9：00～ 13：00

クリスマスの前に少しずつ切り分けて食
べるドイツの伝統的なパン菓子「シュトー
レン」を作ってみましょう。
対　象： 大人
定　員： 8人
費　用： 1‚600円程度（受講料１００円・

材料費1‚500円程度）
持ち物： エプロン・三角きん・筆記用具
その他： 持ち帰り用の袋はご用意します。

岩田交流センター
申込み： 10月28日（金）8：30～

女性に嬉しい…美肌・便秘解消にも

赤い魅惑のローゼル講座

12月１０日（土）
9：00～12：00

ローゼルという植物をご存知ですか？深
紅の苞（ホウ）の部分を使ってちらし寿司
やレアチーズケーキなどを作ります。
対　象： 大人
定　員： 10人
費　用： 1‚100円程度（受講料１００円・

材料費1‚000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： 11月10日（木）8：30～

絵手紙体験教室
11月12日（土）　9：30～11：30

誰でもかける。なんでもかける。「ヘタでいい、ヘタがいい」は絵手紙の合言葉！日常の中で
きっと楽しみが増えてきます。ほんの少しの勇気を出して一緒にかいて楽しみませんか！
対　象： どなたでも　　定　員：10人　　費　用：300円（受講料100円・材料費200円）
持ち物： 新聞紙１枚・ティッシュペーパー・タオルまたはぞうきん

豊浜交流センター　　　申込み：10月15日（土）9：00～

理学療法士に学ぶ　健康寿命を伸ばすには
11月5日（土）　10：00～11：30

人生１００年時代。まだまだ健康的に暮らしたいですね。フレイル（虚弱）やロコモ（運動器
症候群）の予防について学び、健康寿命を伸ばしましょう。
対　象： 大人　　　定　員：30人　　　費　用：無料　　　持ち物：筆記用具・タオル
その他： 動きやすい服装でお越しください。　　　講　師：静岡県理学療法士会

岩田交流センター　　　申込み：岩田地区の方：10月5日（水）8：30～
　　　　　　　　　　　　　　　他地区の方（空きがある場合）：10月13日（木）8：30～

ウサギとカメ

■ 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



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

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

【全２回】　健康チューブ体操
11月９日（水）・29日（火）　10：00～11：00

ゴム製のチューブを使用し、だれでも気軽にトレーニング。高齢者やケガの後のリハビリにも適してい
ます。講師は磐田市スポーツ協会から派遣されます。
対　象： 大人　　　定　員：20人　　　場　所：大藤交流センター体育館
費　用： 200円（受講料）※チューブは無償貸与できますが、購入（750円）できます。
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・運動靴

大藤交流センター　　　申込み：10月8日（土）9：00～

御厨駅周辺の歴史を感じる　東部歴史ウォーキング
11月9日（水）【予備日10日（木）】　9：00～12：00

今回は田原地区を飛び出し、御厨駅周辺（医王寺や連城寺など）を巡る約5㎞のコースを歩きます。
対　象： 大人　　　定　員：15人
費　用： 150円（受講料100円・保険料50円）
持ち物： 筆記用具・飲み物・帽子　　　※雨天順延の場合、午前8時までにご連絡します。

田原交流センター　　　申込み：10月12日（水）8：30～

【全2回】　スポーツチャンバラに挑戦！！
11月12・19日（土）　10：00～11：00

子どもから大人まで楽しめる新スポーツ、現代版の「チャンバラ」です。ぜひ
体験してみませんか?※今回は小学生対象です。
対　象： 小学生　　　定　員：15人　　　費　用：無料
場　所： 大藤交流センター体育館　　　持ち物：飲み物・汗拭きタオル
その他： 運動できる格好※裸足で行うので、体育館シューズは必要ありません。

大藤交流センター　　　申込み：10月12日（水）9：00～

お家に彩りを　ハーバリューム作り
11月20日（日）　10：00～11：30

素敵なハーバリューム作ってみませんか？ペンダント、ペンのハーバリューム
も一緒に作ります。※瓶・ネックレス・ペンの3点セット
対　象： 大人　　定　員：10人
費　用： 1,300円（受講料100円・材料費1,200円）
持ち物： ハサミ・ピンセット・持ち帰る袋

大藤交流センター　　　申込み：10月20日（木）9：00～

初めての方の　干し柿づくり
12月3日（土）　9：30～11：30

栄養満点の干し柿。昔は保存食としてもとても
貴重な食べ物でした。昔ながらの自然な味、一緒
に作ってみませんか。
対　象： 大人（初めての方）　　定　員：10人
費　用： 1,000円（受講料100円・材料費900円）
持ち物： エプロン・ゴム手袋・ピーラー
その他： 汚れてもいい服
大藤交流センター
申込み： 11月4日（金）9：00～

技術を磨こう　秋の剪定
11月15日（火）・17日（木）【予備日18日（金）】

9：00～12：00

毎年恒例の剪定講座、今年は田原小学校の
「モッコク」をメインに開催します。他にも、イト
ヒバ・マキ・サツキ等の剪定も行う予定です。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 300円（受講料200円・保険料100円）
持ち物： ヘルメット・刈り込みばさみ・剪定ばさみ・

植木ばさみ・軍手・飲み物・筆記用具
その他： 長袖・長ズボンでご参加ください。

田原交流センター
申込み： 10月18日（火）8：30～

お世話になったあの人へ
消しゴムはんこDE年賀状
12月3日（土）　9：30～12：00

親しい方に心を込めた年賀状を…今年は「消し
ゴムはんこ」を押した年賀状を送ってみませんか。
図柄は決まり次第センターに展示します。
講　師： 春太郎先生
対　象： どなたでも　　　定　員：10人
費　用： 1,000円（受講料高校生以上100円・材料費900円）
持ち物： 彫刻刀・カッターマット（いずれもお持ちの方）・

カッター（デザインカッター）・えんぴつ

田原交流センター
申込み： 11月5日（土）8：30～

新年に彩りを
フラワーアレンジメント
12月24日（土）　10：00～11：30

新年に彩りを添える華やかなフラワーアレン
ジメントを作ります。お子さんも初心者も、みん
なで気軽に楽しく作ってみましょう。
対　象： どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
定　員： 20人
費　用： 1,200円
 （受講料高校生以上100円・材料費1,100円）
持ち物： 花ばさみ・持ち帰り用袋（底のあるもの）

