
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。
　9日土（保健センター）　9:30~11:30
　妊娠７カ月以降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

　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 6日水（～4カ月児）

13日水（５～７カ月児）
20日水（８～10カ月児）
27日水（～11カ月児）

東山児童老人福祉センター 4日月（～７カ月児）
神田児童老人福祉センター 11日月（～７カ月児）

25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

　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
赤ちゃんの身体測定や親子の健康管理、赤ちゃんとの
かかわり方について話します。
　21日木（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　

10:00～ 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　　9月はありません
五ツ屋公園　　　　　　　9月はありません
向畑公園　　　　　　　　15日金 
二ツ池公園　　　　　　　22日金

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　　30日土　10:00～ 11:00
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　　9月はありません
桃　山　　 6日水・19日火　10:00～ 11:00
柊　山　　9月はありません
横　根　　7日・21日木　10:00～ 11:00
北　崎　　22日金　10:00～ 11:30
共和東　　9日土　　9:30～ 11:00
追　分　　5日火　　9:30～ 11:00
荒　池　　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　　9月はありません
米　田　　9月はありません
若　宮　　27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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２７日には歯科衛生士がやってきます。
気になる歯のこと、いろいろ聞いてみて
ください。
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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　共和町七丁目119番地　
☎（48）1200　FAX（４４）９４０8
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・金　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
「1歳児を持つ親の座談会」

ことばについて、みんなで語ります。
　5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
　8月 2日水から子どもステーションへ

「パパ交流会」

パパ同士の交流や親子遊びなどをします。
　9日土（子どもステーション）　9:30～ 11:30
　市内在住の就学前の子とその父親
　8月 2日水から子どもステーションへ

「ことばを育てる、ことばで育てる」

子育てで大切にしたい言葉がけについての話です。
　12日火（横根公民館）　10:00 ～ 11:00
　市内在住の子とその保護者20組（託児あり）
　8月 2日水から子どもステーションへ

「子どもの美術の発達」

子どもの表現についての話と実技をします。
　26日火（子どもステーション）　10:00～11:00
　市内在住の子とその保護者20組
　8月 2日水から子どもステーションへ

「パパ・ママからのまほうの言葉」　 　おおぶっこ広場
子どもの心を育てるコミュニケーションの話です。
　8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（19日を除く）　11:00 ～
20日水　11:00 ～
3日日・9 日土　14:00 ～（～低学年）
毎週土（9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・28日木　11:00 ～
デジタル紙芝居　 23日土　11:00 ～
人形劇　　　　　　 8日金　11:00 ～
親子で絵本を読みあう会　　　　　　22日金　10:30 ～

保育園の親子半日体験入園

･ 　8月2日水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）。

大　府　（15組）　6日水・ 8日金　9:30～11:00
柊　山　（15組）　12日火　10:00 ～ 11:00
北　崎　（20組）　8日金　10:00 ～ 11:30
荒　池　（20組）　5日火　10:00 ～ 11:00
共　長　（15組）　7日木　10:00 ～ 11:00
吉　田　（10組）　7日木　10:00 ～ 11:30
米　田　（10組）　1日金　10:00 ～ 11:30
若　宮　（15組）　12日火　10:00 ～ 11:00

子どもたちが元気に遊ぶ「てんか」が人気の、
明るくにぎやかなセンターです。

共和西児童老人福祉センター 9月のイベント

ファミリーデー
17日日　10:00 ～ 12:00
いつもは予約制の遊戯室で、
親子一緒に自由に遊ぶことが
できます。いろいろな遊具を
準備してお待ちしています。
家族みんなでお越しくださ
い。
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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
3日日 村瀬医院（中央町2ー100) (46)2012
10日日 宮田整形外科（江端町3ー76) (46)7788
17日日 鷹羽外科医院（明成町1ー327) (47)4111
18日月 平野内科（月見町3ー129） (46)0030
23日土 診療所大府（吉川町1ー55） (46)7770
24日日 児玉クリニック（若草町2ー102) (48)8567

とき 当直医 ( 所在地 ) 電話
10日日 近藤歯科医院(共栄町8ー4ー15) (47)3343

とき 集合場所 コース・距離
6日水 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
9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
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
19日火 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
4日月・19日火 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) 7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) 26日火 9:00 ～ 10:00 乳幼児の健康 · 栄養 · 歯科に関する相談

●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
※ことばの相談は日程変更する
　場合があるので、事前に電話
　で健康増進課へ。こども相談
　の番号札は 8:45 から配布。

おおぶ一生元気ポイントって？
　健康づくりに関する事業に参加したり、自主グループで健康づくりなどに取り組むことでポイ
ントシールを集め、10 ポイント貯まったら市内約 60 の協力店で指定サービスと交換ができる制
度だよ。大府市在住・在勤・在学の方なら誰でも参加できるんだよ外
　ポイントがもらえる対象事業は 100 種類以上外　公民館などで実施する教室やイベント、健診
などで配布するよ。今年度からは、特定健診や保健指導、がん検診を受診するともれなく 2ポイ
ントもらえるよ。みんなもポイントを貯めてお得なサービスを楽しんでね外

