
予約・問い合わせは
健康増進課(保健センター内・☎(47)8000)へ。

 このマークの付いた事業は、おおぶ一生元気ポイント対象事業です。

休日の当番医 ( 医科 )

休日の当番医 ( 歯科 )

みんなでウォーキング 

相談

みんなで体操 

とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

1日月 今井眼科医院(中央町3ー67) ☎ (47)7364
2日火 つかむら医院(東新町2ー258) ☎ (48)0088
3日水 めいせい志賀クリニック(明成町2ー280ー1） ☎ (45)5959
7日日 もりした整形外科(明成町3ー55ー1） ☎ (46)0088
8日月 石川医院(中央町6ー65） ☎ (47)0667
14日日 清水内科クリニック(柊山町1ー175ー1） ☎ (46)7400
21日日 ひらしま整形外科リウマチ科クリニック(横根町古井戸12ー3） ☎ (43)0055
28日日 加藤内科・胃腸科(中央町6ー91） ☎ (46)8900

とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

14日日 三宅歯科医院 (中央町7ー350) ☎ (48)0124

とき 集合場所 コース・距離

5日金 保健センター 大府熱田神社往復コース・4.8㌔
10日水 あいち健康の森公園管理棟前 健康の森公園コース・4.7㌔
15日月 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
20日土 向畑公園（市役所南側） 風車と緑ビューコース・4.0㌔
27日土 吉田公民館 吉田周遊コース・4.8㌔

とき 場所 内容

ミューいしがせホールが工事中のため、平成30年3月までお休みします。

相談名 とき 受付時間 内容

ことばの相談（予約制） 18日木 13:00～14:30 医師・保健師による相談
こども相談(予約不要) 25日木 9:00～10:00 子どもの健康・栄養・歯科に関すること

●診療時間
　9:00～ 12:00
※当日の問い合わせは各医療
　機関へ。
※診療時間外に急病人が出た
　場合は、県救急医療情報セ
　ンター(☎(33)1133)へ。

●診療時間
　10:00～ 12:00

●時間
　10:00～ 11:00
※予約不要

●場所　保健センター
※こども相談の番号札
　は8:45から配布。

インフルエンザを予防しよう！

　例年、12月～3月にかけて、インフルエンザが流行しているよ。感染を予防するために、次の
ことを実践してね！
(1)外出後は手洗い・うがいをするようにしてね。
(2) 咳・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえる、またはマスクをするなど、エチ
ケットを心掛けてね。

(3)部屋の換気を定期的に行い、適度な湿度（50～60％）に保ってね。
(4)十分に栄養や睡眠をとり、体力や抵抗力を高めてね。
(5) 重症化を防ぐために、ワクチンの接種をしてね（市内在住の65歳以上の方を対象とした「高齢者
インフルエンザ予防接種」の期限は平成30年1月31日です）。未接種の方は早めに接種してね。

1

●受付時間
　9:00～ 9:20
※予約不要
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各種相談とも無料で秘密厳守です。
相談には、参考となる書類などをお持ちください。

2017.12.1513

月の相談1
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律相談 (予約制) ／弁護士 5日・12日・19日・26日金　13:30～16:30 市役所３階相談室
／青少年女性課　☎ (45)6219
※相談時間は、1人30分まで 
※事前予約が不要な人権相談・行政相談・
　登記相談・不動産相談・よろず相談の
　受付は、13:00～16:00（先着6人）

人権相談／人権擁護委員 4日・25日木　13:30～16:30
行政相談／行政相談委員 18日木　13:30～16:30
登記相談／司法書士 10日水　13:30～16:30
不動産相談（不動産の取引に関する相談） 17日水　13:30～16:30
よろず相談／よろず相談員 4日・11日・18日・25日木　13:30～16:30
交通事故相談 平日　9:00～17:15 県民相談・情報センター　☎052(962)5100
身体・知的・精神障がい者の悩みごと相談 9日火　10:00～12:00（11:30まで受付） スピカ／高齢障がい支援課　☎ (45)6289
身体・知的・精神障がい者の生活・福祉、障が
い児の発達・療育などの相談／社会福祉士ほか 平日　8:30～17:15 スピカ 

