
ウェルネスバレー通信 8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。

大府苑夏祭り
7日水　19:00～20:30

大府ばやし・小唄保存会、地域婦人団体連絡
協議会による盆踊りや模擬店を楽しむことが
できます。
所・問　愛厚ホーム大府苑　☎(48）3121

大納涼まつり（盆踊り）
17日土・18日日　17:00～20:30

おなじみの盆踊り曲のほか、知多半島全域の盆
踊りが楽しめます。夜店・和太鼓演奏・ステー
ジなど充実の内容です。
所・問　げんきの郷　☎(45)4080

ルミナス大府夏まつり
24日土　13:50～16:00

太鼓・演奏・踊りなどのイベントや飲食販
売、ゲームなども行います。
所　ルミナス大府・憩の郷
問　ルミナス大府　☎(44）7735

社会福祉法人仁至会　 
認知症介護研究・研修　大府センター

☎（44)5551

「そして、バトンは渡された」
瀬尾まいこ　文藝春秋

「アンド・アイ・ラブ・ハー」
小路幸也　集英社

「検事の信義」
柚月裕子　KADOKAWA

「Red」
島本理生　中央公論新社

「新章神様のカルテ」
夏川草介　小学館

5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/

8月の休館日　
19日月

電子図書館に、人気の絵本「いちにちのりも
の」「いちにちぶんぼうぐ」（ふくべあきひろ／作　
かわしまななえ／絵　PHP研究所）など10点
と、現在絶版の絵本「かっこわるいよ！　だい
ふくくん」（宇治勲／絵・文　PHP研究所）など
を追加しました。ぜひご覧ください。

いつでもどこでも人気の絵本を

7月16日火～9月16日月まで　棚番号66

夏・なつ・ナツ
今年の夏は、どのように過ごしま
すか？　『夏』がキーワードになっ
ている様々なジャンルの本を集め
ています。本を読んで快適な夏を
過ごしましょう！

「いっしょにうたって！　
たのしいうたの絵本」

ましませつこ／絵　こぐま社

童謡や季節の歌29曲のうた
絵本です。それぞれの歌に
合わせた色鮮やかで優しい
絵も魅力的でページをめく
るたびにわくわくとした気
持ちになれますよ。

　認知症の人の社会参加に関する研
究や認知症介護指導者養成研修のほ
か、市民講座やホームページで介護
に関する情報発信を行っています。
　また、若年性認知症に関して、電
話相談（☎（45）6207　月～土の
10:00～15:00）に応じています。
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ミューいしがせ便り 8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/

8月の休館日　
12日月・26日月

ミューコラム 性別にとらわれず、助け合いを
　「男は仕事、女は家庭」というように、性別によって役割や労働を区別する考え方
があります。夫婦共働きの家庭が増えたにもかかわらず、この意識の解消はあまり
進んでいません。家庭内では依然として家事・育児・介護は女性の負担となること
が多い現状が続いており、女性の社会進出を阻む要因の一つにもなっています。
　性別にとらわれることなく、お互いが助け合っていける家庭づくりが大切で
すね。

③

②

④

あ
る
共
働
き
家
庭
の
朝

①

セレトナ通信
予約方法

8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

8月の休館日　
5日月・13日火・
19日月・26日月

９:00～
開催日7日前まで

7 17水
夏のこわ～いおはなし会

11日日　14:00～15:00(雨天決行）
絵本や紙芝居を使わないおはなし会です。
お話に耳を傾け、物語の世界を楽しんでみ
ませんか？
定員　 30人（小学生以上・申し込み不要）
講師　 森のなかま（大府ストーリーテリン

グの会）

写真撮影講座～写真のいろは～
4日日　9:30～11:30(雨天決行）

写真撮影の基礎を学びます。
定員　 中学生以上10人（先着順・予約制）
講師　渡邊慎一郎さん（大府写楽会）

草木染体験
25日日　9:30～11:30(雨天決行）

身近な自然素材を使った染め物を体験します。
定員　 小学生以上15人（先着順・予約制・

小学生は保護者同伴）
講師　セレトナスタッフ

セレトナイベントのボランティア 
セレトナパートナーになりませんか
自然に興味のある方、イベント運営や接客を
してみたい方、ぜひ一緒に活動しましょう！

対象　 中学生以上 
（中学生は保護者の同意が必要）

申し込 み　二ツ池セレトナへ、 
①氏名②年齢③住所④電話番号を
ご連絡ください。

活動内 容　年に数回開催するセレトナの
大規模イベントの準備と運営
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生ごみたい肥化容器を使うと、どのよ
うな効果がありますか？

