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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

9月・10月情報



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

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】　子育て支援講座　親子遊び運動講座
9月14・28日（水）　10：00～11：30

親子で音楽に合わせて楽しく運動しましょう。ミニトランポリンや鉄棒、ミニハードルなど
思わずワクワクしてしまう器具も使いますよ。
対　象： 未就園児（1歳以上）と保護者　　　定　員：10組　　　費　用：無料
持ち物： 飲み物・タオル　　　　　　　　　その他：運動のできる服装

岩田交流センター　　　申込み：8月17日（水）8：30～

いちご農家さんに学ぶ！　いちごの苗植え講座
10月12日（水）　9：30～11：30

岩田地区のいちご農家さんから、苗の植え方から栽培方法まで
学んでみませんか？苗はプランターに植えて持ち帰ります。
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： 筆記用具・スコップ・園芸用手袋など

岩田交流センター　　　申込み：9月11日（日）8：30～

【全４回】　はじめてみよう！太極拳講座
10月14・21・28日・11月4日（金）

14：00～15：30

初心者の方向けです。
太極拳の基本から無理なくゆったりと身体を動かしましょう。
対　象： 大人　　　定　員：15人
費　用： 400円（受講料）
持ち物： ヨガマットまたはヨガマットに代わるシート・
 体育館シューズ・飲み物・タオル

岩田交流センター　　　申込み：9月15日（木）8：30～

大人の為の

ドローン体験講座

10月30日（日）
14：00～16：00

幅広い年齢層に人気のドローン。
ルール・仕組みなどを学び、楽しく体験して
みませんか？
ドローンで空撮した身近な地域の映像も
見られますよ。
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・筆記用具
その他： マスク着用（随時）

向笠交流センター
申込み： 10月2日（日）9：00～

【全2回】
秋の薬膳講座

9月 4日（日）　13：00～15：00
9月25日（日）　13：00～16：00

薬膳とは、中医学の理論に基づいた、「季節」や
「体調」に合わせて、身近な食材で作るおいしい
食事のことです。今回は「秋」の養生食につい
て学びます。
対　象： 大人　　　定　員：12人
その他： マスク着用
●9月 4日：講義  
費　用： 700円（受講料200円・資料代500円）
持ち物： 筆記用具
●9月25日：講義・調理実習  
費　用： 1,300円（資料代500円・材料費800円）
持ち物： 筆記用具・三角きん・手拭きタオル・

持ち帰り用容器3個

向笠交流センター
申込み： 8月7日（日）9：00～

金山寺みそ講座

10月22日（土）
①9：00～10：20　②10：40～12：00

麹に大豆や野菜を加えて作る金山寺みそ。
ご飯のお供にピッタリですね。

対　象： 大人
定　員： ①6人　②6人
費　用： 1,200円
 （受講料１００円・材料費１,100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： 9月22日（木）8：30～

【全２回】　ちりめん細工

干支の置物づくり講座

10月25日（火）・27日（木）
9：00～12：00

２回とも必ず来られる方限定
です。来年の干支は「うさぎ」
です。ちりめんでかわいい
うさぎを作りましょう。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 1,200円
 （受講料200円・材料費1,000円）
持ち物： 裁縫道具（赤と白の絹糸）
その他： 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： 9月27日（火）8：30～

【全３回】

磐田の近代教育と岩田小
～校務日誌・沿革誌から見た磐田の近代教育～

①10月22日（土）　②11月12日（土）
13：30～15：00

③11月21日（月）　9：00～16：00　

令和3年度の磐田市歴史文書館の企画展「磐田
の近代教育」の紹介と共に、関連する文書・古
写真などから岩田小学校の歴史と地域に果たした
役割などを探ります。3回目は市の公用バスでの
見学を予定しています。
対　象： 大人　　　定　員：25人
費　用： ２,300円程度
 （3回目の昼食代・保険代等）
持ち物： 筆記用具
その他： 講師は磐田市歴史文書館職員

岩田交流センター
申込み：
　岩田地区の方　　  ：9月16日（金）8：30～
　他地区の方（空きがある場合）：9月24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 　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



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

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

シニアの為の　楽しく脳活トレーニング
9月9日（金）　10：00～11：30

歌・ゲーム・脳トレなど楽しく脳活しましょう。
シニアの方だけでなく、地区のサロンボランティアの方たちも役に立つ内容です。
対　象： 大人　　　　定　員：15人
費　用： 100円　　　持ち物：筆記用具・飲み物

大藤交流センター　　　申込み：8月9日（火）9：00～

お家で出来る発酵食品　「醤油麹作り」
9月11日（日）　13：30～15：00

醤油と米麹を混ぜて作る醤油麹は旨味成分が塩麹の10倍近くあるそうです。健康な食生活
を続けるために醤油麹を身近な調味料として取り入れましょう！

対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 600円（受講料100円・材料費500円）
持ち物： 500㎖の保存容器（耐熱用）・エプロン・手拭きタオル・飲み物（水分補給用）・

