
ウェルネスバレー通信 10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。

第11回　さわやかの丘秋祭り
12日土　10:00～12:30

ステージショーや飲食、ゲームなどを楽しむ
ことができます（飲食有料）。
所・問　さわやかの丘　　　　☎(47)7190

健康の森　親子ふれあい食育農業体験vol.1
菜の花畑を作ろう！

20日日　9:30～12:00（雨天時22日火）
菜の花の種まきを行います。体験後に農家
さん手作りの新米おにぎりの試食がありま
す（無料・要予約）。
所　あいち健康の森公園交流センター１階
問　あいち健康の森公園管理事務所　☎(47)9222

わくわくキッズマーケット
27日日　10:00～ 15:00

手作り体験、買い物遊びなどお子さんたちが
楽しく参加できるイベントです。
問　ウッドビレッジ　　　　☎(45）6224

社会福祉法人　憩の郷
☎（45)5575

　憩の郷では、こころの病をお持ち
の方に作業を中心としたプログラム
を行っています。

　9月22日日開催の福祉・健康フェ
アでは、施設利用者による焼き鳥や
串揚げ、手作り品のバザー出店を行
います。ぜひお立ち寄りください。

「希望の糸」
東野圭吾　講談社

「むらさきのスカートの女」
今村夏子　朝日新聞出版

「さよならの儀式」
宮部みゆき　河出書房新社

「渦」
大島真寿美　文藝春秋

「ノーサイド・ゲーム」
池井戸潤　ダイヤモンド社

7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/

10月の休館日　
21日月

電子図書館の特集ページに、昆虫や電車の本な
ど、お子さんと一緒に楽しめる「児童新着＆お
すすめ絵本」を追加しました。
ご家族一緒に、ぜひ電子図書館をお楽しみくだ
さい。

お子さんと緒に楽しめます！

９月18日水から常設　棚番号65

どんちゃん文庫
３歳から小学校低学年を対象に、
おすすめの絵本を集めた「どん
ちゃん文庫」を新たに設置します。
名作絵本から楽しい絵本まで、幅
広く取りそろえています！

おじいちゃんとおばあちゃん
E.H.ミナリック／文　モーリス・センダック／絵　 

まつおかきょうこ／訳　福音館書店

こぐまのくまくんが、大好
きなおじいさんとおばあさ
んの家で、一緒に楽しい時
間を過ごします。無邪気な
くまくんのかわいらしさ、
おじいさんとおばあさんの
優しさに心温まる絵本です
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ミューいしがせ便り 10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/

10月の休館日　
14日月・28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

9 18水

▶ 講座各回の詳細は、ミューいしがせホームページにも掲載しています。

　労働力の減少が懸念されるこれからの時代には、子育てや介護など、時間に制約の
ある従業員の活用や、職場の多様性が求められます。
　このセミナーでは、企業成長に必要な、管理職のノウハウを学びます。

●●●管理職セミナー●●●

～具体的事例から学ぶ
メンタルヘルス対応～

職場のメンタルヘルス
10月16日水　13:30～15:30
具体的事例をもとに、どの
ような対応が可能なのか、
ディスカッションしながら
メンタルヘルスについて学
びます。
講 師　齋藤政彦さん（大同
特殊鋼㈱　統括産業医）

職場の円滑な
コミュニケーション

ハラスメント対策講座
11月6日水　13:30～15:30
コミュニケーションと、多
様化するハラスメントにつ
いての防止策や対処法を学
びます。

講 師　鈴木昌子さん 
（㈱リンクアーツ代表）

部下の仕事管理と
　　　　　指導育成

効果的な時間の使い方
11月20日水　13:30～15:30
効果的なリーダーシップに
必要なノウハウについて、
事例を交えながら学びま
す。
講 師　榊原陽子さん 
（ 社会保険労務士　 
㈱マザーリーフ代表）

