
ウェルネスバレー通信 11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。

健康公開講座 
「みんなで知ろう！　考えよう！」

16日土　10:30～12:00
県がんセンター研究所の伊藤秀美先生を迎
えて、今からできる「がん予防」「検診」な
どについてご紹介します（無料・要予約）。
問　あいち健康プラザ　☎(82)0211

クリスマス飾り作り＆ 
座学「冬に注意する感染症」

24日日　10:00～11:30
ハーブせっけんでクリスマス飾りを作りま
しょう（材料費1000円・要予約・定員30人）。
所・問　あいち健康の森薬草園　☎(43)0021

農畜産物品評会　展示
29日金　13:00～ 18:00

美しい野菜、珍しい野菜、自慢の農畜産物を
600点展示。30日土には即売会も行います。
問　げんきの郷　☎(45）4080

あいち健康の森公園　管理事務所
☎（47)9222

　公園を安心して利用いただけるよ
う、有料施設（球技場、庭球場、体育
館、ベビーゴルフ場、貸会議室など）
の運営や、樹木の剪

せんてい

定、遊具や各種
施設の整備などを行っています。
　11月6日水に、交流センターで
「健康の森　育児ラウンジ」を開催し
ます。お気軽にお越しください。

「希望の糸」
東野圭吾　講談社

「夏の騎士」
百田尚樹　新潮社

「まなの本棚」
芦田愛菜　小学館

「大家さんと僕」
矢部太郎　新潮社

「『大家さんと僕』と僕」
矢部太郎ほか　新潮社

8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/

11月の休館日　
18日月

令和３年9月4日土まで、「星の王子様」（サン
＝テグジュペリ著）や「映画を見ると得をする」
（池波正太郎著）を閲覧することができます。
また、人気小説の「バッテリー」（あさのあつこ
著）や「対岸の彼女」（角田光代著）などは、令和
２年3月までです。お早めにどうぞ！

期間限定の電子図書

～11月17日日　棚番号67

芸術の秋
「芸術の秋」の到来です！　美術・
音楽・伝統芸能などの芸術に関す
る本を集めました。この機会に芸
術の魅力を感じてみませんか？　
新たな発見があるかもしれません。

本から引き出された本
引用で綴る、読書と人生の交錯

マイケル・ディルダ／著　高橋知子／訳　早川書房

書評家の著者が読書人生の
中で出会った珠玉の文章を
引用し、エッセイを添えて
紹介しています。仕事や恋
愛などのジャンル別なので、
興味のあるページから読み
始めるのもおすすめです。
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ミューいしがせ便り 11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/

11月の休館日　
11日月・25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（材料費実
費）です。

 ～

９:00～17：00

11 5火

▶ 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。

子育てサロン④　地域で子育て、地域で仲間づくり
11月 28日・12月５日・令和2年１月16日・30日・2月 13日の木・
2月 25日火（全6回）　10:00～ 12:00
お出かけ絵本講座、子育て中の防災、簡単重ね煮料理、郷土のおやつ「おこしもの」づくり
などを学びます。

定員　 20人（先着順・予約制）
託児　 1500円（5回分・1歳～就園前児・先着12人・2月25日は託児なし）
その他　 材料費の実費をいただきます。

DVシンポジウム　暴力のない社会を目指して 
DV被害者とその子どものケア　～心に寄り添った支援を目指して～

11月 23日土　10:00～ 12:00
DV や性暴力被害の当事者の立場から、子どもも親も 
加害者・被害者にしないコミュニケーションのこつや、幸せ
を諦めない生き方について学びます。
定員　 200人
講師　 柳谷和美さん（おやこひろば桜梅桃李　代表）
託児　400円（1歳～就園前児・先着5人）

セレトナ通信
予約方法

11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

11月の休館日　
5日火・11日月 
18日月・25日月

９:00～
開催日7日前まで

10 16水
絵手紙教室④　  

24日日　9:30～11:30(雨天決行）
初心者でも楽しめる絵手紙講座です。 
親子でもご参加いただけます。今回は 
年賀状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）