筆記用具

御厨交流センター　　　申込み：8月10日（水）8：30～

おじいちゃんおばあちゃんにプレゼント　手作り置時計
9月11日（日）　10：00～11：30

おじいちゃんおばあちゃんへ『いつまでも元気にいてね』の願いを
込めてメッセージ入り手作り置時計をプレゼントしてみませんか?
対　象： 小学生（3年生以下は保護者同伴で）
定　員： 15人　　　費　用：600円（材料費）
持ち物： 筆記用具・のり・ハサミ・ ピンセット・
　　　　目打ちまたは千枚通（お持ちの方）・
　　　　色鉛筆・カラーペンなど（メッセージが書けるもの）

大藤交流センター　　　申込み：8月12日（金）9：00～

介護保険の使い方　「福祉用具を知ろう！」
10月20日（木）　10：00～11：30

福祉用具の展示と介護保険の使い方を含め、いろいろな場面で
役立つ福祉用具の紹介をします。電動のカート・車椅子の試乗、
ミニ脳トレ「ビンゴボッチャ」の体験もあります。
対　象： 大人　　　定　員：20人
費　用： 無料　　　持ち物：筆記用具
会　場： 御厨交流センター会議室・体育館・ロビー前広場

御厨交流センター　　　申込み：9月22日（木）8：30～

御厨交流センター展示　「クラブ光炎写真展」
9月1日（木）～29日（木）

交流センターで活動されている写真サークルの皆さんの作品を
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

御厨交流センター展示　「鈴木 修　絵画展」
10月2日（日）～29日（土）

薄い絵具の色が重なり合って繊細に描かれた水彩画はやはり心
が落ち着きます。

御厨交流センター　　　皆様のお越しをお待ちしております

薬膳がいっぱい　「秋の弁当作り」
10月2日（日）　9：30～11：30

秋の食材を使って薬膳の健康弁当を作ります。
食欲の秋！美味しくて、体に優しい「おかず」をいっぱい詰め込んで
お出かけしましょう！
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
 ※容器はこちらでご用意します。

御厨交流センター　　　申込み：9月4日（日）8：30～

《子育て支援》　わらべうた　ベビーマッサージ教室
10月4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：9月6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 　 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

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

元気にいきいきと過ごすために　コツコツ骨づくり
9月22日（木）　10：00～11：30

①骨密度測定（裸足で計測します。）
②「骨づくり」についての講話（市健康増進課の地区担当保健師）
測定で自分の骨の状態を知って、日々の生活の中でコツコツ取り組める骨づくりについ
て考えてみましょう。
対　象： 大人　　　定　員：20人
費　用： 無料　　　持ち物：筆記用具

田原交流センター　　　申込み：8月25日（木）8：30～

田原の四季を描こう　秋　彼岸花のある風景
9月25日（日）　9：00～12：00

田原の四季を描く講座 第3弾 スケッチを中心に「淡彩画」で彼岸花
を中心に描きます。（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：8月28日（日）8：30～

快適なスマホライフを　初心者のためのスマホ教室③
9月29日（木）　①10：00～12：00  ②13：30～15：30
今年度はテーマ別に講座を開催します。第3回目は「アプリ」と「カメ
ラ」について。アプリの入れ方や消し方、カメラの基本操作・写真の保
存・QRコードについて学びます。質問の時間もたっぷりありますよ！
対　象： 大人（スマホ初心者の方）
定　員： 午前 午後 各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：9月1日（木）8：30～

アロマ香る石鹸作り
9月2日（金）　10：00～11：30

残暑厳しい季節を気持ちよくすごそう！アロマミニ講座＆石鹸作りのワークショップです。
お好みのアロマで香り付けをした石鹸を２個作ります。色は白・ピンク・緑・黄から選べます。
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：筆記用具

南御厨交流センター　　　申込み：8月12日（金）8：30～

【全３回】　手作りパン教室
9月7・21日・10月5日（水）　9：30～12：30

パンの焼ける香りとドキドキ感を味わうのも手作りならではの
楽しみです。基本の食事パンから、ちょっと甘めのデザートパン
までの初心者向け講座。パンはお持ち帰りです。
対　象： 大人
定　員： 10人
費　用： 2,400円（受講料300円・材料費2,100円）
持ち物： ふきん2枚・エプロン・三角きん・持ち帰り用の容器（袋）

南御厨交流センター　　　申込み：8月10日（水）8：30～

「南御厨シニア大学」公開講座
講演「街の映画館１４年の歩み」

10月23日（日）　9：30～11：00
シネマイーラが開館してからのこれまでの歩みと山田洋次監督
来館時の様子などを館主の榎本雅之氏がお話します。
対　象： 大人
定　員： 南御厨シニア大学生＋10人
費　用： 100円（受講料）　　　持ち物：筆記用具

南御厨交流センター　　　申込み：9月25日（日）8：30～

【全２回】　モルタルハウスを作ろう！
10月18・25日（火）　13：30～15：30

モルタルを塗って色付けしたモルタルハウス。お庭や玄関に飾れば
そこはおとぎの国の入口です。作品サイズ（横8㎝×奥行6㎝×高さ７㎝）
対　象： 大人　　　定　員：8人
費　用： 1,200円（受講料200円・材料費1,000円）
持ち物： 筆洗い容器・持ち帰り用カゴか箱など
その他： 汚れてもよい服またはエプロンをお持ちください。