田原交流センター
申込み： 11月26日（土）8：30～

クリスマス　カップケーキ作り
12月24日（土）　10：00～11：30

クリスマス♬市販のケーキもいいけど、今年は
自分で作ったカップケーキを食べるのはいかが
ですか?
対　象： 小学生　　　定　員：10人
費　用： 600円（材料費）
持ち物： エプロン・三角きん・手拭き・
 持ち帰る袋
大藤交流センター
申込み： 11月24日（木）9：00～

向笠の里の歴史散策
11月26日（土）　9：00～12：00

向笠地区には、古くから伝わる史跡などが多く
残っています。「向笠史談会」の皆さんの協力のもと、
散策しながら向笠の歴史に触れてみませんか？
対　象： 大人　　　定　員：15人
持ち物： 筆記用具・飲み物
 ※「向笠史跡のしおり」をお持ちの方

はご持参ください。
その他： 歩きやすい靴で・飲み物・マスク着用（随時）

向笠交流センター
申込み： 10月16日（日）9：00～

今年もやります！　しめ縄作り講座
12月27日（火）　13：00～15：30

恒例のしめ縄作り講座です。
今年も、しめ縄飾りをご自分の手で作り、新年を
迎えましょう。
対　象： 大人　　　定　員：15人
費　用： 1,000円（受講料100円・材料費900円）
持ち物： 剪定ばさみ
その他： 汚れてもよい服装（スカート不可）

向笠交流センター
申込み： 11月27日（日）9：00～

毎年恒例　しめ縄飾り
12月25日（日）　13：00～16：00

毎年恒例！！　しめ縄飾り　手作りのしめ縄飾りで
新しい年を迎えましょう。※床に座って作ります。
対　象： 大人　　　定　員：15人
費　用： 900円（受講料100円・材料費800円）
持ち物： わらを切るハサミ
その他： 汚れてもいい服装

大藤交流センター
申込み： 11月25日（金）9：00～

磐田市生涯学習講座＆イベント情報
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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

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

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

【全２回】　歩いて学ぶ歴史講座　パート６
１１月１９日（土）　10：00～12：00　　　１１月２７日（日）　9：00～12：00

今年は江戸時代の太田川と利根川の治水工事の共通点を探るべく、埼玉・千葉への出張調査の報告
もあります。２日目は恒例のウォーキングです。
対　象： 大人　　　定　員：20人
費　用： 400円（受講料200円・資料代200円）
持ち物： 一日目は筆記用具　二日目は飲み物・帽子　　　その他：歩きやすい靴など（小雨決行）

南御厨交流センター　　　申込み：10月1日（土）8：30～

秋の手作り講座　「ドライフラワーを使った小さなリース作り」
１１月９日（水）　9：30～11：00

輪っ下にした小さなツルにドライフラワーをグルーガンで接着して作ります。
花の季節の思い出をかわいくリースにまとめて飾ってみましょう！
対　象： 大人　　　定　員：6～8人　　　費　用：600円（受講料100円・材料費500円）
持ち物： 切り花用のはさみ・新聞紙1枚・グルーガン（お持ちの方）
 ※グルーガンをお持ちでない方の分は、こちらで用意します。

御厨交流センター　　　申込み：10月5日（水）8：30～

【全２回】　シニアのための楽しいロコモフラ
12月６・１３日（火）　10：00～11：30

ロコモフラは、フラの動作を取り入れた有酸素運動です。振り付けを覚えなくていいので、どなたでも
始められます。ハワイアンの音楽にのせて身体を動かし下半身の筋力をつけます。ロコモ防止になります。
対　象： 大人　　　　　　　　定　員：12人　　　　　　　　費　用：２００円（受講料）
持ち物： マスク・飲み物　　　その他：2F和室で行います。

西貝交流センター　　　申込み：11月8日（火）8：30～

クリスマスリースを作ろう
11月26日（土）　9：30～12：00

今年はどんなリースにする？様々な種類のオーナメントの中から好きな飾り
を選んで自分だけのおしゃれなクリスマスリースを作ります！
対　象： 小学生（3年生以下は保護者同伴で）～大人まで　　　定　員：15人
費　用： 1,000円（受講料１００円・材料費900円）
持ち物： 工作用ハサミ・新聞2、3枚・手ふきタオル・持ち帰り用袋

南御厨交流センター　　　申込み：10月29日（土）8：30～

特産物を作ろう！　「初めての干し柿づくり」
12月3日（土）　13：30～15：30

冬の保存食、干し柿は食物繊維がいっぱいで栄養満点ですね。作り方・干し方・保存方法などを実際に
作りながら学びます。
対　象： 大人※初めての方対象　　　会　場：御厨交流センター会議室
定　員： 10人　　　費　用：1,000円（受講料100円・材料費900円）
持ち物： エプロン・ゴム手袋・マスク・ピーラー・持ち帰り袋　　　その他：汚れてもいい服装

御厨交流センター　　　申込み：11月4日（金）8：30～

御厨交流センター展示　「書道」
①12月9日（金）～令和5年１月11日（水）
②令和5年1月15日（日）～28日（土）　

①交流センターで活動されているサークル「墨
友会」の皆さんの作品を展示します。

②地域の子供たち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しております

多文化共生講座　静岡と韓国
11月19日（土）　14：00～15：00

韓国の地域外交専門官の方から、韓国の暮らしと
文化・静岡県と韓国の関わりについてのお話を
伺います。ぜひ、他国の文化を知ってみましょう。
対　象： 大人（中高生も可）　定　員：20人
費　用： 無料　持ち物：マスク・筆記用具・飲み物
その他： 参加希望が多い場合は、体育館で行います。

西貝交流センター
申込み： 10月22日（土）8：30～

消しゴムハンコで年賀状
11月26日（土）　13：30～15：30

消しゴムハンコで年賀状を作ってみませんか?
手作りの年賀状で、さらに気持ちも伝わります。
初めての方でも大丈夫です。
対　象： 大人　　　定　員：12人
費　用： 1,000円（受講料100円・材料費900円）
持ち物： マスク・カッター・鉛筆・新聞紙
（お持ちの方は、カッターマット・彫刻刀（角刀）・デザインカッター　など）
その他： ブログで作品見本を紹介します。

