
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日金 はやかわ耳鼻咽喉科クリニック(東新町2ー140 1F) ☎ (47)1187
５日日 みどりの森クリニック(江端町5ー174) ☎ (46)1580
12日日みつばクリニック (共栄町6ー475) ☎ (44)0008
19日日なだか山クリニック(横根町名高山5ー26） ☎ (46)7566
23日木おおぶ眼科クリニック (月見町5ー215) ☎ (43)0022
26日日柊ヒルズ内科クリニック (柊山町7ー50) ☎ (44)8188

とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

12日日 寺田歯科医院 (横根町名高山24) ☎ (47)0777

とき 集合場所 コース・距離
1日水 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
4日土 長草公民館 太陽と緑の道コース・3.7㌔
8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

11日土 神田っ子プラザ 神田っ子プラザ発みどり公園往復コース・5.4㌔
18日土 向畑公園（市役所南側） 風車と緑ビューコース・4.0㌔
20日月 保健センター 大府熱田神社往復コース・4.8㌔
25日土 吉田公民館 吉田周遊コース・4.8㌔

とき 場所 内容

6日月 ミューいしがせ 気軽にできるストレッチや体操をします。

相談名 とき 受付時間 内容

ことばの相談（予約制） 16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) 21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。

ブックスタート
　ブックスタートとは、赤ちゃんが初めて絵本と出会う瞬間のことだよ。
　「赤ちゃんに絵本を読み聞かせるなんて、まだ早すぎるのでは？」って思われがちだけど、実は、
赤ちゃんはきちんと絵本を理解して、楽しむことができるんだ。言葉では表現できなくても、笑
顔になったり、手足を動かしたりと、たくさんのメッセージを返してくれるんだよ。
　ブックスタートは、生後２カ月頃から始められるよ。この頃の赤ちゃんは、耳も聞こえ、目も
見えてきているんだ。
　絵本の読み聞かせは、イメージする力も育つし、赤ちゃんとパパ、ママがゆっくりふれ合う
きっかけにもなるんだ。市でも、４カ月健診の待ち時間に、実施しているよ。
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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。

2017.10.1519

月の相談11
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 10日・17日・24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 2日木　13:30～16:30
行政相談／行政相談委員 16日木　13:30～16:30
登記相談／司法書士 1日水　13:30～16:30
不動産相談（不動産の取引に関する相談） 15日水　13:30～16:30
よろず相談／よろず相談員 2日・9日・16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 8日水　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）2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） 14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
（23日木は除く）（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 8日水　9:30～15:00（1日4回）
（市役所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） 6日・20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 1日・8日・15日・22日・29日 水　13:00～
17:00

青少年女性課　☎(45)6219
※ポルトガル語のみ、8日・22日水は19:00まで

中国語 8日水　13:00～17:00
スペイン語 22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） 20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 10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

14日 火・17日 金・28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
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
／法務局職員・人権擁護委員

13日月～19日日
平日8:30～19:00、土日10:00～17:00

相談専用電話　☎0570（070）810
／名古屋法務局人権擁護部　☎052（952）8111

神経系難病医療相談（予約制・定員４組） 14日火　13:30～15:30（予約受付は10月
31日火～11月2日木　9:00～17:00） 知多保健所健康支援課　☎ (32)6211



ウェルネスバレー通信
シルバー世代のいきいき体操

１日水　14:00～ 15:00
椅子に座ってできるやさしい健康体操を、
理学療法士から学びます。
所　あいち健康の森公園交流センター
問　愛厚ホーム大府苑　☎(48)3121

木工教室
５日・19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

カフェくちなし
12日日　10:00～ 12:00

コンサート・健康体操・お茶の時間を楽し
みます（参加費200円・お菓子付き）。
所・問　 認知症介護研究・研修大府センター　 

☎(44)5551

クリスマスのポプリ作り
19日日　10:00～ 12:00

デンマークの伝統的なクリスマス飾り
「ユールヤータ」のポプリを作ります（参加
費200円・要予約）。
所・問　 あいち健康の森薬草園　☎(43)0021

健康公開講座　「リレートーク 
プラザ発！　健康づくり実践方法」

19日日　10:30～ 12:00
あいち健康プラザ20年の軌跡を津下一代セ
ンター長と職員が振り返ります（要予約）。
所・問　あいち健康プラザ　☎(82)0211