南御厨交流センター　　　申込み：9月22日（木）8：30～

南御厨地区社協・交流センター共催　中部地域包括支援センター協力
頭スッキリ！　認知症予防で毎日を快適に

9月30日（金）　9：30～11：00
寄る年波とともに記憶力の低下を実感するお年頃の方へ。日常の
ちょっとした工夫で頭スッキリ気持ちをリフレッシュしましょう。磐
田市立総合病院 認知症相談員さんのお話です。終了後、中部包
括センターさんとの個別相談もできます。
対　象： 大人　　　定　員：25人
費　用： 無料　　　持ち物：筆記用具

南御厨交流センター　　　申込み：9月9日（金）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 　4



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

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

レジンで簡単アクセサリー
9月10日（土）　9：30～11：30

レジンでピルケース、ペンダント、ストラップなどを作ります。一人3個出来ます。子ども
から大人まで、キラキラ素敵な作品ができますよ。
対　象： 小学生～大人（小学2年生以下は保護者同伴）　　　定　員：10人
費　用： 600円（受講料100円・材料費500円）　小・中学生は材料費のみ
持ち物： マスク・はさみ・ピンセット・木工用ボンド・新聞紙・筆記用具・
　　　　上靴（子どものみ）

西貝交流センター　　　申込み：8月6日（土）8：30～

西貝地域づくり協議会主催　講演会　独創的製品はいかにして生まれたか？
9月17日（土）　14：00～16：00

先進的且つ、ユニークな発想で開発するヤマハ発動機の電動アシスト自転車・無人ヘリ・
浄水装置事業における開発意図及び市場開拓での苦労話などを各事業推進者が講演し
ます。生活の中の視点を広げるきっかけにしましょう。
対　象： 大人（中高生も可）　　　定　員：120人　　　費　用：無料
持ち物： マスク・筆記用具・飲み物
その他： 西貝交流センター体育館にて行います。13：30～受付開始

西貝交流センター　　　申込み：西貝地区の方　受付中
　　　　　　　　　　　　　　　他地区の方（空きがある場合）　8月13日（土）8：30～

理学療法士が教える　腰痛対策講座
10月4日（火）　10：00～11：30

腰痛でお困りの方にお勧め。日常動作で気を
付けることや腰痛を予防する体操を学びます。
県理学療法士会から講師をお招きします。
対　象： 大人　　　定　員：30人
費　用： 無料
持ち物： マスク・筆記用具・飲み物・
 体育館シューズまたは室内シューズ
その他： 体育館で行います

西貝交流センター
申込み： 9月6日（火）8：30～

モルック体験講座
10月20日（木）　10：00～11：30

誰でも楽しく対戦できる、すごろくのような
輪投げのような簡単なフィンランド生まれの
スポーツです。屋外で行います。

対　象： 大人
定　員： 10人
費　用： 無料
持ち物： マスク・飲み物・
 体育館シューズ（雨天時）
その他： 西貝交流センターのグラウンドで行い

ます。（雨天時は体育館で行います。）

西貝交流センター
申込み： 9月15日（木）8：30～

地域包括支援センター＆
西貝地域づくり協議会共催
介護保険と介護予防

10月29日（土）　9：30～11：30

介護保険で出来ること、申請の仕方等を学び
ます。また、福祉用具の紹介もあります。後半
は、介護予防にもなる、脳トレに有効なシニア
向けレクリエーションを行います。全体会終了
後、福祉用具の体験と介護相談もできます。
対　象： 大人　　　定　員：30人
費　用： 無料
持ち物： マスク・筆記用具・飲み物
その他： 体育館で行います。

西貝交流センター
申込み： 9月24日（土）8：30～

西貝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
9月30日（金）　10：00～11：30

大好評のベビーマッサージ。お子さんとふれあう
ことはママの癒しにもなります。また、防災食に
ついて学びます。育児情報の交換などのできる
交流タイムもあります。
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： 8月30日（火）8：30～

親子でつくる　秋の和菓子講座
9月17日（土）　9：30～11：30

練り切りの和菓子作りに、親子でチャレンジ
してみませんか。「きのこ」「嵐山」の２種類
を４個作ります。

対　象： 親子（子供は小学生以上）
定　員： 20人（10組まで）
費　用： 1,200円（受講料大人100円・
 子供無料・材料費親子で1,100円）
持ち物： マスク・エプロン・三角きん・
 濡れてもよいふきん・筆記用具

南交流センター
申込み： 8月17日（水）9：00～

ステンドグラス講座
10月4日（火）　9：30～11：30

色鮮やかなガラスに光が
通るステンドグラスは
魅力的ですね。今回は
ペン立てを作ります。

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： マスク・軍手・
 ゴム手袋（使い捨ての物）

南交流センター
申込み： 9月4日（日）9：00～

写真はイメージです

写真はイメージです

■ 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。

　　■ 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

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

本場韓国の食材で　キンパを作ろう
9月10日（土）　9：30～11：00

素敵な講師との出会いあり、美味しい味との出会いあり、美味しい物が大好きな人との
出会いあり、美味しさの秘訣に出会えます。
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： 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：8月9日（火）9：00～

ストレスケアのための　アロマ教室
9月14日（水）　14：00～15：30

コロナ禍での生活、気づかないうちに疲れが溜まっていませんか。
ストレスケアによい香りについて話を聞き、自分に合ったアロマ
ハンドクリームを作りましょう。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 1,100円（受講料100円・材料費1,000円）
持ち物： マスク・タオル

