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みんなで遊ぼう

毅子育てひろば　　
　10:30～11:30   　子どもステーション
あいち健康の森公園子どもの森 　３日鞘
五ツ屋公園 １０日鞘
向畑公園  １７日鞘
二ツ池公園 ２４日鞘

毅保育園の園庭開放   　各保育園

３月はありません大　府
４日上　9:30～11:00柊　山
３月はありません共和東
１８日上　9:30～11:０0追　分
１１日上　10:00～11:０0共　長

毅保育園の施設開放   　各保育園

１６日障　9:30～11:00大　府
１日鐘　10:00～11:00桃　山
３月はありません柊　山
３月はありません横　根
１０日鞘　10:00～11:30北　崎
４日上　9:30～11:00共和東
７日鍾　9:30～11:00追　分
１日鐘　10:00～11:00荒　池
２日障　10:00～11:00共　長
１０日鞘　10:00～11:30長　草
３日鞘　10:00～11:30吉　田
２日障　10:00～11:30米　田
７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２１日鍾　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

3

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。

７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 

毅親子サロン    ・ 　保健センター
赤ちゃんの身体測定や親子の健康管理、赤ちゃんとの関わ
り方について話します。

２１日鍾（保健センター）　9:30～11:00 
２～４カ月児と保護者 

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。
５日醤（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

    　１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
１日鐘（～４カ月児）子どもステーション
８日鐘（５～７カ月児）
１５日鐘（８～１０カ月児）
２２日鐘（１１カ月児～）
１３日鉦（～７カ月児）神田児童老人福祉センター
６日鉦（～７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
    　１４日・２８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

 　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。

「1歳児を持つ親の座談会」

トイレトレーニングについてみんなで話します。
７日鍾（子どもステーション）　10:00～11:00 
市内在住の１歳児とその保護者１０組 
２月１６日障から子どもステーションへ 

 　おおぶっこ広場（平日10:00～15:00）
「食育講座」

乳幼児の食事・栄養について栄養士の話を聞きます。
２日障（おおぶっこ広場）　11:00～12:00 
どなたでも 

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（２１日を除く）　11:00～
 １５日鐘　11:00～
 ５日醤・１１日上　14:00～（～低学年）
 毎週上（１１日を除く）　14:00～（～高学年）
わらべうた ９日・２３日障　11:00～
ストーリー・テリング １１日上　10:30～（５歳以上～）
人形劇 １７日鞘　11:00～

４月から子どもが保育園に入
園する予定です。喜んで保育

園に通ってくれるか、泣かずに行け
るだろうか、友達と仲良く遊べるだ
ろうかなど、心配ばかりしてしまい
ます。

入園後のことを心配してしまいます。シルミル
ひろば

お子さんの入園はうれしいことですが、心配されることも多いと思い
ます。保護者の方と離れることが寂しくて、泣くお子さんもいます。

「行きたくない」と言うお子さんもいるでしょう。ですが、どの子も担任やク
ラスの友達と一緒に過ごす中で、少しずつ慣れ、保育園が楽しい場所になっ
ていきます。
　保護者の方の不安は、お子さんにも伝わります。一緒に入園を楽しみにし
ていてください。保育園開放に出かけてみるのも良いでしょう。

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

３歳５カ月児の母

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(46)2100　緯(47)2200　嬢上・醤・ 
http://www.city.obu.aichi.jp/link/ksoudan.html

　授乳や離乳食のこ
と、子どもの遊ばせ
方など、子育てには
悩みや不安がたくさ
んあるものです。
　そんなときは、ぜ
ひ子どもステーションに相談してみてください。保育
士の資格を持つスタッフが相談に乗り、もし必要であ
れば適切な機関やサービスを紹介します。離乳食の食
べさせ方など、家でお話したほうがよい場合には、家
庭に訪問して一緒に考えることもできますよ。ぜひ気
軽に声をかけてみてください。

子育てピックアップ

子どもステーションの子育て相談
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３ 予約・問い合わせは健康推進課

