
ウェルネスバレー通信 7月号

ウェルネスバレー
推進課　
☎（45）6255　
https://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。

虫よけスプレーづくり
7日日　10:00～11:30

天然の精油を使って簡単にできる虫よけスプ
レー作りを体験します（材料費300円・要予
約・定員30人）。
所・問　あいち健康の森薬草園　☎(43）0021

ウクレレしょうべいと一緒に歌いましょう
9日火　13:30～14:30

ウクレレに合わせてみんなで一緒に童謡などを
楽しく歌います（無料・予約不要）。
所　あいち健康の森公園交流センター
問　あいち健康の森公園管理事務所　☎(47)9222

健康公開講座
「知っておきたい！　フレイル予防」

20日土　10:30～12:00
今日からできるフレイル予防方法を、食生活
の観点から紹介します(無料・要予約）。
所・問　あいち健康プラザ　☎(82）0211

ウッドビレッジは、木の家の良さ
を体感できる、木造住宅専門の住宅
展示場です。地域に根ざした建築会社
が一堂に集まっています。木の家の魅
力を「見て、聞いて、触れて、体感して」
いただくことで、きっとあなたに合っ
た木の家に出会えるはずです。定期的
に木工教室も開催しています。ご家族
そろって気軽にお越しください。

健康木の住まい　 
ウッドビレッジ

「そして、バトンは渡された」
瀬尾まいこ　文藝春秋

「シーソーモンスター」
伊坂幸太郎　中央公論新社

「一切なりゆき」
樹木希林　文藝春秋

「メモの魔力」
前田裕二　幻冬舎

「検事の信義」
柚月裕子　KADOKAWA

4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/

7月の休館日　
16日火

「できるキッズ　親子で楽しむユーチューバー
入門」（FULMA株式会社／著　できるシリー
ズ編集部／著　インプレス）や「JTBの鉄道旅
地図帳ー正縮尺版ー」（JTBパブリッシング）な
どを追加しています。電子図書館の新着資料
ページをチェック！

新着図書のご案内

7月15日月まで　棚番号67

世界の絵本を楽しもう！
～アジアの絵本～

中国、韓国、インドをはじめとす
る、アジア生まれの絵本の特集で
す。魅力いっぱいなアジアの世界
観を楽しんでください。

「みみをすます」
谷川俊太郎／著　福音館書店

全て平仮名で書かれている
詩は、読んでいると言葉が
リズムを持ち始め、自然と
詩の世界に引き込まれます。
子どもから大人まで、じっ
くりと声に出して読んでほ
しい詩集です。
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ミューいしがせ便り 7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/

7月の休館日　
8日月・22日月

ミューコラム 男女共同参画を考える
男女共同参画を読み解く としてジェンダーという用語があります。ジェンダー

とは、性差・性別意識のことで、男性はこうあるべき、女性はこうあるべきなど社
会的・文化的の要素により付加された性別イメージのことです。
ミューいしがせでは、6月23～29日の「男女共同参画週間」に合わせ、男女がそれ

ぞれの個性と能力を発揮し、多様なライフキャリアが形成できる社会が実現される
ようにさまざまな講座を企画しています。詳細は、ミューいしがせホームページま
たは広報おおぶ6月1日号24㌻をご覧ください。
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セレトナ通信
予約方法

7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

7月の休館日　
1日月・8日月・16日火
22日月・29日月

９:00～
開催日7日前まで

6 16日
セレトナの森の研究室③
灯火にあつまる虫たち

12日金　19:30～21:00(小雨決行）
今夜は虫のおまつりだ！　灯火に集まる虫
たちを楽しく学びましょう。
定員　 20人（先着順・予約制）
講師　水野利彦さん（知多自然観察会）

森のようちえん体験③
7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」）

絵手紙教室③
暑中見舞いと扇子編

14日日　9:30～11:30(雨天決行）
親子や初心者でも楽しめる絵手紙講座です。
扇子に描いたり、暑中見舞いを描きます。
定員　 20人（先着順・予約制）
講師　中島征子さん（ことのは屋）

セレトナでバーベキューしませんか？
セレトナの前でバーベキューをすることがで
きます。ぜひご利用ください！

料金　無料
利用時間　9:00～ 16:00
区画　15m×7m
定員　約30人
設備　水道（4カ所）・U字溝ブロック６台
※炭やゴミなどは持ち帰り
申込方法　利用月の前月1日から電話ま
たは直接セレトナへ（例：利用日8月10
日⇨7月1日から申し込み可能）
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ボトル缶や瓶のふたはどのように処理
すればいいですか？

