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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

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４回】親子の絆づくりプログラム　<BPプログラム>
1月11・18・25日・2月1日（水）

13：30～15：30

初めて育児をしているお母さんのための、親子の絆づくり・仲間づくり・育児知識の学び
の講座です。
対　象： 生後2～5ヵ月の第一子とお母さん
定　員： 10組
費　用： 1,100円（テキスト代）
持ち物： 赤ちゃんと一緒のお出かけリストあり（申込後、郵送させていただきます）
その他： マスク着用

竜洋交流センター　　　申込受付中　1月4日（水）まで

ひな祭り

フラワーアレンジメント

2月22日（水）
10：00～11：30

もうじき桃の節句！春を先取りしたお花で、ひな祭りにピッタリの
フラワーアレンジメントを作りましょう！
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： 花切りはさみ・新聞紙・ぞうきん・持ち帰り用の袋か箱
その他： マスク着用

竜洋交流センター　　　申込み：1月25日（水）9：00～

【展示会】

山野草写真展

2月14日（火）～ 19日（日）
8：30～17：00

花は、どちらかといえば小柄で派手ではないが美しい「山野草」。
福田のアマチュア写真家の作品に、しばし癒されてみませんか？

会　場： 福田中央交流センター展示室

福田中央交流センター
みなさんのお越しをお待ちしています

第7回

なんでも作品展
2月17日（金）・18日（土）　8：30～17：00

19日（日）　8：30～14：30
趣味の方から本格派の方までジャンル・年齢を問わずに募った作
品を展示します。どんな作品が集まるかはお楽しみです。ぜひお
越し下さい。
【作品募集】
絵画・工芸（手芸）・書・生け花など、みなさまの作品を募集中で
す。作品の締め切りは1月31日（火）です。たくさんのご応募お待
ちしております。

お問合せ：竜洋交流センター

【講座】

ボタニカルキャンドルづくり

1月27日（金）
10：00～12：00

ドライフラワーなどを使ったアロマキャンドル
パチパチ焚火のような木芯を使い、香りと灯りで心身癒しのくつろぎタイムを演出します。
対　象： 大人
定　員： 15人
費　用： 1,600円（受講料100円・材料費1,500円）
持ち物： 作品を持ち帰る袋・エプロン（必要な方）

福田中央交流センター　
申込み：12月20日（火）9：00～

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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■ 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



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

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

【全２回】　『ひらがな漢字』浮き文字講座
1月２２・２９日（日）　9：00～12：00

浮き文字は木の板に文字を焼き抜き、立体的に加工します。「ひらがな漢字」で愉快で素
敵な作品を作ります。
対　象： 大人　　定　員： 10人
費　用： 1,500円（受講料200円・材料費1,300円）
持ち物： 赤のボールペン・歯ブラシ・新聞紙・筆記用具

福田南交流センター　　申込み：12月17日（土）9：00～

みんなのわくわくホリデー⑥　ジャンボかるたとり
１月２９日（日）　9：30～11：30

Ａ４サイズのかるたを使って「かるた取り」をします。（字の読めな
い幼児にも対応）勝者には賞品も出ます。
※他の遊びも用意しています。
対　象： どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定　員： 30人　　費　用：無料
持ち物： なし

福田南交流センター　　申込み：12月25日（日）9：00～

花と緑のある暮らし⑤　プロに聞く庭づくり
２月１９日（日）　10：00～11：30

「狭すぎるスペースで、どんなことができる？」「広すぎるスペー
スをどうしたらいい？」樹木を熟知したプロがエクステリアや花木
について、教えてくれます。この機会に自宅の庭造りを考えてみ
ましょう。
対　象： 大人　　定　員： 14人
費　用： 100円（受講料）
持ち物： 筆記用具・剪定ばさみ

福田南交流センター　　申込み：1月21日（土）9：00～

みんなのわくわくホリデー⑦　紙を使って遊ぼう！
２月２６日（日）　9：30～ 11：30（時間内出入り自由）

新聞紙・トイレットペーパーの芯や牛乳パックなどを使って、自由
に工作しよう。紙飛行機飛ばし大会もあります。（参加賞あり）
※紙飛行機飛ばし大会は11時頃を予定
対　象： どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定　員： 20人
費　用： 無料
持ち物： なし

福田南交流センター　　申込み：1月28日（土）9：00～

美味しい楽しいパン作り　ココアブレッド
１月28日（土）・31日（火）　9：30～12：00

今回は機械でこねた生地から作ります。生クリーム入りのしっとりした贅沢な生地でチョコチッ
プを包んで焼いていきます。バレンタインにぴったりですね。どちらか１日の参加になります。
対　象： 大人　　定　員： 1日8人（一人1回のみ）
費　用： 600円（受講料１００円・材料費５００円）
持ち物： 持ち帰り容器・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：1月7日（土）9：00～