健康科学教室「地球ECO実験」
25日土　10:30～ 12:00

アロマキャンドルづくりなど環境に関する
実験をします（入場料が必要・小中学生対
象・要予約）。
所・問　あいち健康プラザ　☎(82)0211

11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。

英文多読をご存知ですか？　簡単な絵本などを
たくさん読んで、楽しく英語を学習する方法で、
近年注目が集まっています。allobu図書館では、
毎月1回、グループ室で英文多読イベント「英語
で本を読み隊」を開催しています。楽しい会です
ので、初心者の方もぜひお越しください。

英語で本を読み隊

図書館には、館内で利用できる
ブックカートがあります。重い本
を持って移動するのに便利です。
駐車場などの館外への持ち出しを
ご希望の場合は、図書館総合案内
カウンターでお手続きください。

ブックカートで、 

らくらく。

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/

11月の休館日　20日月

今月の紹介：橋本佳織さん（図書館スタッフ）
「ローワンと魔法の地図」
エミリー・ロッダ／作　さくまゆみこ／訳　佐竹美保／絵　あすなろ書房
「課題図書なんて説教くさくて面白くない」という私の思い込
みをぶち壊してくれた思い出の一冊です。魔法・謎の詩・そし
て竜！　語りたいことは山ほどありますが、とにかく読んでみ
てください。面白いから！

～10月31日火　棚番号53番もうすぐハロウィン！！
おかしをくれなきゃ、いたずらするぞ！　
10月31日のハロウィンにちなんだ本の特集です。

わたしの一冊
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環境課　☎（45）6223

使用済携帯電話で
オリンピックメダルをつくろう！

産業文化まつりの環境課ブースにて、不要になっ
た携帯電話を集めます。携帯電話をお持ちになった
方には、オリンピック関連グッズなどの豪華景品が
当たる抽選券を、また、各日先着1000人の方には、
市指定ごみ袋を差し上げます。
集めた携帯電話は、2020年東京オリンピック・

パラリンピックのメダルの材料として再利用します。
リサイクル活動にご協力をお願いします。

▼ 日時　10月28日（土）　午前9時半～午後4時
　　　　10月29日（日）　午前9時半～午後3時半
▼ 場所　市民体育館駐
車場

▼ その他　抽選は、同
会場リネットジャパ
ンブースで行います。

11月　公共資源ステーション収集日程表

▶北山公民館　駐車場
13日・27日月　午前９時～午後６時半
▶市民体育館　北側駐車場
14日・２8日火　午前９時～午後６時半
▶勤労文化会館　駐車場
1日・15日水　午前９時～午後６時半
▶保健センター　駐車場
8日・２2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
5日・19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
5日・19日日　午前９時～午後９時
▶アピタ大府店　南側駐車場
6日・20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。

森歩き　 
大人のちょっと癒しの時間⑥

8日水　10:00～ 11:30(雨天決行）
森を歩いて樹木や草花を観察し、楽しく癒
される時間を過ごします
定員　20人（大学生以上・先着順・予約制）
講師　飯田康雄さん（大府自然観察会）

森のようちえん体験⑦
19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

10月17日火　９:00～
開催日7日前まで
▶   電話または直接、 
二ツ池セレトナへ。

予約方法

11月号

▶ 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

11月の休館日　
6日・13日・20日・27
日の月

自宅でできる花壇、寄せ植えのコツを講義と実技で

お伝えします。美しい庭をつくって、シビックガー

デンコンテストに参加しませんか。

日時　 ① 11 月 19 日日　13:30 ～ 15:00　「おしゃれな花だんをつくろう」 

② 12 月 10 日日　13:30 ～ 15:00　「寄せ植えづくりを楽しもう」 

※雨天決行

定員　１０人（大学生以上・２回とも参加可能な方・先着順・予約制）

講師　深谷玲子さん（グリーンアドバイザー )

シビックガーデンをつくろう
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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。
　19日日（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 1日水 （～4カ月児）
8日水 （５～７カ月児）
15日水（８～10カ月児）
22日水（11カ月児～）

