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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。
　15日日（保健センター）　9:30~12:30
　妊娠５～８カ月以降の妊婦とそのパートナー
　料金　500円（1人）

働くママサロン 　　　　　　　　 　保健センター

働きながら育児をするコツなどについて話します。
　28日土（保健センター）　9:30~11:30
　就労している妊婦

プレママ交流会　　　　　　　 　子どもステーション

　4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日水（～4カ月児）
11日水（５～７カ月児）
18日水（８～10カ月児）
25日水（11カ月児～）

東山児童老人福祉センター 2日月（～７カ月児）
神田児童老人福祉センター 23日月（8カ月児～）
大府北中学校 16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

　24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。
　11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　

10:00～ 11:00　　　　　 　子どもステーション

あいち健康の森公園子どもの森　　6日金
五ツ屋公園　　　　　　　13日金
向畑公園　　　　　　　　20日金 
二ツ池公園　　　　　　　27日金

保育園の園庭開放　　　　　　　　　　 　各保育園

大　府　　28日土　 9:30～ 11:00
柊　山　　7日土　 9:30～ 11:00
共和東　　21日土　 10:00～ 11:00
追　分　　21日土 9:30～ 11:00
共　長　　10月はありません　

保育園の施設開放　　　　　　　　　　 　各保育園　

大　府　　26日木 9:30～ 11:00
桃　山　　10月はありません
柊　山　　3日火 9:30～ 11:00
横　根　　5日木 10:00～ 11:00
北　崎　　20日・27日金　10:00～ 11:30
共和東　　10月はありません
追　分　　12日木 9:30～ 11:00
荒　池　　3日・17日火　10:00～ 11:00
共　長　　10月はありません
長　草　　20日金 10:00～ 11:30
吉　田　　5日木 10:00～ 11:30
米　田　　5日・19日木　10:00～ 11:30
若　宮　　3日火・25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
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子育て情報子育て情報
：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　吉田町五丁目6番地　
☎（46）5220　FAX（44）9404
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
子ども家庭相談日　毎週水・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
「2歳児を持つ親の座談会」

遊びとおもちゃ作りについて、みんなで語ります。
　19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
　9月19日火から子どもステーションへ

「１歳児の親子体操」

運動能力を高める体操をします。
　10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20組
　9月19日火から子どもステーションへ

「消火訓練」

市消防職員と一緒に消火作業を体験します。
　12日木（子どもステーション）　10:30 ～ 11:30
　市内在住の就学前児とその保護者

「子どもの病気について」　 　おおぶっこ広場
乳幼児期にかかりやすい病気についての話を聞きます。
　13日金（おおぶっこ広場）　11:00 ～ 12:00
　どなたでも

「親子体操」　 　おおぶっこ広場
親子で体をいっぱい使った運動遊びをします。
　24日火（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（31日を除く）　11:00 ～
18日水・27日金　11:00 ～
1日日・14日土　14:00 ～（～低学年）
毎週土（14日を除く）　14:00 ～（～高学年）
ストーリー・テリング　14日土　10:30 ～（5歳以上）
わらべうた　　　　　　12日・26日木　11:00 ～
デジタル紙芝居　 28日土　11:00 ～
腹話術・エプロンシアター　　　　　　31日火　11:00 ～

保育園の親子半日体験入園

･ 　9月19日火から先着順で各保育園へ。電話で仮申
し込みをすることができます（平日10:00～17:00）。

桃　山（15組）　17日火　10:00 ～ 11:00
横　根（16組）　19日木　10:00 ～ 11:30

チビッ子からおじいちゃんおばあちゃんまで
三世代交流イベントが盛んなセンターです。

吉田児童老人福祉センター 10月のイベント

三世代交流芋掘り会
12日木　9:45～ 10:30
  ５月に植えたサツマイモを
  掘ります。

対象：幼児親子
定員：なし（なくなり次第終了）
無料・申し込み不要
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 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。

予約・問い合わせは
健康増進課(保健センター内・☎(47)8000) へ。

休日の当番医 ( 医科 )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日日 中村耳鼻咽喉科 (半月町2ー1ー1) (48)8739
8日日 やすい内科 (桜木町2ー192) (44)6521
9日月田中整形外科クリニック (長草町山口57ー2) (47)1181
15日日みやはら医院 (森岡町1ー188） (44)6711
22日日ゆき皮フ科クリニック (一屋町4ー84) (44)9100
29日日大府ファミリークリニック (柊山町1ー3) (48)6661

