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みんなで遊ぼう

毅子育てひろば　　
　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 　７日鞘
五ツ屋公園 １４日鞘
向畑公園  ７月はありません
二ツ池公園 ７月はありません

毅保育園の園庭開放   　各保育園

２２日上　9:30～11:00大　府
１日上　9:30～11:00柊　山
７月はありません共和東
１５日上　9:30～11:00追　分
８日上　10:00～11:00共　長

毅保育園の施設開放   　各保育園

２０日障　9:30～11:00大　府
５日・１９日鐘　10:00～11:00桃　山
１１日鍾　9:30～11:00柊　山
６日・２０日障　10:00～11:00横　根
１４日鞘　10:00～11:30北　崎
８日上　9:30～11:00共和東
１１日鍾　9:30～11:00追　分
４日・１８日鍾　10:00～11:00荒　池
６日・２０日障　10:00～11:00共　長
１０日鉦・２０日障　10:00～11:30長　草
２０日障　10:00～11:30吉　田
６日・２０日障　10:00～11:30米　田
７日鞘・１８日鍾　9:30～11:00若　宮

子どもステーション　9:00～17:00　嬢上・醤・ 
　　　　　　　　 緯(44)4541　緯(47)2438　
おおぶっこ広場　10:00～15:00　嬢上・醤・ 　緯(46)4152
保健センター　8:30～17:15　嬢上・醤・ 　緯(47)8000

児童（老人福祉）センター　9:00～18:00　嬢第２・４醤・ 
神田 緯(48)8822大府 緯(46)1090共長 緯(48)4121北山 緯(48)2771
石ケ瀬緯(44)4678吉田 緯(46)5220共和西緯(48)1200東山 緯(44)8899

神田っ子プラザ 緯(46)0567
allobu図書館　9:00～20:00　嬢第３鉦（祝日の場合は翌平日）　緯(48)1808

毅あんぱんまん（自由参加あそびサークル）

   　各児童（老人福祉）センター
13:00～16:0010:00～12:00
神田っ子プラザ石ケ瀬・北山月

大府・共長火
全センター水
神田・共和西木

神田っ子プラザ吉田・東山金
神田っ子プラザ土

7

毅離乳食教室    ・ 　保健センター
離乳食の進め方の話と試食、赤ちゃんの歯の話をします。

１３日障（保健センター）　9:30～11:15 
７～８カ月児と保護者 
料金　１００円 

もうすぐママ

毅パパママサロン   　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。
３０日醤（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 

毅プレママ交流会   　子どもステーション

   　５日鐘（子どもステーション）　10：00～11：30

赤ちゃんママ

毅０歳児を持つ親の交流会

　10:00～11:30   　子どもステーション
５日鐘（～４カ月児）子どもステーション
１２日鐘（５～７カ月児）
３日鉦（～７カ月児）東山児童老人福祉センター
１０日鉦（～７カ月児）神田児童老人福祉センター

毅さくらんぼの会（多胎児交流会）
    　子どもステーション
   　１１日鍾（子どもステーション）　10：00～11：30

１２日鐘の０歳児を持つ親の交流会に
は、保健師が参加します。
日頃の子育ての悩みや困りごとなど、
気軽に相談してみてください。
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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

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

若宮 緯(46)4612

保育園の親子半日体験入園

 ・ 　６月１６日鞘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）。

２０日障　10:00～11:30（１５組）共和東
２６日鐘　9:30～11:30（１５組）長　草
７日鞘　10:00～11:30（１０組）吉　田

図書館のイベント

    　allobu図書館
読み聞かせ

 毎週鍾（１８日・２５日を除く）　11:00～
 １９日鐘　11:00～
 ２日醤・８日上　14:00～（～低学年）
 毎週上（８日を除く）　14:00～（～高学年）
わらべうた １３日障　11:00～
ストーリー・テリング ８日上　10:30～（５歳以上～）
デジタル紙芝居 ２２日上　11:00～
人形劇 ２１日鞘　11:00～

