豊岡中央地域づくり協議会「防災対策部会」 令和3年度 避難所運営会議開催！
去る、５月25日、28日の2日間にわたり「豊岡中学校他４指定避難所」の指定避難所運営会議が開催されました。参
加者は自治会長をはじめ自主防災会長、女性防災リーダー、施設管理者等延べ65名が参加していただきました。
会議では、避難所の開設と運営、新型コロナウイルス感染症対策、救護所などの説明がされ、その後、指定避難所ご
とに分かれ、施設利用計画、班体制等について協議されました。
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〒438-0116 磐田市壱貫地76番地5
☎：0539-62-9130 fax：0539-62-9155
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豊岡中央交流センター
ホームページ紹介

発熱等で体調のすぐれない方の使用は控えて下さい。
マスクの着用、手洗いや手指消毒にご協力をお願いします。
使用中、定期的な換気に努めて下さい。(最低1時間に1回5分程度)
センター内での食事は、ご遠慮下さい。

https://toyookachuo-kc.jimdofree.com/

豊岡中央交流センター

地域の話題 「ふるさとを愛する会」の活動を紹介します。
8月の豊岡中央交流センター 講座案内
【第2回】 親子お菓子づくり教室 令和3年8月1日（日）13:30～15:30
お休みの日に親子で協力してス
イーツづくりを楽しみませんか？
ひんやりと涼しげなヨーグルト
ムースを使用したカップスイーツを
つくります。

5月16日（日）に磐田市神増地内で静岡県「森の力再生事業」により森林の間伐をした山の斜面に「ふるさとを愛する会」
代表：村松庸志さん（神増）の地元有志が山林の所有者の協力を得て「植樹会」を開催しました。当日は、草地市長をはじめ
近隣の家族連れなど約５０人が参加し、コナラやヤマザクラなど１２種類の広葉樹を植えました。

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、三角巾、
ふきん、タオル（手拭き用）
※子どもさんは室内シュ-ズ持参
豊岡中央交流センター
申込み：7月1日(木) 8:30～

７月の豊岡東交流センター講座ご案内 (講座申込みは開催日の１か月前からです)

開通目前！ 新磐田スマートＩＣ設置工事状況（報告）
進捗状況写真（令和３年５月14日撮影）

令和３年初夏開通

センターだより５月号
掲載行事

ストレッチ＆らくヨガ

夏の夜のファンタジー

で進めているスマー

「星空ロマン観察！」

トICは順調に工事が

NO.６
名古屋方面

東京方面
名古屋方面

進み完成が間近とな

ストレッチ＆らくヨガ
（前半２回）
６月３・１７日（木）
１０:００～１１:３０
対象：大人
定員：１０人
費用：100円（講座料100円）
レンタルヨガマット希望者は１００円/1回
持ち物：飲み物・タオル
その他：マスク着用・動きやすい服装

父の日親子で!
チョコケーキを作ろう
６月１３日（日） １３：３０～１５：３０
対象：親子（祖父母可） 定員：６組
費用：1,600円
（高校生以上受講料100円材料費1,500円）
持ち物：マスク・三角きん・ふきん２枚・保冷
剤・牛乳空きパック（1ℓ）・子どもさんは上靴

７月１・１５（木） １０:００～１１:３０
無理のない動きで、安心して楽しく体を動
かしましょう。運動とヨガのリラックス効果
で睡眠の質を高め、健康な心と身体を目
指し将来人に頼らず自立した生活が送れ
るよう生活リズムを一緒に整えませんか。
対象：大人
定員：１０人
費用：100円（講座料100円）
レンタルヨガマット希望者は１００円/1回
持ち物：飲み物・タオル
その他：マスク着用・動きやすい服装

６月１日（火）～３０日（水）

鈴木三千代「絵画展」
７月１日（木）～３１日（土）

田代 貞 「星空ロマン展」

りました。開通日の

※雨天・曇天時は ８/１（日）に延期します

公表は改めてホーム

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）
その他：マスク・筆記用具
会場：豊岡東交流センター駐車場

ページや新聞等でお

「親子・小学生英会話教室」
７月２８日（水）・８月４日（水）
オーストラリア生まれのシェーン先生と歌
やゲームで楽しく英語を学ぼう！
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

料金所

知らせします。
また、長期間通行
止めとなっている側
道も完成しましたら

スマートIC入口から南側（料金所）を望む

高速道路北側より西側（名古屋方面）を望む

開放します。
磐田市都市整備課

☎：０５３８－３７－７１７４

まちの保健室【健幸のまど】

磐田市健康増進課

まちの保健室中止のお知らせ

（全２回）

親子10：00～10：45・小学生11：00～11：45

東交流センター６・７月 ロビー展示

７月３１日（土） １９：００～２０：３０

新型コロナウイルス感染防止対策及び、ワクチン接種へ保健師が従事するため、今年度の
まちの保健室（令和3年5月25日～令和4年3月31日）を中止とさせていただきます。
健康に関する相談、乳幼児の相談は個別に対応させていただきますので、ご希望の方は
ご連絡ください。
健康増進課 地域保健グループ
電話0538-37-2013 FAX0538-37-4586（8：30～17：15土日祝日除く）
豊岡地区担当保健師 鈴木淳子