9

●受付時間
　9:00 ～ 9:20
※予約不要

※8月の休日当番医（医科）に変更があります。
　毅8月 6日日　特定医療法人共和会 共和病院（梶田町2ー123）　（46）2222
　毅8月20日日　いみずクリニック（長根町1ー83ー3）　（47）0132
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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。9

法律相談 (予約制) ／弁護士 1日・8日・15日・22日・29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／
身体・知的・精神障がい者相談員

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
障がい児の発達・療育などの相談／社会福祉士ほか

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

スピカ／高齢者相談支援センター（ＪＲ西側
地域）　☎ (45)5455
社会福祉協議会／高齢者相談支援センター東
分室（ＪＲ東側地域）　☎ (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（18日月は除く）　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
県消費生活総合センター　☎052(962)0999

土日　9:00～ 16:00
巡回児童相談（予約制）／児童福祉司・児童心
理司

13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） 4日月・19日火　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） 19日火　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
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環境課　☎（45）6223

各地区の資源回収日程は、広報おおぶ 3月
15日号で同時配布した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。

Ｑ ．使い終わった花火はどのように処分したらいい
ですか？

Ａ ．使い終わった花火を処分するには、ごみ収集車
における火災を防ぐため、必ず捨てる前に水につ
けて、火薬部分を濡らしてください。バケツなど
の容器に十分な量の水をはり、その中に使い終わっ
た花火を入れ
てください。一
日以上水につ
けた後、燃や
せるごみに出
してください。
　なお、未使用
の花火について
も、同様の方法
で処分してくだ
さい。

9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

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

ハーブを使っての石鹸づくり

薬草園のハーブを使って、簡単な石鹸を作ります。
（料金　300円・定員20人・予約可）
日　時 3日日　10:00 ～ 11:00
所・問 あいち健康の森薬草園　☎ (43)0021

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 3日・17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 13日水　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

ラッカセイ収穫体験

落花生を観察して、土の中から掘り出します。
（料金　80円／ 100g・予約不要）
日　時 16日土・17日日　10:00 ～ 15:00
所・問 げんきの郷　☎ (45)4080

あいち県民健康祭

県内の健康づくり関連団体が健康に関するさまざまな
イベントを催します。
日　時 16日土・17日日　10:00 ～ 16:00
所・問 あいち健康プラザ　☎ (82)0211

第5回けんもり鉄道・旅サロン

鉄道・旅行が好きな方！　一緒に「時刻表」の魅力を楽
しく学びませんか（無料・前日までに要予約）。
日　時 20日水　13:30 ～ 15:30
所・問 あいち健康の森公園管理事務所　☎（47)9222

9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。

8月１６日水　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。

花いっぱい運動
セレトナ玄関前の花壇に花を植えます。
日時 9月 3日日　14:00 ～ 15:00
定員 20人（先着順・予約制）
講師　 セレトナスタッフ

森歩き　大人のちょっと癒しの時間④
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。
日時 9月 6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）

セレトナの森の研究室⑤　秋の鳴く虫さがし
スズムシ・マツムシ・カネタタキ！　秋の鳴く虫を楽しく学びます。
日時 9月 10日日　14:30 ～ 16:30( 雨天決行）
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⑤
親子で自然あそびを楽しみましょう。
日時 9月 24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）

9月のイベント

予約
方法

親子キ
ッズビクス　秋期親子キ
ッズビクス　秋期

音楽に合わせた全身運動で体力アップを目指し、
リズム感を養います。

日時 9月21日・28日・10月5日・12日・19日・
26日の木　10:30 ～ 11:30

定員 2歳以上の就園前児とその保護者20組
（先着順・予約制）

講師 牛江牧子さん（キッズビクスインストラクター）

料金 600円（教材費・初回に集めます）

９月の休館日　4日月・11日月・19日火・25日月

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

ぬいぐるみをなくし、落ち込む
ソフィーのもとに、あのぬいぐる
みのフェリックスから手紙が届き
ます！　私は子どもの頃、ソフィー
とともにユーモアあふれる手紙を
読みながらいろんな国に思いをは
せました。楽しく学べる一冊です。

今月の紹介者：片岡瑛美さん（図書館スタッフ）

「フェリックスの手紙」
アネッテ・ランゲン／話　コンスタンツァ・ドロープ／絵

栗栖カイ／訳　ブロンズ新社

▶ 9月 18日月まで　棚番号 53番
むし・虫コレクション

いろんな虫が出てくる楽しい絵本を集め
ました。絵本を読んだあとは、虫を探しに
出かけよう！

allobu 図書館の平成27年度の貸出冊数（133万 8702
冊）・一人当たりの貸出冊数（15.0 冊）が同規模自治体の中
で全国1位となりました。そのひみつは…「楽しい図書館」。
明るく広々とした空間でソファや窓辺に掛けて読書がで