大府児童老人福祉センター

住所　桃山町五丁目180番地の1　緯（４６）１０９０　胃（４４）９４０１
開所時間　9:00～18:00
休館日　第２・第４醤・祝日・１２月２８日～１月４日
子ども家庭相談日　毎週鐘・障　10:00～12:00

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。

小児救急相談　19:00～翌朝8:00　嬢なし
緯＃8000　緯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　
緯(47)2200　嬢上・醤・ 
http://www.city.obu.aichi.jp/link/ksoudan.html

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」

子どもの遊びについてみんなで語ります。
４日鍾（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 
６月１６日鞘から子どもステーションへ 

「園生活と入園について」

園での過ごし方や入園手続きについて話を聞きます。
２４日鉦（子どもステーション）　10:30～11:30 

市内在住の就園前児とその保護者２０組 

６月１６日鞘から子どもステーションへ 

「２歳からの親子運動」

親子で楽しく体を動かします。
２８日鞘（北崎保育園）　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 
６月１６日鞘から北崎保育園（10:00～17:00）へ 

 　おおぶっこ広場（平日10:00～15:00）

「成長段階にかけたい言葉」

子どもへの言葉かけの３ステップの話を聞きます。
１１日鍾（おおぶっこ広場）　11:00～12:00 
どなたでも 

七夕飾り作り
４日鍾～７日鞘　１５:００～１７:００

大倉公園

桃山町五丁目

大倉公園、歴史民俗資料館に隣接しています。館内
には図書室や遊戯室があります。

親子の遊び場紹介します

７月のイベント

七夕飾りを作ってセン
ターの笹に飾りましょう。
期間中は１人１枝持ち帰
ることもできます。
定員　１００人　料金　無料
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 　このマークのついた事業は、おおぶ一生元気ポイント対象事業です。

７ 予約・問い合わせは

健康増進課（保健センター内・察（４７）８０００）へ。

煙診療時間

　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（察（３３）１１３３）へ。

　毎年６月は「食育月間」だよ。

　食育とは、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得して、健全な食生活を実践することが

できる人を育てることなんだよ。

　食育によって身につけたい「食べる力」には、心と体の健康を維持できること、食事の重要性や

楽しさを理解すること、食べ物の選択や食事づくりができること、家族や仲間と一緒に食べる楽

しみを味わうこと、日本の食文化を理解し伝えることができること、食べ物をつくる人に感謝す

る気持ちを持つことなどがあるよ。

　「毎日朝ごはんを食べる」・「朝ごはんで野菜も食べる」・「家族そろって楽しく食べる」など、ま

ずは身近なことから取り組んでみよう外

電話当直医（所在地）とき
（４４）０００７尾関眼科クリニック（横根町名高山４６ー１）２日醤
（４５）５５６５いまむらクリニック（共和町７ー６８ー３）９日醤
（４４）１１８８広川レディスクリニック（一屋町４ー８８）１６日醤
（４５）４４１１丘の上たなか耳鼻咽喉科（横根町狐山128ー3）１７日鉦
（８５）９８７９いきいき在宅クリニック（森岡町６ー７７ー１）２３日醤
（８５）１５１０大府あおぞら有床クリニック（吉田町半ノ木４５ー１）３０日醤

休日の当番医（医科）

煙場所　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。

内容受付時間とき相談名
７月のことばの相談はありません（※１）ことばの相談（予約制）

子どもの健康・栄養・歯科に関すること９:００～１０:００２７日障こども相談（予約不要）
※１　ことばの相談は、６月２９日障　１３：００～１４：３０に追加で開催します。

