
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

３日日 産院いしがせの森(森岡町1ー193) ☎ (44)4131
10日日 つかむら医院(東新町2ー258) ☎ (48)0088
17日日今井眼科医院(中央町3ー67) ☎ (47)7364
23日土めいせい志賀クリニック(明成町2ー280ー1） ☎ (45)5959
24日日大府こころのクリニック (柊山町1ー175ー1) ☎ (46)2002
31日日特定医療法人共和会　共和病院(梶田町2ー123) ☎ (46)2222

とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

10日日 斎藤歯科医院 (中央町4ー252) ☎ (47)3521

とき 集合場所 コース・距離
2日土 長草公民館 太陽と緑の道コース・3.7㌔
6日水 保健センター 健康の森公園往復コース・5.2㌔
9日土 北山公民館 北山発二ツ池公園周遊コース・4.5㌔
13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
16日土 向畑公園（市役所南側） 風車と緑ビューコース・4.0㌔
18日月 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
23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） お休みします。
こども相談(予約不要) 19日火 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。

大府シティ健康ウォーキング大会

　今年も「大府シティ健康ウォーキング大会」を開催するよ。
　市民体育館をスタートに、二ツ池公園やみどり公園を回り、ゴールの横根公民館を目指すんだ。
体力に合わせて10㌔と5㌔のコースを選ぶことができて、健康づくり推進員さんが先導してくれ
るので、老若男女問わず、誰でも安心して参加できるんだ！　もちろん、ベビーカーを押しての
参加も大歓迎だよ。参加費は無料で、事前の申し込みも必要ないよ。おぶも参加するからね～。
　小学生以上の方には先着でプレゼントがあるよ！　小さな子たちにも参加賞があるからね。
　「おおぶ一生元気ポイント」対象事業になるので、皆さんぜひ参加してね～！

　 ▼日時：11月26日日　 ▼受付：8:15～8:45　 ▼集合：市民体育館駐車場
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●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。

2017.11.1513

月の相談12
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 1日・8日・15日・22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 7日・28日木　13:30～16:30
行政相談／行政相談委員 21日木　13:30～16:30
登記相談／司法書士 6日水　13:30～16:30
不動産相談（不動産の取引に関する相談） 20日水　13:30～16:30
よろず相談／よろず相談員 7日・14日・21日・28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 7日木　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）7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） 12日火　9:45～12:00／13:00～15:15 市役所２階204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
（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 12月の相談はお休みします。 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） 4日・18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 6日・13日・20日・27日水　13:00～17:00
青少年女性課　☎(45)6219
※ポルトガル語のみ、13日・27日水は19:00まで

中国語 13日水　13:00～17:00
スペイン語 27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日月　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 1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

1日金・12日火・15日金・26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
犯罪被害者のための心の悩み相談 平日9:00～17:00 ハートフルライン　☎052（954）8897



ウェルネスバレー通信
ノルディック・ウォークを楽しむ会
１日金・3日日・8日金・10日日・13日水・17日日・
20日水・22日金・27日水　9:15～10:15

ポールを使ったウォーキング体験会です
（参加費500円・ポールレンタル代込）。
所　あいち健康の森公園交流センター
問　 愛知県ノルディック・ウォーク連盟　
☎0566(91)5021

松ぼっくりでクリスマスツリーを作ろう！
9日土　10:00～12:00・13:00～15:00
松ぼっくりやモールを使ってクリスマスツ
リーを作ります（先着50人）。
所　あいち健康の森公園管理棟会議室
問　健康の森公園管理事務所　☎(47)9222

お屠
と そ

蘇づくり
10日日　10:00～ 11:30

生薬をブレンドして「屠蘇散」を作ります。
アルコールは使用しません（参加費200
円・要予約）。
所・問　 あいち健康の森薬草園　☎(43)0021

冬の特別展示　「脳科学に関する展示」
16日土～28日木　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

