
ウェルネスバレー通信5月号

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。

親子ふれあいデー
5日日　10:00～16:00

音楽ライブステージや人気キャラクターグッ
ズが当たる催しなどを開催します。
所・問　あいち健康プラザ　☎(82)0211

いきいき体操
15日水　14:00～15:00

理学療法士が簡単な健康リハビリ体操を伝授
します（無料・予約不要）。
所　あいち健康の森公園交流センター
問　愛厚ホーム大府苑　☎(48）3121

暮らしの中でできること～マイエブ
リサイズとコグニマップ～研修会

16日木　13:30～15:30
国立長寿医療研究センターの里直行さんから
暮らしの中でできる健康長寿のヒントを聞き
ます（無料・要予約）。
所　市役所地下多目的ホール
問　認知症介護研究・研修大府センター　☎(44）5551

健康長寿の一大研究拠点、ウェルネ
スバレー。認知症・フレイルの予防、
医療・介護系ロボットの開発、生活習
慣病の予防の3つのテーマについて、
企業や研究機関が連携した実証事業な
どを行っています。
次号から、ここで行われているさま
ざまな取り組みを、関係機関とともに
紹介します。

ウェルネスバレー推進協議会

「樹木希林120の遺言」
樹木希林　宝島社

「一切なりゆき」
樹木希林　文藝春秋

「ひとつむぎの手」
知念実希人　新潮社

「ゲッターズ飯田の「五星三心占い」」
ゲッターズ飯田　朝日新聞出版

「すぐ死ぬんだから」
内館牧子　講談社

2月予約ランキング（一般書）

図書館だより

アローブ図書館　
☎（48）1808
開館時間：
9:00～20:00
library@allobu.jp　　
http://library.allobu.jp/

5月の休館日　
20日月

電子紙芝居発表グループ「お山の杉の子」さん
が製作したデジタル紙芝居を公開しています。
音声付きで大府の民話をさらに楽しめるおす
すめのコンテンツです。
ログイン不要でどなたでもご覧いただけます。
ぜひご利用ください。

デジタル紙芝居　おおぶの民話

5月19日日まで　棚番号53

春を見つけよう

暖かな春がやって
きました。図書館
でも春を感じてみ
ませんか？

「わたしのワンピース」
にしまきかやこ／絵・文　こぐま社

白いワンピースを作ったう
さぎ。軽やかにお散歩にで
かけると、ワンピースがい
ろいろな模様に大変身しま
す。どんな模様になったの

でしょうか？　暖かな季節に、お出かけがもっと
楽しくなる絵本です。
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ミューいしがせ便り 5月号

ミューいしがせ　
☎（48）0588
開館時間：
9:00～22:00
misigase@ma.medias.
ne.jp

http://www.medias.
ne.jp/~misigase/

5月の休館日　
１日水・13日月・
27日月

申込方法

▶   電話・メールまたは直
接ミューいしがせへ。

▶ 受講料は無料です。

 ～

９:00～17：00

4 16火
自分力UP講座①
みんなと生きる
～暮らしの多様性講座～
5月15日水・29日水・6月12日水・
25日火・7月3日水・8月24日土

　10:00～12:00(全6回）
いろいろな境遇の方の生き方を聞いて、多
様性とは何かを知り、これからの自分の生
き方を考える講座です。
定員　20人（先着順・要申込）
その他　1回ごとの申し込みも可能です。

 ファミリー力UP講座①
お金ってどうやったら増やせるの？
～親子で貿易ゲーム～

5月11日土　10:00～12:00
貿易を通して社会や経済の仕組みを体験す
るトレーディングゲームをしながら、貧困
を抱える国に対して何ができるか、お金は
どうやって増やすことができるのかを学び
ます。
定員　 小学生とその保護者12組（先着順・