相談

煙時間

　１０:００～１１:００

※予約不要

内容場所とき
気軽にできるストレッチや体操をします。ミューいしがせ３日鉦・１８日鍾

みんなで体操

煙受付時間

　９:００～９:２０

※予約不要

コース・距離集合場所とき
太陽と緑の道コース・３.７㌔長草公民館１日上
健康の道駅西コース・４.０㌔保健センター５日鐘
神田っ子プラザ発みどり公園往復コース・５.４㌔神田っ子プラザ８日上
健康の森公園コース・４.７㌔あいち健康の森公園管理棟前１２日鐘
風車と緑ビューコース・４.０㌔向畑公園（市役所南側）１５日上
健康の道駅西コース・４.０㌔保健センター１８日鍾

みんなでウォーキング

煙診療時間

　１０:００～１２:００
電話当直医（所在地）とき

（４８）３１１３小林歯科クリニック（明成町３ー56ー1）９日醤

休日の当番医（歯科）
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７ 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。

市役所３階相談室
／青少年女性課　察(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）

７日・１４日・２１日・２８日鞘　13:30～16:30法律相談(予約制)／弁護士
６日・２７日障　13:30～16:30人権相談／人権擁護委員
２０日障　13:30～16:30行政相談／行政相談委員
５日鐘　13:30～16:30登記相談／司法書士
１９日鐘　13:30～16:30不動産相談（不動産の取引に関する相談）
６日・１３日・２０日・２７日障　13:30～16:30よろず相談／よろず相談員

県民相談・情報センター　察052(962)5100平日　9:00～17:15交通事故相談
スピカ 
／高齢障がい支援課　察(45)6289

６日障　10:00～12:00
（１１:30まで受付）

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

スピカ 
／障がい者相談支援センター　察(48)3011平日　8:30～17:15

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
障がい児の発達・療育などの相談／社会福祉士ほか

スピカ／高齢者相談支援センター（ＪＲ西側地
域）　察(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）　察(48)1051

平日　8:30～17:15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

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

スピカ／知多後見事務所　察(39)2663６日障　13:30～16:30知多地域成年後見センター巡回相談(予約制)
市役所２階２０１会議室 
／保険医療課　察(45)6330１１日鍾　9:45～12:00／13:00～15:15年金相談／日本年金機構職員（予約制）

ＮＴＴ西日本大府ビル１階 
／消費生活センター　察(4５)4538

鉦～障　9:30～12:30／13:30～15:30
※17日鉦は除く（15:00まで受付）消費生活相談（電話相談可）／消費生活専

門相談員
県消費生活総合センター　察052(962)0999

平日　9:00～16:30
上醤　9:00～16:00

知多児童・障害者相談センター
察0569(22)3939

１２日鐘　9:３0～1５:00（１日４回）
市役所２０６・２０７会議室

巡回児童相談(予約制)／児童福祉司・児
童心理司

子どもステーション　察(4６)2100平日　8:30～17:00子育てについての相談／地域子育て支援士

子どもステーション　察(47)2２00平日　9:00～16:00乳幼児の生活面・発達に関する相談（電話
相談・訪問相談可）

各児童（老人福祉）センター平日(各センター週２回)　10:00～12:00児童の生活面に関する相談（電話相談可）

子育て支援課　察(46)2143平日　8:30～17:00児童の生活習慣・虐待に関する相談(電話相談可)

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

相談 ３日・３１日鉦　10:00～16:20専門相談員（予約制）
スピカ／レインボーハウス　察(44)9400平日　9:00～16:00教育相談（予約制）／スクールカウンセラー
悩みごとフリーダイヤル
察0120(783)171平日　9:00～1６:00小・中学生の