木工教室
17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

門松をつくろう
24日日　10:00～ 15:00

知多半島の竹を使って大工さんと一緒に門
松を作ります（無料・予約不要）。
所・問　ウッド・ビレッジ　☎(45)6224

12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。

大府市の昔の地図が見たいという相談
をお受けしました。
　そこで紹介したのが、郷土資料のコー
ナーにある「大府市村絵図集」（大府市古
文書の会）。現在の大府市の元となった
各村の絵地図が掲載されています。

大府市の昔の地図が見たい

ノートや教科書類を持ち込んだテスト
勉強などはallobu２階の学習室をご利用
ください。allobu総合案内前にある座席
表から利用票を取ることができます。
図書館の閲覧席での持ち込み学習はで
きません。ご協力をお願いいたします。

テスト勉強などの持ち込み

学習は学習室で！

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/

12月の休館日　
18日月・
29日金～31日日

ー今月の紹介：武藤真佐美さん（朗読グループおおぶ　紙ふうせん）
「かみさまへのてがみ」

　谷川俊太郎／訳　葉祥明／絵　サンリオ

「かみさま　どうして　よる　おひさまを　どけてしまうので
すか？　一ばん　ひつようなときなのに。」
子どもたちから神への手紙。これは苦言？　巧まずして、ま
るで落語ですね。

11月20日月～1月14日日　棚番号67番身も心も温まる本
だんだん寒くなってきましたね。食べて飲んで、入って着て、見て読
んで…冬の寒さを乗り切りましょう！

わたしの一冊
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環境課　☎（45）6223

生ごみたい肥化容器を使って、
生ごみを減らそう

生ごみたい肥化容器は、生ごみを分解し、養分を豊
富に含んだ肥料を作ることができます。また、家庭か
ら出る生ごみの量を減らすことができます。
生ごみたい肥化容器には、①底がなく、庭の畑などの土

に埋めて使用するものと、②底があり、つまみをひねって
水抜きをするものがあります。底があるものは、アパート
やマンションにお住まいの方が使用するのに適しています。
市では、生ごみたい肥化

容器を購入した際の費用の
半額（上限3000円）を補助
する制度があります。補助
金は1世帯につき、①②を
それぞれ2基（最大4基）まで
申請することができます。
詳細は、市ホームページを
ご覧ください。

12月　公共資源ステーション収集日程表

▶北山公民館　駐車場
11日・25日月　午前９時～午後６時半
▶市民体育館　北側駐車場
12日・２6日火　午前９時～午後６時半
▶勤労文化会館　駐車場
6日・20日水　午前９時～午後６時半
▶保健センター　駐車場
13日・２7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
3日・17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
3日・17日日　午前９時～午後９時
▶アピタ大府店　南側駐車場
4日・18日月　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。

花いっぱい運動③
３日日　14:00～ 15:00(雨天決行）
セレトナの玄関前花壇に花を植えます。
定員　20人（先着順・予約制）

森のようちえん体験⑧
10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

12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

12月の休館日　
4日・11日・18日・25日・
の月・28日木～31日日

９:00～
開催日7日前まで

11 16木

森には小枝がいっぱい！　集めた材料

でリース作りを楽しみましょう。

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）

3日日　9:30 ～ 11:30　

クリスマスにちなんだ音楽を

ハンドベルで演奏します。

予約は不要です。どなたでも

自由にご覧下さい。

17日日　16:30 ～ 18:00　

セレトナの大きなツリー！　夕暮れ時がお勧めです！

点灯時間：1日金～ 24日日の 16:00 から閉館まで
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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
おうちママサロン 　　　　　　　　 　保健センター

妊娠生活を送るコツ、赤ちゃんの特徴などを学びます。
　5日火（保健センター）　9:30～ 11:30
　就労していない妊婦

パパママクッキング 　　　　　　　 　保健センター

バランスの良い食事について学び、調理実習をします。
　16日土（保健センター）　9:30～ 12:30
　妊娠５～８カ月頃の妊婦とそのパートナー
　料金　500円