花と緑のある暮らし④　クリスマスローズの育て方
２月３日（金）　9：30～11：30

クリスマスローズ栽培家の講師が、クリスマスローズの魅力、育て
方について詳しく教えてくれます。植え替えと交配の仕方の実演
もあります。講師の育てた珍しいクリスマスローズも展示します。
対　象： 大人　　定　員： 14人
費　用： 100円（受講料）※苗・土を購入したい方は実費
持ち物： 筆記用具・苗を購入したい方は持ち帰り用袋

福田南交流センター　　申込み：1月7日（土）9：00～

お洒落なおやつ　イチゴ大福
2月22日（水）　9：30～11：30

昨年好評の講座をまたやります。イチゴの季節です。簡単で美味しいイチ
ゴ大福を２種類作ります。珍しい黄色の大福です。手土産にも重宝します。
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： 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　　1月25日（水）9：00～

抹茶を楽しもう「御自服」
2月14日（火）・17日（金）　9：30～11：30

抹茶を自分でたてて気軽に味わってみます。（茶道の作法ではあ
りません）。抹茶ラテの作り方も教わります。自宅でも気軽に味わ
えるようになりましょう。どちらか１日の参加になります。
対　象： 大人　　定　員： 1日6人（一人1回のみ）
費　用： 700円（受講料100円・材料費600円）
持ち物： エプロン・マスク・三角きん・筆記用具

豊浜交流センター　　申込み：1月17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。
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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

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

麦みそ作り講座
２月４日（土）　9：00～12：00

圧力鍋を使って、簡単でおいしいみそを作ってみませんか？
夏にピッタリの麦みそも格別ですよ。
対　象： 大人　　定　員： １０人
費　用： 1‚８００円程度（受講料100円・材料費1，700円程度）
持ち物： 5.5ℓ以上の圧力鍋・エプロン・三角きん・筆記用具・持ち帰り用容器（2.5㎏のみそ用）
その他： 圧力鍋をお持ちでない方は申込み時にご相談ください。（貸し出し用が多少あります。）

岩田交流センター　　申込み：１月１１日（水）8：30～

楽しく学ぼう　ドローンを飛ばしてみよう
1月15日(日)　10：00～12：00

遠隔操作で飛行させる航空機『ドローン』。近年はラジコン感覚で遊べて人気がありま
す。安全安心に遊べるようルールや仕組みを学び、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： 体育館シューズ　　場　所：大藤交流センター体育館

大藤交流センター　　申込み：12月１５日(木)9：00～

簡単味噌づくり講座
１月28日(土)　９：３０～11：30

添加物を使わずやさしいお味噌ができます。ご家庭のお味噌をぜ
ひ作ってみませんか?
対　象： 大人　　定　員：10人
費　用： 2,300円程度(受講料100円・材料費2,200円程度)
　　　 ※大豆に価格変動がある場合があります。
持ち物： 3kgの味噌を入れる容器(余裕のある容器を選んでくだ

さい)、エプロン・三角きん・手拭き・筆記用具

大藤交流センター　　申込み：１２月23日(金)9：00～

目指せ！おおふじ博士　おおふじ検定・勉強会
２月12日(日)　10：00～11：30

大藤地区をよく知っている人、知らない人もみんなでいっしょに、
おおふじの歴史をひも解いてみませんか?

対　象： 小学6年以上から大人
定　員： 25人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具

大藤交流センター　　申込み：1月12日(木)9：00～

【全3回】　竹灯篭作り
1月14・21・28日（土）　13：30～16：00

竹を加工して灯篭を作ります。完成品をライトアップすれば、竹と光が織り成す幻想的な
癒しの空間が生まれます。お庭に置いて和の明かりを楽しむこともできますよ。
対　象： 大人　　定　員：8人　　費　用：1，200円（受講料300円・材料費900円）
持ち物： 厚手のゴム手袋・ゴーグル　　その他：汚れても良い服装・マスク着用（随時）

向笠交流センター　　申込み：12月4日(日)9：00～

【全２回】健康は足元から…　布ぞうり作り講座
２月７日（火）・８日（水）　9：00～12：00

２日間で１足仕上げます。わからないところも丁寧に教えていただ
けます。初心者さんも安心して学べますよ。
対　象： 大人（両日参加できる方）
定　員： 10人
費　用： 700円（受講料２００円・材料費５００円）
持ち物： はさみ・目玉クリップ２個
その他： ズボン着用でお願いします。

岩田交流センター
申込み：１月１3日（金）8：30～

【全２回】イスさえあればお気軽に!　チェアヨガ講座
２月９日（木）・２４日（金）　10：00～11：00

呼吸法を学び自律神経を整え、リラックス効果を高めます。どこで
も誰でもできるイスを使ったヨガです。
対　象： 大人
定　員： ８人
費　用： ２００円（受講料）
持ち物： 飲み物・タオル
その他： 動きやすい服装

岩田交流センター
申込み：１月１7日（火）8：30～

磐田市生涯学習講座＆イベント情報
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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

