
ウェルネスバレー通信 12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。

木工教室
1日日　10:00～15:00

建築端材を使って大工さんと一緒にベンチ
などの木製品を作りましょう。木製品の販
売も行います（材料費有料・予約不要）。
所・問　ウッドビレッジ　☎(45)6224

絵手紙で年賀状を描こう
7日土　10:00～ 12:00

絵手紙講師の指導のもと、初心者でも楽し
める絵手紙で年賀状を描きます（無料・要予
約（11月17日日より受付開始）・定員30人）。
所・問　あいち健康の森公園管理事務所

　☎(47）9222

ハーブでお正月飾り作り
15日日　10:00～11:30

金色に染めた松かさ、稲穂と水引を使用
して、お正月飾りを作りましょう（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

株式会社げんきの郷☎（45)4080

　10月9日、秋晴れの下、大府市
特別支援学級合同校外学習「いもほ
り会」が開催されました。約200人
の子どもたちが、げんきの郷に集合
し、サツマイモ掘りのほか、学校紹
介やゲームを楽しみました。げんき
の郷のオープン以来、18年続いて
いる秋の恒例行事です。

『落日』
湊かなえ　角川春樹事務所

『希望の糸』
東野圭吾　講談社

『罪の轍』
奥田英朗　新潮社

『むらさきのスカートの女』
今村夏子　朝日新聞出版

『家政婦makoのずぼら1分ごはん』
mako　マガジンハウス

9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/

12月の休館日　
16日月・ 
29日日～31日火

電子図書館には、TOEICの勉強に役立つ問題
集や学習法の本などもあります。附属CDの音
声も簡単に再生できますよ。ぜひ活用してみて
ください。電子図書館のご利用は、図書館ホー
ムページでパスワードを発行し、ページ上部の
「電子図書館」をクリックしてください。

電子図書でTOEICの勉強

～令和2年1月19日日　棚番号46

このおはなし知ってる？
岩波の子どもの本

『ひとまねこざる』や『ちいさいお
うち』など、楽しいお話がいっぱ
い。お話にちなんだクイズもあり
ますよ。

ブラック・ハンド
アメリカ史上最凶の犯罪結社

スティーヴン・トールティ／著　黒原敏行／訳　早川書房

20世紀初頭のニューヨー
ク。犯罪結社ブラック・ハ
ンドに立ち向かう、イタリ
ア系ホームズと称えられた
刑事ジョゼフ・ペトロシー
ノの熱い戦いのノンフィク
ションです。
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ミューいしがせ便り 12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/

12月の休館日
9日月・23日月・28日土・
29日日・30日月・31日火

▶ 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。

パパ、「おとう飯」にチャレンジ
10月にミューいしがせで行われた「おとう飯講座」のレシピを紹介します。

　簡単に、手間を掛け
ず、多少見た目が悪く
てもおいしければそれ
が「おとう飯

はん

」。
　「おとう飯」で、家族を
喜ばせてみませんか。

【材料】 
ホルモン 200㌘ 
キャベツ 1/2玉 
ニラ 1束 
モヤシ 1袋 
長ネギ 1本 
ニンニク 1片 
ショウガ 1片 
ごま油 大さじ１

【スープ材料】 
水 600cc 
鶏がらスープの素 
 大さじ１ 
酒 大さじ２ 
みりん 大さじ１ 
しょうゆ 大さじ１ 
みそ 50㌘ 
砂糖 小さじ1 
すりごま 大さじ２ 
豆板醤 小さじ１

♦作り方♦
① 野菜はそれぞれ洗い、食べやすい大きさ
に切る。

② ニンニク、ショウガはみじん切りにする。
③ 鍋にごま油をいれ、②を弱火で香りが立
つまで炒める。

④ スープの材料をすべて鍋に入れ、沸騰し
たら具材を入れ、火が通れば出来上がり。

▶ ホルモンの代わりに薄切り豚肉でも。 
締めにラーメンやごはん、お餅を入れて
もおいしいですよ。
メニュー考案：料理愛好家　村家裕子さん

簡単でおいしい、冬のポカポカメニューです。家族に「おとう飯」、作ってみませんか？

「ホルモン鍋」（2～3人分）

セレトナ通信
予約方法

12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

12月の休館日　
2日・9日・16日・23日
の月、28日土～31日火

９:00～
開催日7日前まで

11 16土

セレトナイルミネーション
セレトナ館内に大きなクリスマスツリーを飾り、
ライトアップします。
ライトアップ期間
　12月3日火～25日水の16:00 ～閉館

セレトナの森の研究室⑦ 
小枝で作ろう！　森のリース～ 

8日日　9:30～11:30(雨天決行）
森には小枝がいっぱい。集めた材料でリース
作りを楽しみましょう。
定員　 20人（先着順・予約制）
講師　村瀬由理さん（知多自然観察会）