とき 当直医 ( 所在地 ) 電話
8日日 大府歯科クリニック (中央町3ー90) (48)1686

とき 集合場所 コース・距離
4日水 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
7日土 長草公民館 太陽と緑の道コース・3.7㌔
11日水 あいち健康の森公園管理棟前 ウェルネスバレーを巡るコース・4.3㌔
16日月 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
21日土 向畑公園（市役所南側） 風車と緑ビューコース・4.0㌔
28日土 吉田公民館 吉田周遊コース・4.8㌔

とき 場所 内容
2日月・16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
こども相談(予約不要) 24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。

がん検診を受けよう!
　保健センターでは、年々増加しているがんの早期発見・治療を目的に、胃がん、子宮頸がん、
乳がん、大腸がん、前立腺がん、肺がん、胃がんハイリスク検診を実施しているよ。子宮頸がん・
乳がん検診は医療機関・検査機関でも実施しているんだ。受けてくれた方には、おおぶ一生元気
ポイントをプレゼントしているよ。年に一度はがん検診を受けようね!

【がん検診（保健センターでの集団検診）の申し込み】
（一社）半田市医師会健康管理センター「がん検診予約係」
☎ 0569(27)7890
受付時間：平日午前 9時～午後 5時、土曜日午前９時～正午（祝日を除く）
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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。10

法律相談 (予約制) ／弁護士 6日・13日・20日・27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 5日・26日木　13:30 ～ 16:30
行政相談／行政相談委員 19日木　13:30 ～ 16:30
不動産相談（不動産の取引に関する相談） 18日水　13:30 ～ 16:30
よろず相談／よろず相談員 5日・12日・19日・26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 6日金　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）5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） 11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
（9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） 2日・16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 4日・11日・18日・25日水　13:00～17:00
青少年女性課　☎ (45)6219
※ポルトガル語のみ、11日・25日水は
　19:00 まで

中国語 11日水　13:00 ～ 17:00
スペイン語 25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日水　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 6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

6日金・10日火・20日金・24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
法務局による休日無料相談（予約制） １日日　10:00 ～ 16:00 名古屋法務局　☎052(952)8170
公証週間相談／愛知公証人会（電話相談可） １日日　10:00 ～ 16:00 半田公証役場　☎0569(22)1551
行政書士書類作成無料相談 ３日火　13:00 ～ 16:00 市役所２階201・202会議室

／青少年女性課　☎ (45)6219司法書士無料相談 ４日水　13:00 ～ 16:00
特設行政相談 10日火　10:00～12:00（受付は9：30～11：30）市役所３階相談室／青少年女性課　☎ (45)6219
一日合同行政相談 20日金　10:00 ～ 15:00 ナディアパーク／総務省　☎052(972)7415
こうげん系難病医療相談（予約制・定員４組）５日木　13:30～15:30（予約受付は9月21日木～）知多保健所健康支援課　☎ (32)6211
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環境課　☎（45）6223

吉田公民館の10月15日日の回収は、吉田文化
ふれあいまつりの開催に伴い、10月22日日に
変更となりました。不明な点は環境課へ。

　最近、市や動物保護管理センターに、フンの放置
や放し飼いなど、犬の飼い方に対する苦情が多く寄
せられています。
　市では、『「健康都市おおぶ」みんなで美しいまちを
つくる条例』を定め、これらの行為を禁止しています。
違反を繰り返すと、罰則により「２万円以下の罰金」が
科される場合があります。
　飼い主の皆さんは、マナーを守り、周囲に迷惑を掛
けないよう心掛けましょう。

犬の飼い方における注意点
□ 散歩中のフンは拾い、持ち帰っていますか
□ 散歩中のおしっこは水で流していますか
□ 散歩中は引き綱などにきちんとつないでいますか
□ 無駄吠えをさせていませんか
□ 不適当な場所につないでいませんか

10月　公共資源ステーション収集日程表
▶北山公民館　駐車場
9日・２3日月　午前９時～午後６時半
▶市民体育館　北側駐車場
10日・２4日火　午前９時～午後６時半
▶勤労文化会館　駐車場
4日・18日水　午前９時～午後６時半
▶保健センター　駐車場
11日・２5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
1日・22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
1日・15日日　午前９時～午後９時
▶アピタ大府店　南側駐車場
2日・16日月　午前９時～午後９時

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。

ホームページ

秋2017ウェルネスバレーめぐり

ウェルネスバレー内の施設を回るスタンプラリー。ゴー
ル地点では様々な景品の抽選があります。
日　時 7日土～ 11月5日日　10:00 ～ 16:00
問 ウェルネスバレー推進課　☎(45)6255

木工教室

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）。
日　時 1日・22日日　10:00 ～ 15:00
所・問 ウッドビレッジ　☎(45)6224