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

快適なスマホライフを　初心者のためのスマホ教室④
2月14日（火）　9：00～12：00

今回は「インターネット」について基礎から学びます。検索の仕方や、チ
ケット等の予約・購入の仕方について、実践しながら覚えましょう。
また、質疑応答の時間もたっぷり設ける予定です。
対　象：大人　　定　員：10人
費　用：1００円（受講料）
持ち物：普段お使いのスマートフォン、筆記用具

田原交流センター　　申込み：1月17日（火）8：30～

気楽に楽しむ　「ボッチャ対戦会」
2月5日（日）　10：00～11：30

ボッチャの経験がある方、無い方、どなたでもすぐに対戦出来ます。楽しく脳トレしながら健康維持に
繋げましょう！
対　象：大人　　定　員：15人程度　　費　用：無料
持ち物：体育館シューズ・タオル・飲み物　　会　場：御厨交流センター体育館

御厨交流センター　　申込み：1月15日(日)8：30～

徳川家康と西貝地区

～鷹狩り好きの家康は何処へ行った？～
2月21日（火）　13：30～15：00

天下を治め、大御所となった徳川家康。生来、鷹
狩り好きの家康が亡くなる直前まで獲物を求め
てさまよった場所は何処？歴史資料からわかる
家康の行方を、歴史文書館長が解説します。
対　象：大人　　定　員：2０人
費　用：無料
持ち物：マスク・筆記用具・飲み物

西貝交流センター
申込み：1月24日(火）8：30～

地域づくり協議会主催

ベビーマッサージ＆ママのための防災力アップ講座
2月17日（金）　10：00～11：30

お子さんとママの心の安定を図るベビーマッサージと、前回好評だった炊飯器を使わないご飯の炊き方
や、じゃがりこを使ったポテトサラダなど防災食づくりを行います。助産師さんのお話もあります。
対　象：ママと2か月以上の未就園児　　定　員：10組　　費　用：無料
持ち物：マスク・お出かけセット・大判のバスタオル・筆記用具
その他：２F和室で行います。

西貝交流センター　　申込み：1月13日(金）8：30～

田原の四季を描こう　冬　水車のある風景
2月5日（日）　9：00～12：00

田原の四季を描く講座　第４弾　スケッチを中心に「淡彩画」で水車を中
心にを描きます。（淡彩画とは、鉛筆で輪郭を描き、水彩絵の具であっさり
と色付けする、初心者でも簡単に楽しく描ける技法です）
対　象：どなたでも　　定　員：20人　　費　用：100円（受講料高校生以上）
持ち物：水彩絵の具・パレット・筆4～5本・筆洗い器
その他：雨天時は屋内で写真をもとに描きます

田原交流センター　　申込み：1月8日（日）8：30～

御厨交流センター展示　「水彩画」
2月1日(水)～2月28日(火)

水彩画サークル「泉美会」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しております

【全2回】笑顔で子育て講座　わらべビとだっこの教室
1月18・25日(水)　10：00～11：30

歌いながらマッサージすると、赤ちゃんが落ち着くと言われています。また、お子様をいつまでも抱
きしめていたくなるようなだっこにはコツがあります。
わらべビと抱っこを覚えて、赤ちゃんとの絆を深めましょう。
対　象：2歳未満のお子様と保護者　　定　員：8組　　費　用：無料
持ち物：普段お使いの抱っこ紐、バスタオル、お出かけセット

田原交流センター　　申込み：12月21日（水）8：30～

【全4回】　初心者エクセル講座
1月14日・２１日・２８日・2月4日（土）　13：30～15：30

エクセルを使っての作表の基本を学びます。文字・数値・計算式・関数を入力してみましょう。オー
トフィルやフラッシュファイルなど便利な使い方も学べます。
対　象：大人（文字入力できる方）
定　員：10人
費　用：600円（受講料400円・資料代200円）
持ち物：エクセルが入っているノートパソコン・筆記用具・USBメモリー（お持ちの方）・マスク

西貝交流センター　　申込み：12月10日（土）8：30～

スマホで学ぶ♪【初心者編全２回】　ネットショップの世界
1月11・18日(水)　10：00～12：00

今盛んに行われているインターネットを使って売買するフリーマーケット(フリマ)について学びま
す。初心者向けですので気軽にご参加下さい。
対　象：大人　　定　員：20人　　受講料：200円（２回分）
持ち物：スマートフォン・筆記用具

御厨交流センター　　申込み：12月14日(水)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 　 5



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

ここが違うよ日本とアメリカ
１月7日（土）　14：00～15：30

意外としらないアメリカの文化、学校、食事など、ゲームを取り入れ、アメリカ国籍の方
が、楽しく紹介します。本場の英語とアメリカに触れてみませんか？
対　象： 小学３年生以上中学3年生迄
定　員： 30名　　費　用：無料
持ち物： マスク・水分補給用飲み物