いじめ・悩みごと電話相談

青少年女性課　察(45)621９
※ポルトガル語のみ、１２日・２６日鐘は１９：００
　まで

５日・１２日・１９日・２６日鐘　13:00～17:00ポルトガル語
外国人
のため
の相談

１２日鐘　13:00～17:00中国語
お休みします。スペイン語
平日　13:00～17:00英語

商工会議所　察(47)5000
平日　9:00～12:00／13:00～17:00新規創業相談
１８日鍾　10:00～12:00事業用資金金融相談（予約制）

ＮＴＴ西日本大府ビル１階 
／ワークプラザおおぶ　察(48)6160

平日　9:00～17:00職業・生活相談
７日鞘　13:３0～1５:３0若者職業自立支援相談

スピカ／社会福祉協議会　察(48)1805
※相談時間は、１人５０分まで

７日鞘・１１日鍾・２１日鞘・２５鍾
13:３0～16:２0

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



162017 ６.15

Ｑ．どうしたらきれいな緑のカーテンが
　作れますか？

Ａ．きれいな緑のカーテンを作るには適度な肥料を
与え、摘心を行うことが必要です。肥料は植物が
健康に生長するために必要な「窒素」「リン酸」「カ
リウム」を含むものを、生育に応じて約１カ月に１
回、与えましょう。肥料を与え過ぎると植物が病
気になることがあるため注意しましょう。

　　摘心とは、親つるが１ｍほどに達したら芽の先
端を摘み取り、つるを横に広げることです。摘心
することで全体的に葉の茂ったカーテンを作るこ
とができます。夏になると上につるが伸びるため、
横につるを伸ばすこと
が重要です。

　　適度な追肥と摘心で
葉の多く茂った緑の
カーテンを作ってみま
せんか。

環境課　緯（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。

ウェルネスバレー推進課　緯（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

トウモロコシ収穫体験
「農」と「食」について学ぶ農業体験です。トウモロコシを
観察して、収穫します（料金　１４０円／１本・予約不要）。

１日上・２日醤　10:00～15:00日時
げんきの郷　察（４５）４０８０所・問

親子ふれあいイベント
短冊かざり作りや、人気キャラクターグッズが当たるス
タンプラリーなどのイベントです。

２日醤　10:00～16:00日時
あいち健康プラザ　察（８２）０２１１所・問

木工教室
間伐材と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）。

２日・１６日醤　10:00～15:00日時
ウッド・ビレッジ　察（４５）６２２４所・問

７月　公共資源ステーション収集日程表
煙北山公民館　駐車場
　１０日・２４日鉦　午前９時～午後６時半
煙市民体育館　北側駐車場
　１１日・２５日鍾　午前９時～午後６時半
煙勤労文化会館　駐車場
　５日・１９日鐘　午前９時～午後６時半
煙保健センター　駐車場
　１２日・２６日鐘　午前９時～午後６時半
煙市役所　第２駐車場前
　毎週木曜日　　午前９時～午後９時
煙吉田公民館　駐輪場
　２日・１６日醤　午前９時～午後６時半
煙マックスバリュ大府店　南側駐車場
　２日・１６日醤　午前９時～午後９時
煙アピタ大府店　南側駐車場
　３日・１７日鉦　午前９時～午後９時

７月のイベント

健康公開講座「注目されるがん免疫療法を正しく理解しよう」
最近話題のがん免疫療法を解説しながら、正しい医療情
報を見極めるコツも紹介します（要予約）。

２２日上　10:30～12:00日時
あいち健康プラザ　察（８２）０２１１所・問

虫よけスプレー作りと座学「むしむし相談」
虫よけ作用のあるアロマを用いて子どもでも安心な虫よ
けスプレーを手作りします（料金　３００円・予約可）。

２３日醤　10:00～11:30日時
あいち健康の森薬草園　察（４３）００２１所・問

健康科学教室「水の科学実験」
水をテーマにした実験をします（健康科学館の入場料が
必要です・小中学生対象・要予約）。

２９日上　10:30～12:00日時
あいち健康プラザ　察（８２）０２１１所・問
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二ツ池セレトナ　緯（44）4531
死info@seletona.com　http://seletona.com　
開館時間：9:00～17:00
７月の休館日：
３日鉦・１０日鉦・１８日鍾・２４日鉦・３１日鉦

７月のイベント

allobu図書館　緯（48）1808
死library@allobu.jp　http://library.allobu.jp/
開館時間：9:00～20:00
７月の休館日：１８日鍾