／障がい者相談支援センター　☎ (48)3011

高齢者の生活・医療・介護・認知症などの相
談／社会福祉士・看護師ほか

平日　8:30～17:15
ＪＲ西側地域…スピカ
ＪＲ東側地域…社会福祉協議会

スピカ／高齢者相談支援センター　☎(45)5455
社会福祉協議会／高齢者相談支援センター東
分室　☎ (48)1051

高齢者・障がい者の虐待に関する相談 平日　8:30～17:15 スピカ／高齢者・障がい者虐待防止センター
☎ (45)5447

知多地域成年後見センター巡回相談（予約制）4日木　13:30～16:30 スピカ／知多後見事務所　☎ (39)2663
年金相談／日本年金機構職員（予約制） 10日水　9:45～12:00／13:00～15:15 市役所２階201会議室／保険医療課　☎(45)6330

消費生活相談（電話相談可）／消費生活専門相
談員

月～木　9:30～12:30／ 13:30～15:30
（年始1～3日、8日月は除く）（15:00まで受付）

ＮＴＴ西日本大府ビル１階 
／消費生活センター　☎ (45)4538

平日　9:00～16:30（土日は16:00まで）県消費生活総合センター　☎052(962)0999

巡回児童相談（予約制）／児童福祉司・児童心理司 10日水　9:30～15:00（1日4回） 市役所2階 206・207会議室／知多児童・
障害者相談センター　☎0569(22)3939

子育てについての相談／地域子育て支援士 平日　8:30～17:00 子どもステーション　☎ (46)2100
乳幼児の生活面・発達に関する相談（電話相
談・訪問相談可） 平日　9:00～16:00 子どもステーション　☎ (47)2200

児童の生活面に関する相談（電話相談可） 平日(各センター週２回)　10:00～12:00 各児童（老人福祉）センター
児童の生活習慣・虐待に関する相談（電話相談可）平日　8:30～17:00 子育て支援課　☎ (46)2143
女性の悩み
事相談

女性問題相談員による電話相談 毎日（休館日を除く）　9:00～16:30
ミューいしがせ　☎ (44)9117

専門相談員（予約制） 15日・29日月　10:00～16:20
教育相談（予約制）／スクールカウンセラー 平日　9:00～16:00 スピカ／レインボーハウス　☎ (44)9400
小・中学生のいじめ・悩みごと電話相談 平日　9:00～16:00 悩みごとフリーダイヤル　☎0120(783)171

外国人の
ための相談

ポルトガル語 10日・17日・24日・31日水　13:00～17:00
青少年女性課　☎(45)6219
※ ポルトガル語のみ、10日・24日水は
19:00まで

中国語 10日水　13:00～17:00
スペイン語 24日水　13:00～17:00
英語 平日　13:00～17:00

新規創業相談 平日　9:00～12:00／ 13:00～17:00
商工会議所　☎ (47)5000

事業用資金金融相談（予約制） 18日木　10:00～12:00
職業・生活相談 平日　9:00～17:00 ＮＴＴ西日本大府ビル１階 

／ワークプラザおおぶ　☎ (48)6160若者職業自立支援相談 5日金　13:30～15:30
ひきこもりやニート、不登校などの悩みに関
する相談（予約制）／臨床心理士など

5日金・9日火・19日金・23日火
13:30～16:20

スピカ／社会福祉協議会　☎ (48)1805
※相談時間は、1人 50分まで

市・県などの臨時相談会

アルコール専門相談会（予約制・定員3組） 11日木　14:00～16:00 知多保健所／知多保健所健康支援課こころの健康
推進グループ　☎（32）6211



ウェルネスバレー通信
平成30年　年始イベント

2日火・３日水　10:00～16:00
新春ステージ発表会や福袋大抽選会、げん
きの郷特製白玉ぜんざいの振る舞いなど、
たくさんの催しが開かれます（予約不要）。
所・問　あいち健康プラザ　☎(82)0211

冬の特別展示　「あたまの中のふしぎな世界」
2日火～31日水　9:30～ 17:00

脳の仕組みやふしぎに触れ、興味を深めよ
う（入場料が必要です）。
所・問　あいち健康プラザ　☎(82)0211

新春福引抽選会
６日土・7日日　10:00～ 16:00

展示モデルハウスを見学して、抽選会に参
加しよう（無料・予約不要）。
所・問　ウッド・ビレッジ　☎(45)6224

サムゲタン風スープ作り
14日日　10:00～ 11:30

薬膳料理サムゲタン風のスープを簡単レシ
ピで作ります。柚子茶も飲んで体をポカポ
カにしましょう（300円・要予約）。
所・問　 あいち健康の森薬草園　☎(43)0021