見付交流センター　　　申込み：8月13日（土）9：00～

歴史講座　遠州見付のしっぺい太郎
10月8日（土）　14：00～15：30

怪物退治で有名な、しっぺい太郎の知られざる歴史の話を、明治
時代にさかのぼり、お伝えします。

講　師： 青島　常盤氏
対　象： 大人
定　員： 30人
費　用： 100円（受講料）
その他： マスク着用でお出かけ下さい。

見付交流センター　　　申込み：9月9日（金）9：00～

【全３回】　やさしいスマホ講座
9月28日・10月5・12日（水）　9：30～11：00

スマホの操作がむずかしいという方のための初心者向け講座。
基本操作の確認からアプリのことなど、気になることを聞きに来て
ください。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 300円（受講料）
持ち物： マスク・筆記用具・スマートフォン

見付交流センター　　　申込み：8月26日（金）9：00～

ゆるっとストレッチ＆トレーニング　からだのほぐし講座
10月14日（金）　10：00～11：30

身体をストレッチで伸ばしてから、テニスボール等のボールを使い、
刺激すると、血液の循環がよくなり、身体が温かくなり、背筋が伸び、
身体が軽くなります。お気軽にご参加ください。
対　象： どなたでも　　　定　員：10人
費　用： 600円（受講料100円・材料費500円）
 材料費は、テニスボール数個とストレッチチューブ1本。使用後、お持ち帰りです。
持ち物： マスク・タオル１枚・バスタオル１枚（お持ちの方はヨガマット）
 飲み物

見付交流センター　　　申込み：9月14日（水）9：00～

理学療法士出張講座　腰痛の予防と対策
9月14日（水）　10：00～11：30

生活面と運動面から腰痛対策を学びます。毎日の習慣にして痛みのない健康な体づくり
をしましょう。
対　象： どなたでも　　　定　員：20人　　　費　用：無料
持ち物： 上靴・筆記用具・飲み物　　　その他：運動が出来る服装でお越しください。

中泉交流センター　　　申込み：8月14日（日）8：30～

光明電気鉄道　－地域開発の夢を描いた鉄路を辿る－
9月17日（土）　10：00～11：30

昭和の初めに中泉（磐田）から二俣（浜松）まで走った鉄道の歴史
を辿ります。さらに、さまざまな資料を用いて試みた駅や路線
位置の特定について紹介します。
共　催： 磐南文化協会
対　象： どなたでも
定　員： 20人　　　費　用：無料
持ち物： 筆記用具

中泉交流センター　　　申込み：8月17日（水）8：30～

ブッタナッツの　フラワーアレンジメント
9月18日（日）　10：00～11：30

「幸せを呼ぶ幸運の実」と呼ばれるブッタナッツ。コロンとした
かわいいフォルムにフラワーアレンジをします。
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： 花切りはさみ・先の細いピンセット
※作品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：8月21日（日）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 　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

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

美味しい！　金山寺みそ作り講座
9月４日（日）　13：30～15：30

発酵食品の金山寺みそは、古くから保存食として
身体に良い効果があります。身近な食材で家庭
でも手軽に作れる金山寺みそ作りを学びます。
対　象：大人　　　定　員：12人
費　用：900円（受講料100円・材料費800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： 8月16日（火）8：30～

交流センターロビー展示
① 9月1日（木）～30日（金）
②10月1日（土）～30日（日）

①サークルパンジー（手芸展）
②みなみ絵の会（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。

秋の養生食　薬膳講座
10月2日（日）　10：00～13：00

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。秋の薬膳は乾燥に弱い
肺を保養し潤いを与え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： 9月2日（金）8：30～

大人の茶道入門講座
9月22日（木）　10：00～11：30

今年第２弾　コロナ禍から少しだけ抜け出せた
かなという間もなく感染拡大の昨今です。こん
な時だからこそ心を落ち着け、ひと時の安らぎ
感を味わってみてはいかがですか？
座椅子を利用しますので座るのが苦手な方も
安心です。

対　象： 大人
定　員：8人
費　用： 1,100円（受講料100円・材料費1,000円）
持ち物： マスク・白い靴下・白いハンカチ

豊岡東交流センター
申込み： 8月21日（日）8：30～

終活応援講座
～自分のため、家族のために～

９月１５日（木）　13：30～15：00

断捨離の基本を学ぶため、終活ノートを使って
今後の人生を考えましょう。包括支援センター
の協力も得て開催します。
対　象： 大人　　　定　員：25人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具・マスク
共　催： 豊岡包括支援センター