神田児童老人福祉センター 13日月（～７カ月児）
27日月（8カ月児～）

大府北中学校 6日月 （～７カ月児）
20日月（8カ月児～）

さくらんぼの会（多胎児交流会）　 　子どもステーション

　28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　　11月はありません
五ツ屋公園　　　　　　　10日金
向畑公園　　　　　　　　17日金 
二ツ池公園　　　　　　　24日金

保育園の園庭開放　　　　　　　　　　 　各保育園

大　府　　25日土　 9:30～ 11:00
柊　山　　4日土　 9:30～ 11:00
共和東　　25日土　 10:00～ 11:00
追　分　　11日土 9:30～ 11:00
共　長　　11日土 10:00～ 11:00

保育園の施設開放　　　　　　　　　　 　各保育園　

大　府　　7日火 9:30～ 11:00
桃　山　　2日木 10:00～ 11:00
柊　山　　14日火 9:30～ 11:00
横　根　　2日・16日木　10:00～ 11:00
北　崎　　10日金 10:00～ 11:30
共和東　　11日土 9:30～ 11:00
追　分　　7日火 9:30～ 11:00
荒　池　　7日火 10:00～ 11:00
共　長　　２日木 10:00～ 11:00
長　草　　10日金 10:00～ 11:30
吉　田　　9日木 10:00～ 11:30
米　田　　9日・16日木　10:00～ 11:30
若　宮　　11月はありません

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　神田町六丁目388番地の1　
☎（46）0567　FAX（46）0511
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

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
「1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。
　7日火（子どもステーション）　10:00～ 11:00
　市内在住の平成27年度生まれの子とその保護者10組
　10月16日月から子どもステーションへ

「2歳からのリトミック」
楽しいリズム遊びをします。
　14日火（横根保育園）　10:30～ 11:30
　市内在住の２歳以上の就学前児とその保護者20組
　10月16日月から横根保育園へ

「子どもの自律とは」
至学館大学准教授の丸山真名美さんのお話です。
　30日木（横根公民館）　10:00 ～ 11:00
　市内在住の就学前児とその保護者15組
　10月16日月から子どもステーションへ

「子どもの脳と心の発達について」　 　おおぶっこ広場
脳と心の発達に大切な話を聞きます。
　9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　11:00 ～
15日水　11:00 ～
5日日・11日土　14:00 ～（～低学年）
毎週土（11日を除く）　14:00 ～（～高学年）
ストーリー・テリング　11日土　10:30 ～（5歳以上）
わらべうた　　　　　　 9日木     11:00 ～
デジタル紙芝居　 25日土　11:00 ～
人形劇　　　　　　 10日金　11:00 ～
親子で絵本を読みあう会　　　　　　24日金　11:00 ～

平屋建ての明るい施設。世代間交流が盛んで
アットホームなセンターです。

神田っ子プラザ
（神田児童老人福祉センター北崎分館）

11月のイベント

ふれあい焼き芋会
5日日　10:00 ～ 12:00
  サツマイモを包んだあと、
北崎老人クラブみどり会さん
に焼いてもらいます。

対象：どなたでも 
無料・雨天決行 
飲み物はお持ちください。

遊びにきてね！　子どもステーション
子どもステーション
は、赤ちゃんから就学
前のお子さんが親子で
遊ぶことができる場所
です。中庭にはブラン
コや三輪車、砂場もあ
り、室内では１日2回、
保育士による親子遊びが行われています。
また、子育てについての不安や悩みの相談を、い
つでも受けています。相談専用の部屋でお子さんを
遊ばせながらゆっくり相談することもできますよ。
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　大府西中学校の文化祭は「西華祭」と呼ばれていま
す。西中にしかない文化祭にしようと平成17年の文
化祭で全校生徒から愛称を募集し、「西中生徒が行う
華やかな祭」「西中の成果（西華）を発表する祭」とい
う思いが込められたこの名称に決まりました。
　それから13回目を迎えた今年の西華祭のテーマは
「∞ 無限大 ～西中新時代～」。実は、この記事を書
いている私は、1回目の西華祭で実行委員をしてい
ました。変わらない文化祭の名称や校舎に懐かしさ
を感じながらも、総合的な学習の発表にICT機器が