 ：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。

６月１６日鞘　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。

ホームページ

ホームページ

　一度読んでみる？　もう一回読む？
２００７年から２０１６年に課題図書となった本を集
めました。

「もっと知りたいはにわの世界」

　みなさんは、はにわを知ってい
ますか？　土偶に間違えられたり、
まぬけなイラストで描かれたりす
る彼らですが、知れば知るほど奥
深い外　「はにわ？」と気になった
人にはピッタリの一冊です。彼ら
のことをぜひ知ってください。

今月の紹介者：深堀あかねさん（図書館スタッフ）

若狭徹／著　東京美術

これまでの課題図書
葛６月２０日鍾～８月３１日障　棚番号　４６

　図書館内は原則、撮影禁止ですが、もし館内で写真を撮
影したい場合には、図書館の総合案内カウンターへお越し
ください。連絡先や撮影目的などを記載した申請書を提出
し、禁止事項に同意をしていただければ、撮影が可能にな
ります。撮影には図書館スタッフが同行する場合がありま
す。

　図書館の利用者カードには、発行から３年の有効期限が
あります。カードの有効期限が近づくと、自動貸出機など
でその旨を知らせる通知が出ますので、カウンターまでお
越しください。登録情報などに変更がなければ、すぐに更
新することができます。お近くの公民館でもできますよ。
　ａｌｌｏｂｕ図書館も開館３年。開館時に利用者カード
を作った方はそろそろ更新時期となりますので、ご注意く
ださい。

利用者カードの更新をお願いします。

館内での写真撮影はカウンターまで

予約
方法

 セレトナの森の研究室吋 灯火に集まる虫たち
　今夜は虫のおまつりだ外　灯火に集まる虫たちを楽しく学びます。

７月２１日鞘　19:30～21:00（雨天中止）日時
２０人（先着順・予約制）定員
水野利彦さん（知多自然観察会）講師

 森のようちえん体験韻
　親子で自然遊びを楽しみます。

７月２３日醤　10:00～11:30（雨天決行）日時
２歳以上の就園前児とその保護者１０組定員
（先着順・予約制）

 

日時　７月２日醤　10:00～15:00
　　　７月３０日醤　9:30～12:00
　　　８月１３日醤　9:30～12:00
　　　８月２６日上　10:00～15:00
　　　８月２７日醤　10:00～15:00
　　　８月２７日の午後は発表会
対象　小学生２０人（予約制・先着順ですが全５回
　　　参加可能な方を優先します）
講師　リトルそれいゆ
　　　（演劇ワークショップチーム）

子どもたちが自然や環境について学びながら、
プロの俳優と一緒にお芝居を作ります。

会場までの送迎は保護者の責任でお願いします。
初日は必ず保護者が受け付けしてください。
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5
月

絆で勝ち取った全国優勝
全日本インディアカトーナメント結果報告

▲包括協定締結式の様子

１６日、（株）スギ薬局本社で、（株）スギ
薬局との連携と協力に関する包括協定
締結式が行われました。
連携協力する事項は、健康で生きが

いあふれる生活づくり、まちを支え将
来を担う人づくり、安心・安全な生活
を守る環境づくり、大府らしさを活か
した賑わいづくりなどです。
今年度は、公民館などが主催する講

座にスギ薬局が講師派遣などを予定し
ています。

連携事業に期待
（株）スギ薬局との包括協定締結式

２９日、明成町の水田で共長保育園の
年長児３１人がもち米の苗の田植え体験
を行いました。
この体験はJAあいち知多青年部大
府地域が、園児に食べ物や農業の大切
さを知ってもらおうと、毎年開催して
います。園児たちははだしで水田に入
り、青年部会員から指導を受けながら
苗を植えました。
「お米になるのが楽しみ」と収穫を待
ちわびる声が聞かれました。