楽しく学ぶウォーキング教室

講義と実技で楽しく学びます（無料・要予約）。
日　時 11日水・21日土　10:00 ～ 12:00
所 あいち健康の森公園交流センター2階
問 あいち健康の森公園管理事務所　☎（47)9222

さわやかの丘秋祭り

今年は「ハロウィン」「笑顔」がテーマ。各種屋台や催し
物を開催します。
日　時 14日土　10:00 ～ 12:40
所・問 さわやかの丘　☎(47)7190

サツマイモ収穫体験

サツマイモを観察して、土の中から掘り出します。
（料金　350円／ 1kg・予約不要）
日　時 21日土・22日日　10:00 ～ 15:00
所・問 げんきの郷　☎(45)4080

健康科学教室「ミラクルしゃぼん玉実験」

シャボン玉の中に入る実験やオリジナル道具作りをし
ます（要入場料・小中学生対象・要予約）。
日　時 28日土　10:30 ～ 12:00
所・問 あいち健康プラザ健康科学館　☎（82)0211

10月のイベント
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二ツ池セレトナ　☎（44）4531
info@seletona.com　　http://seletona.com
開館時間：9:00～ 17:00

ホームページ

：おおぶ一生元気ポイント対象事業
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。

9月16日土　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。

セレトナの森の研究室⑥　どんぐり探検隊
何種類見つかるかな？　ドングリについて楽しく学びます。
日時 10月8日日　9:30～ 11:30(小雨決行）
定員 20人（先着順・予約制）
講師 吉川洋行さん（知多自然観察会）

森のようちえん体験⑥
親子で自然あそびを楽しみましょう。
日時 10月22日日　10:00 ～ 11:30(雨天決行）
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）

10月のイベント

予約
方法

セレトナフェスタ 2017セレトナフェスタ 2017

ボランティアスタッフ大募集 !!ボランティアスタッフ大募集 !!

10月の休館日　2日月・10日火・16日月・23日月・30日月

森歩き

大人のちょっと
癒しの時間⑤

日時　10月11日水　10:00～ 11:30(雨天決行）
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）

楽しいイベントの
運営スタッフをしませんか!

日時　 11月5日（日）　8:00～ 17:00（休憩あり）
事前打ち合わせがあります。

対象　 中学生以上
（中学生の方は保護者の同意が必要です）

定員　10人
申し込 み　10月15日（日）までに、メールまたは直接

セレトナへ。

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。

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

ホームページ

面白くて、どんどこと読み進め
てしまいました。急いで走ってい
るももんちゃんに次々と困ったこ
とが起き、最大のピンチでは驚き
の行動に出ます。「どんどこ　どん
どこ」のことばのリズムが心地よ
く、親子で楽しむことができます。

今月の紹介者：鷹羽明代さん（親子で楽しむおはなし会）

「どんどこももんちゃん」
とよたかずひこ／作・絵　童心社

▶9月20日水～11月19日日　棚番号67番
いきいきシニアライフ特集

健康・介護・趣味・お金など、中高年、シニア世代の
気になるテーマの本を集めました。これからの人生を自
分らしく豊かに生きるヒントに出会えます。

「自分の名字の由来について知りたい」という質問をいた
だきました。そこで、「全国名字大辞典」と、「県別名字ラ
ンキング事典」（ともに東京堂出版）をご紹介します。「全国
名字大辞典」は五十音順に、「県別名字ランキング事典」は
地域ごとに名字を掲載し、その分布やルーツ、人数による
順位などを解説しています。
図書館で調べものがあるときには、ぜひお気軽に調べも

ののお手伝いカウンターへご相談ください。電話やメール
などでもご利用いただけます。

「私の名字の由来は？」

安全なイメージのある図書館ですが、不特定多数の方が
利用する公共の空間です。盗難や紛失などのトラブルを避
けるためにも貴重品などから目を離さないようご注意くだ
さい。コインロッカーも設置されていますので、そちらも
ご利用ください。皆さんが心地よく利用するためにも、ご
協力をお願いいたします。

貴重品はしっかり管理！

10月の休館日　16日月
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▲上映前の会場では、親子一緒にキネコダンスを踊りました

　　　　▶生演奏でお出迎え

23日、おおぶキネコ映画祭が勤労文化会館で開催さ

れ、約580人の親子連れなどが鑑賞しました。

おおぶキネコ映画祭は、世界各国から“子どもたち

に見せたい映画”を集めて上映する映画祭で、きかん

しゃトーマスやしまじろうのわお !  など、子どもたち

が喜ぶ映画が上映されました。

会場内では、ぬりえやボディペイント、「キネコ」と

のグリーティングが行われ、映画祭を盛り上げました。

子どもたちに夢と希望を

おおぶキネコ映画祭

自分の足で歩いて巡る

聖地巡礼徒歩の旅

22日、大府市と東浦町の小学４～

６年生37人が、歩いて地元の神社を

参拝する旅の挑戦中に市役所に立ち寄

り、岡村市長らが出迎えました。

仲間との助け合いを通して生きる力

を養い、郷土の歴史などを学んでもら

おうと、大府青年会議所が企画。

両市町の主要な37社を巡る約67キ

ロの行程を、学校や神社に宿泊しなが

ら、4日間かけて歩きました。

▲出迎えた市長とハイタッチする児童

遠野市へ行ってきます!