① ② ③

　▶対象：企業に勤務されている方（各回30人・先着順・予約制）
　※全3回のシリーズ講座ですが、1回ごとの申し込みも可能です。

セレトナ通信
予約方法

10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

10月の休館日　
7日月・15日火・ 
21日月・28日月

９:00～
開催日7日前まで

9 16月
セレトナの森の研究室⑤　 
どんぐり探検隊 

6日日　9:30～11:30(雨天決行）
何種類見つかるかな？　

ドングリについて楽しく学びましょう。
定員　 20人（先着順・予約制）
講師　 吉川洋行さん（知多自然観察会）

初めての花壇づくりを楽しもう④ 
20日日　9:30～11:30(雨天決行）

セレトナ学習室前に花壇をつくります。
定員　 中学生以上10人（先着順・予約制）
講師　桃原毅志さん（㈱桃原造園）

森のようちえん体験⑤ 
27日日　10:00～11:30(雨天決行）

親子で自然遊びを楽しみます。
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」）

　　　セレトナフェスタ2019　ボランティア募集
セレトナフェスタの運営スタッフを募集します！ 

中学生以上であればどなたでもOKです。一緒に楽しみましょう！　
日　　時： 11月3日日　8:00～ 17:00　（時間内に休憩あり） 

※事前説明会を別日程で行います
募集人数：10人（中学生以上・中学生は保護者の同意が必要です）

募集締め切り
10月1日火
　17:00
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　最近、市や動物保護管理セン
ターに、ふんの放置や放し飼いな
ど、犬の飼い方に対する苦情が多
く寄せられています。動物の飼い
主になるということは、飼ってい
るペットの全てに責任を持つこと
でもあります。
　飼い主の皆さんは、愛犬が健康で安全に暮らせるようにするとと
もに、マナーを守り、周囲に迷惑を掛けないよう下のチェック項目
を確認してみましょう。

10月　公共資源ステーション収集日程表

▶北山公民館　駐車場
14日・28日月 9:00～18:30
▶メディアス体育館おおぶ（市民体育館）　建物北側
8日・22日火 9:00～18:30
▶愛三文化会館　駐車場
2日・16日水 9:00～18:30
▶保健センター　駐車場
9日・23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
6日・20日日 9:00～18:30
▶マックスバリュ大府店　南側駐車場
6日・20日日 9:00～21:00
▶アピタ大府店　南側駐車場
7日・21日月 9:00～21:00

環境News

環境課  ☎(45)6223 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。

犬の正しい飼い方について

犬の飼い方における注意点
□ 散歩中のフンは拾い、持ち帰っていますか。
□ 散歩中のおしっこは水で流していますか。
□ 散歩中はリードなどにきちんとつないでいますか。
□ 無駄吠えをさせていませんか。
□ 不適当な場所にリードなどをつないでいませんか。

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】　①表紙　②Pick Up! facebook　③クローズアップ！　フォトNews　④大府東浦花火大会　⑤Information　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その他
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ブドウをふんだんに使用した
こだわりのパフェ！

　大好評だった桃パフェの次は、ぶど
うパフェ！　今年は自家製のぶどうパ
ンナコッタや氷菓子、カシスと瀬戸内
レモンのシャーベットも入っています。
　ブドウは、その時においしい品種を
ご用意しますので、違ったおいしさを
何度でも楽しむことができますよ。
　パフェは予約も可能です。ブドウの
入荷次第で終了となりますので、ぜひ
お早目に！！

KURUTOおおぶの健康講座
地域高齢者の脳の若返りと 

健康寿命の延伸を目指す

10月9日水　15:00～16:30

iPadを用いた「みつおか式若脳トレーニングプ
ログラム」を体験します。
定員　4人（先着順・予約制）
料金　 800円（ドリンク・スイーツ付き）

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）

残暑にさっぱり！
ぶどうパフェ

▶予約開始日　9月16日月　10:00～　電話または直接物産ショップ（10:00～ 18:00)へ　☎(51)4329　

ぶどうパフェ
（提供は14:00～　税込み980円）

在宅医療について知ろう！

10月30日水　15:00～16:30

在宅医療を受けるにはどうしたら？　どんな病気で受けられる？　　
国立長寿医療研究センターの在宅医療・地域医療連携推進部長
が「在宅医療」についての疑問や心配にお答えします。
定員　4人（先着順・予約制）
料金　800円（ドリンク・スイーツ付き）

なぜ、オレンジ色なの？

世界
アルツハイマーデー

認知症地域支援推進員 武藤

この機会に認知症の
理解を深め、正しい知識を学び、
認知症になっても安心して暮ら
せる地域をつくりましょう。

ワンポイント
アドバイス

　1994年9月21日にスコットランドで開催された第10回国際アルツハイマー
病協会国際会議で、「世界アルツハイマーデー」と宣言したのが始まりです。

　国際アルツハイマー病協会が、1994年に世界保健機関(WHO)と共同で、
アルツハイマー病などに関する認識を高め、世界中の認知症の人とその家族
に援助と希望をもたらす事を目的に、毎年9月21日を「世界アルツハイマー
デー」と制定しました。
　また、9月を世界アルツハイマー月間とし、世界各国で認知症の啓発活動
に取り組んでいます。日本では、国際アルツハイマー病協会加盟団体である
公益社団法人認知症の人と家族の会を中心に、全国各地でさまざまな啓発イ
ベントを実施しています。