西貝交流センター
申込み： 10月29日（土）8：30～

クリスマスフラワーアレンジメント
12月18日（日）　10：00～11：30

クリスマスにぴったりな素敵なアレンジメント
を作ってみましょう。お花を少し変えるだけで、
お正月まで飾れます。
対　象： 小学生以上　　　定　員：12人
費　用： 1,000円（受講料１００円・材料費９００円）
 小・中学生は材料費のみ
持ち物： マスク・花ばさみ・新聞紙・ぞうきん・

持ち帰り用の底の広い袋または箱

西貝交流センター
申込み： 11月18日（金）8：30～

ミニ門松教室
12月21日（水）　13：30～15：00

竹を結わえて可愛いミニ門松を作りましょう。
作るのは１個です。２個欲しい方は申込み時にお伝え下さい。
対　象： 大人　　　 費　用：400円（受講料100円・材料費300円）
定　員： 15人　　　持ち物：ハサミ・カッターナイフ

南御厨交流センター　　　申込み：11月30日（水）8：30～

昔ながらのしめ飾り作り
12月22日（木）　9：30～11：30

わらを編み、宝船や米俵を飾る今では貴重な昔ながらのしめ飾りの作り方
を、地域の達人に教わります。
対　象： 大人　　　 費　用：900円（受講料100円・材料費800円）
定　員： 15人　　　持ち物：ペンチ・ハサミ・持ち帰り用の袋

南御厨交流センター　　　申込み：12月1日（木）8：30～

【全6回】　やさしい囲碁教室
１２月３・１０・１７日・令和5年１月７・１４・２１日（土）　9：30～11：00

年齢を問わず誰でも楽しめ、知らぬ同士もすぐ意気投合できる囲碁。
初めての方も久しぶりの方も土曜の半日、いっしょに囲碁を楽しみませんか。

対　象： どなたでも　　　　　 定　員：16人
費　用： 600円（受講料）　　　持ち物：筆記用具

南御厨交流センター　　　申込み：11月12日（土）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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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

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

【全3回】　初心者の小原流生け花講座
12月27日・令和5年1月24日・2月21日（火）　13：30～15：00

今ではおなじみの水盤と剣山を使った優しい生け花を考案したのが小原流です。盛花を
基本に現代空間にふさわしい生け花の基本を学びます。季節の花を生けて、花のある暮ら
しを楽しんでみませんか？１２月にはお正月用のお花を生けます。
対　象： 大人　　　定　員：10人　　　その他：マスク着用でお越しください
費　用： 3,000円／3回分（受講料300円・材料費2,700円）
持ち物： 花ばさみ・新聞紙・タオル・筆記用具

南交流センター　　　申込み：11月27日（日）9：00～

樹木の手入れ教室
11月8日（火）（予備日9日（水））

9：30～11：00

ご家庭にある庭木のお手入れで、「枝の切り方
や管理の仕方」など悩んだことはありません
か？この講座では、樹木の剪定の基礎を学び、
交流センターにある槙、樫、紅葉、柿の木を実
際に剪定しながら学びます。
対　象： 大人　　　定　員：15人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： 剪定ばさみ・小型のこぎり（お持ちの

方）・手袋・タオル・飲み物・筆記用具
その他： マスク着用でお越しください

南交流センター
申込み： 10月12日（水）9：00～

おひとり様になった時の為に
11月11日（金）　14：00～15：30

おひとりになることへの不安は、ありませんか？
人生の最後を、自分らしくどのように終えたい
のかをイメージして、これからを前向きに、より
よく生きていきましょう。
対　象： 大人　　　定　員：15人
費　用： 無料　　　持ち物：マスク・筆記用具
講　師： 市民相談センター

見付交流センター
申込み： 10月7日（金）9：00～

お腹を元気にしよう教室
12月3日（土）　10：30～12：00

口から、食べ物が入って、どこへ行くのかな。お腹の
中には、どんな菌がすんでいるのかな。お腹を元気に
するポイントを、お伝えします。お土産付きです。
対　象： 小学3年生以上のどなたでも
定　員： 30人　　　費　用：無料
持ち物： マスク
講　師： 西静岡ヤクルト販売株式会社

見付交流センター
申込み： 11月2日（水）9：00～

本場韓国の食材で作る　白菜キムチ
12月10日（土）　9：30～11：30

素敵な講師との出会いあり、美味しい味との
出会いあり、美味しいものが大好きな人との
出会いあり、美味しさの秘訣にであえます。
対　象： どなたでも　　　定　員：13人
費　用： 1,600円（受講料100円・材料費1,500円）
持ち物： マスク・エプロン・三角きん・
 持ち帰り容器

見付交流センター
申込み： 11月8日（火）9：00～

【２教室】　しめ飾り教室
12月17日（土）または18日（日）9：00～11：30

恒例、しめ飾り教室。手作りのしめ飾りで新しい年を
迎えましょう。どなたでも立派なしめ飾りができます。
対　象： 大人（床に座って作業できる方）
定　員： 各回15人
費　用： 600円（受講料100円・材料費500円）
持ち物： マスク・わら切り用のはさみ・ペンチ・

紙を切るはさみ・ホッチキス
その他： 座布団をお持ちいただくなど各自で

防寒対策をしてお越しください。

見付交流センター
申込み： 11月11日（金）9：00～

見付に残る　家康ゆかりの地を巡る
11月19日（土）　9：00～12：00

徳川家康の歩いた見付の街を、磐田市観光
ボランティアガイドの話を聞きながら、歩いて
みませんか。
対　象： どなたでも　　　定　員：30人
費　用： 無料　主催：見付地区地域づくり協議会
持ち物： 飲み物・帽子・マスク・タオル
その他： 小雨決行　中止の場合、前日迄に連絡します。

見付交流センター
申込み： 10月8日（土）9：00～

英語で　クリスマスカードを作ろう
11月26日（土）　10：00～11：30

もうじき、クリスマスですね。英語で、楽しく、
クリスマスカードを作ってみましょう！
お土産つきです。
対　象： 小学生　　　　　　 定　員：10人
費　用： 100円（材料費）　　 持ち物：マスク

見付交流センター
申込み： 10月18日（火）9：00～

松の手入れ教室（秋）
11月15日（火）（予備日16日（水））

9：30～11：00

剪定が難しいといわれる松ですが、交流センター
にある松を実際に剪定して、基本を学びます。
春には新芽を手入れしました。この秋は増えた
枝や葉を剪定して、形を整えていきます。

対　象： 大人　　　定　員：15人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： 剪定ばさみ・手袋・タオル・飲み物・