見付交流センター　　申込み：12月3日（土）9：00～

今日からペイペイ始めます
１月13日（金）
13：30～15：30

ペイペイはスマホ1つで、簡単に支払いできるアプリです。実際に
ペイペイを使った支払方法を設定し、お店に出かけて、お買い物を
してみましょう。
対　象： 大人
定　員： 8名
費　用： 100円（受講料）
持ち物： 筆記用具・マスク・スマートフォン・チャージする為の

お金1,000円札以上

見付交流センター　　申込み：12月９日（金）9：00～

本場韓国の食材で
キンパを作ろう

1月21日（土）
9：30～11：30

素敵な講師・美味しい味・美味しいもの
が大好きな人・美味しさの秘訣に出会え
ます。
対　象： 大人
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：12月16日(金）9：00～

折り紙教室

2月4日（土）
13：30～ 15：30

15センチの折り紙を使って、作品を動か
して遊べる折り紙づくりをします。だれで
も楽しめる折り紙教室です。
対　象： どなたでも
定　員： 15人
費　用： 200円

（受講料100円（高校生以上）・
  材料費100円）

持ち物：マスク

見付交流センター
申込み：1月7日（土）9：00～

理学療法士による膝・
股関節を長持ちさせるコツ

1月19日（木）
14：00～ 15：30

膝、股関節に不安はありませんか？自宅で
できる簡単な運動、生活のちょっとした工
夫など、痛みと上手に付き合いながら、暮
らしていくコツをお伝えします。
対　象： どなたでも　　定　員：30名
費　用： 無料
持ち物： マスク・筆記用具・飲み物
その他： 簡単な運動ができる服装でお越

しください。

見付交流センター
申込み：12月15日（木）9：00～

自分だけのオルゴール

2月18日（土）
14：00～ 15：30

♪ふるさと磐田の曲で、自分だけのオル
ゴールを作ります。
対　象： 幼稚園～小学生

（小学3年生迄は保護者同伴）
定　員： 20人
持ち物： のり・ハサミ・マジック
費　用： 800円（材料費）

見付交流センター
申込み：1月13日（金）9：00～

薬剤師による
健康になるお話

２月２１日（火）
13：30～ 15：00

食生活、生活習慣を見直し、上手にお薬と
お付き合いしていくと、健康になれるとい
うお話です。冊子のプレゼントがあります。
対　象： 健康に関心のある方、

元気になりたい方
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：1月17日（火）9：00～

ポケモンロボット

２月２５日（土）
１回目　１３：００～
２回目　１５：００～

プラモデルのポケモンロボットを完成さ
せて、自分の好みにしちゃいましょう。
対　象： 幼稚園～小学生（小学3年生ま

では、保護者同伴）　
定　員： 各回10人　
費　用： 800円(材料費)
持ち物： マスク

見付交流センター
申込み：1月19日（木）9：00～

親子の絆づくりプログラム　BPプログラム
1月17・24・31日・2月7日（火）

13：30～15：30

初めて赤ちゃんを育てるお母さんに向けた、少人数による参加者
中心型のプログラムです。毎週1回2時間、全4回（週1回）で母子
一緒に参加します。
対　象： 生後2ヶ月～5ヶ月のお母さんと第１子のお子さん
定　員： 10組
費　用： 1,100円（テキスト代）
持ち物： 赤ちゃんと一緒のお出かけ持ち物リストあり（申し込み

後、郵送）

見付交流センター　　締め切り：1月6日（金）迄

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



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

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

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

3D布アート作り講座
1月14日（土）　9：30～11：30

布に描かれた模様を複数切り抜き、糊で張り付け重ねて立体的に
仕上げる手芸です。手作りの布アートでお部屋を飾ってみませんか？
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： はさみ（事務用）、ピンセット

豊岡中央交流センター　　申込み：12月14日（水）8：30～

【全2回】　大人のためのオモシロ国語教室
１月21・２8日（土）　9：30～11：30

全２回を通し、日本語の不思議を学びます。
【その1＝表記法の不思議】日本語では、漢字、ひらがな、カタカナ、場合によって
はアルファベットまで使う。なぜ、こんなに複雑なのだろう？
【その2＝漢字の読み方の不思議】一つの漢字にたくさんの読み方があるかと思
えば、同じ読み方をする漢字がたくさんある。なぜ、こんなに複雑なのだろうか？
対　象： 大人　　定　員：12人　　費　用：200円（受講料）
持ち物： 筆記用具

豊岡中央交流センター　　申込み：12月21日（水）8：30～

バレンタインの
お菓子を作ろう！

２月１２日(日)　９：３０～１２：００
チョコやココアを使って甘くて香ばしいバ
レンタインのお菓子ができるよ！誰にあげ
ようか？それとも誰かと食べようか。
対　象： 小学生（1・2年は保護者同伴）
定　員： 9人
費　用： 500円(材料費)
持ち物： エプロン・三角きん・ふきん

(ある人はゴムベラ・泡立て器）

南御厨交流センター
申込み：1月21日(土)8：30～

冷える体をポカポカに！

血流改善と代謝UP講座

２月１日（水）
１３：３０～１５：００

血流をよくするために、生活習慣を見直し
てみませんか？血流が改善されると免疫
力もUPします。冷えた体を温めて寒い冬
を乗り切ろう！また、代謝向上のための運
動や食事についても教えていただきます。
講　師： 花王グループ
　　　　カスタマーマーケティング㈱
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：1月7日（土）９：００～