カフェくちなし
14日日　10:00～ 12:00

10時からカフェタイム、10時45分から
笑学生落語クラブによる子ども落語、11
時15分から健康体操等を予定しています
（200円・お茶菓子付き・予約不要）。
所・問　 認知症介護研究・研修大府センター　

☎(44)5551

木工教室
28日日　10:00～ 15:00

間伐材や建築端材を使って大工さんと一緒
に木製品を作ります（無料・予約不要）。
所・問　ウッド・ビレッジ　☎(45)6224

1月号

ウェルネスバレー
推進課　
☎（45）6255　
http://city.obu.aichi.jp/wv/

ウェルネスバレーとは、
あいち健康の森と
その周辺地区を指す
総称です。

1月4日木午前9時から、「本の福袋」を
貸し出します！　福袋の中には、図書館
スタッフがテーマごとに集めたおすすめ
本セットが入っています。どんな本に出
会えるかは開けてからのお楽しみ！
（1人1袋、なくなり次第終了します）

新年に『本の福袋』が登場!!

図書館にある雑誌の最新号は、館内で
ご覧ください。なるべく多くの方に見て
いただけるよう、閲覧は1冊ずつお願い
いたします。なお、バックナンバーの貸
出・予約はできますので、お急ぎでない
方には予約をおすすめします。

雑誌の最新号は図書館で

図書館だより

allobu図書館　
☎（48）1808
開館時間：
9:00～ 20:00
library@allobu.jp　　
http://library.allobu.jp/

1月の休館日　
1日月～3日水
15日月

今月の紹介：安井信貴さん（図書館スタッフ）
「模倣犯」

　宮部みゆき／作　新潮社

人生で唯一、徹夜で一気読みした本です！　作品では被害者
と加害者の両方の心理や環境が描かれています。暴走しつつも
世間にカリスマ的な存在感を与える殺人犯と、徐々に真相に近
づく警察との事件劇、ページをめくる手が止まりません。

12月19日火～3月19日月　棚番号46番この冬読みたい一冊！
これからの季節に読みたくなる冬の本を紹介します。寒い日が続きま
すが、お部屋でゆっくり読書してみませんか？

わたしの一冊
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環境課　☎（45）6223

スプレー缶はどのように処分すれば良いですか？

スプレー缶は、資源として回収しています。処分
する際は、穴を開けずに中身を使い切り、缶本体は
資源（スプレー缶）に、キャップは外して資源（プラス
チック製容器包装）に出してください。スプレー缶に
穴を開けると残ったガスに引火してやけどをする可
能性があり、資源回収ではなく燃やせないごみに出
した場合も収集車内で火災が発生することがあります。
先月には、燃やせないごみに出されたスプレー缶

を回収した収集車から火が出る事故が発生しました。
幸い火はすぐに
消し止められま
したが、こうし
た火災事故を防
ぐためにも、正
しい手順で資源
回収に出してく
ださい。

1月　公共資源ステーション収集日程表

▶北山公民館　駐車場
8日・22月　午前９時～午後６時半
▶市民体育館　北側駐車場
9日・23日火　午前９時～午後６時半
▶勤労文化会館　駐車場
17日水（3日水は休み）　午前９時～午後６時半
▶保健センター　駐車場
10日・24日水　午前９時～午後６時半
▶市役所　第２駐車場前
毎週木曜日　　午前９時～午後９時
▶吉田公民館　駐輪場
7日・21日日　午前９時～午後６時半
▶マックスバリュ大府店　南側駐車場
7日・21日日　午前９時～午後９時
▶アピタ大府店　南側駐車場
15日月（1日月は休み）　午前９時～午後９時

環境News 各地域の資源回収日程は、お手元の資源回収年間日程表でご確認ください。
不明な点は環境課へ。

セレトナの森の研究室⑨　
冬に出会える鳥たち
14日日　9:30～ 11:30(雨天決行）
二ツ池は渡り鳥でにぎやか！　冬に出会え
る鳥たちを楽しく学びます。
定員　20人（先着順・予約制）
講師　村瀬由理さん（知多自然観察会）