筆記用具
その他： マスク着用でお越しください

南交流センター
申込み： 10月25日（火）9：00～

冬休み　書初め教室
12月24日（土）
13：30～15：30

冬休みの宿題の書初めを書道の先生に教えて
もらおう！

対　象： 小学3年生～中学3年生
定　員： 10人　　　費　用：無料
持ち物：  「手本と練習」（学校で配られる）・習字

道具一式（墨汁は多めに）・書初め用筆・
下敷き・用紙・新聞紙・上履き

その他： マスク着用・汚れてもよい服装で

南交流センター
申込み： 11月26日（土）9：00～

【全２回】　あなたは大丈夫？　フレイル予防講座
11月10・17日（木）　13：30～15：00

「フレイル」とは、加齢とともに心身の活力が低下し、健康障害を起こしやすくなった状態
のこと。フレイルから介護につながる危険信号を見逃さないための予防法を学びます。
対　象： 大人　　　定　員：30人　　　費　用：無料
持ち物： マスク・筆記用具　　　　　　　講　師：明治安田生命保険相互会社

見付交流センター　　　申込み：10月4日（火）9：00～

磐田市生涯学習講座＆イベント情報
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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

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

長野文化祭（作品展）
１０月２２日（土）13：00～プレオ－プン　　　１０月２３日（日）9：00～ 12：00

本年度は作品展のみ行います。センターで活動しているサ－クルや長野地区の方々の作品展示です。
10/23の9：00から開会式には南部中学校吹奏学部の演奏や、しっぺい君も参加する予定です。
ぜひ、芸術の秋をお楽しみください。

長野交流センタ－　　　みなさんのお越しをお待ちしています。

【全２回】　子育てが楽しくなる
わらベビと抱っこと子育ての話
11月8・15日（火）　10：00～11：30

わらべうたベビーマッサージで赤ちゃんにふれて見
つめて語りかけ、親子で楽しくスキンシップ。１回目
は心地いい抱っこの仕方、２回目は保健師さんの育
児とママの生活についての話も合わせて行います。
対　象： 親子　生後2ヶ月～1歳前後のお子様と保護者

ママ以外のご家族の参加・同伴も可
定　員： 10組　　　費　用：無料
持ち物：バスタオル・お出かけセット・8日のみ抱っこひも
その他： 予防接種後48時間以内のお子さんはマッサージ出来ません。

中泉交流センター
申込み：10月8日（土）8：30～

「ポールウォーキング講座」　みんなで健康めざそう　ウォーキング ｉｎとよおか
１１月5日（土）　9：00～11：30（受付8：30～）

ポールウォーキングの講習（歩き方講座）とコースに出ての実践です。
みんなで楽しくポールウォ―キングをして、運動の楽しさを実感してみましょう。
対　象： 中学生以上　 定　員：30人　 持ち物：飲み物・タオル　 その他：運動のできる服装

豊岡中央交流センター　　　申込み：10月5日（水）8：30～

しめ飾り　アレンジフラワ－教室
１２月１８日（日）　10：00～ 12：00

華やかでモダンなしめ飾りで新しい年を迎えま
しょう！交流センターに見本を11月から飾りま
すのでご参考にしてください。
対　象： 中学生以上　定　員：10人
費　用： 2,000円（受講料高校生以上100円・教材費 1,900円）
持ち物： はさみ・ペンチ・新聞紙
　　　   持ち帰り用の袋または箱

長野交流センター
申込み： 11月18日（金）9：00～

【TsumuGiver】　紡ぎ場
11月27日（日）　10：0０～ 17：0０

キッチンカー・パン屋さんや焼菓子屋さんなどの飲食店と、ア
クセサリーなどの物販ブース合わせて40店舗が集まる楽しい
イベントで地元磐田を盛り上げます。※講演会は予約制です。
会　場： 長野交流センター施設・グラウンド
主　催： 紡ぎ場実行委員会
ペップトーク 無料講演会は
14：00から15：30まで
講演会会場：体育館
講演会定員：120人 
申　込： 右のQRコードから ⇒

「地元磐田市の未来を紡ぐ」をコンセプトに
ヒト・コト・モノを紡ぎます。

～みんなで子育て～
カラフル・ブリッジフェア IN 磐田
11月19日（土）　10：00～ 16：00
１１月20日（日）　10：00～ 15：00

衣食住の安全安心・防災・遊びや夢・チャレンジを応援
する多数の企業やNPO団体がブース出展する楽しいイ
ベントです。スタンプラリーや、キッチンカーも来るよ。
会　場： 長野交流センター施設・グラウンド
主　催： 認定NPO法人COMPAS
問合せ： 0538-86-3486
　　　　info@npo-compas.com
★来場無料★駐車場あり

子どもから大人まで、子育てを通して
住みよいまち「磐田」を目指そう！

田舎こんにゃく作り講座
11月6日（日）　13：30～15：30

こんにゃく芋を使って、家庭でも作れる昔ながら
の作り方を学びます。
対　象： 大人　　　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（手拭き・食器拭き用）・タオル2枚

豊岡中央交流センター
申込み：10月5日（水）8：30～

【全２回】　スマートフォン初心者のための
アプリを簡単便利に使うコツ
11月22・29日（火）　10：00～11：30

スマホにあったら便利なアプリの使い方と注意
点を学びます。
1回目は地図アプリ、2回目は静岡県防災アプ
リになります。

対　象： 大人
定　員：10人
費　用： 300円（受講料200円・資料代100円）
持ち物： 普段お使いのスマートフォン・筆記用具

中泉交流センター
申込み：10月22日（土）8：30～

フレッシュグリーンの
クリスマスアレンジメント
12月17日（土）　10：00～11：30

常緑樹（コニファー・ヒバ等）を吸水性スポンジ
に挿すため長持ちします。クリスマスが終わった
ら葉ボタンを飾ってお正月仕様に変えられます。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 2,100円（受講料100円・材料費2,000円）
持ち物： 作品を持ち帰る袋（底が広い大きさの物）

中泉交流センター
申込み：11月12日（土）8：30～

【全２回】　美文字レッスン
筆ペンで書く年賀状

12月6・13日（火）　13：30～15：00

そのまま使える年賀状のお手本の練習に加え
て名前と住所の練習も行います。手書きの文
字で心のこもった年賀状を送ってみませんか。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 800円（受講料200円・材料費600円）
持ち物： 鉛筆・文鎮（お持ちの方）