要申込）

ミューコラム

▶講座各回の詳細については、ミューいしがせホームページにも掲載しています。

ダイバーシティってなあに？
ダイバーシティとは「多様性」という言葉で、働く現場では、さまざまな背景を持

つ人が集まって生産性を高めることを意味します。
これは生活に置き換えても同じことが言えます。人種・文化・価値観などの違い

やハンディーキャップの有無、性別による違いなど、異なる視点を持つ人を認め合
う多様性社会のことを意味しています。

セレトナ通信
予約方法

5月号

▶   電話または直接、二ツ
池セレトナへ。

▶ 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。

：おおぶ一生元気ポイント対象事業　

二ツ池セレトナ　
☎（44）4531
開館時間：
9:00～17:00
info@seletona.com　　
http://www.seletona.com

5月の休館日　
7日火・13日月・
20日月・27日月

９:00～
開催日7日前まで

4 16火
森のようちえん体験①
12日日　10:00～11:30(雨天決行）

親子で自然遊びを楽しみましょう。
定員　 ２～３歳児とその保護者10組 

（先着順・予約制）
講師　近藤綾子さん（おさんぽや「なないろ」）
料金　200円（材料費）

初めての花壇づくりを楽しもう①
19日日　9:30～11:30(雨天決行）

セレトナ学習室の前に、ゼロから花壇を
作ります。一緒に参加してみませんか？
定員　 10人 

（中学生以上・先着順・予約制）
講師　桃原毅志さん（㈱桃原造園）

       写真展

旅する蝶 
～アサギマダラと自然の仲間たち～

19日日～6月14日金
大府写楽会による写真展です。

どなたでも自由にご覧いただけます。

絵手紙教室①

～母の日～

5日日　9:30～11:30
親子や初心者でも楽しむことのできる絵
手紙講座です。母の日をテーマに作品を
仕上げます。
定員　20人（先着順・予約制）
講師　中島征子さん（ことのは屋）
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ストーブやファンヒーターは、
どのように処分すれば良いですか？

　燃やせないごみに出してください。石油ストーブの場合
は、灯油タンクを空にし、着火用の乾電池が付いていれば取
り外した上で出してください。
　ごみ袋に入らない場合は、直接エコリ（東部知多クリーン
センター）へ持ち込むか、粗大ごみ戸別収集サービス（大府市
粗大ごみ受付センター　☎（57）5530）をご利用ください。

5月　公共資源ステーション収集日程表

▶北山公民館　駐車場
13日・27日月 9:00～18:30
▶メディアス体育館おおぶ（市民体育館）　北側駐車場
14日・28日火 9:00～18:30
▶愛三文化会館（勤労文化会館）　駐車場
1日・15日水 9:00～18:30
▶保健センター　駐車場
8日・22日水 9:00～18:30
▶市役所　第２駐車場前
毎週木 9:00～21:00
▶吉田公民館　駐輪場
5日・19日日 9:00～18:30
▶マックスバリュ大府店　南側駐車場
5日・19日日 9:00～21:00
▶アピタ大府店　南側駐車場
6日・20日月 9:00～21:00

環境News

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。ご不明な点は環境課へ。環境課  ☎(45)6223

877

大府市役所
広報広聴課　行

2020 年 4 月 30 日まで

大府市中央町五丁目70番地

Q１

Q２

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）

今回の広報おおぶで、面白い・役に立った記事、そうでな
か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）

見やすい（　　　　　　　）　見にくい（　　　　　　　）

理由

理由

面白い・役に立った（　　　　　　　　　　　　　　　）　

Q３ 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。

そうでなかった　　（　　　　　　　　　　　　　　　）　

【この号の内容】　①Pick Up! facebook　②クローズアップ！　フォトNews　③まちの Hot News　④おめでとうございます　⑤情報
パック　⑥図書館だより　⑦ウェルネスバレー通信　⑧セレトナ通信　⑨ミューいしがせ便り　⑩環境News　⑪KURUTOナビ　⑫みんなで支える
認知症　⑬健康カレンダー　⑭毎月の相談　⑮子育て情報　⑯フォトNews　⑰中京競馬場で『大府特別』の開催が決定！！　⑱その他
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旬のいちごのぜいたくパフェ！
　KURUTOおおぶの一番人気のスイー
ツ、山盛りいちごの「おおぶパフェ」。 
地元のいちごはもちろん、チョコアイ
ス、いちごシャーベット、さくさくのパ
イ、自家製マフィン、アーモンドミルク
プリンなどをぜいたくに使用。最後まで
さまざまな味を楽しむことができます。
　大型連休中には、オープン1周年記念
イベントとして、500円以上の購入でハ
ズレなしの抽選を実施します（各日先着
100人）。大型連休はKURUTOおおぶ
でお楽しみください！

KURUTOおおぶの健康講座
5月16日木　15:00～16:30

頭痛について知ろう！

国立長寿医療研究センター神経内科の先生から、
頭痛の種類や薬の使い方、予防法を学びます。
料金　800円（ドリンク・スイーツ付）
定員　21人（先着順・予約制）

物産ショップ　☎（51）4329
　営業時間　10:00～ 18:00
カフェ 　　☎（77）4197　　
　営業時間　８:00～ 21:00
定休日 　　原則毎月1日
　 (5/1営業日・5/7定休日、 
 1日が土・日・祝の場合は翌平日）

大型連休は
KURUTOへ!!