　ボトル缶のキャップはふたの裏側がプラスチック加工して
あり、リサイクルに適さないため、燃やせないごみに出して
ください。瓶のキャップは汚れていれば燃やせるゴミへ、汚
れていなければプラスチック製容器包装として資源へ出して
ください。注ぎ口部分に使われているプラスチック部分は一
体型で外しにくいものもありますので、けがに気を付けて外
せるところまでは外して資源に出してください。

7月　公共資源ステーション収集日程表

▶北山公民館　駐車場
8日・22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
9日・23日火 9:00～18:30
▶愛三文化会館　駐車場
3日・17日水 9:00～18:30
▶保健センター　駐車場
10日・24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　東側駐車場奥（7月は場所変更）
7日・21日日 9:00～18:30
▶マックスバリュ大府店　南側駐車場
7日・21日日 9:00～21:00
▶アピタ大府店　南側駐車場
1日・15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

▶  ボトル缶のキャップは 

燃やせないごみへ

▶  瓶のキャップは汚れがなければ

資源（プラスチック容器包装）へ

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おめでとうございます　④市政News　⑤夏休み特集　Part1　⑥情
報パック　⑦図書館だより　⑧ウェルネスバレー通信　⑨セレトナ通信　⑩ミューいしがせ便り　⑪環境News　⑫KURUTOナビ　⑬みんなで支える
認知症　⑭健康カレンダー　⑮毎月の相談　⑯子育て情報　⑰フォトNews　⑱東京オリンピック聖火リレー　大府市での実施決定！！　⑲その他
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天使のエビと野菜のアヒージョ
　世界最高品質と言われる「天使の
エビ」。今回のおすすめは、このエ
ビを有頭でぜいたくに使用したア
ヒージョ（オイル煮）です！
　ぷりぷりの身はもちろん、エビみ
そと野菜の甘みの溶け込んだ香ばし
いガーリックオイルをバゲットに
たっぷりつけて召し上がってみてく
ださい。ワインにもよく合います
よ！　お友達やご家族とぜひご賞味
ください。

KURUTOおおぶの健康講座
6月20日木　15:00～16:30
もしもの時の話し合い　あなたの願いは何ですか？

国立長寿医療研究センター緩和ケア診療部の医師
と、もしもの時にご本人も家族も心穏やかに過ご
せる方法を考えます。
料金　800円（ドリンク・スイーツ付）
定員　4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
 ( 1日が土・日・祝の場合は翌平日）

シェフのイチ押し
ディナーメニュー！

▶予約開始日　6月16日日　10:00～　電話または直接物産ショップ（10:00～ 18:00)へ　☎(51)4329　

天使のエビと野菜のアヒージョ
（バゲット付き　税込み780円）

7月5日金　15:00～16:30
「とろみ」で誤嚥性肺炎を防ごう

㈱アペックス商品開発室長が、市役所に展示され
ている「とろみ自動調理機」を紹介します。スペ
シャルコーヒーを使用した試飲も行います。
料金　800円（ドリンク・スイーツ付）
定員　21人（先着順・予約制）

 認知症についての基礎知識と認知症の人との接し方を学ぶ講
座です。受講した人が認知症サポーターとなります。１人でも多く
のサポーターを養成するため、養成講座の開催を希望する団体など
に講師を無料で派遣します。

　 ▼対象　市内在住・在勤・在学の方を中心とした団体（5人以上） 　　

　 ▼時間　60～90分

▼申し込み　電話で社会福祉協議会（☎（48）1085）へ。

認知症サポーター養成講座

認知症サポーターになりませんか
　認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、認知症の人やその家
族が安心して暮らせるように支援をする人のことです。市では「認知症
サポーター養成2万人チャレンジ」に取り組んでいます。現在のサポー
ター数は約1万2000人です。