初めての花壇づくりを楽しもう⑥ 
15日日　9:30～11:30(雨天決行）

セレトナ学習室前に花壇を作ります。
汚れてもよい服装でお越しください。
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）

オカリナクリスマス演奏会
イルミネーションをバックに、オカリナのゆっ
たりとした癒しの演奏会をお楽しみください。
演奏：ATSUKOメイツと仲間たち

　22日日　15:30 ～ 17:30
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　12月は、「地球温暖化防止月間」です。冬季は暖房機器の使用
などに伴い、家庭でエネルギーを使用する機会が増加し、地球温
暖化の要因となる温室効果ガスなどが他の季節より多く排出さ
れます。次の項目を参考に、家庭でできる少しの工夫や心がけ
（COOL CHOICE）で地球温暖化を防止しましょう。
・照明や電化製品はこまめにスイッチを消しましょう。
・ウォームビズ（温かい衣類の着用や重ね着、ひざ掛け利
用など）を行いましょう。

・暖房時はカーテンやブラインドを閉めましょう。
・急発進、急加速を避け、エコドライブに努めましょう。
・公共交通機関や自転車を利用しましょう。

12月　公共資源ステーション収集日程表

▶北山公民館　駐車場
9日・23日月 9:00～18:30
▶メディアス体育館おおぶ　建物北側
10日・24日火 9:00～18:30
▶愛三文化会館　駐車場
4日・18日水 9:00～18:30
▶保健センター　駐車場
11日・25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
1日・15日日 9:00～18:30
▶マックスバリュ大府店　南側駐車場
1日・15日日 9:00～21:00
▶アピタ大府店　南側駐車場
2日・16日月 9:00～21:00

環境News

▶  環境省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。

家庭でできる冬のCOOL CHOICE

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　③Information　④市政News　⑤クローズアップ　フォトNews　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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KURUTOおおぶの健康講座
糖尿病と歯周病について

　　　　　 12月5日木　15:00～16:30

講師　歯学会専門医
　　　糖尿病学会専門医
定員　4人（先着順・予約制）
料金　 800円（ドリンク・スイーツ付き）
▶ 予約開始日　11月16日土　10:00～
　電話または直接物産ショップ（10:00～18:00)へ。　☎(51)4329

赤身肉を使用した
ローストビーフは
ヘルシーでさっぱり

　やわらかくてジューシーな知多牛
ローストビーフをメインに、サラダや
デリ、スープと野菜をふんだんに使用
した、ヘルシーなのにボリューム満点
の知多牛ローストビーフ定食。
　ローストビーフをメインとした人気の
コース料理もご用意できます（予約制）。

知多牛ローストビーフ定食

数量限定　提供は15:00～　税込み1680円
ローストビーフ単品　税込み1380円

認知症の予防とリハビリテーション

　　　　  12月19日木　15:00～16:30

講師　 国立長寿医療研究センター
　　　リハビリテーション科医長
定員　4人（先着順・予約制）
料金　800円（ドリンク・スイーツ付き）

遠野りんごジュースやチーズ
ケーキなどを販売しています。

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
 (12月29日日～31日火定休日、1日
が土・日・祝の場合は翌平日）

不動の一番人気
知多牛ローストビーフ

遠
野
物
産
展 

開
催

11/22金～無くなり次第終了

認知症地域支援推進員 武藤

高齢障がい支援課  ☎(45)6289

認知症と自動車の
運転について考えよう

　運転に必要な記憶力や判断力を測定する簡易的な検査で、75歳以上の
運転手は、運転免許更新時に実施が義務付けられています。また、特定
の交通違反をした時には、臨時認知機能検査を行います。
　検査の結果は「認知症のおそれあり」「認知機能低下のおそれあり」「認
知機能低下のおそれなし」の3つに分類され、それぞれの分類に応じて高
齢者講習や臨時適性検査を受けます。また、診断書の提出が必要になる
場合もあり、認知症であることが判明した場合は、免許取り消し・免許
停止の対象になります。最近では、何かあってからでは遅いと運転免許
の返納を決断する方もいます。