プレママ交流会　　　　　　　 　子どもステーション
　6日水（子どもステーション）　10:00～ 11:30

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 6日水

５～７カ月児 13日水
８～10カ月児 20日水
11カ月児から お休み

東山児童老人福祉センター ７カ月児まで 4日月
8カ月児から 18日月

神田児童老人福祉センター ７カ月児まで 11日月
8カ月児から お休み

さくらんぼの会（多胎児交流会）　 　子どもステーション
　12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。
　8日金（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

親子サロン 　　　　　　　　　 ・ 　保健センター

赤ちゃんの身体計測や、関わり方について学びます。
　15日金（保健センター）　9:30～ 11:00
　2～ 4カ月児とその保護者

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日金
五ツ屋公園　　　　　　　8日金
向畑公園　　　　　　　　15日金 
二ツ池公園　　　　　　　12月はありません

保育園の園庭開放　　　　　　　　　　 　各保育園

大　府　　16日土　 9:30～ 11:00
柊　山　　2日土　 9:30～ 11:00
共和東　　12月はありません
追　分　　9日土 9:30～ 11:00
共　長　　9日土 10:00～ 11:00

保育園の施設開放　　　　　　　　　　 　各保育園　

大　府　　14日木 9:30～ 11:00
桃　山　　20日水 10:00～ 11:00
柊　山　　12月はありません
横　根　　7日木　　10:00～ 11:00
北　崎　　8日金 10:00～ 11:30
共和東　　12月はありません
追　分　　5日火 9:30～ 11:00
荒　池　　6日水・19日火　　10:00～ 11:00
共　長　　21日木 10:00～ 11:00
長　草　　20日水 10:00～ 11:30
吉　田　　21日木 10:00～ 11:30
米　田　　14日木 10:00～ 11:30
若　宮　　19日火 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
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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　柊山町二丁目24番地　
☎（44）4541・（47)2438　FAX（48）7450
開所時間　9:00～ 17:00
休館日　土・日・祝日・12月28日～１月4日
子育て相談　月～金　9:00～ 17:00

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
「離乳食づくりと親子で試食」
市栄養士から離乳食の作り方を教わり、親子で試食します。
　5日火（ミューいしがせ）　10:00～ 11:30
　 市内在住の9カ月～１歳3カ月児とその保護者
15組（託児あり）
　11月16日木から子どもステーションへ
　料金　100円

「2歳児を持つ親の座談会」
子どもの食事について、みんなで話し合います。
　21日木（子どもステーション）　10:00～ 11:00
　市内在住の平成26年度生まれの子とその保護者10組
　11月16日木から子どもステーションへ

　 　おおぶっこ広場
「冬のお部屋に潜む子どものトラブル・事故防止対策」
市消防職員が冬の室内で注意すべき点を話します。
　1日金（おおぶっこ広場）　11:00 ～ 12:00
　どなたでも

「おうち看護について」
看護師から病気の症状とケアについての話を聞きます。
　15日金（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　11:00 ～
20日水　11:00 ～
3日日・9 日土　14:00 ～（～低学年）
毎週土（9日・30日を除く）　14:00 ～（～高学年）
ストーリー・テリング　9日土　10:30 ～（5歳以上）
わらべうた　　　　　　 14日木　11:00 ～
デジタル紙芝居　 23日土　11:00 ～

就学前児の遊び場です。保護者同士のつなが
りもでき、安心して遊ばせることができます。

子どもステーション 12月のイチ押し

親子遊び
平日　11:00 ～・15:00 ～
  クリスマスにぴったりの遊
びや踊りをします。小さいお
子さんでも踊ることができる
ので、おうちでも楽しむこと
ができますよ。みんなで一緒
に踊りましょう。