お手軽
手作り味噌を作ろう！
２月４日(土)　10：00～11：30

国産の大豆とこうじと塩を使って味噌約３キログ
ラムを仕込みます。あとは寝かせておくだけ。
おいしい無添加手作りみそが出来上がります。
対　象： 大人　　定　員： 9人
費　用： 2,400円(受講料100円・

材料費2,300円予定・変更有)
持ち物： エプロン・三角きん・ふきん・

持ち帰り用のタッパー（４～５リットル）
（ある人はマッシャー）

南御厨交流センター
申込み：1月14日（土）8：30～

【全４回】

スポーツウェルネス吹矢体験会

１月８・２２日・２月１２・２６日（日）
１３：３０～１５：３０

スポーツウェルネス吹き矢は、腹式呼吸を
ベースにした呼吸法を使うため、ストレス
解消やダイエット、腰痛予防、動脈硬化予
防など様々な健康効果が期待されます。
この機会に是非体験してみて下さい。
対　象： 大人　　定　員： 15人
費　用： ５００円

(受講料４００円・材料費１００円)
持ち物： 体育館シューズ・タオル・飲み物
その他： 動きやすい服装でお越しください

南交流センター
申込み：１２月７日(水)９：００～

お母さんの田舎料理講座
2月26日（日）　9：30～11：30

お赤飯と落花生の煮豆、地域特産の海老芋を使ったデザート等、
優しくどこか懐かしい味わいのするお料理です。
昔ながらの調理方法で学びます。
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： 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：1月26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。
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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

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

新聞ちぎり絵講座
１月１９日（木）　9：30～11：30

新聞紙を使ってちぎり絵に挑戦しませんか？指先を使って細かい作業をしたり、完成品をイメージす
る事で脳を刺激し、認知症の予防にもなります。
対　象：大人　　定　員：10人
費　用：材料費600円（下絵ポストカード・ピンセット・のり）　　持ち物：マスク

井通交流センター　　申込み：12月21日（水）9：00～

【２回開催】　みそ作り教室
１月１９・２６日（木）　①9：00～10：00　②10：30～１１：30

手作りみそ講座です。秋には香り高いみそが出来上がります。申し込み時に希望の日時を伺います。
※大豆の煮方のレシピは中泉交流センターにあります。
対　象：大人　定　員：①６人・②６人
費　用：2,000円（受講料100円・材料費1,900円）
持ち物：大豆１升（煮て3㎏になった物）・塩１㎏・三角きん・エプロン・マスク・布きん・

マッシャー（お持ちの方）・5㎏のみそが入る保存容器

中泉交流センター　　申込み：１２月２２日（木）８：３０～

知っていますか？覚えておこう　成
セイネンコウケンセイド

年後見制度
２月４日（土）　10：00～11：30

認知症や障がいで判断力の低下があると、金銭管理や法律行為を行うこ
とが難しくなることがあります。成年後見制度は本人の権利を守るための
代理人を選んだり、将来に備えておく制度です。
社会福祉士が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
共　催：中部地域包括支援センター・磐田市成年後見支援センター

中泉交流センター　　申込み：１月７日（土）８：３０～

歴史を学び体感する　第２回 徳川家康と磐田
２月２５日（土）　10：00～11：30

NHK大河ドラマ「どうする家康」の放送がいよいよ始まります。全３回の
２回目は家康が別荘として築いた「中泉御殿」について学びます。資料や
遺構から見えるその実像とは…。
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：3回目は「中泉ゆかりの地を歩きます」を予定しています。

改めて募集します。

中泉交流センター　　申込み：１月２１日（土）８：３０～

多文化共生講座　韓国の正月と料理レシピ
1月27日（金）　13：30～14：30

県地域外交専門官の方をお招きし、韓国の正月と料理レシピ、韓国から見
た静岡県、韓国での日本文化、日本での韓国文化についてお話していた
だきます。質疑応答時間もありますので、韓国の知りたいことを解明して
みましょう。

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

井通交流センター　　申込み：12月23日（金）9：00～

四季を感じる　和菓子づくり講座
２月１７日（金）　9：30～ 11：30

道明寺粉を使って冬の和菓子、雪うさぎと光琳菊を各３個
つくります。中はこしあんとつぶあんです。うさぎの耳は
焼き印で、目は食紅で可愛らしく仕上げます。
対　象：大人　　定　員：12人
費　用：1,300円（受講料100円・材料費1,200円）
持ち物：エプロン・布きん・三角きん・

マスク（持帰りの箱は用意します）

井通交流センター　　申込み：１月18日（水）9：00～

冬に美味しい韓国キムチづくり （２回）

１月２５日（水）・２６日（木）　9：30～12：00
キムチの美味しい季節になりました。本場韓国
のキムチを作ります。１日目は大根のキムチを
２日目に白菜のキムチを作ります。寒い冬は本
場仕込みのキムチ料理はいかがですか。