豊岡東交流センター

豊岡南小学校

ひろせっ子大運動会

【TEL:0539-62-2155】

令和3年度 豊岡東地域づくり協議会総会を開催！
5月２日(日)に地域づくり協議会総会が体育館で開催され、１年
間の活動報告・決算報告の承認、令和３年度の活動計画・予算、
会則の一部改正、新役員承認について審議可決されました。
来賓には自治会連合会の深田支部長、市議会議員に豊岡地
区から当選された鈴木議員・秋山議員・山下議員、市役所地域
づくり応援課伊藤課長補佐に出席いただきました。

南小のキャラクター
「南侍」が、さらにパ
ワーアップ！

低学年
高学年
中学年

ＨＴＤ〜ひろせっ⼦低学年団〜

エネルギッシュソーラン

５/29（土）に、ひろせっ子大運動会を実施しました。感染症拡大防止
のために、内容を厳選し参観者を限定しての開催でしたが、子供た
ちの活躍が濃縮された素敵な運動会となりました。

綱引きも、ソーシャル
ディスタンス！

Gunte de dance〜USJ ver.〜

豊岡南幼稚園
教育目標「笑顔いっぱい やる気いっぱい 心豊かな広瀬っ子

【TEL:0539-62-2544】

敷地の里山を年長、年中児が探検しました。
カブトムシの幼虫もいただきました！

このほど家田の小木秀市さんが、ふるさとの
歴史・産業・自然・風土や民俗など全76ペー
ジにわたる冊子『歴史と民族の里・敷地村』
を自費出版しました。「子どもたちに敷地村
の歴史を正しく伝え、自身を育ててくれた敷
地村への恩返し」と話してくれました。

豊岡中学校
【TEL:0539-62-2085】

第１回ＰＴＡ資源回収

新型コロナウイルス感染対策を徹底して資源回収を実施するこ

学級花壇 花苗の植付を行いました
５月２５日、地域ボランティアの方の御支援

とができました。３年生徒ボランティアを中心にＰＴＡ役員の皆

をいただきながら学級花壇の植付を行いました。

様、職員で協力し、効率良く進めることができました。

今後、水やり、除草を丁寧に行い、きれいな花

今回、収益金76,325円、奨励金

が咲くことを期待します。

「みんなで、カブトムシの
幼虫のお父さんお母さん
になって、育てよう！」

アルミ缶回収強化日は、６月１６日（水）です。御協力をお願いします。

豊岡こども園

５歳児交流会

【TEL:0539-62-2545】

泥んこ遊び

毎日、泥の感触を楽しみながら、友達と一緒に夢中に
なって遊んでいます。日に日にダイナミックな遊びに
なっています。

じゃがいも
たくさんとれたよ！

ました｡集まった収益金等は本校の
教育活動や部活動等で有効に活用

“じゃがいも”の収穫をしました。
て、６月１８日（金）にカレーを
作って食べる予定です。
“さつまいものつるさし”もしま
した。生長が楽しみです。

させていただきます。地域や保護
者の皆様、御協力誠にありがとう
ございました。

【TEL:0539-62-2036】

豊岡北小サポートメンバーの皆さん
よろしくお願いいたします。
今年度も保護者、地域の皆さんと共に学校
づくりを進めています。地域連携、学習支援事
業、学校支援事業を、進めていくため、５月27日に
全体会を開きました。可能な範囲で学校や子供たちのために
できることを行う方針について確認し、活動の進め方につい
て相談できました。ぜひ地域の方のお力を発揮していただき
たいと願っています。

交流センターで豊岡南幼稚園の年
長児と、仲間集めゲームやリレーを
しました。
豊岡富士にも登りました。思いき
り体を動かして楽しく遊びました。

気持ちいいよ！

111,250円、合計187,575円となり

豊岡北小学校

年長児がプール掃除を行いました。雑
巾で拭くと、プールの底がピッカピカに！
６月からのプール遊びが楽しみです！

北っ子なかよし運動会

広瀬こども園
【TEL:0539-62-2104】

子供たちが生き生きと走ったり踊った
りする姿を、見ていただきました。これま
で梅雨空に苦しんだ練習の日々でした
が、5月29日は青空の下、精一杯の表現
や力を披露しました。

hi-

園の見学について、新型コロナウイルス感染予防のためご遠慮しています。園の
写真をホームページ（TOPページ下段）で見ることが出来るようになっています
のでご覧頂ければと思います。ご理解のほど宜しくお願い致します。

TEL 0539-62-2104

https://www.hirosekodomoen.jp/
ペットボトル稲
にチャレンジ
ペットボトルで
稲を育てていま

お茶摘み体験
お茶の摘み方は一芯二葉と教わった後に、磐田市長

こどもまつり
子ども達が製作した鯉のぼりを園内に飾り、

しっぺいと一緒に慎重に新芽を摘んでいきました。
摘んだお茶の葉っぱを鼻に近づけてお茶の匂いを嗅い

子どもの日の雰囲気を楽しみました。
パネルシアターで「ちいさなこいのぼりのぼ

でいる子どももいました。

うけん」を鑑賞しました。

す。稲の生長や
どんな生き物が
集まってくるの
か楽しみに観察
しています。

