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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  ２１日鞘
二ツ池公園 ２８日鞘

毅保育園の園庭開放   　各保育園

２２日上　9:30～11:00大　府
４月はありません柊　山
４月はありません共和東
４月はありません追　分
４月はありません共　長

毅保育園の施設開放   　各保育園

４月はありません大　府
４月はありません桃　山
１８日鍾　9:30～11:00柊　山
２０日障　10:00～11:00横　根
２８日鞘　10:00～11:30北　崎
２２日上　9:30～11:00共和東
４月はありません追　分
２５日鍾　10:00～11:00荒　池
２０日障　10:00～11:00共　長
２０日障　10:00～11:30長　草
２０日障　10:00～11:30吉　田
２０日障　10:00～11:30米　田
２５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
allobu図書館　9:00～20:00　嬢１７日鉦　緯(48)1808

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

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

４

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。

１１日鍾（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

毅おうちママサロン   　保健センター
妊娠生活を送るコツ、赤ちゃんの特徴などを学びます。

１２日鐘（保健センター）　9:00～11:30 
就労していない妊婦 

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）
１９日鐘（８～１０カ月児）
２６日鐘（１１カ月児～）
１０日鉦（～７カ月児）神田児童老人福祉センター
２４日鉦（８カ月児～）
１７日鉦（８カ月児～）東山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・２５日鍾（子どもステーション）　10：00～11：30
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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

聞こう話そう　子育てのこと

「いっしょに子育て」

子育て中ならではの情報交換やアドバイスを行います。
２０日障（おおぶっこ広場）　11:00～12:00 
どなたでも 
おおぶっこ広場（平日10:00～15:00） 

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　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・２７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～

食事をよくかまずにそのまま
飲み込んでしまいます。食べ

るスピードも速く、量もたくさん食
べるので、肥満にならないか心配で
す。

かまずに食べてしまう。シルミル
ひろば

　よくかまずに食べていると、喉に詰まらせないか、食べ過ぎていな
いか、心配になりますね。

　よくかんで食べることは、栄養を効率よく吸収するだけでなく、脳の発達
促進、虫歯や肥満の防止にもつながります。かむことを意識づけるために、
大人がおいしそうにかんで食べる姿を見せながら「カミカミしてね」と声をか
けたり、子どものかむ力に合ったかみごたえのある食材をメニューに加えて
みたりするとよいでしょう。

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

２歳女児の母

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

　小さな子どもたちが
公園で元気に遊ぶこと
ができる「子育てひろ
ば」。民生児童委員の
エプロンパパ・ママや
子どもステーションの
保育士が皆さんと一緒に子どもたちを見守ります。ま
た、公園の遊具のほか、三輪車やトンネルくぐりなど、
子どもたちにぴったりな遊具も準備しています。
　子育ての話をしながら、親子で楽しい時間を過ごし
ませんか。予約は不要です。ぜひお越しください。開
催日は右ページまたは市ホームページをご覧ください。

子育てピックアップ

子育てひろばで遊ぼうよ外

　バランスのよい食事づくりのコツを、実技
を交えて学びませんか。生まれてくる赤ちゃ
んはもちろん、家族みん
なが健康に過ごすことが
できる、「使える」知識を
パパ・ママに伝授します。

 　４月２３日醤（保健センター）　9：00～12：30
 　妊娠５～８カ月の妊婦とそのパートナー
 　料金　１人５００円
 ・ 　保健センター

 



142017 3.15

４ 予約・問い合わせは健康推進課（４月３日鉦から健康

増進課・保健センター内・察（４７）８０００）へ。

電話当直医（所在地）・診療科目とき
（４４）８１８８柊ヒルズ内科クリニック（柊山町）・内科、循環器科、小児科２日醤
（４４）４１３１産院いしがせの森（森岡町）・産科、婦人科９日醤
（４８）００８８つかむら医院（東新町）・外科、内科、小児科１６日醤
（４７）７３６４今井眼科医院（中央町）・眼科２３日醤
（４４）９１００ゆき皮フ科クリニック（一屋町）・皮フ科、アレルギー科２９日上
（４６）７５６６なだか山クリニック（横根町）・泌尿器科、内科３０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。

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）９日醤

休日の当番医（歯科）
煙診療時間

　１０:００～１２:００

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
桃山公園往復コース・５.１㌔保健センター５日鐘
北山発二ツ池公園周遊コース・4.５㌔北山公民館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
健康の森公園往復コース・５.２㌔保健センター１７日鉦
吉田周遊コース・4.８㌔吉田公民館２２日上