KURUTOおおぶでは、
健康に関するさまざまな講座を開催しています。
お気軽にご参加ください。
申し込みは、電話または直接物産ショップへ
物産ショップ　☎(51)4329
※受付は10:00～18:00

予約開始日　4月16日火　10:00～

認知症の主な症状
● 中核症状…脳の細胞が壊れることによって起こる症状で、徐々に進行します　
 　１．  記憶障害
　　　 　覚えられない、すぐ忘れるという障がい。普通のもの忘れはヒントが

あれば思い出しますが、認知症の記憶障がいは、体験そのものを覚え
ていないため思い出せません。

　２． 見当識障害
 　　　 　年月日・時刻・季節・人物・方向感覚など

が分からなくなる障がい。
　３．理解・判断力の障害
　　　　物事の考えや判断にも支障が出る障がい。
　４．実行機能障害
　　　　計画を立てることができなくなる障がい。
● 行動・心理症状（BPSD）
　 　行動・心理症状とは、性格や素質、環境や人間関係などが影響して生じ、
不安・焦燥・うつ状態・幻覚・妄想・行方不明・興奮・暴力などの症状がみら
れます。これらの症状は、周囲の接し方や介護の仕方で改善・悪化します。

知っていますか？
認知症のこと

認知症地域支援推進員 武藤

ご家族の方などは、
認知症の方々に対して、説得や
否定などせず、様子を見なが
ら、症状の原因を考えて接して
みましょう。

ワンポイント
アドバイス

認知症とは？ 
　認知症とは、さまざまな原因で脳の働きに不都合が生じ、生活への支障がおお
むね6カ月以上継続している状態のことです。全ての能力が低下するわけではな
く、昔と変わらずにできることもあります。

高齢障がい支援課  ☎(45)6289
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予約・問い合わせは
健康増進課(保健センター内・☎(47)8000)へ。

 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。

休日の当番医 ( 医科 )

コグニバイク使い方講習会 
とき 時　間 内容

29日水 9：30、10：30、13：30 利用方法の説明・利用者登録

●場所　保健センター
※予約制。4月17日水～

とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

1日水 いきいき在宅クリニック(森岡町6ー77ー1) ☎ (85)9879
2日木 前原整形外科リハビリテーションクリニック(北崎町5ー55) ☎ (44)5505
3日金 いみずクリニック(長根町1ー83ー3) ☎ (47)0132
4日土 大府あおぞら有床クリニック(吉田町半ノ木45ー1） ☎ (85)1510
5日日 久野内科医院(北崎町内田面26） ☎ (48)4061
6日月 特定医療法人共和会　共和病院（梶田町2ー123） ☎ (46)2222
12日日 みつばクリニック（共栄町6ー475） ☎ (44)0008
19日日 ひらしま整形外科リウマチ科クリニック（横根町古井戸12ー3） ☎ (43)0055
26日日 加藤内科・胃腸科（中央町6ー91） ☎ (46)8900

●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。

休日の当番医 ( 歯科 )
とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

12日日 おおぶファミリー歯科(桃山町5ー200) ☎(46)9809

●診療時間
　10:00～12:00

みんなで体操 
とき 場所 内容

7日火・20日月 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。
●時間
　10:00～11:00
※予約不要

相談
相談名 とき 受付時間 内容

ことばの相談（予約制） 16日木 13:00～14:30 医師による相談
こども相談(予約不要) 16日木 9:00～10:00 子どもの健康・栄養・歯科に関すること

●場所　保健センター
※ こども相談の番号札は
8:45から配布。

産後ケアの拡大

　市では、産後の体調不良や育児の不安を抱えるママと赤ちゃんを対象に、市内産科医療機関で
産後ケアを実施しているよ。助産師に、産後の体調や育児、赤ちゃんのお風呂や授乳について相
談できるんだ。今年度からは、宿泊ケアに加えて日帰りケアも受けられるようになったよ。市で
費用の一部を助成していて、1日の上限額は5000円、上限日数は7日間だよ。事前申請が必要だ
から、利用を希望する方は、出産後にまず、おおぶ妊産婦相談室（☎（57）0219）に相談してね。

5

みんなでウォーキング 
とき 集合場所 コース・距離

4日土 長草公民館 長草周遊コース・4.0㌔
7日火 保健センター 大倉公園往復コース・4.6㌔
8日水 あいち健康の森管理棟前 ウェルネスバレーを巡るコース・4.3㌔
11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
18日土 向畑公園（市役所南側） 風車と緑のビューコース・4.0㌔
20日月 保健センター 健康の森駅西コース・4.0㌔
25日土 吉田公民館 吉田周遊コース・4.8㌔