豊岡東交流センター
申込み： 8月14日（日）8：30～

磐田に遺る源氏と平氏
～伝説と石塔からわかる歴史～

10月21日（金）　13：30～15：00

市内に伝わる源平伝説に伴い造られた石塔から
隠れた歴史をひもときます。熊野、千手、鎌田
兵衛、源朝長（友永）の石塔を歴史文書館長が
わかりやすく解説します。

対　象： どなたでも
定　員： 30人
費　用： 無料
持ち物： 筆記用具
その他： マスク着用でお越し下さい。

豊岡東交流センター
申込み： 9月21日（水）8：30～

秋を美味しく　親子で一緒に
ケーキづくり

10月30日（日）　13：30～15：30

秋は食べ物がおいしく、ついつい食べ過ぎてし
まいます。でも自分で作って食べるのは一味違
いますね。簡単で美味しいケーキを親子で楽し
く作ってみましょう。
対　象： 親子（祖父母可）
定　員： ８組
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・
　　　　ふきん2枚・保冷剤・ハサミ・
　　　　牛乳空きパック（1ℓ）・
　　　　子どもは室内シューズ持参　　　

豊岡東交流センター
申込み： 9月30日（金）8：30～

2022　蝉しぐれの盆
９月１1日（日）　18：00～20：00

（雨天：サブセンター）

昨年のリベンジです。旧豊岡東小のグランドを舞台に遠州
大念仏と、異ジャンルの音楽を日本屈指のハーモニカ奏者、
倉井夏樹さんとコラボレーションします。人の心を静かに揺
さぶるハーモニカの音色と大念仏の交わりは必見です。
主　　催：豊岡東地区環境保全協議会・

豊岡東地域づくり協議会
費　　用：500円（護摩木代）
会　　場：旧豊岡東小学校
後援予定：磐田市・磐田市観光協会
※コロナ感染症拡大の場合は、中止となる可能性があります。

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。

豊岡東交流センター　「文化祭」作品募集
開催日 11月19日（土）・20日（日）

応募期日 9月15日（木）

文化祭としては昨年初めての企画でしたが、数多く
の作品をお寄せいただきました。コロナ禍で中止と
なった行事が少しずつ復帰してきましたが、今年度
も昨年同様文化祭に特化し開催いたします。

展示期間　令和4年11月19日（土）～20日（日）
展示作品　絵画、書、写真、生け花、手芸、陶芸、
　　　　　彫刻など
展示規模　原則パネル1枚（巾125㎝×縦18㎝）
作品搬入　令和4年11月18日（金）13:00～16:00
作品搬出　令和4年11月20日（日）15:15～  

豊岡東交流センター
皆さんの応募をお待ちしています。

第二回
スナッグゴルフ教室

９月２４日（土）　９：００～１１：００

近年、人気のスナッグゴルフを旧豊岡東小の
グラウンドと芝生広場を使い、プロゴルファー
の指導のもと楽しく体験しましょう。
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
集　合： 豊岡東交流センター

豊岡東交流センター
申込み： 8月24日（水）8：30～

焼き立てパン作り講座
10月16日（日）　13：30～15：30
添加物を使用せず身体に優しい、バタートップ
食パンとあん入り食パン、おやつにピッタリの
2種類の菓子パン作りも学びます。
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： 9月16日（金）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

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

中国切り紙講座
10月7・14・21日（金）　9：30～11：30

日本では手に入らない台湾の美しい紙を使って、中国伝統工芸の切り紙を体験してみませんか？
「中国切り紙」の歴史や台湾の日常生活などの楽しいお話も！
対　象：大人（磐田市在住者）　　　定　員：10人　　　費　用：1,600円（受講料100円・材料費1,500円）
持ち物： はさみ・ホッチキス・鉛筆（Bか２B）・A4クリアファイル・A4カッター用マット
その他：マスク着用

富岡交流センター　　　申込み：9月6日（火）9：00～

いざという時のための避難行動計画　マイタイムラインを作ろう
9月11日（日）　10：00～12：00

災害リスクを確認しながら、避難に備えた行動目安を作っていきます。
逃げ遅れないための知識や、情報収集の取り方を学んでいきましょう。

対　象： 中学生以上　　　定　員：30人
費　用： 無料　　　　　　持ち物：筆記用具

池田交流センター　　　申込み：８月５日（金）9：00～

相撲の歴史とおもしろさ講座
10月30日（日）　10：00～11：30

現在のような相撲は江戸時代の中期ころから発展してきました。これら
の歴史を錦絵・掛軸・化粧廻しなどを使って、静岡県や大相撲の魅力を
お話ししていただきます。
対　象：どなたでも（磐田市在住者）　　　定　員：30人
費　用：100円（受講料）　　　その他：マスク着用

富岡交流センター　　　申込み：9月27日（火）9：00～

富岡創生協議会主催歴史講座　家康と遠州大念仏を訪ねて
9月6日（火）　8：40～12：00

出世城と言われる浜松城と徳川家康の歴史を振り返り、加茂地区に今も
伝わる大念仏の由来をしっぺいバスに乗って訪ねます。
対　象：大人（富岡地区在住者）　　　定　員：25人
費　用：200円（保険料他）
その他：マスク着用

富岡交流センター　　　申込み：8月3日（水）9：00～

秋のお彼岸　おはぎ作り
9月17日（土）　9：00～12：00

必見!!おはぎを作った事のない方、小豆を煮た
ことのない方、この機会に是非！一緒にチャレ
ンジしてみましょう。
（餡子・きな粉・黒ゴマ 各3個ずつ作り、持ち
帰っていただきます。）　　　
対　象： 大人　　　定　員：9人
費　用： 1,200円（受講料100円・材料費1,100円）
持ち物： エプロン・三角きん・タオル・
 ふきん2～3枚・筆記用具・マスク