認知症サポーターを
ご存じですか？

認知症地域支援推進員 武藤

認知症になっても
安心して暮らせる

まちにするには、周りの人の接
し方が大切です。困っているこ
とがあれば手助けをするなど、
地域全体で温かく見守っていき
ましょう。

ワンポイント
アドバイス

　認知症は、高齢になればなるほど発症のリスクが高まり、65歳以上の高
齢者の7人に1人がなるといわれている身近な病気です。今までできていた
ことができなくなり、失敗を繰り返すことによって自信を失い、悩みや不安
を感じるようになります。症状の経過や速度には個人差がありますが、失敗
を恐れ、他者との関わりを拒み、引きこもってしまうことが、認知症の症状
を悪化させる原因になります。

高齢障がい支援課  ☎(45)6289

認知症サポーター2万人チャレンジ
現在12,545人（平成31年4月末時点）
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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 )

みんなでウォーキング 

コグニバイク使い方講習会 
とき 時　間 内容

29日月 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。6月17日月～

とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

7日日 いきいき在宅クリニック(森岡町6ー77ー1) ☎ (85)9879
14日日 大府あおぞら有床クリニック(吉田町半ノ木45ー1) ☎ (85)1510
15日月 いみずクリニック(長根町1ー83ー3) ☎ (47)0132
21日日 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
28日日 久野内科医院(北崎町内田面26） ☎ (48)4061

●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

14日日 森デンタルクリニック(追分町6ー390) ☎(47)4182

●診療時間
　10:00～12:00

みんなで体操 
とき 場所 内容
1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

こども相談(予約不要) 24日水 9:00～10:00 乳幼児の健康・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。

健康長寿塾吉田校開校

　6月から吉田公民館で健康長寿塾吉田校（毎週水午後2時～）がスタートするよ。年齢を重ねても
認知症にならずに元気に生活を送るために、みんなでストレッチや筋力トレーニングなどの運動
や認知症の予防に効果的なコグニサイズを行っているよ。コグニサイズとは脳トレと運動を組み
合わせた運動のことなんだ。理学療法士・歯科衛生士・管理栄養士が参加する時もあるんだって。
当日は、介護予防についての話やいろんな相談もできるよ。健康長寿塾は他にも東山公民館で火
曜日に、大府公民館で木曜日に実施しているよ。一緒に体を動かしたい人はぜひ来てね。

7

とき 集合場所 コース・距離

3日水 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
6日土 長草公民館 長草周遊コース・4.0㌔
10日水 あいち健康の森公園管理棟前 健康の森公園コース・4.7㌔
13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
16日火 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
20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

●受付時間
　9:00～9:20
※予約不要
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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。

2019.6.1525

月の相談7
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律 ／弁護士  5日・12日・19日・26日金　13:30～16:30
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 4日・25日木　13:30～16:30
行政／行政相談委員 18日木　13:30～16:30
登記／司法書士 3日水　13:30～16:30
不動産取引／宅地建物取引業協会員 17日水　13:30～16:30
よろず相談／よろず相談員 4日・11日・18日・25日木　13:30～16:30
障がい者の悩み事／障がい者相談員 8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

7月の相談はお休みします。
（8月の予約受付は7月8日月～22日月） 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 4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 9日火　9:45～12:00／ 13:00～15:15 市役所２階201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

5日金・9日火・19日金・23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 3日・10日・17日・24日・31日水
13:00～17:00

青少年女性課　☎(45)6219　※ポルトガル
語のみ、10日水・24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 10日水　13:00～17:00

ベトナム語 24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 18日木　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 5日金　13:30～15:30

市・県などの臨時相談会
よつば相談（気になるお子さんの理解や支援
について）

平日　9:00～17:00
（予約受付随時） 大府もちのき特別支援学校　☎（46）3011

早期教育相談（3歳～年長児の障がいや就学
などで気になることについて）

8月7日水・8日木　9:30～16:30
（予約受付は26日水まで）

ひいらぎ特別支援学校（半田市出口町) ／
学校教育課　☎（46）3332

＝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
　3日水（子どもステーション）　10:00～11:30

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。
　18日木（保健センター）　9:00～12:00
　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 3日水

5～7カ月児 10日水
8～10カ月児 お休み
11カ月児から お休み

東山児童老人福祉センター 7カ月児まで 1日月
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 8日月
8カ月児から お休み

さくらんぼの会（多胎児交流会）　　 　子どもステーション
　9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。
　3日水・30日火（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　7月はありません
八ツ屋大池公園　　　　　7月はありません
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