●受付時間
　9:00～9:20
※予約不要要
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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。

2019.4.1519

月の相談5
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律 ／弁護士  10日・17日・24日・31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・行政・登記・
不動産取引・よろず相談の受け付けは、
13:00～16:00（先着6人）

人権／人権擁護委員 23日木　13:30～16:30

行政／行政相談委員 16日木　13:30～16:30

登記／司法書士 8日水　13:30～16:30

不動産取引／宅地建物取引業協会員 15日水　13:30～16:30

よろず相談／よろず相談員 9日・16日・23日木　13:30～16:30

障がい者の悩み事／障がい者相談員 13日月　10:00～12:00（11:30まで受付）スピカ／高齢障がい支援課　☎ (45)6289

障がい者の生活・福祉、障がい児の発達 

など／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

高齢者の生活・医療・介護・認知症など／
社会福祉士・看護師ほか

平日　8:30～17:15　JR西側地域…
①スピカ　同東側地域…②社会福祉協議会

①／高齢者相談支援センター　☎ (45)5455
②／同東分室　☎ (48)1051

高齢者・障がい者の虐待／
高齢者・障がい者虐待防止センター職員 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

介護サービス利用に関する法律相談 ／
弁護士

5月の相談はお休みします。
（6月の予約受付は5月8日水～20日月）

しあわせ村／
知多北部広域連合総務課　☎052（689）1651

知多地域成年後見センター巡回相談 ／ 
知多地域成年後見センター職員 9日木　13:30～16:30 スピカ／知多地域成年後見センター　☎(39)2663

年金 ／日本年金機構職員 14日火　9:45～12:00／13:00～15:15 市役所２階204会議室／保険医療課　☎(45)6330

消費生活 ／消費生活相談員
月～木（祝日を除く）　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（土日は16:00まで）県消費生活総合センター　☎052(962)0999

子育て／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・発達 ・ ／専門相談員ほか 平日　9:00～16:00 子どもステーション　☎ (47)2200

児童の生活 ／子ども家庭相談員 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・虐待 ／家庭児童相談員 平日　8:30～17:00 子育て支援課　☎ (46)2143

女性の悩み事電話／女性問題相談員 毎日（休館日を除く）　9:00～16:30
（第 1～4水は 11:00～18:30）

ミューいしがせ　☎ (44)9117
※面談 も可能

教育 ／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・悩み事電話／電話相談員 平日　13:00～16:00 悩み事フリーダイヤル　☎0120(783)171

ひきこもりやニート、不登校など ／
臨床心理士ほか

14日火・17日金・22日水・28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

外国人の

ための相談／
外国語相談員

ポルトガル語 8日・15日・22日・29日水　13:00～17:00 青少年女性課　☎(45)6219　※ポルトガル
語のみ、8日水・22日水は18:00まで。
時間変更の場合あり。詳細は国際交流協会
ホームページへ。

中国語 8日水　13:00～17:00

ベトナム語 22日水　13:00～17:00

新規創業／
大府中小企業支援センターコーディネーター 平日　9:00～12:00／ 13:00～17:00 商工会議所　☎ (47)5000

事業用資金 ／日本政策金融公庫職員 20日月　10:00～12:00

職業・生活／職業相談員 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／キャリアコンサルタント 10日金　13:30～15:30

＝予約制、 ＝電話相談可、 ＝訪問相談可



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
おおぶ妊産婦相談室　8:30～17:15　嬢土・日・ 　☎（57）0

おぶいく

219

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
アローブ図書館　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◆
プレママ交流会　　　　　　　 　子どもステーション
5月はありません

パパママサロン A 　　　　 ・ 　保健センター
グループでの沐浴体験や、妊娠生活のコツを話します。
　25日土（保健センター）　9:30～12:00
　妊婦とそのパートナー
　安全のため、お子さんと一緒の参加はできません。

パパママサロン B 　　　　　　 　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。
　12日日（保健センター）　9:30～12:00
　妊娠7カ月以降の妊婦とそのパートナー

◆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 4カ月児まで お休み

5～7カ月児 8日水
8～10カ月児 15日水
11カ月児から 22日水

東山児童老人福祉センター 7カ月児まで お休み
8カ月児から お休み

神田児童老人福祉センター 7カ月児まで 13日月
8カ月児から 27日月

大府北中学校 7カ月児まで お休み
8カ月児から 20日月

さくらんぼの会（多胎児交流会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　子どもステーション

　28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
離乳食の進め方や試食、赤ちゃんの歯の話をします。
　8日水・31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