みんなでウォーキング

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・１７日鉦

みんなで体操
煙時間　１０:００～１１:００

※予約不要

煙場所　保健センター
※午前９時から問診票および

　番号札を配布します。

接種時期とき種類

１歳未満（５カ月～８カ月頃)５日鐘、１７日鉦、
２８日鞘BCG

子どもの予防接種
煙予約開始日時
　３月２１日鍾　８:３０
煙予約専用電話
　察（４６）１０００
煙場所　保健センター

 　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。

内容受付時間とき相談名
乳幼児の健康・栄養・歯科に関すること９:００～１０:００２７日障こども相談

相談

　平成２９年４月より、保健センターでの接種はBCGのみとなります。麻しん風しん混合（MR）、水痘、日本脳炎

は医療機関での接種となります。また、BCGを接種できる医療機関もあります。

　接種間隔、接種できる医療機関などの詳細は、健康推進課（４月３日鉦から健康増進課・保健センター内）へ

お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。予防接種の日程は、４月１日号に同時配布される

「大府市保健センター年間行事予定表」でもお知らせします。
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４ 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
／３月３１日鞘まで協働促進課　察(45)6215 
　４月３日鉦から青少年女性課　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 
／３月３１日鞘まで福祉課　察(45)6228
　４月３日鉦から高齢障がい支援課　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
（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)3939４月の相談はお休みします。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）
児童課（４月３日鉦から子育て支援課）
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・１７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

３月３１日鞘まで協働促進課　察(45)6215 
４月３日鉦から青少年女性課　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
２６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　13:00～16:00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

７日鞘・１１日鍾・２１日鞘・２５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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察

４

家庭のごみ・資源　　平成２９年１月

前年比収集量

＋271,295t燃やせるごみ

－1245t燃やせないごみ

－175t直接搬入ごみ

－9333t資源

－6619g１人１日当たり

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

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。

し尿清掃日程表
作業日符号

３日鉦01
４日鍾・５日鐘02・03
６日障04
７日鞘05
１０日鉦06
１１日鍾07
１２日鐘08
１３日障09・10
１４日鞘11・12
１７日鉦・１８日鍾13
１９日鐘14
２０日障15
２１日鞘16
２４日鉦・２５日鍾17
２６日鐘18
２７日障19
２８日鞘20

し尿清掃日程表の掲載は本日号で終了します。平成２９年度からは、
１月２０日に発送した確認券に同封の年間予定表でご確認ください。

Ｑ．テレビやエアコンなどの家電製品はどのように
　処分すればいいですか？

Ａ．テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵
庫・冷凍庫（冷温庫含む）は、家電リサイクル法に
よってリサイクルが義務付けられ、リサイクルの
ための費用を負担し、処分しなければなりません。
下の表の方法で適正に処分してください。

　　東部知多クリーンセンターへの直接搬入もでき
ませんのでご注意ください。空き地で回収してい
る業者にも、出さないようにしてください。

テレビなどの家電製品の処分方法

必要な費用処分方法
煙リサイクル料金
煙（収集運搬料金）家電量販店へ依頼

煙家電リサイクル券
煙収集運搬料金収集運搬許可業者へ依頼

煙家電リサイクル券指定引取場所へ持ち込み
※家電リサイクル券は事前に郵便局で購入してください。
※収集運搬許可業者、指定引取場所は市ホームペー
　ジでご確認ください。
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二ツ池セレトナ　緯（44）4531
開館時間：9:00～17:00

死info@seletona.com　http://seletona.com　

４月の休館日：3日・10日・17日・24日の鉦４月のイベント

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

４月の休館日：17日鉦

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。

３月１６日障　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

ホームページ

ホームページ

 　このマークのついた講座は、おおぶ一生元気ポイント対象事業です。

　たくさんの花や木が景色を彩る春。この時
期は花見にちなんだお祭りがたくさん催され
ます。心地よい春の日和のもと、ぜひ家族や
友達と出かけてみてください。

「ねこはしる」

　ドジ猫と魚のふしぎな友情の話。小
学生用ですが、大人も楽しめる内容で
す。詩人である作者の豊かな感性で描
かれた多くの登場者は、個性的な味わ
いがあり感動を呼びます。猫と魚の友
情の結末が以外な展開となり、読者に
迫ってきます。

今月の紹介者：上村貞子さん（大府創作童話の会）

工藤直子／著　童話屋

春を楽しもう　～祭りと花～
葛３月２２日鐘～５月１４日醤　棚番号６７

　私たちは、赤ちゃんからお年寄りまでが楽しめるお話会
を開いています。もちろん私たちも喜んで活動しています。
内容は腹話術、エプロンシアター、パネルシアター、楽器
遊び、ナツメロ健康体操、絵本、紙芝居など盛りだくさん。
図書館では、赤ちゃんとお母さんた
ちに楽しいひと時を過ごしていただ
けるよう工夫しています。保育園、
小学校、公民館などどこでも行きま
す。どうぞ、声をかけてください。

　公民館で受け取りを指定した予約本や、allobu図書館で
返却した公民館の本。どのように運ばれているかご存じで
すか？　毎週火・木・土曜日に市内の公民館、ミューいし
がせ、歴史民俗資料館を「メールカー」が巡回し、それらの
本を運んでいます。

