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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 　５月はありません
五ツ屋公園 １２日鞘
向畑公園  １９日鞘
二ツ池公園 ２６日鞘

毅保育園の園庭開放   　各保育園

２７日上　9:30～11:00大　府
６日上　9:30～11:00柊　山
２７日上　10:00～11:00共和東
１３日上　9:30～11:00追　分
１３日上　10:00～11:00共　長

毅保育園の施設開放   　各保育園

１８日障　9:30～11:00大　府
１７日鐘　10:00～11:00桃　山
９日鍾　9:30～11:00柊　山
１１日・１８日障　10:00～11:00横　根
１２日・２６日鞘　10:00～11:30北　崎
１３日上　9:30～11:00共和東
９日鍾　9:30～11:00追　分
９日・２３日鍾　10:00～11:00荒　池
１８日障　10:00～11:00共　長
１０日鐘・３０日鍾　10:00～11:30長　草
２５日障　10:00～11:30吉　田
１８日障　10:00～11:30米　田
９日・２３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

５

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。

１０日鐘（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。
１３日上（保健センター）　9:00～11:30 
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月はありません

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
１０日鐘（５～７カ月児）子どもステーション
１７日鐘（８～１０カ月児）
２４日鐘（１１カ月児～）
１日鉦（～７カ月児）大府北中学校
１５日鉦（８カ月児～）
８日鉦（～７カ月児）神田児童老人福祉センター
２２日鉦（８カ月児～）

毅さくらんぼの会（多胎児交流会）
    　子どもステーション
   　９日・２３日鍾（子どもステーション）　10：00～11：30

葛大府北中学校での交流会の様子
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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

図書館のイベント

    　allobu図書館
読み聞かせ

 毎週鍾（３０日を除く）　11:00～
 １７日鐘　11:00～
 ７日醤・１３日上　14:00～（～低学年）
 毎週上（１３日を除く）　14:00～（～高学年）
わらべうた １１日・２５日障　11:00～
ストーリー・テリング １３日上　10:30～（５歳以上～）
腹話術・エプロンシアター ３０日鍾　11:00～
人形劇 １２日鞘　11:00～

春から子どもが幼稚園に入園
します。環境が変わる中、他

の園児と仲良くできるか心配です。

幼稚園で友達と仲良くできるか心配です。シルミル
ひろば

　お子さんの入園おめでとうございます。幼稚園という小さな社会の
中での生活が始まりますね。

　ご心配だと思いますが、お子さんはこれから楽しいこと、嫌なこと、さま
ざまな経験をしながら成長していきます。けがやけんかもあるでしょうが、
お子さんにとって良い勉強の機会だと前向きに捉えて、どのようにすればよ
いのかを一緒に考えてあげましょう。困ったときには園の先生と相談をしな
がら、お子さんにとって良い方法を考えていきましょう。

Q

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。

A

３歳児の母

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

　子育てをしていると、自分の子育て方法や子どもの
発達、親子関係などに悩むことがありますよね。
　そんなときは、子どもステーションの地域子育て支
援士に話をしてみてください。豊富な経験と専門知識
を持って皆さんのお悩みを聞き、解決の糸口を一緒に
探します。状況に応じて支援サービスや機関への橋渡
しなどをすることもで
きます。
　妊娠中から18歳ま
での子の保護者であれ
ば、どなたでもご相談
いただけますよ。

子育てピックアップ

成長とともに変わる悩みにも寄り添います

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）
 　電話による仮申し込みをすることができます。

「大府市の子育て支援について」

市の子育て支援の制度や利用方法の話を聞きます。
１８日障（子どもステーション）　10:30～11:30 
市内在住の妊婦および就学前児とその保護者 
４月１７日鉦から子どもステーションへ 

「交通安全の話」

横断歩道の渡り方などの話を聞きます。
２５日障（子どもステーション）　10:45～11:30 
どなたでも 
不要 

 　おおぶっこ広場（平日10:00～15:00）

「子どもの病気について」

乳幼児期にかかりやすい病気についての話を聞きます。
１７日鐘（おおぶっこ広場）　11:00～12:00 
どなたでも 

「乳幼児の歯について」

歯磨きの仕方や虫歯についての話を聞きます。
３０日鍾（おおぶっこ広場）　11:00～12:00 
どなたでも 
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５ 予約・問い合わせは健康増進課（保健センター内・察