　次のことが当てはまるかチェックしてみましょう。
　□今いる場所や位置関係が分からなくなる
　□行き先を忘れる
　□道に迷うことが多い
　□駐車や幅寄せなど運転技術に自信がなくなった
　□車をこすったり、ぶつけることが多くなり、車の傷が多くなった。
　複数のチェックが付いた方は、認知症が疑われます。速やかに医療機
関で受診しましょう。
　認知症と診断された場合、免許取り消し・免許停止の対象になります。

認知症サポーター養成2万人チャレンジ
現在14,503人（令和元年10月末時点）

認知機能検査とは

自分の運転に不安を感じていませんか

できるだけ長く運
転を続けるために、日頃の食
生活に気を付け、適度な運動
と脳の活性化を図りましょう。

ワンポイント
アドバイス

2019.11.1513



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

12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。11月18日月～

とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

1日日 大府こころのクリニック(柊山町1ー175ー1　２F) ☎ (46)2002
8日日 もりした整形外科(明成町3ー55ー1) ☎ (46)0088
15日日 石川医院(中央町6ー65) ☎ (47)0667
22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
29日日 加藤内科・胃腸科(中央町6ー91） ☎ (46)8900
31日火 おくむら内科眼科クリニック(森岡町5ー11） ☎ (48)0123

●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

8日日 ふみファミリー歯科(梶田町3ー19) ☎(77)2724
●診療時間
　10:00～12:00

みんなで体操 
とき 場所 内容
2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。16日月

●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) 9日月 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) 12日木 13:00～14:30 言語聴覚士による相談

●場所　保健センター
※ こども相談の番号札は
8:45から配布。

赤ちゃんのために風しんの抗体検査・予防接種を受けよう
　皆さん、「先天性風しん症候群」って知っているかな？　妊娠初期に妊婦さんが風しんにかかっ
てしまうと、胎盤を通して赤ちゃんがウイルス感染し、心臓の病気・難聴・白内障などの先天性
風しん症候群という障がいを持って生まれてきてしまうこともあるんだ。そんな話を聞くと心配
になるけど、風しんは防ぐことができる病気だよ。大切な赤ちゃんを風しんから守るために、妊
娠を望んでいる夫婦や、その周りの方々も風しんの抗体検査や予防接種を受けようね。市では、
一定の条件を満たした方に風しん抗体検査と風しん予防接種費用の一部を助成しているよ。希望
する方は、市ホームページを見てね。

12

みんなでウォーキング 
とき 集合場所 コース・距離

4日水 保健センター 健康の森公園往復コース・5.2㌔
7日土 長草公民館 長草周遊コース・4.0㌔
11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
14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
16日月 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
21日土 向畑公園（市役所南側） 風車と緑ビューコース・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。

2019.11.1515

月の相談12
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律 ／弁護士  6日・13日・20日・27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 5日・26日木　13:30～16:30

行政／行政相談委員 19日木　13:30～16:30

登記／司法書士 4日水　13:30～16:30

不動産取引／宅地建物取引業協会員 18日水　13:30～16:30

よろず相談／よろず相談員 5日・12日・19日・26日木　13:30～16:30

障がい者の悩み事／障がい者相談員 9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日木　13:30～16:30
（予約受付は11月20日水まで）

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 5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 10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

6日金・10日火・20日金・24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 4日・11日・18日・25日水
13:00～17:00

青少年女性課　☎(45)6219　※ポルトガル
語のみ、11日水・25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 11日水　13:00～17:00

ベトナム語 25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日水　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 6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　12月

◆もうすぐママ◆
プレママ交流会 　子どもステーション
 4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。
 7日土（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

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学びます。
 12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 4日水 

５～７カ月 11日水 
8 ～10カ月 18日水 
11カ月～ お休み

東山児童老人福祉センター  ～７カ月 2日月 
8カ月～ 16日月

神田児童老人福祉センター  ～７カ月 9日月 
8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
 10日火（子どもステーション） 10:00～11:30

親子サロン  　保健センター
赤ちゃんの身体測定や、関わり方について学びます。
 10日火（保健センター） 9:30～11:00
 2～4カ月児とその保護者

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。
 18日水（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 6日金
八ツ屋大池公園 13日金
向畑公園 20日金
二ツ池公園 12月はありません

保育園の園庭開放 　各保育園
大　府 21日土 9:30～11:00　
柊　山 7日土 9:30～11:00
共和東 12月はありません 
追　分 14日土 9:30～11:00
共　長 7日土 10:00～11:00