森のようちえん体験⑨

21日日　10:00～11:30(雨天決行）
親子で自然あそびを楽しみましょう。
定員　 2歳以上の就園前児とその保護者

10組（先着順・予約制）

レ 通信
予約方法

1月号

▶   電話または直接、二ツ
池セレトナへ。

▶ 料金記載のないものは
無料です。小学生以下
の方は保護者の方と参
加してください。

：おおぶ一生元気ポイント対象事業　

二ツ池セレトナ　
☎（44）4531
開館時間：
9:00～ 17:00
info@seletona.com　　
http://www.seletona.com

1月の休館日　
1日月～4日木・9日火・
15日・22日・29日の月

９:00～
開催日7日前まで

12 16土

親子や初心者でも楽しむことができる絵手紙教室です。
植物や生き物などを題材に作品を仕上げます。

日時　1月28日日　9:30～ 11:30(雨天決行）
定員　20人（先着順・予約制）
講師　中島征子さん（ことのは屋）
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子どもステーション　9:00～ 17:00　嬢土・日・
☎（44）4541　☎（47）2438

おおぶっこ広場　10:00～ 15:00　嬢土・日・ 　☎（46）4152
保健センター　8:30～ 17:15　嬢土・日・ 　☎（47）8000

児童（老人福祉）センター　9:00 ～ 18:00　嬢第２・４日・
北山 ☎（48）2771 共長 ☎（48）4121 大府 ☎（46）1090 神田 ☎（48）8822
東山 ☎（44）8899 共和西 ☎（48）1200 吉田 ☎（46）5220 石ケ瀬 ☎（44）4678
神田っ子プラザ ☎（46）0567
allobu図書館　9:00 ～ 20:00　嬢第3月（祝日の場合は翌平日）　☎（48）1808

もうすぐママ
パパママサロン 　　　　　　　　 　保健センター
妊夫体験、赤ちゃんのお世話の実習などをします。
　27日土（保健センター）　9:30～ 11:30
　妊娠7カ月以上の妊婦とそのパートナー

プレママ交流会　　　　　　　 　子どもステーション
1月はありません

赤ちゃんママ
０歳児を持つ親の交流会　　
10:00~11:30　　　　　　　 　子どもステーション
子どもステーション 4カ月児まで お休み

５～７カ月児 10日水
８～10カ月児 17日水
11カ月児から 24日水

東山児童老人福祉センター ７カ月児まで お休み
8カ月児から 15日月

神田児童老人福祉センター ７カ月児まで お休み
8カ月児から 22日月

さくらんぼの会（多胎児交流会）　 　子どもステーション
　9日・23日火（子どもステーション）　10:00～ 11:30

離乳食教室 　　　　　　　　　 ・ 　保健センター

離乳食の進め方や赤ちゃんの歯の話、試食をします。
　10日水（保健センター）　9:30～ 11:15
　７～８カ月児とその保護者
　料金　100円

みんなで遊ぼう

子育てひろば　
10:30～ 11:30　　　　　 　子どもステーション

あいち健康の森公園子どもの森　　1月はありません
五ツ屋公園　　　　　　　1月はありません
向畑公園　　　　　　　　1月はありません 
二ツ池公園　　　　　　　1月はありません

保育園の園庭開放　　　　　　　　　　 　各保育園

大　府　　27日土　 9:30～ 11:00
柊　山　　1月はありません　
共和東　　27日土 10:00～ 11:00
追　分　　20日土 9:30～ 11:00
共　長　　13日土 10:00～ 11:00

保育園の施設開放　　　　　　　　　　 　各保育園　

大　府　　18日木 9:30～ 11:00
桃　山　　17日水 10:00～ 11:00
柊　山　　9日火 9:30～ 11:00
横　根　　11日・18日木　　10:00～ 11:00
北　崎　　12日・26日金　　10:00～ 11:30
共和東　　13日土 9:30～ 11:00
追　分　　16日火 9:30～ 11:00
荒　池　　9日・23日火　　10:00～ 11:00
共　長　　18日木 10:00～ 11:00
長　草　　10日水・30日火　10:00 ～ 11:30
吉　田　　10日水 10:00～ 11:30
米　田　　11日・25日木　　10:00～ 11:30
若　宮　　9日火・31日水　9:30～ 11:00