柊山町三丁目

柊山町六丁目

allobuallobu

子どもステーション子どもステーション

０歳児を持つ親の交流会
「０歳児を持つ親の交
流会」は、子どもステー
ション、東山児童老人
福祉センター、神田児
童老人福祉センター、
大府北中学校で開催
し、親子でふれあい遊
びをしたり、子育ての情報交換をしたりしています。
　同じくらいの月齢の子どもを持つ保護者が集まる
ので、子育ての不安や知りたいことも似ています。
初めての方も、友達作りが苦手な方も、安心して来
てください。
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　2時間目が終わると、神田小学校の全校児童が勢いよく校庭に出て
きました。この日は年に９回程開催される「神ちゃんギネス」の日。総
務委員・代表委員・運動委員の児童が検定員となり、他の児童たちは
ドッチビーを使った投てきやケンケンをしながらの相撲など8種目の

中から好きな競技に挑戦し、その記録を競い合います。
　この「神ちゃんギネス」は、健康教育の取り組みの一環として平
成23年から行われています。8種目は、遊びの中で俊敏性やバラ
ンス感覚、投てき力などの能力を向上させるために考えられてい
ます。高学年の児童からは「みんなが挑戦している姿が良い」「い
ろいろな学年の子と交流ができる」「いつも運動していない子も外
で遊んでいる」と神ちゃんギネスの良いところを教えてもらいまし
た。学年末には、最高記録者の表彰も行います。今年は誰がギネ
ス記録を残すのか？　神田っ子の挑戦から目が離せません！

神田小学校　神
かん

ちゃんギネス（10月27日）
かん

学び舎探訪

写真上から　
① ビースロー（投てき）
② シューティング（玉入れ）
③ グループ８（集団なわとび）
④ ケンケン相撲～神田場所～
⑤ カードに記録を残す児童

ビビンバ

① 豚ひき肉、鶏レバーをすりおろしたニンニクと炒め、余分な油を取り除きます。
② 調味料を入れ、汁気がなくなるまで炒めます。

卵に塩を入れ、卵液を作り、中火で炒めます。

① 調味料を火にかけて、たれを作り、あら熱をとっておきます。
② 1.5㌢程に切ったほうれんそう、ざく切りにしたもやしを茹でて、水で冷まします。
③ 野菜の水気を切って、①で作った、たれであえます。

調味料を鍋に入れて、とろみがつくまで火にかけます。

※ご飯を盛り、肉・卵そぼろ、ナムルをのせ、上からビビンバのたれをかけ完成。

作り方

小学校で5つ星！

卵を良くかき混ぜることで、卵そぼろが細かくなります。
卵とビビンバのたれは焦げやすいので注意しましょう！！

給食調理員さんに聞いた調理のポイント！

材料（4人前）

肉そぼろ
　豚ひき肉　150㌘
　鶏レバーミンチ　8㌘
　醤油　大さじ1/2
　にんにく　少々
　みりん　小さじ1/3
　酒　小さじ1
　砂糖　大さじ1
卵そぼろ
　卵　2個
　塩　少々
　油　適量

ナムル　
　ほうれんそう　1/2束
　もやし　125㌘
　醤油　小さじ1
　砂糖　小さじ1
　ごま油　小さじ1/3
ビビンバのたれ
　しょうが　少々
　赤味噌　大さじ1
　みりん　小さじ1/2
　砂糖　小さじ1
　ごま油　小さじ1/2
　コチュジャン　大さじ1/2
　水　大さじ2

肉そぼろ

卵そぼろ

ナムル

ビビンバ
のたれ
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月

▲左から、生みの親との再会を喜ぶおぶちゃん、木村さん、岡村市長

      ▶感謝状を手渡しました

26日、市役所で大府市公式マスコットキャラクター
「おぶちゃん」の原作者、木村香央里さんに感謝状が贈
呈されました。
平成18年に「おぶちゃん」が市健康づくりマスコッ

トキャラクターに選ばれて以来、着ぐるみや体操、ナ
ンバープレートが作られ、今年8月には公式キャラク
ターになりました。木村さんは「おぶちゃんをこれか
らも応援してもらえるとうれしいです」と話しました。

28日、産業文化まつりにて、市民
の皆さんから回収された使用済携帯電
話・パソコンに含まれる金属で作られ
た「リサイクル金メダル」のお披露目イ
ベントが開催されました。
携帯電話504台、パソコン465台
から作られた金メダルは、直径7㌢、
厚さ1.2㌢、重さ367㌘。この金メダ
ルは11月12日に行われた大府シティ
健康マラソン大会にて「大府選手権賞」
として贈呈されました。