（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
（４８）６６６１大府ファミリークリニック（柊山町）・内科、外科、消化器科５日醤
（４７）１１８７はやかわ耳鼻咽喉科クリニック（東新町）・耳鼻咽喉科、アレルギー科など１２日醤
（４６）１５８０みどりの森クリニック（江端町）・小児科、内科、アレルギー科１９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２０日鉦
（４６）７５６６なだか山クリニック（横根町）・泌尿器科、内科２６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
（４５）４８４８むつデンタルクリニック（柊山町）１２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
健康の道駅西コース・4.0㌔保健センター１日鐘
太陽と緑の道コース・３.７㌔長草公民館４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８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１１日上
風車と緑ビューコース・４.０㌔向畑公園（市役所南側）１８日上
健康の道駅西コース・4.0㌔保健センター２１日鍾
吉田周遊コース・4.８㌔吉田公民館２５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６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
※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。

接種時期とき種類

１歳未満（５カ月～８カ月頃)２日障、１５日鐘、
２７日鉦BCG

１歳～２歳未満・就学前の１年間（２回接種）１４日鍾、２４日鞘麻しん風しん混合（MR)

３歳～７歳６カ月未満（３回接種）３日鞘、１４日鍾、
２８日鍾日本脳炎

１歳～３歳未満（２回接種）３日鞘、２４日鞘水痘

※日本脳炎は、平成7年4月2日～平成２１年１０月1日生まれの方については未接種分の特例措置
　があります。詳細は、健康推進課（保健センター内）にお問い合わせください。

子どもの予防接種
煙予約開始日時

　２月２０日鉦　８:３０

煙予約専用電話

　察（４６）１０００
煙場所　保健センター
※接種間隔など詳細は、健康

　推進課（保健センター内）へ

　お問い合わせください。

 　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
医師、保健師による相談１３:００～１４:３０９日障ことばの相談
乳幼児の健康・栄養・歯科に関すること９:３０～１０:３０１６日障こども相談

相談
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市役所３階相談室
／協働促進課　察(45)6215 
※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）

３日・１０日・１７日・２４日鞘　13:30～16:30法律相談(予約制)／弁護士
２日・２３日障　13:30～16:30人権相談／人権擁護委員
１６日障　13:30～16:30行政相談／行政相談委員
１日鐘　13:30～16:00登記相談／司法書士
１５日鐘　13:30～16:30不動産相談（不動産の取引に関する相談）
２日・９日・１６日・２３日障
13:30～16:30よろず相談／よろず相談員

知多県民相談室　察0569(23)3900平日　9:00～17:15交通事故相談
スピカ 
／福祉課　察(45)6228

８日鐘　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

障がい者相談支援センター（スピカ内） 
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

高齢者相談支援センター（スピカ内・ＪＲ西側
地域）　察(45)5455
高齢者相談支援センター東分室（社会福祉協議
会内・ＪＲ東側地域）　察(48)1051

平日　8:30～17:15高齢者の生活・介護などの相談／社会福
祉士・看護師ほか

高齢者・障がい者虐待防止センター（スピカ
内）　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)2663２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２０５会議室 
／保険医療課　察(45)6330１４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

毎週鉦～障（２０日鉦は除く）　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 知多消費生活相談室　察0569(23)3300平日　9:00～16:30
県消費生活総合センター　察052(962)0999毎週上醤　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)3939８日鐘　9:30～15:00巡回児童相談(予約制)／児童福祉司・児

童心理司
児童課　察(46)2143平日　8:30～17:00家庭児童相談(電話相談可)
各児童センターおよび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

子ども家庭相談
（乳幼児から児童の相談・電話相談可）

子どもステーション 
察(4６)2100・（47）2200平日　9:00～16:00子育てについての相談／地域子育て支援士

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 ６日鉦・２１日鍾　10:00～16:20専門相談員（予約制）
レインボーハウス（スピカ内） 
察(44)9400平日　9:00～16:00家庭教育相談（予約制）

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

協働促進課　察(45)6215
※ポルトガル語のみ、８日・２２日鐘は１９：００
　まで

１日・８日・１５日・２２日・２９日鐘　13:00～17:00ポルトガル語
外国人
のため
の相談

８日鐘　13:00～17:00中国語
２２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
※事業用資金金融相談の13:30～15：30は、
　１７日鞘17:00までに予約が必要