あんぱんまん（自由参加遊びサークル）
　各児童（老人福祉）センター

10:00～ 12:00 13:00～ 16:00
月 石ケ瀬・北山 神田っ子プラザ
火 大府・共長
水 全センター
木 神田・共和西
金 吉田・東山 神田っ子プラザ
土 神田っ子プラザ

1
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：日時　 : 対象　 ：申し込み　 ：問い合わせ　 ：おおぶ一生元気ポイント対象事業

親子の遊び場紹介します

小児救急相談　19:00 ～翌朝8:00　嬢なし
　☎＃8000　☎052（962）9900（短縮番号を利用できない場合）
乳幼児育児相談　9:00～ 16:00
　☎（47）2200　嬢土・日・
　http://www.city.obu.aichi.jp/link/ksoudan.html

保　育　園　嬢日・
大府 ☎（46）0078 桃山 ☎（47）7833 柊山 ☎（46）0590 横根 ☎（47）1077
北崎 ☎（46）0437 共和東 ☎（46）2079 追分 ☎（47）7822 荒池 ☎（48）2625
共長 ☎（47）6131 長草 ☎（46）2048 吉田 ☎（46）0758 米田 ☎（47）7823
若宮 ☎（46）4612

保育園、児童（老人福祉）センター、子どもステーションでは、子育てに関する相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

住所　明成町一丁目86番地　
☎（48）4121　FAX（44）9403
開所時間　9:00～ 18:00
休館日　毎月第２・４日・祝日・12月28日～１月4日
子育て相談　水・木　10:00 ～ 12:00

聞こう話そう子育てのこと
　 　子どもステーション（平日9:00～ 17:00）
　 　先着順・電話で仮申し込みをすることができます

「パパ交流会」
パパ同士の交流、手形スタンプ、親子遊びなどをします。
　27日土（子どもステーション）　9:30～ 11:30
　 市内在住の就学前児とその保護者
　12月18日月から子どもステーションへ

「子育てに必要なクスリの基礎知識」
薬の使い方などについて薬剤師から話を聞きます。
　18日木（子どもステーション）　10:00～ 11:00
　 市内在住の就学前児とその保護者20組
　12月18日月から子どもステーションへ

　 　おおぶっこ広場
「イクメンのすすめ」
父親の育児参加について市役所職員が話します。
　16日火（おおぶっこ広場）　11:00 ～ 12:00
　どなたでも

「乳幼児の音楽とリズムの話」　
音楽指導員と親子で音楽遊びを楽しみます。
　25日木（おおぶっこ広場）　11:00 ～ 12:00
　どなたでも

図書館のイベント
　　　　 　allobu 図書館

読み聞かせ
毎週火（2日・30日を除く）　11:00 ～
17日水・26日金　11:00 ～
7日日・13日土　14:00 ～（～低学年）
毎週土（13日を除く）　14:00 ～（～高学年）
ストーリー・テリング　13日土　10:30 ～（5歳以上）
わらべうた　　　　　　 11日・ 25日木　11:00 ～
デジタル紙芝居　 27日土　11:00 ～
腹話術・エプロンシアター 30日火　11:00～
人形劇 12日金　11:00～

市内で一番歴史があり、子どもたちが自由に
のびのび遊ぶアットホームなセンターです。

共長児童センター 1月のイチ押し

子どもから大人まで夢中になる
カプラで遊ぼう

21日日　10:00 ～ 12:00
  遊戯室いっぱいに魔法の板
「カプラ」8000枚を用意しま
す。作っても崩しても楽しめ
ます。お父さんも一緒に、こ
の魔法の板で遊びませんか？

共西町 7丁目

共長保共長保

共長小共長小

子育てのお手伝いをします
「上の子の行事があ
るので、下の子を預
かってほしい」「私が病
院に行く間、子どもを
預かってほしい」など、
手助けが欲しいと思う
ときはありませんか？ 
　ファミリー・サポート・センターでは、このよう
な子育てのお手伝いを頼みたい方に、お手伝いした
い方を紹介しています。どちらの立場の方も、随時
会員登録できますので、お気軽に子どもステーショ
ンにお問い合わせください。
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11月11日は、吉田小学校の学習発表会。児童たちが、この日に
向け、テーマに沿って調べてきたこと、考えてきたことを家族や
仲間に発表しました。健康について学習し、自分たちで考えた健
康体操を披露する学年もあれば、自分たちが作ったおもちゃや、
ゲームでお客さんに楽しんでもらう学年もあり、校内は参加者の
笑顔であふれていました。卒業まで100日を切った6年生は自分
の将来について発表をしました。夢はドルフィントレーナーと話
した児童は「長所を伝え合う
グループ学習で友だちから
自分の夢を見つけるきっか
けをもらった」と教えてくれ
ました。こうした学校での
学びや生活の積み重ねが児
童たちの未来を形成してい
るのかも知れませんね。