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13,810人（令和元年8月末時点）

なぜ、9月21日なの？

世界アルツハイマーデーとは　　

　市では世界アルツハイマーデーに合わせて、市役所市民健康ロビーをオレ
ンジ色にライトアップしますが、なぜオレンジ色なのかご存知ですか。江戸
時代に柿の色からインスピレーションを得て作り出した赤絵磁器は世界的に
有名で、それと同じように世界中で「認知症サポーター」の証として認められ
ればとの思いから作られたのがオレンジ色の由来です。また、この色には温
かさを感じさせ、「手助けします」というイメージを与えることも期待されて
います。
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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。

コグニバイク使い方講習会 
とき 時　間 内容

25日金 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。9月17日火～

休日の当番医 ( 医科 )
とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

6日日 みやはら医院(森岡町1ー188) ☎ (44)6711
13日日 大府ファミリークリニック(柊山町1ー3) ☎ (48)6661
14日月 はやかわ耳鼻咽喉科クリニック(東新町2ー140　1F) ☎ (47)1187
20日日 みどりの森クリニック(江端町5ー174） ☎ (46)1580
22日火 ゆき皮フ科クリニック(一屋町4ー84） ☎ (44)9100
27日日 なだか山クリニック(横根町名高山5ー26） ☎ (46)7566

●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

13日日 小林歯科クリニック(明成町3ー56ー1) ☎(48)3113
●診療時間
　10:00～12:00

みんなで体操 
とき 場所 内容
7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) 25日金 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。

がん検診

　みんなは毎年、がん検診を受けているかな。がんは日本人の死亡原因の第1位！　がんにかかって
も、初期の段階ではほとんど自覚症状がないから病気に気付くことが難しいんだよ。でも、治療が
十分に可能な段階で早期発見すると、治すことができる可能性が非常に高くなっているよ。市では、
市民を対象に保健センターや医療機関で「がん検診」を実施しているよ。胃がん、肺がん、大腸が
ん、子宮頸がん、乳がん、前立腺がんの6種類。がんから大切な命を守るために、定期的にがん検
診を受けて、早期発見・早期治療につなげようね。

10

みんなでウォーキング 
とき 集合場所 コース・距離

2日水 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
5日土 長草公民館 長草周遊コース・4.0㌔
9日水 あいち健康の森公園管理棟前 ウェルネスバレーを巡るコース・4.3㌔
12日土 二ツ池セレトナ セレトナ発二ツ池公園周遊コース・4.2㌔
15日火 保健センター 大府熱田神社往復コース・4.8㌔
19日土 向畑公園（市役所南側） 風車と緑ビューコース・4.0㌔
26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

182019.9.15



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。

2019.9.1519

月の相談10
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律 ／弁護士  4日・11日・18日・25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 3日・24日木　13:30～16:30
行政／行政相談委員 17日木　13:30～16:30
登記／司法書士 2日水　13:30～16:30
不動産取引／宅地建物取引業協会員 16日水　13:30～16:30
よろず相談／よろず相談員 3日・10日・17日・24日木　13:30～16:30
障がい者の悩み事／障がい者相談員 4日金　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

3日木　13:30～16:30
（予約受付は9月20日金まで）

知多市役所／
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 3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 8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

4日金・8日火・18日金・24日木
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 2日・9日・23日・30日水
13:00～17:00

青少年女性課　☎(45)6219　※ポルトガル
語のみ、9日水・23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 9日水　13:00～17:00

ベトナム語 23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日金　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 4日金　13:30～15:30

市・県などの臨時相談会

LINEじんけん相談＠名古屋法務局 平日　8:30～17:15
LINE公式アカウント「SNS人権相談」(@sns 
jinkensoudan)を友達登録し、相談
／名古屋法務局人権擁護部　☎052（952）8111

行政書士無料相談（遺言、相続等書類作成、農地

法や建設業の許可・届出申請など)／行政書士 1日火　13:00～16:00 市役所２階201・202会議室
／青少年女性課　☎（45)6219

司法書士無料相談（相続、土地建物登記、簡易裁

判所での民事訴訟・多重債務など)／司法書士 2日水　13:00～16:00 市役所２階201・202会議室
／青少年女性課　☎（45)6219

特設行政相談／行政相談委員 7日月　10:00～12:00（11:30まで受付） 共長公民館／青少年女性課　☎（45)6219

＝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
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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　10月

◆もうすぐママ◆
プレママ交流会 　子どもステーション
 2日水（子どもステーション） 10:00～11:30

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。
 6日日（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
 1人 500円

◆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 2日水 

５～７カ月 9日水 
8 ～ 10カ月 １6日水 
11カ月～ ２3日水

東山児童老人福祉センター  ～７カ月 7日月 
8カ月～ お休み

神田児童老人福祉センター  ～７カ月 お休み 
8カ月～ 28日月

大府北中学校  ～７カ月 お休み 
8カ月～ 21日月

さくらんぼの会（多胎児交流会）
 　子どもステーション
 8日火（子どもステーション） 

  10:00～11:30

◆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 4日金
八ツ屋大池公園 11日金
向畑公園 18日金
二ツ池公園 25日金