井通交流センター
申込み： 8月17日（水）9：00～

これから離乳食を始める方向け
離乳食のコツ

10月13日（木）　10：00～11：30

離乳食、いつから始めればいいの？進め方の
ポイントは？どうやって進めていけばいい？
そんな疑問を専門家より学ぶ講座です。

対　象： 離乳食を始める方・
 プレパパママも参加OK
定　員： 15組
費　用： 無料
持ち物： オムツ・タオル・飲み物など

池田交流センター
申込み： 9月13日（火）9：00～

インテリアが役に立つ　防災ケーキ作り
10月18日（火）　10：00～12：00

防災用品をインテリアとしておしゃれに飾って
みませんか？防災食品をケーキのようにフラワー
やリボンで飾っていきます。防災意識も高めながら
おうちを華やかにする自分だけのアイテムを作る
ことができます。
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： ハサミ・持ち帰り用の袋

池田交流センター
申込み： 9月6日（火）9：00～

親子の絆づくりプログラム　赤ちゃんがきた♡
ベビープログラム
9月8・15・22・29日（木）

9：30～11：30

０歳児をはじめて育てているお母さんと赤ちゃん
が一緒に参加する「仲間づくり・絆づくり・学び」
のプログラムです。
対　象： 生後２カ月～５カ月の赤ちゃんとお母

さん（初めてお母さんになった方）
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　※申し込み後郵送させて頂きます。

池田交流センター
申込み： 8月28日（日）まで

心の修行　はじめての写経
10月13日（木）　9：30～11：30

ご住職の法話を聞いたのち、筆をとり写経する
事で自分を養い、安心感を覚え心をスッキリ
させます。
対　象： 大人
定　員： 15人
費　用： 300円
 （受講料100円・教材費200円）
持ち物： 筆ペン（細めのもの）・筆記用具・
 マスク

井通交流センター
申込み： 9月14日（水）9：00～

磐田市生涯学習講座＆イベント情報
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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

健康講座　健康寿命を伸ばそう
9月21日（水）　10：00～11：30

ロコモ（運動器症候群）を予防し、フレイル（虚弱）状態にならないようにすることで、健康
に生きられる寿命を伸ばしましょう。そのための知識と体の動かし方を学びます。
講　師： 静岡県理学療法士会　　対　象：大人　  　定　員：20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下さい

青城交流センター　　　申込み：8月23日（火）9：00～

著者が語る　「一言坂の戦い」
10月13日（木）　9：30～11：30

家康と信玄が三方原での決戦前に、一言坂でいかに戦ったのか、
昨年12月に出版された「一言坂の戦い」の著者が、その全容を語り
ます。来年のNHK大河ドラマの予習にもなるかも…
対　象： 大人
定　員： 30人
費　用： 150円（受講料100円・資料費50円）
持ち物： 筆記用具

青城交流センター　　　申込み：9月14日（水）9：00～

【全3回】　やさしいストレッチ＆ヨガ講座
10月19・26日・11月2日（水）　13：30～15：00
正しい呼吸の仕方を学び、ストレッチを取り入れたやさしいヨガ
で、疲れにくい身体づくりを始めましょう。腰痛・肩こりの解消に
効果的で、健康維持やダイエットにもなります。
対　象： 大人
定　員： 15人
費　用： 300円（受講料）
持ち物： ヨガマットまたはバスタオル・フェイスタオル・飲み物

青城交流センター　　　申込み：9月22日（木）9：00～

水耕栽培工場見学に
行って・学ぼう

9月27日（火）
10：00～12：00

豊田東地区内の野菜工場見学に行きます。
プロが簡単な水耕野菜の栽培方法を教え
ます。家庭での水耕栽培に挑戦、育てて
みませんか？
場　所： 豊田東地区内の工場とセンター
対　象： 大人
定　員： 10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： 8月27日（土）9：00～

【全4回】　講座

初歩のリコーダー教室

10月18・25日・11月1・8日（火）
10：30～11：30

誰もが一度は手にした事があるリコーダー、
昔を想い出して、もう一度学びませんか？

場　所： 豊田東交流センター
対　象： 大人
定　員： 15人
費　用： 400円（受講料）
持ち物： マスク・水筒・リコーダー

豊田東交流センター
申込み： 9月18日（日）9：00～

第３回

青城フリーマーケット
出店者募集

10月23日（日）
10：00～13：00

出店者は、磐田市在住の方で、個人または
グループでの出店とします。出品は、家庭
内での不用品とします。
会　場： 多目的フロア
区画数： 14区画　　　出店料：無料
広　さ： 1区画は3畳分（2.7m×1.8m）
申込み： 申込書によりお手続下さい
その他： 14区画申込満了の時点で受付

終了となります

青城交流センター
受付：8月25日（木）9：00～

展示案内①

豊田南絵画クラブ
作品展

8月28日（日）～9月17日（土）
8：30～17：00

当交流センターで毎月第２日曜日に活動
されている「豊田南絵画クラブ」の皆さんの
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

展示案内②

花の３D布アート展

9月21日（水）～10月15日（土）
8：30～17：00

当交流センターで毎月第1水曜日と第３
日曜日に活動されている「３D布アート」
の皆さんの作品展です。今回は“花”を
テーマにした展示です。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