導入されていたり、生徒会のマスコットキャラクターが登場していた
りと変化が見られ、西中の新時代を感じることができました。
　このシリーズでは、市内各小・中学校の特色ある行事やスポットを
順々に紹介していきます。

大府西中学校　西華祭（9月29日・30日）

学び舎探訪

豆腐の小判揚げ

① ひじきは、戻しておきます。
② 豆腐は、粗くほぐし、ざるにあげて水気をきります。
③ ねぎは小口切り、にんじんはみじん切りにします。
④ 卵は、溶いておきます。
⑤ ①～④と鶏挽肉を合わせ、そこへ片栗粉も加えてよく混ぜ、塩こしょう
　 を加えます。
⑥ ⑤を小判型にまとめ、油で揚げます。
⑦ Ａの調味料を合わせ、加熱し、たれを作ります。
⑧ ⑥を器に盛り、⑦のたれをかけます。

作り方

保育園で5つ星！

豆腐は木綿を使い、水切りをしっかりすると成形しやすい
です。残り物の野菜などを入れてもおいしく作れますよ！

給食調理員さんに聞いた調理のポイント！

材料（4人前）

木綿豆腐　2/3丁
ひじき　2グラム
鶏挽肉　40グラム
にんじん　1/4本
ねぎ　20グラム
卵　1/2個
片栗粉　大さじ２強
塩　少々
こしょう　少々
サラダ油　適量

Ａ（たれ用）
　醤油　大さじ１弱
　砂糖　大さじ２強
　片栗粉　小さじ１強

写真上から　
① 笑顔の生徒
② ICTを用いた発表
③ 発表を真剣に聞く生徒
④ 西華祭仕様の廊下
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月

▲人形に向かってタックルをする小学生

▶土性選手からの直接指導も

23日、体を動かす楽しさを学んでもらおうと至学
館大学と連携したレスリング教室が開催され、年少児
から小学4年生までの40人が参加しました。
リオ五輪日本代表コーチの志土地翔大さんから、受

け身や基本の構えなどを学び、その後サプライズで登
場した金メダリストの土性沙羅さん、川井梨紗子さん
らにタックルや技の掛け方などの実践的な動作の直接
指導を受けました。

24日、北山公民館で市民と市長が
まちづくりについて語り合う市民と
市長のまちトークが開催され、30～
80代の市民28人が参加しました。
参加者はみんなが使いやすいふれあ

いバスにするための問題点や改善方策
を話し合いました。参加者からは「幅
広い世代で話し合う良い機会だった」
との声が聞かれました。まちトークは
11月４日（土）まで全自治区を対象に
市内各公民館などで行われます。

▲グループでの話し合いの様子

24日、市内４中学校の美術部員らによっ
て制作された大府駅前地下道壁画のお披露
目会が開催されました。
傷みが目立っていた壁画を若い力でリ

ニューアルしてもらおうと各中学校に依頼
し、塗り替え作業を夏休みに行いました。市内の美しい自然や金メダル、ぶどう
などの特産物が描かれた地下道は「OBU輝きroad」と命名され、市に新しい美術館
が誕生しました。ぜひ足を運んでみてください。

▲壁画の前で制作時を振り返る中学生

１日、敬老の日を前に岡村市長らが高齢
者の自宅や高齢者福祉施設を訪問し、長寿
を祝い、敬老金を贈りました。
岡村市長が訪れた特別養護老人ホームデ

イパーク大府では、市内最高齢107歳の加
藤さいさんなど７人の高齢者に敬老金が手渡されました。
また16日には市民体育館で敬老会が開催され、約1300人が参加しました。表

彰やアトラクションが行われ、最後には「大府ばやし」の総踊りを楽しみました。

▲昨年と変わらずお元気な加藤さん

10

メダリストと同じ場所で
五輪コーチから学ぶレスリング教室

長寿のお祝いをみんなで
敬老金の贈呈、敬老会

まちづくりにつながる
市民と市長のまちトーク

生まれ変わった地下道
大府駅前地下道壁画お披露目式
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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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