収穫が待ち遠しい外
もち米の苗の田植え体験

みんなでまちをきれいに
５３０（ゴミゼロ）運動

２８日、市内で５３０（ゴミゼロ）運動が
開催されました。
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」で、5月の
最終日曜日を環境美化推進のための
「市民行動の日」に定めています。
市内各地で、多くの市民が各家庭か

ら拠点会場までの通り道・草むらに捨
てられたタバコの吸い殻や空き缶、
ペットボトルなどを拾い、市全体で
３．３９㌧のごみが集められました。

▲もち米の苗を植える保育園児

▼家族連れでごみ拾いをする参加者

２４日、第１３回全日本インディアカトーナメントシニ
ア女子の部において、優勝に輝いた「ブラックナック」
と第３位の「NAC」の選手９人が、岡村市長に大会の成
績報告を行いました。９人は「横根NAC」所属で、両
チームは仲間でもあり、ライバルでもあります。
NACが敗れたチームに、ブラックナックが決勝戦

で雪辱を果たし優勝。「次は両チームで決勝戦を争う
ことが目標です」と意気込みを語りました。

▲ブラックナック（前列）、NAC（後列）

▲

大会当日の様子を話す選手
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広報おおぶの今後の編集や企画に活かしていきたいと思っています。
ご意見をお聞かせください。

広報広聴課　緯(45)6214

料金受取人払郵便 09７８４７４
大府郵便局
承　　　認

６８８
差出有効期間
平成３０年４月３０日まで

（　　　　　）

〈受取人〉
大府市役所
広報広聴課　行切手を貼らずに

お出しください

郵　便　は　が　き

広報紙から
切り取ってください。

アンケート欄に
記入してください。

半分に折り内側全面を
のり付けしてください。

ポストに投函してく
ださい。
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ま
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り

広報おおぶ「みんなの声」専用はがき

年齢／　　歳　　　　　　性別／　男・女

今回の広報おおぶで、文字・色・構成などについて、見やす
いと思った記事、見にくいと思った記事とその理由をお聞か
せください。（下表の番号を記入してください。複数回答可）

Ｑ1

見にくい（　　　　　　　　）見やすい（　　　　　　　　）

今回の広報おおぶで、「面白い・役に立った」と思った記事とその
理由をお聞かせください。（下表の番号を記入してください。複数回答可）

Ｑ２

面白い・役に立った（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今後取り上げてほしい企画や広報おおぶへのご意見・ご要望
をお聞かせください。

Ｑ３

※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。

理由

理由

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/obucityoffice）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
康都市おおぶ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。

　寄せられた ５５月月月月月月月月月月月声声声声声声声声声声声

【この号の内容】①おおぶひと・こと「きれいになって、もっと好きなまちへ」　②OBU TOPICS　③市政news　④情報パック　⑤子育て情報７月　⑥
７月の健康カレンダー　⑦７月の相談　⑧ウェルネスバレー通信　⑨環境News　⑩allobu図書館だより　⑪セレトナ通信　⑫カメラNews　⑬その他

１１２４ご協力ありがとうございました。

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。

・五十の市に行ってみたくなった。文のまとめ方
　がとても上手で引きこまれた（５/１号）

６月１５日～３０日の番組案内

暫スマイルおおぶ　毎日8:45～/14:45～/20:45～
　子育て環境を充実
　～お母さん、一人でがんばりすぎないで～
暫ハロー東海　毎日8:30～/14:30～/20:30～
　活躍していますスポーツ推進委員
暫ほっとラインちた　毎日9:00～/15:00～/21:00～
　連携強化外　知多市保健センターなど移転
暫あったかいいまち ひがしうら　毎日9:15～/15:15～/21:15～
　暮らしに役立つ内容を文字情報でお届けします。

広報おおぶの「見やすさ」について

※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
・情報パックの講座受講者のコメントを載せれば
　より興味を惹くのではないか（５/１号）
・５３０をもっと大きく取り上げてほしかった。大府
　を大切に思ってほしい（５/１５号）
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