８日・２２日鐘　13:00～16:00住宅修繕相談（電話相談可）
平日　9:00～12:00／13:00～17:00新規創業相談
２１日鍾  10:00～12:00／13:30～15：30事業用資金金融相談（一部予約制）

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
３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

３日鞘・１４日鍾・１７日鞘・２８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

３ 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
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察

３

家庭のごみ・資源　　平成２８年１２月

前年比収集量

＋211,432t燃やせるごみ

＋1184t燃やせないごみ

＋8131t直接搬入ごみ

－11366t資源

±0713g１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
　１３日・２７日鉦　午前９時～午後６時半
煙市民体育館　北側駐車場
　１４日・２８日鍾　午前９時～午後６時半
煙勤労文化会館　駐車場
　１日・１５日鐘　午前９時～午後６時半
煙保健センター　駐車場
　８日・２２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
　５日・１９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
　５日・１９日醤　午前９時～午後９時
煙アピタ大府店　南側駐車場
　６日・２０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

１日鐘01
２日障・３日鞘02・03
６日鉦04
７日鍾・８日鐘05
９日障06
１０日鞘・１３日鉦07
１４日鍾08
１５日鐘09・10
１６日障11・12
１７日鞘・２０日鉦13
２１日鍾14
２２日鐘15
２３日障16
２４日鞘・２７日鉦17
２８日鍾・２９日鐘18
３０日障19
３１日鞘20

し尿清掃日程表の掲載は３月１５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．鍋、釜、フライパンはどのように処分すればい
　いですか？

Ａ．鍋、釜、フライパンは、資源として回収してい
ます。できる限り取っ手をはずして、「アルミ」ま
たは「スチール」に出してください。回収した鍋、
釜、フライパンは、アルミや鉄以外の部分を取り
除かれた後、再商品化施設で再生原料に生まれ変
わり、その後さまざまな金属製品に加工されます。

　　ただし、汚れやサビがひどいものや、鍋やフラ
イパンのふたで耐熱ガラスを使用しているものは、
資源の対象ではありませんので「燃やせないごみ」
として出してください。

鍋・釜・フライパンの処分方法

▲取っ手は、できる限り
　はずしてください
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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　

３月の休館日：6日鉦・13日鉦・21日鍾・27日鉦３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/

３月の休館日：21日鍾

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。

２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。

　アメリカで出版された優れた絵本の作家に
贈られるコールデコット賞。受賞作家の絵本
を特集します。英語の絵本を絵で楽しんでみ
てください。

「世界の美しい図書館」

　美しく幻想的なものから、図書館と
は思えないユニークな外観をしたもの
まで紹介されています。一度は訪れて
みたくなる、名建築ぞろいの一冊です。

今月の紹介者：神谷由利菜さん（図書館スタッフ）

パイインターナショナル／編・著

コールデコット賞って？　絵で楽しむ英語絵本
葛２月２１日鍾～５月１４日醤　棚番号４６

――４００字で自分の思いを表現する。月１回それを持ち寄っ
て、雑談に花を咲かせる。――　中央図書館の講座から始
まったこの会も１４年が過ぎました。文集は６冊目を数え、
印刷から製本まで手作りして楽しんでいます。
　昨年開いたエッセイ講座は、私た
ちにも「よい文章とは」と、もう一度
考えるいい機会になりました。
　仲間を募集しています。第３土曜
日１０時から１２時、待っています。

　調べものお手伝いカウンター前の展示コーナーでは、３
カ月ごとにテーマを変えて展示を行っています。
　現在の展示は「戦前の本」。大正～昭和初期の大衆文学、
教科書、実用書など、貴重な古書を多数展示しています。
ぜひご覧ください。