　生ごみたい肥化容器を使用することで、生ごみを分解し、養分
を豊富に含んだ肥料を作ることができます。また、生ごみから肥
料を作るので、家庭から出る生ごみの量を減らすことができます。 
　生ごみたい肥化容器には、底がなく、庭の畑などの土に埋めて
使用するものと、底があり、つまみをひねって水抜きをするもの
があります。底があるものは、アパー
トやマンションにお住まいの方が使用
するのに適しています。
　市では、生ごみたい肥化容器を購入
した際の費用の半額 ( 上限 3,000 円 )
を補助金として交付する制度がありま
す。補助金は１世帯につき、底あり、
底なしそれぞれ 2基 ( 合計４基 ) まで
申請することができます。

8月　公共資源ステーション収集日程表

▶北山公民館　駐車場
12日・26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
13日・27日火 9:00～18:30
▶愛三文化会館　駐車場
7日・21日水 9:00～18:30
▶保健センター　駐車場
14日・28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　※
11日・18日日 9:00～18:30
▶マックスバリュ大府店　南側駐車場
4日・18日日 9:00～21:00
▶アピタ大府店　南側駐車場
5日・19日月 9:00～21:00

環境News

※吉田公民館の8月4日の回収は、吉田公民館における
夏まつりの開催に伴い、8月11日に変更となります。環境課  ☎(45)6223

▶  生ごみたい肥化容器

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まちの Hot News　③おめでとうございます　④市政News　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その他
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一番人気！　旬の桃パフェ
旬の桃をふんだんに使ったパフェが大
人気！　パフェの中には自家製の桃
ジュレ、生の桃を凍らせたフローズン
ピーチ。パフェの上には丸ごと1個分
の桃が乗っています！　また、今年の
桃パフェは、アクセントにピスタチオ
のアイスと、マスカルポーネクリーム
が加わりましたよ。暑い今の季節に
ぴったりの桃のパフェは、8月中旬頃
までの提供です。ぜひ食べに来てくだ
さいね！

KURUTOおおぶの健康講座　　料金　800円（ドリンク・スイーツ付）
消化器がん（胃がん・大腸がん）を考える

7月25日木　15:00～16:30

国立長寿医療研究センター消化
器内科の医師と、どのように胃が
ん・大腸がんを治療をするとよいか
考えます。
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）

暑～い季節に
ひんやりパフェ！

▶予約開始日　7月15日月　10:00～　電話または直接物産ショップ（10:00～ 18:00)へ　☎(51)4329　

KURUTOパフェ (桃）
（14:00～予約もできます　税込み980円）

納豆ネバネバの秘密を解け

8月6日火　15:00～16:30

発酵食品と微生物シリーズ第１
弾。㈱東洋発酵の研究員が発酵の
世界を説明します。夏休みの自由
研究にも。
定員　21人（先着順・予約制）

骨粗しょう症について考える

8月21日水　15:00～16:30

緑茶やコーヒー、赤ワインは影響
する？　骨を造る「骨芽細胞」を用
いた研究結果をもとに、骨粗しょ
う症の予防について学びます。
定員　21人（先着順・予約制）

　□同じことを言ったり聞いたりする　□物の名前が出てこない
   □置き忘れやしまい忘れが目立つ
　□以前はあった関心や興味を失う
　□だらしなくなる
　□日課をしなくなる
　□時間や場所の感覚が分からなくなる
　□慣れた所で道に迷う
　□財布などを盗まれたと言う
　□ささいなことで怒りっぽくなる
　□蛇口、ガス栓の閉め忘れ、火の用心ができなくなる
　□複雑なドラマが理解できない
   □夜中に急に起き、騒いでしまう

　 
※ このチェックは目安なので、認知症の診断をするものではありません。
複数該当する方は、医療機関の受診をお勧めします。

認知症初期症状をチェックしてみましょう

認知症の初期症状 
出ていませんか？

認知症地域支援推進員 武藤

活動的な生活が脳
の健康につながり

ます。日常の生活に、自分に
合った活動を取り込んで、無
理なく楽しい生活を送りま
しょう。

ワンポイント
アドバイス

　認知症はある日突然発症する病気ではなく、徐々に認知機能が低下してい
く病気です。認知症の手前、軽度な認知機能の低下を有する状態を軽度認知
障がい（MCI）と呼んでいます。MCIでは、まだ認知機能の改善が見込まれ
ることから、MCIの早期発見と改善が、認知症の発症予防に重要です。