中泉交流センター
申込み：11月9日（水）8：30～

歴史を学び体感する
徳川家康と磐田

12月3日（土）　10：00～11：30

令和５年１月からのNHK大河ドラマ「どうする
家康」の放送に合わせ、家康と磐田について学
びます。全３回で今回は遠州を中心に、２回目
は中泉御殿の話しを聞き、3回目は中泉ゆかり
の地を歩きます。
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： 全3回ですが、募集はその都度行います。

中泉交流センター
申込み：11月2日（水）8：30～

【全2回】　干支入り浮き文字工芸講座
11月19・26日（土）　9：30～11：30

木の板に文字を浮かせる技法で、来年の干支
【卯】を入れた飾り表示板作りを学びます。お正
月飾りにピッタリです。
対　象： 大人　定　員：12人
費　用： 1,400円
　　　　（受講料100円・材料費1,300円）
持ち物： 赤のボールペン・歯ブラシ・15㎝の

定規・新聞紙・筆記用具

豊岡中央交流センター
申込み：10月19日（水）8：30～

「とよおか学び舎」講座
講演会 「家康と社山城」
12月25日（日）　13:30～ 15：30

社山城は、戦国時代後半、徳川・武田の戦いの舞台となり、現在
は磐田市の指定史跡となっています。城郭研究の加藤理文先生
を講師に招き、徳川家康と社山城について語っていただきます。
～豊岡中央・豊岡東交流センター合同開催～
対　象： 大人　　定　員：80人　持ち物：筆記用具
講　師： 加藤理文先生 (公益財団法人日本城郭協会理事）
共　催：とよおか学び舎

豊岡中央交流センター
申込み：11月19日（土）8：30～

令和５年

卯年

（例）

■ 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



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

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
①11月１日（火）～３0日（水）
②12月１日（木）～２４日（土）

①葛布織展（葛楽）　　　②野の花押し花展
※ロビー展示希望者は東交流センターへ
　お問合せください。

「とよおか学び舎」講座
社山城址ウォーク

11月27日（日）　8：20～12：00

磐田市の指定史跡である「社山城跡」を市文化財
課職員等の案内で踏査（見学）します。豊岡東交流
センターに集合し「社山城跡」まで地形や由緒・
史跡等の説明を受けながら歩きます。
～豊岡東・豊岡中央交流センター合同開催～
対　象： 小学生～大人（小学生は保護者同伴）
定　員： 30人　　持ち物：飲み物・筆記用具
費　用： 200円（受講料100円・保険料100円）
その他： 歩きやすい服装　　共　催：とよおか学び舎
集　合： 8：20豊岡東交流センター

豊岡東交流センター
申込み： 10月27日（木）8：30～

ダイコンキムチづくり講座
12月17日（土）　9：30～12：30

寒い時期はやっぱりキムチですね。今回はダイコン
キムチづくりに挑戦してみましょう。疲労回復、
便秘や美肌効果のほかに免疫力アップにつながる
といわれています。
対　象： 大人（親子可）　　　定　員：15人
費　用： 1,600円
 （受講料100円・材料費1,500円）
持ち物： マスク・エプロン・三角きん・
 持ち帰り容器

豊岡東交流センター
申込み： 11月17日（木）8：30～

そば打ち体験講座
12月24日（土）　9：30～12：00

「そば」の旬は11月12月です。年越しも間近とな
りました。今回も県下でも屈指のアマチュア有段
者を講師に迎え美味しい「そば打ち」をします。
お早めにお申し込みを！
対　象： 大人　　　定　員：9人
費　用： 1，000円
 （受講料100円・材料費900円）
持ち物： マスク・エプロン・三角きん・ふきん

筆記用具・持帰り容器

豊岡東交流センター
申込み： 11月24日（木）8：30～

豊岡東地区中学生以上
全住民アンケート結果報告会
１２月17日（土）　13：30 ～ 15：30

全住民アンケートは９６％という高い回収率にな
りました。結果をスライドで紹介し、楽しく地域を
考える報告会としたいと思います。どなたでも参
加できますので、ぜひ皆さんでご参加ください。
対　象：  地区住民や関係者
会　場：  豊岡東交流センター 体育館
その他： 体育館は冷え込む場合がありますの

でご注意ください。

豊岡東交流センター
みなさんのお越しをお待ちしています。

しきじカレッジ＆ヴィレッジ
とよおかグローバル・デイ
12月10日（土）　13：30～16：00

今回のWSは環境保全協議会が大学生や企業
等と東小跡地について議論してきた内容を、全
住民アンケート結果も含め議論を深めます。

対　象： 大人
定　員： 40人　　　費　用：無料
持ち物： マスク・筆記用具

豊岡東交流センター
申込み： 11月10日（木）8：30～

楽しく学ぼう
ドローンを飛ばしてみよう
12月11日（日）　13：30～15：30

人気のドローン講座（第２回）を開催します！
楽しくドローン操縦体験をしてみましょう。
先生のデモ飛行も見られます。

対　象： 大人
定　員： 10人　　　費　用：無料
持ち物： 筆記用具・室内用シューズ
※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： 11月11日（金）8：30～

豊岡東交流センター　「文化祭」
11月19日（土）～20日（日）

9：00～16：30（20日：15：00まで）

東交流センターまつりの展示部門を「文化
祭」として開催いたします。幼・保・小・中
学校の作品をはじめ、絵画・書道・写真・
陶芸・生け花・立体書画や団体活動記録・
健全育成ポスターコンクール（小中学生）
など豊富な作品を展示します。
会　場： 豊岡東交流センター（体育館）
※来場者・出展者にはお楽しみ「福引き」で
　おもてなし！！お誘いの上ご来場ください。

豊岡東交流センター
みなさんのお越しをお待ちしています。

親子で干し柿づくり
11月26日（土）
9：30～11：30

柿の産地「敷地」は、渋柿を加工した「ころ柿」も
有名です。渋柿は皮をむいて干すことで甘く
なり、昔は保存食としても貴重な食べ物でした。
昔ながらの素朴な味を家庭で楽しめます。
対　象： 親子（大人単独可）　定　員：8組
費　用： 1,000円
 （高校生以上受講料100円・保険代100円
 （子どもも100円）・材料費800円）
持ち物： マスク・エプロン・ゴム手袋・剪定ばさみ