▲共和保育園の園児も参加しました

10月7日から11月5日まで、市役所周辺
で現代アートの展覧会「Art Obulist 201
７ 『アートおぶアート』」が開催されまし
た。
現代アートを身近に感じてもらおうと開

催し、今年で2回目。会場の1つである大倉公園では、7組の作家が出展し、管理棟・
休憩棟の各部屋に作品が展示されました。出展者は、「現代アートをさまざまな人
に見てほしい。空間と作品が創り出すものを自由に感じてほしい」と話しました。

▲小川健一さんの作品

１日、全国のコンビニエンスストアで住
民票の写しなどの各種証明書が取得できる
コンビニ交付サービスが開始されました。
取得できる証明書は、住民票の写し、印

鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、戸籍の附
票の写しで、全国のコンビニエンスストアで午前6時30分から午後11時まで、年
末年始を除き利用できます。利用にはマイナンバーカードが必要なので、この機
会にぜひマイナンバーカードを取得してみてください。

▲コンビニ内のマルチコピー機で操作

10

おぶちゃんの生みの親
木村香央里さんに感謝状贈呈

暮らしがより便利に
住民票などのコンビニ交付開始

リサイクル金メダル完成
ゴールドラッシュ 2020運動

アートを感じて
Art Obulist 2017 アートおぶアート
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愛知万博メモリアル　
第12回　愛知駅伝大会

1区（中学生女子） 2区（ジュニア男子） 3区（40歳以上）

4区（小学生女子） 5区（中学生男子） 6区（小学生男子）

7区（一般女子） 8区（ジュニア女子） 9区（一般男子）

寺戸彩結
（大府西中１年）

池田知史
（愛知高１年）

井幡政等
（愛三工業（株））

寺戸彩純
（石ケ瀬小５年）

中島幹也
（大府中３年）

大嶋暖生
（東山小６年）

冨田光江
（富士松ＡＣ）

安藤優月
（安城学園高１年）

日高徹
（大府西中教員）

押切章宏監督 池田倫生コーチ

竹内結衣
（大府中２年）

高橋理玖
（刈谷北高２年）

長尾孝介
（国立長寿医療
研究センター）

安江舞莉
（共長小５年）

山田将生
（大府北中２年）

近藤冠太
（吉田小６年）

中島えりか 森山美空
（愛知高１年）

村上裕貴
（東海学園大１年）

▼日時　12月2日（土）　午後0時35分スタート（雨天決行）

▼場所　愛・地球博記念公園（長久手市茨ケ廻間乙）

▼  その他　会場内では、「愛知ふるさと市」と題して、市町村が特産物などを紹介・
販売する物産展を同時開催します（午前10時～午後4時）。
有料駐車場（乗用車500円）には限りがありますので、公共交通機関でお出かけく
ださい。

スポーツ推進課　☎（45）6233　愛知駅伝事務局（東海テレビ放送内）　☎052（951）2511

監督から一言コメント

伸び盛りの子どもたちから、安定感がある大人

まで、メンバー全員が気持ちを一つにして頑張

ります！　目標は前回を超える10位以内！

大府市選手団を応援に行こう！

12月2日(土）　
愛・地球博記念公園

大府市選手団
紹介（敬称略） （体育協会陸上競技部）

県内市町村54チームが市と町村の部に分かれて
9区間28.7㌔の駅伝で競い合います。

202017.11.15



財源確保などのため、有料広告を掲載しています。広告内容は、市が推奨するものではありませんので、広告主へ直接お問い合わせください。

広　吿
財源確保などのため、有料広告を掲載しています。
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広　吿
財源確保などのため、有料広告を掲載しています。

財源確保などのため、有料広告を掲載しています。広告内容は、市が推奨するものではありませんので、広告主へ直接お問い合わせください。
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