き、貸出機や書籍の検索システムの操作も簡単。さまざま
な講座やイベントなども催されていて、年齢を問わずに楽
しむことができる図書館なのです。
一度も足を踏み入れていない方もぜひお越しください。

きっと好きになりますよ。

貸し出し冊数日本一のひみつ

図書館内は飲食禁止です。飲食は、図書館の外でお願い
いたします。ただし、例外として、ペットボトルなどふた
のしっかり閉まるものであれば持ち込んで飲むことができ
ます。こぼさないようにご注意くださいね。暑い時期です
ので、適度な水分補給を意識して、夏を乗り切りましょう。

飲み物はふたのしっかり閉まるもので

９月の休館日　19日火
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体の形は大府市の地形。
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▲金メダリストのパネル展示（手前）、市内商工業の紹介展示（奥）

▲パネルを紹介する川井選手

10 日、市役所 1階市民健康ロビーの行政情報コー

ナーが、市ゆかりの五輪金メダリストのパネル展示や

市内商工業の紹介展示などにリニューアルされ、リオ

五輪金メダリストの川井梨紗子選手や、教え子を７大

会連続で五輪に送り出している大石道場師範の大石康

さんらが出席し、除幕式が行われました。

市の魅力が詰まった新たなロビーに、一度足を運ん

でみてください。

新しくなったロビーがお目見え

市民健康ロビーパネル展示除幕式

歴史のロマンを感じよう

戦国あいちヒストリア展

8 日から歴史民俗資料館で企画展

「戦国あいちヒストリア展」が始まりま

した（９月３日（日）まで開催）。

会場には、三英傑の文書（もんじょ）、

合戦場の武器武具、戦国時代の城のジ

オラマなどが展示されています。

今回の目玉展示は、常滑市所蔵の三

英傑の文書で、常滑水野氏から海の幸、

山の幸が贈られたことに対する信長の

お礼状のほか、家康の文書の写しが展

示されています。

▲黒印の押された信長の文書を見る来場者

一人一人が気を付けよう

芝田山親方一日警察署長

5 日、げんきの郷で大相撲名古屋場

所のため市内に宿舎を構える芝田山部

屋の芝田山親方が、来場者に交通安全

を呼び掛けました。

芝田山親方は「一日警察署長」の委嘱

を受け、弟子の翔傑さん、浜田山さん

とともに、啓発活動に参加しました。

芝田山親方たちは、来場者に「安全

運転をお願いします。横断歩道では特

に気を付けて」と声を掛けながら、啓

発品を手渡しました。

▼啓発品を手渡す芝田山親方

子育ての不安を解消

すくすく子育て応援セミナー

2 日、市役所地下多目的ホールで、

すくすく子育て応援セミナーが開催さ

れました。

お茶の水女子大学の榊原洋一名誉教

授の脳科学に基づく子どもの発達に応

じた関わり方の講演やランチョンセミ

ナー、助産師、保健師らによる個別相

談会が行われ、子育ての疑問を解消し

ようと、熱心にメモをとる参加者も見

られました。

▲会場の様子

７
月



※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。
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Ellen's Corner

国際交流員／エレン・ウー

多文化共生が輝く

吉田金型工業（前編）

　今回、私は外国人を雇用する市内の吉田金型工業の社長吉田正生さんに話を聞

きました。吉田金型工業は現在、ベトナム人６人と中国人１人を雇用しています。

今までに外国人社員の途中退職は一件もなく、また、みんなとても優秀だそうです。

　しかし、雇用し始めた頃は価値観や生活習慣が違うことで困ったこともありま

した。例えば、ベトナムや中国では日本のようにゴミを細かく分別する習慣がない

ために、社員寮の近所の人とトラブルになったそうです。ただ、彼らはルールを

知らないだけできちんと説明することで改善してくれるので、会社がゴミの出し

方を教えるようにしたそうです。このよ

うに外国人を雇用する企業自らが教えて、

解決していくというのはすばらしいと思

います。そのような取り組みが、外国人

社員が職場だけでなく地域に溶け込む手

助けになっているのではないでしょうか。

　次回は、吉田金型工業で行う、日本人

と外国人の間に一体感を生み出すさまざ

まな取り組みを紹介します。また見てね。 ▲吉田金型工業の吉田正生社長

前年の教訓を忘れ、

入庁以来、毎年夏に日

焼けをしていた私です

が、この雑記にそのこ

とを書き続けてきた成

果がついに出ました!　

夏の盛りの今もなお

苦痛に顔をゆがめずお

風呂に入ることができ

ています。７月１日号

の認知症不安ゼロ作戦

の特集でもありました

「記録」することのポジ

ティブな効果を身を

もって体験することが

できました。とはいえ、

刺激のない毎日に少し

物足りなさを感じる今

日この頃です…。（土）
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