保育園の園庭開放 　各保育園
大　府 26日土 9:30～11:00　
柊　山 5日土 9:30～11:00
共和東 26日土 10:00～11:00
追　分 19日土 9:30～11:00
共　長 10月はありません 

保育園開放 　各保育園
大　府 17日木 9:30～11:00　
桃　山 10月はありません 
柊　山 10月はありません 
横　根 3日木 10:00～11:00
北　崎 25日金 9:30～11:00
共和東 12日土 9:30～11:00　
追　分 11日金 9:30～11:00
荒　池 1日火・15日火 10:00～11:00
共　長 10日木・24日木 10:00～11:00
長　草 10日木・30日水 10:00～11:00
吉　田 3日木・17日木 10:00～11:30
米　田 10日木・30日水 10:00～11:00
若　宮 1日火・15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

（23日は、栄養士が参加）
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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） 
9月17日火から子どもステーションへ。

1歳児の親子体操
運動神経が良くなる体操を行います。
 10日木（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20組

2歳の子を持つ親の座談会
子どもの食事について、みんなで話します。
 17日木（子どもステーション） 10:00～11:00
 2 歳の子どもとその保護者10組

消火訓練 
市消防署職員による消火訓練を行います。
 ３日木（子どもステーション） 10:30～11:30
 どなたでも

　おおぶっこ広場（平日9:00～ 15:00）
子どもの病気について②
乳幼児期にかかりやすい病気について話を聞きます。
 4日金（おおぶっこ広場） 11:00～12:00
 どなたでも

親子体操
親子で体をいっぱい使った運動遊びをします。
 24日木（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 
1日火・15日火・16日水・23日水 11:00～
（低学年まで）6日日・12日土 14:00～
（高学年まで）毎週土（12日を除く） 14:00～
ストーリー・テリング（5歳以上） 
  12日土  10:30～
わらべうた 10日木・24日木 11:00～
デジタル紙芝居 26日土 11:00～
腹話術・エプロンシアター 29日火 11:00～

◆保育園の親子半日体験入園◆
・ 　9月17日火から先着順で各保育園へ。 
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)。
桃　山 (15組） 23日水 10:00～11:00
柊　山 (15組） 8日火 9:30～11:00
横　根 (15組） 17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、夏季を除いて毎月1回、親子制作遊び
を行っています。季節に合った題材で、お子さんと一緒に作品を
作りませんか？　手形や足形を押したり、タンポ遊びやシール貼
りをしたりします。
申し込みは不要で、先着30人が参加できます。材料は準備して
いますので、お気軽に子どもステーションにお越しください。
日程や内容などの詳細は、ステーションだよりや情報紙「おおき

くな～れ」をご覧ください。

親子で一緒に作ろう！

2019.9.1521
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▲健康体操を行う岡村市長ら

　31日、大府地区初となる常設サロン「大倉カフェ」の
オープニングセレモニーが開催され、関係者ら約100
人が参加しました。常設サロンは、地域の誰もが気軽
に交流できる場所で、今回初めて公共施設である大府
児童老人福祉センター内にオープン。テープカット後
には、太鼓の披露・健康体操・サロン体験会などが行
われ、参加者らは楽しいひとときを過ごしました。

　27日、小・中学生時代を大府で過ごし、現在女優やモデル
として活躍する柳美稀さんが、来年市制50周年を迎える大府
市の「スペシャルサポーター」に就任しました。柳さんは、今後
市勢要覧・記念映像などに登場し、市制50周年記念事業を盛
り上げます。就任式で、岡村市長から委嘱状を受け取った柳さ
んは「スペシャルサポーターを務めることになり、とても光栄
です。地元で仕事をすることが夢だったので、大府の魅力を精
いっぱいPRします」と話しました。

　22日、消防本部で大府市少年少女消防クラブの児童らが一
日消防士となり、消防・救急・救助活動を体験しました。
　この催しは、消防・救急・救助活動を体験することで、消防
士の仕事内容や消防に関する知識、火災予防の重要性を理解し
てもらうため、毎年実施しています。
　約5㍍のロープに腰ベルトの金具を取り付け、頭を下にして
腕の力だけで端から端を渡るレンジャー訓練で、児童らは顔を
真っ赤にしながら、必死にロープを渡っていました。

▼ブドウをモチーフにした委嘱状を受け取る柳美稀さん ▼レンジャー訓練で必死にロープにしがみつく児童

8

地域団らん　憩いの場が誕生
大府地区初！　常設サロン「大倉カフェ」オープン

市制50周年を盛り上げます！
柳美稀さん、市制50周年スペシャルサポーター就任式

消防士ってかっこいい！
大府市少年少女消防クラブ　一日消防士