（４７）８０００）へ。

電話当直医（所在地）とき
（４３）００２２おおぶ眼科クリニック（月見町５－２１５）３日鐘
（４４）８１８８柊ヒルズ内科クリニック（柊山町７－５０）４日障
（４４）４１３１産院いしがせの森（森岡町１－１９３）５日鞘
（４５）５９５９めいせい志賀クリニック（明成町２－２８０－１）７日醤
（４６）２００２大府こころのクリニック（柊山町１－１７５－１）１４日醤
（４６）００８８もりした整形外科（明成町３－５５－１）２１日醤
（４７）０６６７石川医院（中央町６－６５）２８日醤

休日の当番医（医科）
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。

 　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。

電話当直医（所在地）とき
（４７）４１８２森デンタルクリニック（追分町６－３９０）１４日醤

休日の当番医（歯科）
煙診療時間

　１０:００～１２:００

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１日・１５日鉦

みんなで体操
煙時間　１０:００～１１:００

※予約不要

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６日上
大倉公園往復コース・４.６㌔保健センター８日鉦
ウェルネスバレーを巡るコース・4.３㌔あいち健康の森公園管理棟前１０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１３日上
健康の道駅西コース・４.０㌔保健センター１５日鉦
風車と緑ビューコース・４.０㌔向畑公園（市役所南側）２０日上
吉田周遊コース・4.８㌔吉田公民館２７日上

みんなでウォーキング

煙場所　保健センター
※ことばの相談は要予約。

　こども相談は午前９時から

　問診票および番号札を配布。

内容受付時間とき相談名
小児科医師による相談１３:００～１４:３０１８日障ことばの相談
乳幼児の健康・栄養・歯科に関すること９:００～１０:００２５日障こども相談

相談

　年長さんになったらＭＲ２期接種だよ～

　赤ちゃんのときにはいろいろ予防接種があるけど、ＭＲ（麻しん風しんワクチン）2期だけは、

ちょっと接種の期間があいているよね。小学校に入学する前の年に受けてね。平成３０年３月３１日

までだよ。

　

　予防接種の予診票を無くしてしまった方は、母子健康手帳を持って保健センターの窓口に行く

と、再発行してもらえるよ。日本脳炎などの他の予防接種も受けているかどうか、母子手帳を確

認してみてね。接種していないものがあったら、保健センターに相談してね。
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５ 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
どをご持参ください

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）

１２日・１９日・２６日鞘　13:30～16:30法律相談(予約制)／弁護士
２５日障　13:30～16:30人権相談／人権擁護委員
１８日障　13:30～16:30行政相談／行政相談委員
１０日鐘　13:30～16:30登記相談／司法書士
１７日鐘　13:30～16:30不動産相談（不動産の取引に関する相談）
１１日・１８日・２５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

９日鍾　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)2663１１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)6330９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（３日鐘・４日障は除く）　9:30～
12:30／13:30～15:30（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

市役所２階２０６・２０７会議室／知多児童・障害
者相談センター　察0569(22)3939１０日鐘　９:３0～15:00（１日４回）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 １５日・２９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、１０日・２４日鐘は１９：００
　まで

１０日・１７日・２４日・３１日鐘　13:00～17:00ポルトガル語
外国人
のため
の相談

１０日鐘　13:00～17:00中国語
２４日鐘　13:00～17:00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日障　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
１２日鞘　13:00～16:00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

９日鍾・１９日鞘・２３日鍾
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
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Ｑ．市町村ごとにごみの出し方が異なるのは
　　なぜですか？

Ａ．市町村ごとに使用するごみ処理施設が異なり、
施設の能力によって、焼却できるものや破砕でき
るものが異なるからです。市町村のリサイクルに
対する意識の差や、周辺にリサイクル施設がある
かどうかも、出し方が異なる要因になります。

　　回収業者の運搬、梱包などの方法によっても違
いが出ます。例えばアルミ缶は、一度に大量に運
搬できるように、つぶして出す市町村もあれば、
回収後に塊にしやすくするために、つぶさずに出
す市町村（大府市
も含む）もありま
す。ごみも資源も、
市町村に合った方
法で回収している
ため、出し方が異
なります。