豊岡東交流センター
申込み： 10月26日（水）8：30～

～迎春～　お正月を彩るお花を生けましょう。
12月25日（日）　9：30～11：30

お正月には一味違ったフラワーアレンジメント
で玄関にお花を飾ってみませんか?
対　象： 大人　　　定　員：15人
費　用： 1,500円（受講料100円・材料費1,400円）
持ち物： 花ばさみ・新聞紙・筆記用具・マスク

井通交流センター
申込み：11月24日（木）9：00～

冬休み　こども書き初め教室
12月25日（日）　13：30～15：30

冬休みの宿題書き初めを、みんなで楽しく終わ
らせよう！習字の先生が丁寧に教えてくれます。
対　象： 小学3年生～中学3年生
定　員：10人　　　費　用：無料
持ち物： 習字道具一式・書き初め用筆・書き

初め用下敷・手本と練習（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：11月26日（土）9：00～

懐かしの　16ミリ映画フィルム上映会
１２月１１日（日）　9：00～ 12：00

「ああ、懐かしい…」と思われる方も、「16ミリ
フィルムってどんなもの？」と思われる方も是
非いらしてください。ご家族みなさんでどうぞ。
（アニメ他3本上映予定）
対　象： 3歳以上
定　員： 40名（１本上映）
費　用： 無料　　持ち物：マスク

井通交流センター
みなさんのお越しをお待ちしております

交通安全は長寿の秘訣！！　楽しみながら交通安全を再確認しましょう。
11月18日（金）　10：00～11：30

交通安全講話・参加型機材体験・体操や手遊び…体力や俊敏性を確認するチャンスです。
是非体験してみましょう。
対　象： 大人　　　定　員：20人　　　費　用：無料　　　持ち物：筆記用具・マスク

井通交流センター　　　申込み：10月20日（木）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 　8



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

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

社会福祉講座
成年後見制度を知ろう

11月11日（金）　10：00～11：00

高齢者や障害のある方が、住み慣れた地域で
自分らしく安心して暮らすために、成年後見制
度について成年後見支援センターと豊田地域
包括支援センターの社会福祉士の方が詳しく
教えてくださいます。これで老後は大丈夫！
対　象： 大人（磐田市在住の方）
定　員：30人
費　用：無料
その他：マスク着用

富岡交流センター
申込み：10月12日（水）9：00～

【全5回】　しなやかな身体をつくる　太極拳
１１月２・１６・３０日・１２月７・２１日（水）　10：00～11：30

およそ４００年前、中国清の時代に生まれた太極拳。全身のツボや経絡を刺激するともいわれ、高い健康効果が世界で
注目されています。身体の柔軟性を高め、健康促進・転倒予防にも良いといわれる太極拳をやってみませんか？
対　象： 大人　　　定　員：20人　　　費　用：500円（受講料）
持ち物： 上靴　　　その他：動きやすい服装

池田交流センター　　　申込み：10月14日（金）9：00～

親子で
クリスマスリースを作ろう
12月3日（土）　9：30～11：30

「永遠の愛」や「魔除け」を意味するクリスマス
リースを今年は親子で作ってみませんか？もち
ろんお一人でも大丈夫です。手作りリースを玄
関に飾って大切な方をお迎えしましょう。
対　象： 子ども・大人（磐田市在住の方）
定　員： 10人（10組）
その他：マスク着用
費　用： 1,300円（受講料100円・材料費1,200円）
持ち物： 花ばさみ・ペンチ・新聞紙2～3枚・

持ち帰り用紙袋

富岡交流センター
申込み： 11月2日（水）9：00～

冬休みの宿題対策　書初め教室
12月27日（火）　10：00～12：00

冬休みの宿題にもなっている書初め。書道歴
３５年の先生が丁寧に教えてくださいます。書道を
学びながら宿題も一緒に進めていきませんか？
※お子様のみの参加も可能です。
対　象： 小学3年生以上
定　員： 10人※兄弟がいる場合、サインペン

　　　 の宿題をみることも可能です。
持ち物： 習字お道具一式・書初め用紙・新聞

（あれば２束くらい）

池田交流センター
申込み： 11月27日（日）9：00～

日本の文化を知る　しめ縄飾り
12月20日（火）　13：00～16：30

毎年恒例！！
手作りのしめ縄飾りで
お正月を迎えませんか？
対　象： 大人　定　員：15人
費　用： 1,000円（受講料100円・
　　　　材料費９００円）
持ち物： 事務用ハサミ・剪定用ハサミ
その他： 床に座って作業するため
 動きやすい服装
池田交流センター
申込み： 11月24日（木）9：00～

玄関に飾ろう　しめ飾り講座
12月23日（金）　9：00～12：00

新しい年神様を、手作りのしめ飾りを玄関に
飾ってお迎えしましょう。初めての方でも先生が
丁寧にお教えてくれますから大丈夫ですよ。

対　象： 大人（床に座って作業できる方）
 　　（磐田市在住の方）
定　員： 15人
費　用： 1,000円（受講料100円・材料費900円）
持ち物： 剪定ばさみ・ペンチ・千枚通し
その他： 動きやすい服装（パンツ等）・マスク着用

富岡交流センター
申込み： 11月24日（木）9：00～

富岡創生協議会主催歴史講座
徳川家康と平野重定

12月13日（火）　10：00～11：30

「～家康の鷹狩りで代官となった重定公～」家
康は大の鷹好き、鷹通であった。ある朝、鷹狩
りの途中で重定を見出した家康。その後の重
定の業績と家康の関係を歴史文書館長さんが
解説してくださいます。

対　象： 大人（磐田市在住の方）
定　員： 25人
費　用：無料　　　　　　
その他：マスク着用

富岡交流センター
申込み： 11月15日（火）９：００～

【全4回】　革小物製作体験
自分だけのスマホケース入れ

12月2・9・16・23日（金）　13：30～15：30

型紙作りから、裁断、下処理、最後の仕上げまで、
一連の流れを全て自分の手で行っていきます。
丈夫で長持ちする本革。一生愛用できる小物を
手作りしませんか？
対　象： 大人　　　定　員：１０人
費　用： 10,600円
 （受講料４００円・初心者セット＋材料費）
※11月1日～センターにて革の色を決めて頂きます。