保育園の園庭開放　　　　　　　　　　 　各保育園

大　府　　7月はありません
柊　山　　6日土 9:30～11:00
共和東　　7月はありません
追　分　　13日土 9:30～11:00
共　長　　6日土 10:00～11:00

保育園の施設開放　　　　　　　　　　 　各保育園　

大　府　　18日木 9:30～11:00
桃　山　　3日水・24日水 10:00～11:00
柊　山　　7月はありません
横　根　　4日木・18日木 10:00～11:00
北　崎　　12日金・26日金 9:30～11:00
共和東　　13日土 9:30～11:00
追　分　　9日火 9:30～11:00
荒　池　　2日火・16日火 10:00～11:00
共　長　　4日木・18日木 10:00～11:00
長　草　　10日水・30日火 10:00～11:00
吉　田　　18日木 10:00～11:30
米　田　　3日水・23日火 10:00～11:00
若　宮　　5日金・16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

7
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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/1010038.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）

「1歳の子を持つ親の座談会」
ことばについて、みんなで話します。
　2日火（子どもステーション）　10:00 ～ 11:00
　市内在住の1歳の子どもとその保護者10組
　6月17日月から子どもステーションへ

「園生活と入園について」
市指導保育士が、園での生活や入園手続きについて話します。
　11日木（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17日月から子どもステーションへ

「2歳からの親子運動」
親子で運動遊びをします。
　26日金（追分保育園）　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17日月から追分保育園（10:00 ～ 17:00）へ

　 　おおぶっこ広場

「子育てについて」
市指導保育士が子育て中の保護者に話します。
　2日火（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
2日火・10日水・17日水　11:00～
7日日・13日土　14:00～（～低学年）
毎週土（13日を除く）　14:00～（～高学年）
ストーリー・テリング　 13日土　10:30～（5歳以上）
わらべうた　　　　　　 11日木・25日木　11:00～
デジタル紙芝居 27日土　11:00～
腹話術・エプロンシアター 30日火　11:00～

◆保育園の親子半日体験入園◆
・ 　6月17日月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)。
柊　山（15組） 9日火 9:30～ 11:00
共和東（15組） 17日水 10:00～ 11:30
吉　田（10組） 4日木 10:00～ 11:30

来てみて！
子どもステーション

子どもステーションでは、仲間づくりのお手伝いとして、自主サー
クル活動をサポートしています。同じくらいの月齢の子どもを持つ親
同士で定期的に会って一緒に遊んだり話をしたりして、楽しい時間を
過ごしましょう。
サークル活動に際して、子どもステーションでは場所の提供や、お
もちゃの貸し出し、遊びの援助などをすることができますよ。活動で
きる曜日や時間帯など、お気軽にお問い合わせください。

ママ友の輪を広げよう！

2019.6.1527
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五ツ屋公園

大府北中学校

愛三文化会館
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明成町二丁目

五ツ屋

共和町五丁目

共長小学校

中央防災倉庫

澄池公園

一ツ屋緑地

到着地

出発地

聖火が大府市を通るよ！
当日は、みんなで沿道に立って
聖火リレーを盛り上げよう！
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▲フジバカマを植える岡村市長

▲聖火リレー地図

　26日、長距離を移動する蝶「アサギマダラ」を呼ぶた
めに二ツ池公園でフジバカマの苗植えが行われました。
フジバカマは、秋の七草の一つとして万葉の時代から
人々に親しまれてきた多年生の植物で、8～10月に白い
花が咲きます。参加者は「成長したフジバカマにアサギ
マダラが飛来するのが楽しみ」と飛来を願っていました。

5

アサギマダラおいで～！
～フジバカマを植えて、アサギマダラを呼んでみよう～

　6月1日に東京2020オリンピック聖火リレーのルート概要が公表さ
れ、大府市での実施が決定しました。
　聖火リレー当日はミニセレブレーションを開催し、市を挙げて東京
オリンピックを盛り上げます。内容については、随時お知らせします。

▼日時　令和2年4月7日火　時間未定

▼出発地　一屋町二丁目地内（中央防災倉庫東側）

▼到着地　ＪＲ共和駅西口

▼  その他　県内で実施する聖火リレーについての詳細は、
東京2020オリンピック聖火リレー愛知県実行委員会
のホームページをご覧ください。また、ルート概要の
内容については、今後変更となる場合があります。

スポーツ推進課　☎（45）6233