対　象：大人（磐田市在住の方）
定　員：15人
費　用：3,200円

（受講料200円・材料費3,000円）
持ち物：エプロン・三角巾・タオル・

キムチが1㎏入るタッパー（容器）
その他：マスク着用

富岡交流センター
申込み：１２月２０日（火）９：００～

「桃の節句」の和菓子教室
２月２４日（金）　9：30～11：30

和菓子を代表する「練り切り」を作ってみませ
んか？お雛様に合わせたものと春らしいものを
それぞれ２個づつ作ります。和菓子職人になっ
たつもりで作ってみましょう。

対　象：大人（磐田市在住の方）
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・手拭き１枚・エコバック
その他：マスク着用

富岡交流センター
申込み：１月２４日（火）９：００～

磐田市生涯学習講座＆イベント情報
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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

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

第33回　獅子ヶ鼻公園

令和５年 初日の出
1月1日（日）元旦　６：５５分頃

今年こそは良い年になるようにと祈願し
たいですね。コロナ感染対応のためマス
ク着用でお越しください。温かい甘酒を
用意してお待ちしています。
対　象： どなたでも
その他： 会場付近は暗いため足元に十分ご注意

願います。コロナ感染者が再び増加し
た場合は中止とさせていただきます。

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。

交流センターロビー展示

①１月５日(木)～１月３1日（火）
②２月３日(金)～３月5日(日) 

①水野唯男「絵画展」
②なつかしい 「ひな人形展」
※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
みなさんのお越しをお待ちしています。

おいしい

キムチづくり講座
１月７日（土）　９：３０～１２：３０

本場韓国の白菜キムチを皆さんと一緒に
作ります。キムチの乳酸菌は植物性の乳
酸菌ですから、疲労・便秘・美肌効果が
あり免疫力アップにつながります。
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：12月7日（水）8：30～

みんなで冬の星座を見よう

２月11日（土）18：00～20：00
雨天・曇天12日(日)

冬の空は澄み渡って、星が一番きれいな
季節です。「遠州天体写真愛好会」の皆さ
んの協力で天体望遠鏡で観察させていた
だきます。　
対　象： どなたでも

（小学生以下保護者同伴）
定　員： 20人
費　用： 100円（高校生以上受講料）
その他： 雨天・曇天は翌日に延期します。

豊岡東交流センター
申込み：１月11日（水）8：30～

獅子ヶ鼻

トレッキングコースを歩こう
2月26日(日)

9：00～12：00  雨天中止

春が間もなくやってくる季節となります。オー
プンして１０年ほど経過し多くの人が訪れるよ
うになりました。スリルのある眺望もあり、ボ
ランティアガイドの案内で楽しく歩きましょう。
対　象： 大人　　定　員：30人
費　用： 200円 （受講料100円・保険料100円）
持ち物： マスク・飲み物・タオル(必要な方は弁当)
集　合： 8：45豊岡東交流センター

豊岡東交流センター
申込み：1月26日（木）8：30～

冬の養生食

薬膳講座
１月１５日（日）　１０：００～１1：００
今回は講義のみの参加者募集です。年間受
講生は定員に達していますので、講義時間
帯のみの参加者を募集します。冬の主な気
候は「寒冷」です。寒さに弱い「腎」を補養
し体を温める食材とその効能を学びます。
対　象： 大人
定　員： 若干名(講義のみ参加)
費　用： ６００円(受講料100円・材料費500円）
持ち物：マスク・筆記用具

豊岡東交流センター
申込み：１２月１５日（木）８：３０～

親子できらめき体験！

山の学習
 １月２１日（土）　９：００～１２：００

冬の里山は寒い日もありますが、ここ数年
はポカポカと温かい日で、木こり体験・散
策・木工教室と楽しく学び・遊ぶことがで
きました。夏の山に比べ危険も少ないで
すが、防寒対策して環境学習しましょう。
対　象： 小学生（保護者同伴可）
定　員： 25人（先着順）
費　用： 1人200円（保険代100円・材料費100円）
持ち物：マスク・帽子・軍手・飲み物　
その他： 服装は防寒着・運動靴
集　合： 8：45に豊岡東交流センター、解散は公園

上の駐車場です。荒天時は中止します。

豊岡東交流センター
申込み：１２月２１日(水)８：３０～

第二回

スナッグゴルフ教室
２月１8日（土）　９：００～１１：００　
９月のリベンジです。旧豊岡東小の芝生
広場・グランドで、子ども・大人も面白い
スナッグゴルフを、プロゴルファーの指導
のもと楽しく体験できます。
共　催： 磐田ゴルフ連盟
対　象： 小学生以上どなたでも
定　員： 30人
費　用： 高校生以上200円