池田交流センター
申込み： 10月19日（水）9：00～

SDGｓに因んだ
男女共同参画パネル展

スタンプラリーで楽しく学ぶ　１１月１日（火）～１１月３０日（水）

最近、よく聞く「SDGｓ×ジェンダー平等」意味や社会の取り組み、問題についてイラストなどで
分かりやすく解説しているパネル展です。
【展示会場】豊田東交流センター・富岡交流センター・池田交流センター
３交流センター、違う内容を展示。
３交流センターを回った方には、「みんなで目指すSDGs」啓発記念品あり。

富岡・池田・豊田東の3交流センター合同開催

親子でクリスマスケーキを
デコっちゃおう（^_-）-☆
12月18日（日）　10：00～12：00

もうすぐクリスマス★親子でショートケーキの
飾りつけを楽しみませんか？15cmのホール
ケーキのデコレーションをしていきます。
対　象： 幼稚園以上の親子
定　員： 5組
費　用： 1,700円（材料費）
持ち物： エプロン・三角きん・
 ケーキを入れるもの

池田交流センター
申込み： 11月15日（火）9：00～

イスに座って　チェアヨガ講座
11月15・22・29日（火）　10：00～11：00

イスの特性を利用して、ストレッチや筋力トレー
ニングなどの運動をするヨガです。呼吸法やプ
チ瞑想もします。あなたも是非体験してみませ
んか？
対　象： 大人（磐田市在住の方）
定　員：10人
費　用：300円（受講料）
持ち物： 体育館シューズまたは室内シューズ・

飲み物・汗拭きタオル
その他： 動きやすい服装・マスク着用

富岡交流センター
申込み：10月13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



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

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

親子・友達でそば打ち体験
12月11日（日）　10：00～11：30

地元の「そばの会」会員が丁寧に指導してくれるので、素人でも美味しいそばが5、6人前
お持ち帰り出来ます。道具などは全て用意しますので、気軽にご参加頂けます。
対　象： 親子や友達2人1組　　　定　員：10組20人
費　用： 親子1組1,100円・大人同士1,200円（材料費1組1,000円・受講料大人100円）
持ち物： 筆記用具・エプロン・三角きん・マスク

豊田東交流センター　　　申込み：11月13日（日）9：00～

介護講座②　「認知症の方の暮らしって？」
11月17日（木）　13：30～15：30

認知症を知る講座第２回目は、実際に在宅・施設で認知症の方にかかわっているケアマ
ネジャー・グループホームの方から認知症の方の暮らしや想い、そしてケアについてのお
話を伺います。個別相談や情報交換のコーナーも設けます。
対　象： 一般　　　　　定　員：20人　　　　　費　用：無料
持ち物： 筆記用具　　　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：10月20日（木）9：00～

なるほど！　薬と健康よもやま話
12月14日（水）　10：00～11：30
地元の薬剤師さんを講師として迎え、薬の正しい
使い方から感染症対策、そして、食べ物・栄養や
健康などに関する“ためになる話”の数々をお
聞きします。

講　師：静岡県薬剤師会
対　象：一般
定　員：２０人
費　用：無料
持ち物：筆記用具

青城交流センター
申込み：11月16日（水）9：00～

プロが教える　クリスマスケーキ作り
12月11日（日）　9：30～12：00
あの西洋菓子家田の元パティシエ家田彰さん
が教えてくれます。15cmのレアチーズケーキ
を作り、生クリーム・イチゴやクリスマスのデコ
レーションを飾りつけます。親子でも大人単身
でも参加できる講座です。

対　象：小学生親子・一般
定　員：10人（組）
費　用：2,200円（受講料100円・材料費2,100円）
持ち物：エプロン・タオル・三角きん・ふきん3枚

青城交流センター
申込み：11月13日（日）9：00～

第３回　青城フリーマーケット
10月23日（日）　10：00～13：00
ご家庭で不要になった生活用品・日常雑貨等の
大切な資源を、SDGｓを意識してリサイクルす
ると同時に、地域の方々同士のふれあいの場に
したいと開催します。
お気軽にお立ち寄りください。
会　場：多目的フロア
区画数：14区画（予定）
出品物：生活用品・日常雑貨等
その他：マスク着用でお願いします。
【同時開催】
豊田南中学校制服リサイクル

お問合せ：青城交流センター

青城フェスタ２０２２
11月26日（土）・27日（日）

１１月２６日（土）13：00～17：00
作品展示
１１月２７日（日）  ９：30～15：00
作品展示
ステージ発表
ゲーム・体験コーナー
しっぺいも来るよ！
遊びに来てください。待ってます。
会　場：青城交流センター　

お問合せ：青城交流センター

展示案内①　アートセラピー作品展
10月22日（土）～11月17日（木）

8：30～17：00

当交流センターで毎月第3金曜日に活動され
ている「アートセラピー」の皆さんの作品を展
示します。アートセラピーとは、絵画や立体物
の制作などの創作活動を通し、心をケアする心
理療法とのことです。
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

展示案内②　押し花作品展
12月1日（木）～12月27日（火）

8：30～17：00

当交流センターで毎月第2金曜日に活動され
ている「押し花サークル」の皆さんの作品を展
示します。今回は、暮らし彩る四季の花を押
し花にしました。
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

【全4回】　今年も　干支のちりめん細工
11月11・18・25日・12月2日（金）　9：30～12：00

毎年大人気、干支のちりめん細工、来年の卯の置物で正月飾りにピッタリ、型どりはして
あるので簡単です。
対　象： 大人　　　定　員：10人　　　持ち物：筆記用具・裁縫道具・マスク
費　用： 1,600円（材料費1,200円・受講料400円）

豊田東交流センター　　　申込み：10月12日（水）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 ■ 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



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

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

新たな趣味に！　洋ランの育て方講座
11月5日（土）　9：30～11：30

洋ラン（ミニカトレア）の鉢植えの方法を学びます。鉢植えしたミニカトレアをお持ち帰り
できます。※花は咲いていません。
対　象： 大人　　　定　員：15人　　　持ち物：筆記用具・持ち帰り用袋
費　用： 1,100円（受講料100円・材料費1,000円）　　　その他：マスク着用

竜洋交流センター　　　申込み：10月13日（木）9：00～

【介護予防講座】　ノルディックウォークを体験しよう
11月19日（土）　10：00～11：30

自分でできる介護予防の一つに、意識的に身体を動かすことが挙げられ
ます。身体への負担が少なく、運動効果の高いノルディックウォークを体
験してみましょう。
対　象： 大人　　　定　員：15人　　　費　用：100円（受講料）
持ち物： 筆記用具・水分補給飲料・タオル
その他： 運動のできる服装・マスク着用