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13,183人（令和元年5月末時点）

出典：「認知症チェックリスト 早期発見・認知症対応に向けて 自分・家族で気づくヒント集」
　　　  県・国立長寿医療研究センター作成（2017年3月第二版発行）
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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。

相談

みんなで体操 

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日木 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。7月17日水～

とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

4日日 特定医療法人共和会　共和病院(梶田町2ー123) ☎ (46)2222
11日日 楓の丘こどもと女性のクリニック(半月町3ー248ー1) ☎ (85)1552
12日月 山田整形外科(中央町1ー105) ☎ (47)7011
18日日 村瀬医院(中央町2ー100） ☎ (46)2012
25日日 宮田整形外科・皮フ科(江端町3ー76） ☎ (46)7788

●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

11日日 佐藤歯科医院(追分町3ー30) ☎(46)0501

●診療時間
　10:00～12:00

とき 場所 内容
5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

相談名 とき 受付時間 内容

こども相談(予約不要) 27日火 9:00～10:00 乳幼児の健康・栄養・歯科に関すること
ことばの相談(予約制) 29日木 13:00～14:30 医師による相談

●場所　保健センター
※ こども相談の番号札は
8:45から配布。

朝ベジファースト

　市では「朝ベジファースト」を普及啓発しているよ。「朝ベジファースト」とは「朝ベジ」と「ベジ
ファースト」を掛け合わせた言葉だよ。「朝ベジ」とは「朝にベジタブル」の略で、野菜がしっかり取
れる朝食のことだよ。朝食で野菜を取ることは、野菜不足解消の になるんだ。「ベジファース
ト」とは食事の時に、野菜から食べ始めることだよ。先に野菜の食物繊維を取ることで、肥満や糖
尿病などの生活習慣病の予防や改善につながるんだよ。「こども料理コンクールビストロおぶちゃ
ん」では、朝食向きの野菜のレシピを小学生を対象に学校の夏休みの課題として募集しています。
みんな応募してね。

8

とき 集合場所 コース・距離

7日水 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
19日月 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
24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
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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。

2019.7.1521

月の相談8
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律 ／弁護士  2日・9日・16日・23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 1日・22日木　13:30～16:30
行政／行政相談委員 15日木　13:30～16:30
登記／司法書士 7日水　13:30～16:30
不動産取引／宅地建物取引業協会員 8月の相談はお休みします。
よろず相談／よろず相談員 1日・8日・15日・22日木　13:30～16:30
障がい者の悩み事／障がい者相談員 6日火　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

1日木　13:30～16:30
（予約受付は7月22日月まで）

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 1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日水　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

2日金・13日火・16日金・27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 7日・14日・21日・28日水
13:00～17:00

青少年女性課　☎(45)6219　※ポルトガル
語のみ、14日水・28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 14日水　13:00～17:00

ベトナム語 28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 19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 2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

子育て情報　8月

もうすぐママ
プレママ交流会 　子どもステーション
　8月はありません

パパママクッキング  ・ 　保健センター
バランスの良い食事について学び、調理実習をします
 24日土（保健センター） 9:00～12:30
 妊娠 5～８カ月頃の妊婦とそのパートナー
 1人 500円

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。
 31日土（保健センター） 9:00～12:00
 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 お休み 
4カ月児まで お休み 
５～７カ月 お休み

東山児童老人福祉センター  ５～７カ月 お休み 
５～７カ月 お休み

神田児童老人福祉センター  ５～７カ月 お休み 
５～７カ月 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
 27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。
 23日金（保健センター） 9:30～11:15
 7～8カ月児とその保護者
 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 8月はありません
八ツ屋大池公園 8月はありません
向畑公園 8月はありません
二ツ池公園 8月はありません

保育園の園庭開放 　各保育園
大　府 24土 9:30～11:00　
柊　山 3日土 9:30～11:00
共和東 8月はありません 
追　分 10日土 9:30～11:00
共　長 17日土 10:00～11:00