(受講料100円・保険料100円)、
小中学生100円（保険料）

持ち物： マスク・飲み物・帽子・タオル・運動靴
会　場： 旧豊岡東小校庭

(雨天：サブセンター )　　　

豊岡東交流センター
申込み：1月18日（水）8：30～

【全2回】　ひょうたんランプ作り講座
２月４日（土）・５日（日）　9：0０～ 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。交流センターの見本を是非ご覧ください。
対　象： 大人　　定　員： 10人
費　用： 1,700円（受講料２００円・材料費1,500円）
持ち物： 鉛筆・目打ち・消しゴム

長野交流センター　　申込み：12月20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 　 9



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

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

【全４回】　パソコンExcel初級講座
１月１２・１９・２６日・２月２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名
費　用： 400円（受講料）
持ち物： お持ちのパソコン（MS Excel2013以降インストール済）・筆記用具

池田交流センター　　申込み：12月9日（金）９：００～

【全４回】

カードマジック講座〈初心者編〉

１月22・29日・2月5・12日(日）　10：00～11：00
大道芸ワ－ルドカップなどに出場経験のある小学3年生とお父さんのコンビNEWSTEP
さんが講師となり、カードマジックの初歩を教えてくれます。この機会にプロのテクニック
を学んじゃいましょう！小学3年生以下は保護者同伴で受講してください。
対　象： 小学生・保護者および一般
定　員： 15組
費　用： 900円(大人1名受講料400円・教材費500円)

※中学生以下は受講料無料

青城交流センター　　申込み：12月20日(火)9：00～

【全３回】

スマートフォン基礎の基（き）講座

２月１・８・１５日（水）
10：00～１２：００

スマートフォンの使い方を基礎から学ぶ講座です。このボタン、何
に使うの？画面表示がかわらない等、基本的な操作を勉強してい
きます。
対　象： 大人　　定　員：10人　　費　用：３００円（受講料）
持ち物： お持ちの携帯電話・筆記用具など　

池田交流センター
申込み：1月11日（水）９：００～

介護講座③「認知症を予防し、
生き生きと自分らしく！」

２月16日(木)
13：30～15：30

認知症の理解を深める講座3回シリーズの
最終回です。「認知症の予防」をテーマと
し、講話の後には参加者同士で座談会を行
います。また、ご希望により個別相談にも
応じます。介護中の方・今後ご心配な方な
ど、どなたでも、お気軽にご参加ください。
講　師： 豊田えいせい病院
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：1月19日(木)9：00～

【全３回】

初めてのスマートフォン〈基礎編〉

２月7・21日・3月7日(火)
10：00～11：00

初めてスマートフォンを手に入れた方、ま
たは手に入れようとしている方のための
講座です。①ボタン操作や文字入力など
②インターネットやアプリの使い方など③
地図やwi-Fiなどについて学びます。ス
マートフォンの貸し出しもできますので、
お持ちでない方もご参加いただけます。
対　象： 一般　　定　員：15人
費　用： 無料
持　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：1月11日(水)9：00～

展示案内　あじろクラブ

クラフトテープ細工作品展

1月18日（水）～2月19日（日）
8：30～17：00

当交流センターで毎月第1・3火曜日に活
動されている「あじろクラブ」の皆さんに
よる、クラフトテープを使って様々な編み
方で作った手提げ籠やバスケットなどの
作品展です。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

学びたい情報キャッチ！

LINEオープンチャット

池田交流センターで開催予定の講座情報をお知らせします。

ニックネームで登録可能です。
講座情報を受け取りたい方は、こちら☞

※LINEアプリを使っている方のみとなります。
　簡単な登録で利用できます。

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



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

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

【全３回】　認知症予防体操
1月13・20・27日（金）　9：00～10：30

「遊びながらできる認知症予防体操」です。笑って楽しく、心もカラダも脳も動かして認知
症を遠ざけましょう。
対　象： 大人　　定　員： 12人　　受講料： 300円
持ち物：マスク・水筒・バスタオルまたはヨガマット

豊田東交流センター　　申込み：12月13日(火)9：00～

【全3回】

初めての将棋講座

2月19・26日・3月５日（日）
9：30～11：30

子供からお年寄りまで年齢に関係なく幅
広い層の人が楽しめる将棋をはじめませ
んか？親子、仲間たちと楽しみませんか？

対　象： 小学生以上の初心者
定　員： 16人
費　用： 400円

(高校生以上受講料300円・
資料代100円)

持ち物： マスク・水筒・筆記用具

豊田東交流センター
申し込み：1月19日（木）9：00～

福祉部会研修会
テーマ「フレイル」－健康寿命をのばすために－

2月5日(日)　10：00～11：30
フレイルは、虚弱や老衰、脆弱などを意味します。加齢とともに心
身が衰えた状態になることを意味し、健康な状態から要介護状態
へと移行する段階だと考えられています。
１部　元気な仲間プロダクションによる寸劇
２部 　磐田市健康増進課保健師による講話
対　象：豊田東地区の方と関心がある方
持ち物：マスク・水筒
申込み：不要、当日お越しください