竜洋交流センター　　　申込み：10月21日（金）9：00～

クラフトバンドでクリスマスリース作り
11月17・24日（木）　9：30～11：30

クラフトバンドで作るポインセチアや柊などクリスマスらしい飾りをつけた
自分だけのクリスマスリースを作りましょう。
対　象： 大人　　　定　員：12人
費　用： 1,200円（受講料200円・材料費1,000円）
持ち物： はさみ・メジャー・木工用ボンド・新聞紙・筆記用具
その他： マスク着用

竜洋交流センター　　　申込み：10月20日（木）9：00～

ふれあい映画会
11月13日（日）　13：30～15：30

吉永小百合主演「北のカナリアたち」を上映します。
湊かなえの原案を基に誕生した衝撃と感動のヒューマンサスペンスです。
対　象： 大人　　　定　員：30人
費　用： 無料　　　持ち物：なし

ふれあい交流センター　　　申込み：10月13日（木）8：30～

クリスマス
フラワーアレンジメント

12月17日（土）
10：00～11：30

Xmasをステキに演出してみませんか？華やかで可愛らしいア
レンジフラワーを作ります。初心者でも簡単に楽しめます。
対　象： 小学生以上（小学2年生以下は保護者同伴）
定　員： 10人　　　その他：マスク着用
費　用： 1,100円（受講料高校生以上100円・材料費1,000円）
持ち物： 花切りはさみ･新聞紙・ぞうきん・持ち帰り用の袋か箱

竜洋交流センター
申込み： 11月16日（水）9：00～

そば打ち体験教室
12月10日（土）
9：00～11：30

そば打ちに挑戦してみませんか。
男性も女性もぜひお越しください。
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・ふきん・

上ぐつ

ふれあい交流センター
申込み： 11月10日（木）8：30～

しめ縄飾り教室
12月18日（日）
9：00～11：30

手作りのしめ縄飾りで新しい年を迎えましょう。
皆さんで楽しく作ってみませんか。
対　象： 大人
定　員： 15人
費　用： 400円（受講料100円・材料費300円）
持ち物： ペンチ・はさみ

ふれあい交流センター
申込み： 11月18日（金）8：30～

子ども料理教室
12月4日（日）

9：30～11：30　受付9：00～

みんなで楽しくお料理を作りましょう。
クリスマスパーティーにぴったりな簡単メニューです。
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・ふきん・

上ぐつ・持ち帰り用の容器

ふれあい交流センター
申込み： 11月4日（金）8：30～

【防災講座】　災害に備える知識を身につけ
「防災脳」を活性化！

12月10日（土）
10：00～ 11：30

いつ起こるかわからない災害を自分ごととしてとらえ自
然災害や避難行動の知識と具体的なノウハウを身につけ
ませんか？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： 11月9日（水）9：00～

【全２回】
冬休みこども書道教室
12月24日（土）・25日（日）
10：00～11：30

冬休みの宿題、書初めを
集中して仕上げましょう！
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
その他： マスク着用

竜洋交流センター
申込み： 11月24日（木）9：00～

住所　磐田市見付2989-3 ワークピア磐田一階
☎ 0538-37-4988

申込み：メールまたは電話受付

国際交流協会
KOKUSAIKOURYU

■ 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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にほんごボランティア体験会
①11月19日（土） ②20日（日） ③27日（日）　13：00～ 16：00

ご近所に暮らす外国人とやさしい日本語でおしゃべりしてみよう！日本語教室での対話交流活動について学び、体験します。
対象：高校生～大人　　　定員：各会場5人程度　　　費用：無料　　　持ち物：筆記用具
会場：①ららぽーと磐田②ワークピア磐田③竜洋交流センター、西貝交流センター　磐田国際交流協会へ　ice@iwataice.jp

申込み： 11月7日（月）9：00～



◎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　11月の日程を予約する場合→10月1日～10月31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

「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

11月 9日（水）
9：30～ 11：00 井 通 交 流 セ ン タ ー 豊田南中学区 骨密度測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

11月 10日（木）
9：30～ 11：00 南 交 流 セ ン タ ー 南 部 中 学 区 ストレスチェッカー・健康相談（保健師）・乳幼児の計測

11月 10日（木）
9：30～ 11：00 池 田 交 流 セ ン タ ー 豊 田 中 学 区 血管年齢測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

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

（主に神明中学区）
骨密度測定・健康相談（保健師）・乳幼児の計測

11月 16日（水）
9：30～ 11：00 大 藤 交 流 セ ン タ ー 向 陽 中 学 区 骨密度測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

11月 18日（金）
9：30～ 11：00 豊岡中央交流センター 豊 岡 中 学 区 インボディ測定・健康相談（保健師）・乳幼児の計測

11月 18日（金）
9：30～ 11：00 竜 洋 交 流 セ ン タ ー 竜 洋 中 学 区 骨密度測定・健康相談（保健師）・乳幼児の計測

11月 22日（火）
9：30～ 11：00 今 之 浦 記 念 館 第 一 中 学 区 インボディ測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

11月 25日（金）
9：30～ 11：00 福 田 南 交 流 セ ン タ ー 福 田 中 学 区 インボディ測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

11月 29日（火）
9：30～ 11：00 見 付 交 流 セ ン タ ー 城 山 中 学 区 血管年齢測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳児の計測

12月 1日（木）
9：30～ 11：00 長 野 交 流 セ ン タ ー 南 部 中 学 区 健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

12月 6日（火）
9：30～ 11：00 南 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・歯科衛生士）・乳幼児の計測

12月 9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）・乳幼児の計測

12月 13日（火）
9：30～ 11：00 青 城 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

12月 13日（火）
9：30～ 11：00 中 泉 交 流 セ ン タ ー 第 一 中 学 区 健康相談（保健師）・乳幼児の計測

12月 16日（金）
9：30～ 11：00 豊 岡 東 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

12月 16日（金）
9：30～ 11：00 竜 洋 西 会 館 竜 洋 中 学 区 健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

12月 20日（火）
9：30～ 11：00 元 宮 町 公 会 堂 城 山 中 学 区 健康相談（保健師）・乳児の計測

12月 21日（水）
9：30～ 11：00 岩 田 交 流 セ ン タ ー 向 陽 中 学 区 健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

12月 23日（金）
9：30～ 11：00 福田中央交流センター 福 田 中 学 区 健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

（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
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