てくてく散歩②　～平戸池を歩こう～ 
13日水　10:00～11:30(小雨決行）

季節を感じながら平戸池を散歩します。季節
の味覚をちょっぴり味見♪
定員　 10人（18歳以上・先着順・予約制）
講師　セレトナスタッフ

初めての花壇づくりを楽しもう⑤ 
17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）

シビックガーデンをつくろう 
～自宅のお庭で簡単にできる花壇づくりを楽しみ、シビックガーデンコンテストに参加します～
①11月23日土　13:30～ 15:00　 ②12月7日土　13:30～ 15:00
　「おしゃれな花壇をつくろう」  　「寄せ植えづくりを楽しもう」 
定員　 10人（18歳以上・両日参加でき、同講座の参加経験のない方・先着順・予約制）
講師　深谷玲子さん（グリーンアドバイザー )
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　市では容器包装リサ
イクル法に基づき、食
品などの包装フィルム
や緩衝材をプラスチッ
ク製容器包装として回
収しています。
　プラスチックごみの
処理は社会的な問題と
なっていますが、家庭
から排出されたプラス
チック製容器包装は、
法律で定められた手順
で適切に処理していま
す。右図の通りリサイクル費用は市の負担ではなく商品生産業者
が負担しています。プラスチック製容器包装を分別せずに燃やせ
るごみとして処分した場合、処理費用を全額市が支払うことにな
ります。税負担を減らすためにごみではなく、プラスチック製容
器包装としての回収にご協力をお願いします。

11月　公共資源ステーション収集日程表

▶北山公民館　駐車場
11日・25日月 9:00～18:30
▶メディアス体育館おおぶ　建物北側
12日・26日火 9:00～18:30
▶愛三文化会館　駐車場
6日・20日水 9:00～18:30
▶保健センター　駐車場
13日・27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
3日・17日日 9:00～18:30
▶マックスバリュ大府店　南側駐車場
3日・17日日 9:00～21:00
▶アピタ大府店　南側駐車場
4日・18日月 9:00～21:00

環境News

▶  出典:経済産業省HP

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。

包装フィルムなどは、
プラスチック製容器包装で回収

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】　①表紙　②Pick Up! facebook　③おめでとうございます　④情報パック　⑤図書館だより　⑥ウェルネスバレー通
信　⑦セレトナ通信　⑧ミューいしがせ便り　⑨環境News　⑩KURUTOナビ　⑪みんなで支える認知症　⑫健康カレンダー　⑬毎月
の相談　⑭子育て情報　⑮フォトNews　⑯その他
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毎日でも食べられる！ リピーター続出の一番人気メニュー
「KURUTOプレート」

　この夏から夜メニューに加わった
「KURUTOプレート」。肉か魚のメイ
ン料理に、ヘルシーな３種のデリと生
ハムサラダがたっぷり！　スープ・ごは
ん・ドリンクも付いています。
　メイン料理は、それぞれ肉と魚のどち
らかを選ぶことができます。
　提供は午後３時から。毎日数量限
定のメニューですので、ぜひお早め
にお越しください！

KURUTOおおぶの健康講座
おいしく減塩　～減塩食品を試してみよう～

11月7日木　15:00～16:30

減塩って簡単にできるの？　おいしいの？　
減塩ライフを続けるこつを、㈱スギ薬局の管理栄
養士が減塩商品の試食を通してお伝えします。
定員　4人（先着順・予約制）
料金　 800円（ドリンク・スイーツ付き）

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）

夜カフェごはんはこれ！
KURUTOプレート

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

KURUTOプレート 
（提供は15:00～　税込み1580円）

健やかな高齢期の食事とは　～毎日の食事の工夫～

11月21日木　15:00～16:30

毎日の食事で何をどのようにして食べればより健康に長生きで
きるのでしょう？　国立長寿医療研究センターのNILS-LSA研
究室室長が、最新の研究結果を基にポイントを紹介します。
定員　4人（先着順・予約制）
料金　800円（ドリンク・スイーツ付き）

おおぶ・あったか
見守りネットワークを
ご存じですか？

認知症地域支援推進員 武藤

それぞれの立場で
認知症を自分事と捉え、認知
症になっても安心して暮らせ
るまちを作りましょう。

ワンポイント
アドバイス

　メルマガを登録した方には、行方不明になった認知症
の方の目撃情報の提供や捜索・発見・保護などにご協力
をお願いします。誰でもメルマガ登録をすることができ
ます。皆さんで、認知症の方を見守りましょう。

　認知症の方や一人暮らし高齢者などの行方不明が発生した際に、早期
に発見し、大きな事故になるのを未然に防ぐためのネットワークです。
　認知症の方の行方不明の多くは、目的を持って外出したものの、途中
で忘れてしまい、場所が分からなくなることにより起こります。周りの
人がこの状況に早く気付くことで、行方不明者を減らすことができます。