◆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 陽だまりの丘　5月はありません
八ツ屋大池公園　　　　　10日金
向畑公園　　　　　　　　17日金
二ツ池公園　　　　　　　24日金

保育園の園庭開放　　　　　　　　　　 　各保育園

大　府　　25日土 9:30～11:00
柊　山　　11日土 9:30～11:00
共和東　　25日土 10:00～11:00
追　分　　11日土 9:30～11:00
共　長　　11日土 10:00～11:00

保育園の施設開放　　　　　　　　　　 　各保育園　

大　府　　16日木 9:30～11:00
桃　山　　22日水 10:00～11:00
柊　山　　7日火 9:30 ～ 10:30
横　根　　16日木 10:00～11:00
北　崎　　10日金・24日金 9:30～11:00
共和東　　11日土 9:30～11:00
追　分　　7日火 9:30～11:00
荒　池　　21日火 10:00～11:00
共　長　　16日木 10:00～11:00
長　草　　10日金・30日木 10:00～11:00
吉　田　　23日木 10:00～11:30
米　田　　22日水 10:00～11:00
若　宮　　7日火・21日火 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 12:30～17:00
月 石ケ瀬・北山
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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：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

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・
　https://www.city.obu.aichi.jp/sodan/1006190.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。

◆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）

「大府市の子育て支援について」
地域子育て支援士が市の子育て支援策を紹介します。
　14日火（子どもステーション）　10:30 ～ 11:30
　市内在住の就学前児と保護者20組
　４月16日火から子どもステーションへ

「交通安全の話」
交通指導員が横断歩道の渡り方と交通安全の話をします。
　23日木（子どもステーション）　10:45 ～ 11:30
　どなたでも

　 　おおぶっこ広場

「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話します。
　15日水（おおぶっこ広場）　11:00 ～ 12:00
　どなたでも

「子どもの食事とミネラルの大切さ」
乳幼児期の食事とミネラルの大切さについて話します。
　24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◆
　　　　 　アローブ図書館

読み聞かせ
7日火・21日火・8日水・15日水　11:00～
5日日・11日土　14:00～（～低学年）
毎週土（11日を除く）　14:00～（～高学年）
ストーリー・テリング　 11日土　10:30～（5歳以上）
わらべうた　　　　　　 9日木・23日木　11:00～
デジタル紙芝居 25日土　11:00～

◆保育園の親子半日体験入園、始まります◆
6月から10月まで、保育園では親子半日体験入園

を開催します。就園前のお子さんを対象に、親子で
保育園での生活を体験することのできる機会です。
参加には開催する保育園に申し込みが必要です。

定員に達し次第締め切りますので、申し込み開始日
にご注意ください。
実施場所や日程、申し

込み開始日などは5月合
併号からこのコーナーで
お知らせしていきます。 
電話で仮申し込みをして
から、保育園で手続きを
してください。

来てみて！
子どもステーション

子どもステーションでは、平日9時から17時まで遊ぶことができま
す。11時頃と15時頃には、保育士による親子遊びを行っています。
子どもたちのお気に入りは、ハンドルを持って遊ぶ「バスに乗って」。
元気よく「GOGO！」と歌っています。中庭にはブランコ、すべり台、
砂場などもあり、赤ちゃんから就学前児まで、親子一緒に安心して遊
ぶことのできる場所です。
また、12時から13時までと、15時から16時半までの間、遊戯室で
は飲食ができます。お弁当やおやつを持ってお越しください！

子どもステーションでいっぱい遊ぼう！

2019.4.1521
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▲一斉にスタートを切る参加者

　23日、あいち健康の森公園でランニングイベントが開
催され、小学校１～６年生約130人が、第18回アジア競
技大会の男子陸上3000メートル障害に出場した山口浩勢
選手はじめ愛三工業㈱陸上競技部の選手ら14人からラン
ニングの知識を教わりました。

３

ランニングイベント
～トップアスリートと走ろう～

　JRA日本中央競馬会は平成31年度夏季競馬の第3回中京競馬第4日（7月7日日）の第9競走（午後2時25分）で
「大府特別」を開催することを発表しました。
　大府特別の開催にあたっては、平成30年2月2日、平成31年1月18日の2回にわたり、岡村市長が中京競
馬場場長に対し、要望書を提出していました。開催当日には、大府市の特産品などを取り扱う物産展を開催
する予定で、市公式マスコットキャラクターのおぶちゃんも登場します。

中京競馬場で『大府特別』の開催が決定！！
～七夕のターフを大府が駆ける～

▲1月、中京競馬場の清水場長（左）に、要望書を手渡す岡村市長
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