保育園開放 　各保育園
大　府 19日木 9:30 ～ 11:00
桃　山 25日水 10:00～11:00
柊　山 10日火 9:30 ～ 10:30
横　根 19日木 10:00～11:00
北　崎 13日金 9:30～11:00
共和東 12月はありません 
追　分 10日火 9:30～11:00
荒　池 10日火・20日金 10:00～11:00
共　長 19日木 10:00～11:00
長　草 20日金 10:00～11:00
吉　田 19日木 10:00～11:30
米　田 24日火 10:00～11:00
若　宮 17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

※ 11日は保健師が 
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！◆
大東くちなしの花保育園

　大東町4-102　 　（85）1377
当園は、幼稚園と保育園の機能を併せ持った幼保
連携型認定こども園です。「心身ともに健康で明るく
のびのびとした元気な子どもたちを育てる」を教育目
標としています。英語、リトミック、体操などいろ
いろな遊びを中心
とした豊かな学び
の中で、子どもた
ちの素直な心を大
切に育てていきた
いと思います。

◆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） 
11月18日月から子どもステーションへ。

子育て支援講座「離乳食作りと親子で試食」
市栄養士に離乳食づくりを教わり、親子で試食します。
 3日火（ミューいしがせ） 10:00～11:30
  市内在住の9カ月～1歳3カ月の子と保護者15組 
（託児あり）
 100円

2歳の子を持つ親の座談会
子どものイヤイヤ期について、みんなで話します。
 19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

　おおぶっこ広場（平日9:00～ 15:00）
子育て支援講座「おうち看護について」
子どもの病気や症状、ケアについて看護師から学びます。
 6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 
3日火・17日火・18日水・25日水 11:00～
（低学年まで）1日日・14日土 14:00～
（高学年まで）毎週土（14日を除く） 14:00～
ストーリー・テリング（5歳以上） 
  14日土  10:30～
わらべうた 12日木 11:00～
デジタル紙芝居 28日土 11:00～
人形劇 15日日 14:00～

来てみて！
子どもステーション

子どもステーションでは毎月1回、お誕生月のお友達をみんなで
お祝いします。お誕生日の子はママからのメッセージや子どもス
テーションからバースデーカードをもらって、みんなと一緒に「お
めでとう」の歌でお祝いします。歌のあとには、ボランティアの方
の人形劇やパネルシアター、職員による劇など、毎月工夫をこら
した出し物がありますよ。
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。

子どもステーションでお誕生日会

2019.11.1517
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▲両日合わせて約9万人が来場

　26・27日、メディアス体育館おおぶで、産業文化
まつりが開催されました。
　今年で50回を迎えた産業文化まつり。夢のくるま
歴代モデルカー・横根藤井神社祭礼山車の展示や、子
どもたちが職業体験をするキッズワーク、友好都市の
遠野市・交流都市の新居浜市の物産展など、盛りだく
さんのイベントが行われ、両日合わせ、約9万人が来
場し、会場は大いににぎわいました。

　30日、あいち健康の森公園で、あいち小児保健医療総合セ
ンター・県防災航空隊・あいち健康の森公園・市消防本部によ
る、夜間における緊急処置が必要な患者の受け入れや、他県の
高次医療機関への重症患者の搬送などに対応するための夜間離
着陸合同訓練が実施されました。
　訓練では、防災ヘリ離着陸誘導搭乗訓練・病院関係者による
救急搬送訓練などが行われ、参加者は真剣な表情で訓練に取り
組んでいました。

　20日、アローブで、子ども落語教室「大府の笑学校」の15周年
を記念した歴代講師による落語三人会が開催されました。
　「大府の笑学校」は、日本の伝統文化に親しんでもらうことを目
的に始まり、これまで立川晴の輔さん、柳家勧之助さん、桂紅雀
さん、三遊亭歌太郎さんが講師を務め、のべ200人以上の小学生
が落語を学びました。この日は、前半に大府の笑学校の卒業生4
人が落語を披露し、後半に立川晴の輔さんを除く3人の講師が出演
し、それぞれ1席ずつ落語を披露し、会場は笑いで包まれました。

▼防災ヘリに患者を運び入れる市消防本部の職員ら ▼笑学校の弟子との思い出話を披露する講師3人
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第50回も盛大に
産業文化まつり

4者連携！　夜間のもしもに備えて
夜間離着陸合同訓練

歴代講師の落語に笑い
子ども落語教室「大府の笑学校」15周年記念公演