高齢障がい支援課  ☎(45)6289

認知症サポーター養成2万人チャレンジ
現在14,042人（令和元年9月末時点）

メルマガ登録で、行方不明の方の捜索にご協力を！

おおぶ・あったか見守りネットワークとは

▼認知症高齢者等事前登録制度とは
　行方不明になる可能性のある方の情報を事前に登録し、行方不
明時には登録した情報を活用し、スムーズな捜索活動を行い、早
期発見を目指すもの。早期発見するために、事前の登録をお願い
します。

▶  メルマガ登録
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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

26日火 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。10月17日木～

休日の当番医 ( 医科 )
とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

3日日 おおぶ眼科クリニック(月見町5ー215) ☎ (43)0022
4日月 柊ヒルズ内科クリニック(柊山町7ー50) ☎ (44)8188
10日日 つかむら医院(東新町2ー258) ☎ (48)0088
17日日 産院いしがせの森(森岡町1ー193） ☎ (44)4131
23日土 今井眼科医院(中央町3ー67） ☎ (47)7364
24日日 めいせい志賀クリニック(明成町2ー280ー1） ☎ (45)5959

●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

10日日 たなべ歯科クリニック(共和町4ー160) ☎(38)6666
●診療時間
　10:00～12:00

みんなで体操 
とき 場所 内容
5日火 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) 14日木 13:00～14:30 医師、保健師による相談
こども相談(予約不要) 27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。

インフルエンザ予防（ワクチン含む）

　涼しくなり、インフルエンザが流行する季節になってきたよ。インフルエンザの予防接種はもう受け
たかな？　インフルエンザにかかると、風邪の症状に比べて、発熱や頭痛、体のだるさなど広範囲にわ
たり、全身症状が発症してしまうのが特徴だよ。小さなお子さんやご高齢者など免疫機能が低い人がか
かると、重症化しやすいと言われているんだ。予防接種を受けることで重症化を防ぐことができるよ。
市在住の65歳以上の方と中学3年生、高校3年生相当の年齢の方は予防接種費用の一部助成があるよ。
接種補助対象期間は令和2年1月末までだから、早めに医療機関へ予約して接種しようね。それと日頃
から手洗い・うがいを心掛け、人混みへ行くときにはマスクの着用をして、感染予防も忘れないでね。

11

みんなでウォーキング 
とき 集合場所 コース・距離

6日水 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
9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
13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
16日土 向畑公園（市役所南側） 風車と緑ビューコース・4.0㌔
18日月 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
23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。

2019.10.1517

月の相談11
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律 ／弁護士  1日・8日・15日・22日・29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 7日・28日木　13:30～16:30

行政／行政相談委員 21日木　13:30～16:30

登記／司法書士 6日水　13:30～16:30
不動産取引／宅地建物取引業協会員 20日水　13:30～16:30
よろず相談／よろず相談員 7日・14日・21日・28日木　13:30～16:30
障がい者の悩み事／障がい者相談員 12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

11月の相談はお休みします。
（12月の予約受付は11月8日金～20日水） 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 7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 12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

1日金・12日火・15日金・26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 6日・13日・20日・27日水
13:00～17:00

青少年女性課　☎(45)6219　※ポルトガル
語のみ、13日水・27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 13日水　13:00～17:00

ベトナム語 27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 1日金　13:30～15:30

市・県などの臨時相談会
行政・法律なんでも相談所（年金、登記、税

金、相続、離婚など)
10月29日火　10:00～15:00 ナディアパーク3階デザインホール／総務省

中部管区行政評価局　☎052（972）7415

＝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　11月

◆もうすぐママ◆
プレママ交流会 　子どもステーション
 6日水（子どもステーション） 10:00～11:30

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。
 3日日（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 6日水 

５～７カ月 13日水 
8 ～10カ月 20日水 
11カ月～ 27日水

東山児童老人福祉センター  ～７カ月 お休み 
8カ月～ お休み

神田児童老人福祉センター  ～７カ月 11日月 
8カ月～ 25日月

大府北中学校  ～７カ月 お休み 
8カ月～ 18日月

さくらんぼの会（多胎児交流会）
 　子どもステーション
 12日火・26日火（子どもステーション）

 ※26日は保健師が来ます 
  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。
 5日火（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　
10:30～11:30 　子どもステーション
あいち健康の森公園 陽だまりの丘 1日金
八ツ屋大池公園 8日金
向畑公園 15日金
二ツ池公園 22日金

保育園の園庭開放 　各保育園
大　府 30日土 9:30～11:00　
柊　山 2日土 9:30～11:00
共和東 11月はありません 
追　分 9日土 9:30～11:00
共　長 9日土 10:00～11:00