吉田小学校　学習発表会（11月11日）吉 小学校 学 発表会（ ）

学び舎探訪

写真上から　
●1年生の発表の様子
●4年生、視覚障がい者ガイド
　体験の様子
●5年生の発表の様子
●6年生の児童が見つけた自分の夢

吉田小学校・各学年の学習テーマ

1年生「くじらぐもげきじょう」

2年生「秋だ　まつりだ　わっしょい」

3年生「健康のひみつをさぐろう」

4年生「伝えよう　助け合いのこころ」

5年生「ふしぎがいっぱい　「米」」

6年生「私たちの未来」

くすのき学級「くすのきチャレンジカップ」

スイートポテト

① さつま芋は皮をむき適当な大きさに切り、蒸します。
② ①を熱いうちにつぶし、バター、砂糖を加えてよく混ぜます。
　 さつま芋が固いようなら牛乳を加えて、加減します。
③ 俵型にしてみりんを加えた溶き卵にくぐらせ、天板に並べます。
④ オーブンで焦げ目がつくまで焼きます。

作り方

保育園で5つ星！

さつま芋をつぶすのに力がいります。蒸す前にさつま芋を
小さくカットしておくとつぶしやすいです。

給食調理員さんに聞いた調理のポイント！

材料（4人前）

さつま芋　中1/2本
バター　　大さじ1強
砂糖　　　大さじ2弱
牛乳　　　60グラム
卵　　　　1/2個
みりん　　少々           
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月

▲調理後の審査員の試食に挑む武田雄太さん（左端）、良太さん（左から2番目）

　▶武田兄弟の料理はこちら

19日、共和西小学校でこども料理コンクール「ビス
トロおぶちゃん」が開催されました。
今回のテーマは「私のナンバーワン朝ベジ料理」。一
次審査を勝ち抜いた8組がオリジナル料理で自慢の腕
を振るいました。
グランプリは、武田良太さん、雄太さん兄弟が作っ
た、「アツアツ野菜たっぷり茶碗蒸し」。2人は「うれし
い。今日は一番いい料理が作れました」と話しました。

26日、市役所多目的ホールで子ど
も芸能祭が開催され、市内で活動する
8団体が出演し、日頃の練習の成果を
発表しました。
子ども芸能祭は子どもたちのアイデ
アを生かした手作りの発表会で、今年
は「力を合わせてはじける元気をひろ
げよう」をテーマに、日本舞踊や剣舞、
バレエなどが披露され、会場は大きな
拍手に包まれました。

▲剣舞を披露する出演者

26日、大府シティ健康ウォーキング大会
が開催され、集まった約700人が穏やかな
天気の下、ウォーキングを楽しみました。
健康づくりに取り組むきっかけにしても

らおうと、気軽に誰でも参加できるウォー
キング大会を開催して今年で11回目。参加者は5キロと10キロの２つのコースか
ら自分の体力に合わせて好きなコースを選びました。ゴール後には、健康づくり食
育推進協議会の皆さん手作りの豚汁が振る舞われ、参加者は疲れを癒やしました。

▲二ツ池公園周辺を歩く参加者

9日、秋の全国火災予防運動に合わせ、
大府保育園で消防本部のヒーローファイ
アーXが、防火の大切さを教える防火寸劇
を披露しました。
劇中で、タバコの不始末で火事になり出

現した煙の魔人ケムラーをファイアーXが退治する場面では園児たちから「がんば
れー」と応援の声が上がりました。劇終了後、ファイアーXと年長児が大府駅前ま
で拍子木を打ち「火の用心」と呼びかけながら、防火パレードを行いました。

▲煙の魔人ケムラーとファイアーX

11

朝ベジ料理で勝負
子ども料理コンクール「ビストロおぶちゃん」

防火の大切さを学ぶ
ファイアーX 防火寸劇、パレード

文化と人の交流
子ども芸能祭

みんなでウォーキング
シティ健康ウォーキング大会
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