図書館の看板をつけた車、見たことありますか？
メールカーってなあに

＜図書館サポーター紹介雨＞

マシュマローズ

 セレトナの森の研究室陰　植物おもしろ講座
　白いタンポポを見つけよう外　花の色の役割について楽しく学びます。

４月９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

 森歩き「大人のちょっと癒しの時間」陰
　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。

４月２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

 かわいらしい野の花で生け花を楽しもう
　二ツ池公園で野の花を摘み、身近なものを花器にして生けます。

４月２３日醤　9:30～11:30（雨天決行）日時

２０人（先着順・予約制）定員

本多ヒデさん（生活をいける華道「華原の会」）講師

　二ツ池公園にある増田池と平戸池。セレトナ
に隣接する増田池のほとりは快適なウォーキン
グコースとして親しまれています。
　このコース１周１０８０杓を歩いて貯めるスタン
プラリーが４月１日から始ま
ります外　スタンプがたまっ
たら、景品と交換しましょう。
みなさんの参加をお待ちして
います。

　４月の展示

葛生活をいける華道「華原の会」生け花展示
　４月1日上～2日醤　１０:００～１６:００
葛「大府写楽会」写真展示
　４月９日醤～２９日上　９:００～１７:００



182017 3.15

２
月

春を呼ぶどぶろくまつり
どぶろくまつり

▲豆まきを楽しむあけび苑利用者

２日、ミューいしがせで、市内の福
祉施設あけび苑の利用者と大府ライオ
ンズクラブ会員が豆まきを楽しみました。
赤鬼と青鬼に扮したライオンズクラ

ブ会員があけび苑利用者の前に現れる
と、あけび苑利用者は大きな声で「鬼
は外、福は内」と言いながら豆を投げ
ました。豆を全て投げ終えると、赤鬼
と青鬼は「降参」と言いながら退散。会
場は参加者の笑い声で包まれました。

鬼は外外　福は内外
あけび苑と大府ライオンズクラブの交流

２６日、allobuでパフォーマンスラ
イブ２０１７が開催されました。
パフォーマンスライブは、音楽やダ
ンスなどに取り組む若者たちの活動発
表の場として開催され、今年で２４回目。
市内を中心に活動する５団体と市青少
年女性室が主催する青少年講座「Ｅラ
ボ」の受講生が出演。和太鼓やヒップ
ホップダンス、鳴子踊りなど熱のこ
もった演技を披露すると、観客から声
援や拍手が送られました。

熱いパフォーマンスに沸く
パフォーマンスライブ

安心・安全に過ごせるように
東海警察署員によるミニ講話

２３日、神田児童老人福祉センターで
東海警察署員が、地元の老人クラブ
「横根寿会」カラオケ部の会員向けにミ
ニ講話を行いました。
講話では、交通事故や住宅対象侵入
盗の発生状況などについて説明。「夜間
に出かけるときは、明るい服装や反射
材を着用してください」「施錠を忘れな
いことはもちろん、補助錠などを設置
して泥棒に入られにくい環境を作りま
しょう」と注意を呼び掛けました。

▲ヒップホップダンスを披露する出演者

▼参加者に注意を呼び掛ける東海警察署員

１９日、長草天神社で５００年以上の歴史を誇る市無形
民俗文化財のどぶろくまつりが開催されました。
このまつりでは、氏子が醸造したどぶろくが神前に

奉納され、参拝客に振る舞われます。振る舞いが始ま
る正午には、５００人以上の参拝客が列を作りました。
また、まつりには赤い顔をした想像上の動物で福と徳
を授けると言われている「 猩 々  」が登場し、参拝客の頭を

しょうじょう

竹刀で叩いて回りました。

▲どぶろくの振る舞いの様子

▲

参拝客に福と徳を授ける猩々
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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。

広報室　緯(45)6214

料金受取人払郵便 09７８４７４
大府郵便局
承　　　認

６２５
差出有効期間
平成２９年４月３０日まで

（　　　　　）

〈受取人〉
大府市役所
秘書広報課広報室　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 ２２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「地道な活動が支える美しいまち」　②OBU TOPICS　③市政news　④情報パック　⑤子育て情報４月　
⑥４月の健康カレンダー　⑦４月の相談　⑧環境News　⑨セレトナ通信　⑩allobu図書館だより　⑪カメラNews　⑫その他

１１１８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。

・セレトナ通信が他のコーナーに比べて文字が小
　さくて見にくい。

３月１５日～３１日の番組案内
暫スマイルおおぶ　毎日8:45～/14:45～/20:45～
　まちをきれいに外
　キラリ輝く環境美化推進員
暫ハロー東海　毎日8:30～/14:30～/20:30～
　平成２８年度のあゆみ
暫ほっとラインちた　毎日9:00～/15:00～/21:00～
　梅子が紹介外　知多市シティプロモーション
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
・市役所に行ったときに健康遊具を利用してみた
　いと思った。（２/１５号表紙）
・カメラニュースには毎回いい話題が載っている。
　今回は、中学生と市長が給食を味わっている様
　子がよかった。（２/１５号カメラニュース）
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