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

カモミール摘みとハーブティ試飲
摘みたてのカモミールでハーブティを味わってみませ
んか（要予約）。

４日障　陰10:30～　隠13:30～日時
あいち健康の森薬草園　察（４３）００２１所・問

田園ウォーキング
げんきの郷付近の田園地帯を歩きます。カモミール摘
みとハーブティーを楽しむことができます（要予約）。

４日障・５日鞘　14:00～14:40日時
げんきの郷　察（４５）４０８０所・問

親子ふれあいイベント
ステージショーや人気キャラクターグッズが当たる
ゲーム、スタンプラリーなど楽しいイベントです。

５日鞘　10:00～16:00日時
あいち健康プラザ　察（８２）０２１１所・問

シルバー世代のいきいき体操
椅子に座ってできる簡単な「健康リハビリ体操」です。

１０日鐘　14:00～15:00日時
あいち健康の森公園　所
愛厚ホーム大府苑　察（４８）３１２１問

自立体力測定
生活体力を測定し解説を行います（料金２００円・要予約）。

２０日上　陰9:30～　隠10:30～日時
あいち健康の森公園所
鋤愛知県ノルディック・ウォーク連盟　察０５６６（２３）５００３問

第4回山車祭り
山車の制作者を招き「山車ミニチュア」を展示します。
キッズチアダンスやバンド演奏などもあります。

２１日醤　10:00～15:00日時
ウッド・ビレッジ　察（４５）６２２４所・問

５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
　８日・２２日鉦　午前９時～午後６時半
煙市民体育館　北側駐車場
　９日・２３日鍾　午前９時～午後６時半
煙勤労文化会館　駐車場
　３日・１７日鐘　午前９時～午後６時半
煙保健センター　駐車場
　１０日・２４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
　７日・２１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
　７日・２１日醤　午前９時～午後９時
煙アピタ大府店　南側駐車場
　１日・１５日鉦　午前９時～午後９時

５月のイベント
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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
５月の休館日：１日・８日・１５日・２２日・２９日の鉦５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
５月の休館日：１５日鉦

 ：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。

４月１６日醤　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

　５月５日のこどもの日にちなんだお話や、
行事の本の特集です。児童図書コーナーには
スタッフが作った五月飾りも展示します。ぜ
ひ見に来てくださいね。

「残虐記」

　拉致・監禁に巻き込まれた主人
公が解放され、事件は解決します。
月日が流れ、出所した犯人から主
人公のもとへ手紙が届きます。
　私の大好きな桐野夏生さんの本
の中で、唯一怖すぎて本棚に並べ
ていない本です。

今月の紹介者：殿林恵美さん（図書館スタッフ）

桐野夏生／著　新潮社

こどもの日の本
葛４月１８日鍾～５月５日鞘　児童室特集コーナー

　図書館の資料をいつも大切に扱っていただき、ありがと
うございます。このコーナーでは、図書館資料の取り扱い
について、皆さんの疑問にお答えしていきます。
　今回は、借りている資料のページが、思わぬことで破れ
てしまったとき。焦ってしまいますが、ご安心ください。
そんなときにはご自分で修理せずに、破れたページと本を
一緒にして図書館までお持ちください。専用の用具を使っ
てスタッフが修理します。

　昨年、台風により甚大な被害を受けた遠野市図書館。水
損図書の修復協力のための「語りつなぐ募金」には６万７９１９
円が集まり、作業に必要なキッチンペーパーを届けました。
　また、ふるさと講座で募金をした「東日本大震災復興支
援義援金」３７２０円は、「遠野まごころネット」に一般活動支
援金として振り込みました。この募金は、本紙８ページ掲
載の「ふるさと講座」でも行います。