主　催：豊田東地区まちづくり協議会
皆さんのお越しをお待ちしております

豊田東地区中学生以上

全住民アンケート結果報告会

1月22日(日)
昼の部14：00～16：00　夜の部18：00～20：00

『全住民アンケート結果報告会』を開催します。豊田東地区にお住
まいの方、関係する方ならどなたでも参加ができます！アンケート
クイズを入れて楽しく豊田東地区について考える会です。昼の部・
夜の部内容は同じです。どちらか都合がつく方はご参加ください。
対　象： 豊田東地区住民や関係者　　定　員：各５０人
託　児： 昼の部のみ３歳～就学前　　 定　員：5人
皆さんのお越しをお待ちしております

主　催：豊田東地区まちづくり協議会
申込み：12月18日（日）9：00～

健全育成部会研修会
テーマ「自分の地域の歴史を知ろう」

2月18日（土）
10：00～11：00

いわた紙芝居の会による上演です。自分
達の住んでいるこの地域（旧豊田町）の名
所、旧跡を知って、地域の良さを見つけま
しょう。

内　容： 紙芝居
対　象： 豊田東地区の小学3年生以上の住人
持ち物：マスク・水筒
申込み： 不要、当日お越しください

主　催：豊田東地区まちづくり協議会
皆さんのお越しをお待ちしております

書初め展と作品募集

１月６日（金）～２１日（土）
書初め展の作品を募集します。出品され
た方には参加賞を差し上げます。上記期
間に展示しますので、ぜひご覧ください。
対　象： どなたでも
締め切り：12月28日（水）
提出先： ふれあい交流センター

ふれあい交流センター
ご応募をお待ちしています。

子ども料理教室

２月５日（日）
バレンタインデーやひなまつりのお菓子
やお料理を作ります。みんなで楽しくお料
理をしましょう。
対　象： 小学生
定　員： 12人
費　用： 500円
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：1月5日（木）8：30～

豊田東
まちづくりワークショップ

2月12日(日)
13：30～15：30

『全住民アンケート結果報告会』を受けて
のワークショップです。報告会に参加して
いなくても、豊田東について関心のある方
ならどなたでも参加いただけます。豊田東
の未来についてみんなの思いやアイディア
をみんなでワイワイおしゃべりしましょう！
対　象： 豊田東地区の住民や関係者
定　員： 20人
参加費： 無料
持ち物：マスク・水筒

豊田東交流センター
申込み：1月12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 　 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

1月 5日（木）
9：30～ 11：00 南 交 流 セ ン タ ー 南 部 中 学 区 健康相談（保健師）・乳幼児の計測

1月 11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・栄養士）・乳幼児の計測

1月 18日（水）
9：30～ 11：00 大 藤 交 流 セ ン タ ー 向 陽 中 学 区 健康相談（保健師）・乳幼児の計測

1月 20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）・乳幼児の計測

1月 20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

1月 24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・栄養士）・乳幼児の計測

1月 24日（火）
9：30～ 11：00 富 岡 交 流 セ ン タ ー 豊 田 中 学 区 健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

1月 25日（水）
9：30～ 11：00 西 貝 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

1月 27日（金）
9：30～ 11：00 富 士 見 町 会 館 城 山 中 学 区 健康相談（保健師）・乳児の計測

1月 27日（金）
9：30～ 11：00 福田南交流センター 福 田 中 学 区 健康相談（保健師・栄養士）・乳幼児の計測

2月 2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・歯科衛生士）・乳幼児の計測

2月 9日（木）
9：30～ 11：00 池 田 交 流 セ ン タ ー 豊 田 中 学 区 骨密度測定・健康相談（保健師・心理士）・乳幼児の計測

2月 14日（火）
9：30～ 11：00 青 城 交 流 セ ン タ ー 豊田南中学区 インボディ測定・健康相談（保健師）・乳幼児の計測

2月 15日（水）
9：30～ 11：00 岩 田 交 流 セ ン タ ー 向 陽 中 学 区 インボディ測定・健康相談（保健師）・乳幼児の計測

2月 16日（木）
9：30～ 11：00 田 原 交 流 セ ン タ ー 東 部 地 区

（主に神明中学区） インボディ測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳児の計測

2月 17日（金）
9：30～ 11：00 豊岡東交流センター 豊 岡 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

2月 17日（金）
9：30～ 11：00 竜 洋 西 会 館 竜 洋 中 学 区 インボディ測定・健康相談（保健師・栄養士）・乳児の計測

2月 21日（火）
9：30～ 11：00 元 宮 町 公 会 堂 城 山 中 学 区 骨密度測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳児の計測

2月 24日（金）
9：30～ 11：00 福田中央交流センター 福 田 中 学 区 血管年齢測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳幼児の計測

2月 28日（火）
9：30～ 11：00 今 之 浦 記 念 館 第 一 中 学 区 血管年齢測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・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　1月の日程を予約する場合→12月1日～12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

（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4年

月号12
令和5年1月・2月情報