■ 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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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

【認知症講座】　家族で学ぶ「認知症の人と共に生活すること」
9月10日（土）　9：30～11：30

竜洋地域包括支援センターより、認知症の基本的な知識から予防、生活の仕方のお話を、磐田警
察署より運転免許更新時の認知機能検査や免許証自主返納について、分かりやすくお話します。
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：8月10日（水）9：00～

花と緑のある暮らし④　和風寄せ植え講座
9月24日（土）　10：00～11：30

信楽焼の黒の平皿に、白砂利・石・柵を配置し、苔や、常緑植物を植栽します。和風庭園
を思わせる寄せ植えです。おうちの中に癒しの空間が広がります。
対　象： 大人　　定　員：12人　　費　用：3,100円（受講料100円・材料費3,000円）
持ち物： 持ち帰り用箱（20㎝×12㎝）　　　その他：汚れてもよい服装

福田南交流センター　　　申込み：8月27日（土）9：00～

【セラピー講座】　楽ヨガ＆楽トレでセルフケア
9月14・21・28日（水）　10：00～11：30

楽しい楽ヨガと楽トレーニングで心と身体を「緩めて」「巡らせて」
「整えて」みませんか？
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 300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・ハンドクリーム
その他： マスク着用

竜洋交流センター　　　申込み：8月17日（水）9：00～

女性のための　「健康づくり栄養」講座
10月8・29日（土）　10：00～11：30

1回目は「老化を防いで身体の中から健康に」2回目は「バランス
のよい食事の組合せ」について明治安田生命の専門講師から
ご紹介します。身体の中から美しく！を目指しましょう。

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：9月7日（水）9：00～

【防災講座】　備えて安心！　在宅避難のススメ
9月18日（日）　10：00～11：30

明治安田生命の専門講師から「在宅避難」のポイントや防災グッズ
の紹介をします。日々の備えから防災力を高めましょう。
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：8月24日（水）9：00～

初めてさんの　クラフトバンドポシェット作り
10月12・19日（水）　9：30～11：30

初めての方向けのクラフトバンド講座で、ポシェットを作ります。申込時に
ご希望の色を伺います。（山ぶどう・ぶどうねずみ・紺・やぶきた・サブレ）
対　象： 大人　　　定　員：12人
費　用： 800円（受講料200円・材料費600円）
持ち物： はさみ・メジャー・ものさし・木工用ボンド・洗濯ばさみ

10個・鉛筆・消しゴム・文鎮（重しになるもの）
その他： マスク着用・色見本が交流センターにあります。

竜洋交流センター　　　申込み：9月15日（木）9：00～

福田の別珍・コール天を訪ねて
ウォーキングはいかが？

10月22日（土）　9：00～12：00（小雨決行）

綿織物の街として、その発展に尽力した先人たち
の知恵に学び、あわせて織物工場見学と剪毛
（カッチング）体験を行います。
※雨天の場合は10月25日（火）
対　象： 小学３年生～大人（小学生は保護者同伴）
定　員： 30人（親子は10組まで）
費　用： 無料　　　その他：歩きやすい服装
持ち物： 筆記用具・飲み物・帽子

福田南交流センター
申込み： 9月17日（土）9：00～

【全２回】　ビーズの光が美しい
ひょうたんランプ作り

10月23・30日（日）　9：00～11：30

大ひょうたんに穴をあけ、ビーズを
埋め込みます。様々な色のビーズが
光を放ち、癒しの空間を作ります。
対　象： 大人　　　定　員：10人
費　用： 2,700円
 （受講料200円・材料費2,500円）
持ち物： ニッパー・目打ち・定規・コンパス
 ペンチ・水性ボンド・持ち帰り用レジ袋大

福田南交流センター
申込み： 9月25日（日）9：00～

災害は忘れたころにやってくる
備蓄の心得防災講座

10月29日（土）　9：30～11：30

何を備蓄するの？、電気、ガス、水道が止まった
ら…災害時にも普段にも活かせる備蓄食クッ
キング！
対　象： 大人　　　定　員：12人
費　用： 800円
 （受講料100円・資料代材料費700円）
持ち物： 筆記用具・エプロン・三角きん・
 マスク・ふきん・台拭き

福田南交流センター
申込み： 10月1日（土）9：00～

磐田市生涯学習講座＆イベント情報
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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

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

ひまわり展と作品募集
9月2日（金）～24日（土）まで

人権の花、ひまわりにまつわる作品（絵画、絵手紙、写真、工作、習字、手芸、押し花など）
の展示をします。
対　象： 幼児から大人まで　　　定　員：なし　　　作品募集期間：8月28日（日）まで
直接ふれあい交流センターへお持ちください。作品をお寄せいただいた方には粗品を用意しています。

ふれあい交流センター　　　皆さんのご参加をお待ちしています。

多肉植物の寄せ植え
9月2日（金）　10：00～11：30

インテリアとしても楽しめ手入れが簡単な多肉植物。玄関に置くのもよし、室内に飾るも
よし、植物で癒しの空間を作ってみましょう。
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： 筆記用具・持ち帰りの入れ物・肌の弱い方は軍手