保育園開放 　各保育園
大　府 22日木 9:30～11:00　
桃　山 7日水・21日水 10:00～11:00
柊　山 8月はありません 
横　根 1日木・22日木 10:00～11:00
北　崎 9日金・23日金 9:30～11:00
共和東 3日土 9:30～11:00　
追　分 6日火 9:30～11:00
荒　池 6日火・20日火 10:00～11:00
共　長 1日木・22日木 10:00～11:00
長　草 30日金 10:00～11:00
吉　田 1日木・22日木 10:00～11:30
米　田 1日木・21日水 10:00～11:00
若　宮 6日火・20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
月曜日 石ケ瀬・北山 
火曜日 大府・共長 
水曜日 全センター 
木曜日 神田・共和西 
金曜日 吉田・東山 神田っ子プラザ
土曜日  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◆
　おおぶっこ広場（平日9:00～ 15:00）

子育て支援講座「保育園についての話と園内見学」
共和東保育園園長から園での保育に関する話を聞いたあ
と、園内を見学します。
 27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 
6日火・14日水・20日火・28日水 11:00～
（低学年まで）4日日・10日土 14:00～
（高学年まで）毎週土（10日を除く） 14:00～
ストーリー・テリング（5歳以上） 
  6日火  14:00～
  10日土  10:30～
わらべうた 22日木 11:00～
デジタル紙芝居 24日土 11:00～
夏の怪談 21日水  17:00～

◆保育園の親子半日体験入園◆
・ 　7月 16 日火から先着順で共和東保育園へ。 

直接、または電話で仮申し込みをすることができます 
（平日10:00～ 17:00)。
共和東 (15組） 22日木 10:00～11:30　 あんぱんまんお楽しみ会

子育てネットワーカー「かえる」の皆さんに
よる人形劇や歌遊びをみんなで楽しみます

　 8月21日水（大府児童老人福祉センター）　

11:00 ～ 11:30

　就学前児とその保護者（予約不要）

▲共和東保育園

来てみて！
子どもステーション

暑い日は、子どもステーションの中庭で水遊びしませんか？　さか
なすくい、水鉄砲、シャワーなど、小さいお子さんが楽しめるおもちゃ
を用意しています。おむつの取れていないお子さんも一緒に遊ぶこと
ができますよ。夏ならではの遊びを楽しみましょう！
【水遊び開催日】　7月17日水・18日木・23日火・24日水・25日木・
30日火・31日水・8月6日火・7日水・8日木　10:00～ 10:50　
天候によって中止になることがあります。手や足が濡れるので、
タオルや着替え、水分補給用の水筒などをご準備ください。

暑い日は、子どもステーションで水遊び！
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▲最後にみんなでガッツポーズ！

　29日、メディアス体育館おおぶ（市民体育館）で、
市内の小学生を対象としたバスケットボール教室が開
催されました。講師は、豊通ファイティングイーグル
ス名古屋の選手が務め、瞬発力・判断力を養うトレー
ニングや、ドリブル・パス・シュートなどを指導しま
した。子どもたちは、現役選手の一流の技術をものに
しようと真剣な表情で取り組んでいました。

　26日、市役所でカードゲームを使ったSDGs研修会が開催
され、市職員と人間環境大学の職員・学生が参加しました。
　SDGsとは、平成27年9月の国連持続可能な開発サミットで
採択された「2030アジェンダ」に示された先進国を含む全ての
国が取り組むべき持続可能な開発目標のことです。
　今回は、持続可能なまちづくりの推進に向けて、SDGsの内
容をゲーム形式で、参加者全員が協力し合い、楽しみながら学
びました。

　18日、共和西小学校で、小学5・6年生の夏休みの自由課題
「夢のくるまコンテスト」のアイデアスケッチ応募の事前学習と
して「未来のくるま学習」が開催されました。
　この学習は「若者の製造業離れ」に対する取り組みの一環とし
て、子どもたちにモノづくりの楽しみや喜びを発見してもらい、
興味を持ってもらうことを目的に、㈱豊田自動織機長草工場の
協力を得て実施されています。空を飛ぶ車など世界で実際に作
られている車が紹介され、子どもたちはとても驚いていました。

▼どうやってゲームを進めていくか真剣に相談する学生と市職員 ▼過去の「夢のくるまコンテスト」の入賞作品を見つめる子どもたち
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将来、素晴らしい選手になってね
少年少女バスケットボール教室

ゲームで体感！　SDGs
カードゲームを使ったSDGs研修会

夢のくるまで未来が変わる！？
未来のくるま学習