小学生遠野市訪問団出発式

17日、友好都市である岩手県遠野

市との都市間交流事業として、市内の

小学生20人からなる遠野市訪問団の

出発式が行われました。

遠野市とは、物産展示や民話紹介な

どを通して交流をし、小学生の訪問団

の派遣は今年で10回目です。

訪問団は現地の小学生との交流や、

カッパ淵の見学など遠野市の文化に触

れ、充実した４日間を過ごしました。

▼出発式で抱負を話す訪問団員

高校ペン児の熱い戦い

まんが甲子園に出場

5日・6日に高知県高知市で開催さ

れた「第26回全国高等学校漫画選手権

大会（以下、まんが甲子園）」に大府東

高校文芸部が２年連続で出場しました。

残念ながら決勝大会の出場を逃して

しまった皆さん。「他の出場選手の熱

意に圧倒されました。今度こそ決勝大

会に出場し、入賞できるよう美術館や

博物館に行くなど勉強をして来年に備

えます」と闘志を燃やします。

▲大府東高校文芸部の皆さん

８
月
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寄せられた声声 月

インターネット放送局「おおぶムービーチャンネル」
（http://www.youtube.com/user/obucityoffi ce)で は、
ケーブルテレビで放映されている「スマイルおおぶ」や健
康都市大府の魅力などを発信するシティプロモーション
CMを放送しています。

◎スマイルおおぶで放送した番組のDVDを、allobu図書館で貸
　し出しています。

９月15日～30日の番組案内

スマイルおおぶ　毎日8:45～／14:45～／20:45～
若者目線で未来を描く　高校生議会
ハロー東海　　　毎日8:30～／14:30～／20:30～
高齢者の交通事故を防ぐために（仮）
ほっとラインちた　毎日9:00～／15:00～／21:00～
梅子と学ぼう!　朝倉の梯子獅子（再放送）
あったかいいまち　ひがしうら　毎日9:15～／13:15～／21:00～
暮らしに役立つ内容を文字情報でお届けします。

●広報の発行回数について

・月1回でも十分に情報を得られる（8月合併号）

・ 15日号はほぼ行事予定なので、あの程度なら回

覧板でよい。コスト削減に十分配慮してほしい

（8月合併号）

・少しずつ読みたいので、月2回がよい（8月合併号）

８

※寄せられたご意見を抜粋して掲載しています。

広報おおぶへの自由意見など

皆さんのご意見をお聞かせください

より見やすく、親しみのある広報おおぶとな
るよう、アンケートを実施しています。皆さん
からのご意見を、今後の編集や企画に生かして
いきたいと考えていますので、アンケートへの
ご協力をお願いします。アンケートには、下の
専用はがきまたは市ホームページでお答えいた
だくことができます。

※広報おおぶに関するアンケートは、市ホームページでもお答えいただくことができます。

1129

【この号の内容】①おおぶひと・こと「高校生議員が大奮闘!」　②特集「日本のヴァイオリン王　鈴木政吉」　③情報パック　④子育て情報10月　⑤
10月の健康カレンダー　⑥10月の相談　⑦ウェルネスバレー通信　⑧環境News　⑨allobu図書館だより　⑩セレトナ通信　⑪カメラNews　⑫
その他



広　吿
財源確保などのため、有料広告を掲載しています。

2
0
1
7
年
9
月
1
5
日
発
行

N
o.1
1
2
9

■
企
画
・
編
集
/広
報
広
聴
課
  ■
電
話
/0562(45)6214  ■

FA
X
/0562(48)4808

■
発
行
/大
府
市
  〒
474-8701  愛

知
県
大
府
市
中
央
町
五
丁
目
70

■
Ｅ
メ
ー
ル
/koho-obu@

m
a.m
edias.ne.jp

■
電
話
/0562(47)2111  ■

FA
X
/0562(47)7320

■
印
刷
/サ
ン
メ
ッ
セ
(株
)

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
/http://w

w
w
.city.obu.aichi.jp/ 