豊浜交流センター　　　申込み：8月12日（金）9：00～

アロマ香るジェルキャンドルと
ハロウィンランタン作り！
9月24日（土）　9：30～12：00　

香りが選べるオリジナルデザインのジェルキャ
ンドルと、ハロウィン気分を盛り上げるランタ
ンをつくりましょう！ランタンは、申込時に装飾
するご希望の色（オレンジ・紫・白）をお伺い
します。
☆見本が交流センターにあります。

対　象： どなたでも
　　　　（小学3年生以下は保護者同伴）
定　員： 15人
費　用： 2,100円（受講料100円中学生以下無料・
 材料費2,000円）
持ち物： ハサミ・液体のり・ピンセット
　　　　エプロン・作品を持ち帰る袋

福田中央交流センター
電話受付のみ　8月20日（土）9：00～

＜展示＞
和彩美（わさび）木版画展
9月9日（金）～29日（木）

版画には「描く」「彫る」「刷る」という3つの
工芸的要素が含まれています。
絵画とはちがった面白さや味わいがあります。
「遠州見付木版画の会　和彩美」のみなさんの
作品展をお楽しみください。

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
皆様のお越しをお待ちしています。

和紅茶を味わおう
10月14日（金）　9：30～11：30

ロイヤルミルクティーの他、カップの中にバラの花を型取ったスライスリンゴを
入れてアップルティーも作ります。香りで癒されて見た目も可愛らしい和紅茶
を楽しみます。
対　象： 大人　　　費　用：700円（受講料100円・材料費600円）
定　員： 8人　　 　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：9月16日（金）9：00～

＜展示＞　防災用品展示会
8月27日（土）～9月4日（日）

指定避難所である福田小学校と福田中央交流
センターの防災備蓄品を展示します。
主催：福田中地域づくり協議会防災部会
会場：福田中央交流センター　展示室

ハガキにパステル画を描こう
10月1日（土）　10：00～11：30

絵は初心者という方でも大丈夫。三原色（赤・青・黄）に加えてオレンジ・
ピンク・群青の六色のカラフルな色の画材を脱脂綿、綿棒でぼかして
グラデーションをいかして描きます。淡い雰囲気の作品が出来ます。
対　象： 大人　　　費　用：600円（受講料100円・材料費500円）
定　員： 8人　　　 その他：汚れても良い服装でお越しください

豊浜交流センター　　　申込み：9月3日（土）9：00～

美味しい楽しいパン作り　総菜パン
9月10・17日（土）　9：30～12：30

国産の食材で安心安全なパンを作ります。ソーセージパン・チーズパン・
コーンマヨパンの総菜パン3種類を作り、パン6個を持ち帰ります。
対　象：大人　　　費　用：600円（受講料100円・材料費500円）　　　定　員：8人
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
※どちらか一日のみの参加です

豊浜交流センター　　　申込み：8月13日（土）9：00～

ズンバゴールド
9月13日（火）　10：00～11：00

初めての方でも大丈夫。音楽に合わせて見て真似て動きます。
体を動かしてリフレッシュしましょう。
対　象： どなたでも　　　　　 定　員：15人
費　用： 100円（受講料）　　　持ち物：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：8月23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 　 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　10月の日程を予約する場合→9月1日～9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

令和4年9月のまちの保健室は「出張まちの保健室」として交流センター以外の場所で開催します。
詳しくはホームページや各地区で配布する日程表をご確認ください。

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

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 中学区 会　場 内　容

10月 4日（火） 
9：30 ～ 11：00 豊 田 中 学 区 富 岡 交 流 セ ン タ ー インボディ測定・健康相談（保健師）・

乳幼児の計測

10月 6日（木） 
9：30 ～ 11：00 南部中学校区 長 野 交 流 セ ン タ ー 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

10月 13日（木） 
9：30 ～ 11：00 豊田南中学区 青 城 交 流 セ ン タ ー 血管年齢測定・健康相談（保健師・栄養士）・

乳幼児の計測

10月 14日（金） 
9：30 ～ 11：00

東 部 地 区
（主に神明中学校区）

西 貝 交 流 セ ン タ ー 血管年齢測定・健康相談（保健師・栄養士）・
乳児の計測

10月 18日（火） 
9：30 ～ 11：00 磐田第一中学区 ふれあい交流センター 骨密度測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・

乳幼児の計測

10月 19日（水） 
9：30 ～ 11：00 向 陽 中 学 区 向 笠 交 流 セ ン タ ー 血管年齢測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・

乳幼児の計測

10月 21日（金） 
9：30 ～ 11：00 竜 洋 中 学 区 竜 洋 西 会 館 血管年齢測定・健康相談（保健師・歯科衛生士）・

乳幼児の計測

10月 21日（金） 
9：30 ～ 11：00 豊 岡 中 学 区 豊岡東交流センター 骨密度測定・健康相談（保健師・栄養士）・

乳幼児の計測

10月 28日（金） 
9：30 ～ 11：00 福 田 中 学 区 豊 浜 交 流 セ ン タ ー 骨密度測定・健康相談（保健師）・

乳幼児の計測

10月 28日（金） 
9：30 ～ 11：00 城 山 中 学 区 富 士 見 町 会 館 インボディ測定・

健康相談（保健師・歯科衛生士）・乳児の計測

（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

令和4年
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