戦前の生活を垣間見ることができます
大正～昭和初期の本を展示しています。

＜図書館サポーター紹介迂＞

文章工房ゆう

 セレトナの森の研究室卯　野鳥のおもしろ生態 
　オス鳥のプロポーズの様々な形態を楽しく学びます。

３月５日醤　９:30～11:30（雨天決行）日時

２０人（先着順・予約制）定員

村瀬由理さん（知多自然観察会）講師

 森歩き「大人のちょっと癒しの時間」烏
　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。

３月８日鐘　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

　二ツ池公園内にある約６０本のカワヅザクラ。オオシマ
ザクラとカンヒザクラの交配種で、静岡県河津町で発見
された早咲きの桜です。ソメイヨシノより花の色が濃く、
満開の時期には池のほとりが華やかに彩られます。一足
早い春の訪れを楽しんでみてください。開花状況はセレ
トナホームページでお知らせしています。

カワヅザクラが見頃を迎えます
～見頃は２月下旬から３月上旬～

各地の風景と遺跡を描いた作品を展示します。
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１
月

５日、市民体育館駐車場で、地域の無火災・無災害を
願って、消防出初式が行われました。
式には、市消防本部・消防団・防火危険物安全協会な
ど１０団体が参加。分列行進、消防団による階梯操法の披
露や、ポンプ車による一斉放水が行われました。
全ての訓練が終了した後には、消防車や救急車などと
記念撮影ができる消防ふれあい広場や、おしるこの無料
配布なども行われました。

無火災・無災害を願って
消防出初式

▲消火器の取り扱い訓練をする参加者

１５日、横根藤井神社で「文化財防火
デー」総合防火訓練が開催されました。
この訓練は、毎年１月２６日の文化財防
火デーを前に、文化財を保有する寺社
などで行っています。
この日は、地元の住民や氏子、市文

化財保護委員、消防本部ら関係者約５０
人が参加。社務所付近から出火したこ
とを想定して、通報訓練や消火器の取
り扱い訓練が行われ、参加者は文化財
の防火意識を高めました。

文化財を守れ外
「文化財防火デー」総合防火訓練

２９日、大府七福神めぐりが開催され、
七福神をまつる市内七つの寺では、七
福神が特別に開帳されました。
不老長寿のご利益があると伝えられ
る壽老尊天をまつる月見町の大日寺で
は、正午には約５０人が参拝。車で参拝
をしていた６０代の男性は「初めて参加
しましたが、想像以上に多くの人がい
て驚きました。来年は健康長寿の願い
も込めて、歩いて参拝したいと思いま
す」と話しました。

七福神から福を授かる
大府七福神めぐり

市の特産品を味わう
給食教室

２４日、大府西中学校で給食教室が開
催され、市の特産品を使った給食を岡
村市長が生徒と一緒に試食しました。
この日のメニューは、市特産の木の

山芋を使った「木の山いもはんぺん」、
や「あいちの伝統野菜」に指定されてい
る木の山五寸にんじんを使った「木の
山にんじんの煮合え」など。市長と一
緒に給食を食べた１年１組の生徒は、
市長との会話を楽しみながら市の特産
品を味わいました。

▲御朱印を受ける参加者

▼木の山芋などについて生徒に質問する岡村市長

▲階梯操法の様子

▲

市長から観閲を受ける消防団員
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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 １１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「健康遊具でのびのび運動外」　②市政news　③情報パック　④子育て情報３月　⑤３月の健康カレンダー
⑥３月の相談　⑦環境News　⑧セレトナ通信　⑨allobu図書館だより　⑩カメラNews　⑪その他

１１１６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。

・歴史民俗資料館の催し物紹介が分かりやすかった。
　（１/１５号情報パック）
・今まで知らなかったイベントについて知ることが
　でき、次は行ってみたいと思った。（１/１５号カメ
　ラNews）

２月１５日～２８日の番組案内
暫スマイルおおぶ　毎日8:45～/14:45～/20:45～
　健康遊具で気軽に運動しよう外
暫ハロー東海　毎日8:30～/14:30～/20:30～
　知って使って便利外　情報ツールをご活用ください
暫ほっとラインちた　毎日9:00～/15:00～/21:00～
　わたし梅子と申します　～市の花「梅」と梅子ダンス～（再放送）
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。

広報おおぶへの自由意見など

※寄せられたご意見を抜粋して掲載しています。
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財源確保などのため、有料広告を掲載しています。広告内容は、市が推奨するものではありませんので、広告主へ直接お問い合わせください。

広　告
財源確保などのため、有料広告を掲載しています。
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