保育園開放 　各保育園
大　府 11月はありません 
桃　山 6日水 10:00～11:00
柊　山 11月はありません 
横　根 7日木・21日木 10:00～11:00
北　崎 8日金 9:30～11:00
共和東 9日土 9:30～11:00　
追　分 12日火 9:30～11:00
荒　池 5日火 10:00～11:00
共　長 11月はありません 
長　草 20日水 10:00～11:00
吉　田 7日木 10:00～11:30
米　田 7日木・19日火 10:00～11:00
若　宮 11月はありません 

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

※ 20日は歯科衛生士が 
来ます
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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。

◆私立保育園・幼稚園を紹介します！◆
保育園　さくらんぼ

　若草町3-139　 　（47）1152
「保育園さくらんぼ」は、たくさんの木々や草花に
囲まれた自然いっぱいの園です。食育に力を入れ
ており、園児と一緒に野菜や果物に水やりをした
り収穫をしたりして、命の大切さを伝えています。 
また、収穫した野菜を給食に取り入れることで、食
べる喜びを感じられ
るようにしています。 
　豊かな心、健康な体
を育てます。見学ご希
望の方はお問い合わせ
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） 
10月16日水から子どもステーションへ。

１歳の子を持つ親の座談会
子どもの手づかみ食べについて、みんなで話します。
 5日火（子どもステーション） 10:00～11:00
 1 歳の子どもとその保護者10組

子育て支援講座「子どもの自律とは」
至学館大学准教授丸山真名美さんから話を聞きます。
 21日木（横根公民館） 10:00～11:00
 市内在住の就学前児の保護者15人（託児あり：15人）

子育て支援講座「2歳からのリトミック」
長谷川恵子さんによるリトミックを行います。
 14日木（荒池保育園） 10:30～11:30
 市内在住の2歳の子どもとその保護者20組
  10月16日水から荒池保育園へ（平日10:00～17:00）

　おおぶっこ広場（平日9:00～ 15:00）
子育て支援講座「おうちの育児環境作りと整理整頓」
掃除から学ぶ楽しい子育てについての話を聞きます。
 7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 
5日火・19日火・20日水・27日水 11:00～
（低学年まで）3日日・9日土 14:00～
（高学年まで）毎週土（9日を除く） 14:00～
ストーリー・テリング（5歳以上） 
  9日土  10:30～
わらべうた 14日木・28日木 11:00～
デジタル紙芝居 23日土 11:00～
人形劇 4日月 11:00～

来てみて！
子どもステーション

子どもステーションで実施している子育て支援講座。「親子で体
を動かしたい」「離乳食づくりと試食をしたい」「子どもの言葉の
ことを知りたい」など、子育てをする皆さんから要望のあった内容
で構成しています。運動遊びの専門家や栄養士などから直接話を
聞いたり、実際に体験をすることができますよ。一緒に楽しく学
びませんか？
予約が必要な講座もあります。開催日や受付開始日などは、広
報おおぶや情報紙「おおきくな～れ」でご確認くださいね。

子育て講座で一緒に学ぼう！

2019.10.1519
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▲開会のあいさつをする岡村市長

　22日、ミューいしがせとその周辺で福祉・健康
フェアが開催されました。
　大府ばやし・小唄保存会によるオープニングセレ
モニーで始まり、車いすレクダンスなどのステージ
イベントやミニゲーム、健康測定など盛りだくさん
のイベントが行われ、会場は家族連れなど多くの人
でにぎわいました。

　27日、桃陵高校で哉
さいし

志の会が開催されました。
　哉志とは、医療・福祉・保育など人を支える専門職を目指す
者が、その自覚と使命感を込めた志を述べるという意味の造語
です。
　実習を目前にしたヒューマンケア科の生徒は、一人一人舞台
に立ち、思いを込めた漢字一文字のカードを掲げながらそれぞ
れの志を述べました。

　25日、県道名古屋碧南線で交通安全啓発キャンペーンが行
われました。
　このイベントは、秋の全国交通安全運動（9月21～30日）の
一環として行われ、市内の各事業所に勤務する女性で構成され
る交通安全レディースら、約50人が参加。ドライバーに「早め
にライトを点灯しましょう」と呼び掛け、啓発グッズを次々に
渡しました。

▼舞台上で実習への思いを述べる生徒 ▼啓発グッズを笑顔で手渡す交通安全レディース

９

時代越え 令和と共に つながる輪
福祉・健康フェア

それぞれの志を発表
桃陵高校　哉志の会

ライトは早めに点けてミソ！
交通安全レディースによる交通安全啓発