募金へのご協力ありがとうございます
allobu図書館で続く支援の輪

ページが破れたら、まずは図書館へ外

 セレトナの森の研究室隠　昆虫おもしろ講座
　春の虫たちについて、楽しく学びます。

５月７日醤　９:30～11:30（雨天決行）日時
２０人（先着順・予約制）定員
吉川洋行さん（知多自然観察会）講師

 森のようちえん体験陰
　親子で自然遊びを楽しみましょう。

５月２１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）

 さつきの花を楽しもう
　さつきの苗を上手に育てるためのアドバイスを受けます。

５月２７日上　9:30～11:30（雨天決行）日時
２０人（先着順・予約制）定員
500円（材料費）料金

 森歩き「大人のちょっと癒しの時間」隠
　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。

５月２８日醤　10:00～11:30（雨天決行）日時
２０人（大学生以上・先着順・予約制）定員
飯田康雄さん（大府自然観察会）講師

　４月1日にスタートした「チャレンジウォー
キング１０８０」。自然散策を楽しみながら、運動
習慣をつけることができる取り組みです。
　セレトナでは、さらに運動による体調の変化
を実感していただこうと、受付カウンターの前
に血圧計を設置しました。
　ウォーキングの前後に血圧
測定をして、楽しく運動を続
けましょう。

予約
方法

　 ＋ 血圧測定で
プラス

　ウォーキングを楽しく続けよう
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金メダリストの手形が登場
金メダリストの手形レリーフ付園銘板除幕式

▲会場の様子

４日～１２日、市民美術展が行われ、
絵画、版画・ドローイング、立体造形、
工芸、書、写真２５７点が展示されました。
今年度から市民賞を創設。４日～７

日に、来場者による投票を行い、投票
数の多かった４作品が市民賞に選ばれ
ました。
また、１２日の午後３時半からは市長

賞を始めとする各賞受賞者の表彰式と、
審査員による受賞作品を中心にした講
評が行われました。

美術作品が一堂に会する
市民美術展

１７日、カナダの日系人野球チーム
「バンクーバー新朝日軍」の選手とコー
チが岡村秀人市長を表敬訪問しました。
バンクーバー新朝日軍は、戦前にカ
ナダで日系人野球チームとして活躍し
た「バンクーバー朝日軍」の創立１００周
年を記念して再結成されました。
選手たちは３月９日に来日し、大府
市を始めとする６都市に２０日間滞在。
大府市では、交流試合や大府高校野球
部の練習見学などをしました。

野球で交流を深める
バンクーバー新朝日軍が市長を表敬

楽しみながら団体を応援
コラビアまつり

５日、コラビアでコラビアまつりが
開催されました。会場ではチヂミ、豚
汁などの食品販売、キャンドル作り、
バルーンアートなどの体験コーナー、
雑貨の販売やステージイベントが行わ
れ、約８００人の来場者でにぎわいました。
　来場者が応援したいと思った団体に
投票し、得票数に応じて活動資金が分
配されるファンドレイジングイベント
も行われ、来場者は気に入った団体に
投票していました。

▲岡村市長に記念品を渡す新朝日軍の選手

▼気に入った団体に投票する来場者

１１日、ゴールドポケットパーク（東新町）に五輪金メ
ダリスト８選手とその指導者２人の手形レリーフが取
り付けられた園銘板が設置され、除幕式が行われました。
式典には、川井梨紗子選手、土性沙羅選手、栄和人

監督、大石道場の大石康さんが出席。それぞれが「東
京五輪に向け、これからも頑張ります」と話しました。
式典終了後には、集まった市民による花の植え付け

も行われました。

▲自分の手形に触れる川井選手と土性選手

▲

金メダリストの手形レリーフ



且

破
線
に
沿
っ
て
切
り
と
り
、
半
分
に
折
り
、
内
側
全
面
を
の
り
付
け
し
て
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

且

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。

や
　
　
ま
　
　
お
　
　
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 ３３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「大府の未来を創る若者たち」　②市政news　③情報パック　④子育て情報５月　⑤５月の健康カレンダー
⑥５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

１１２０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。

・写真があって分かりやすい（３/１輝く大府人）
・カラーのページがあると見やすくなると思う。

４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～
　大府の未来を創る若者たち
　～職員採用試験が変わる～
暫ハロー東海　毎日8:30～/14:30～/20:30～
　「いじめ」は絶対ゆるさない　～東海市子どものいじめ防止条例～
暫ほっとラインちた　毎日9:00～/15:00～/21:00～
　緑と花のまちづくり
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
・さくらまつりに行きたくなった。（３/１号裏表紙）
・公共施設のイベント情報などを紹介すると、そ
　の施設のことに興味がわき、行きたくなる（３/
　１号情報パック）
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