
ウェルネスバレー通信 3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。

プラザ春まつり
1日日　10:00～16:00

ステージ発表会、人気キャラクターグッズが
当たるスタンプラリーなどのイベントを開催
します（無料・科学館と開発館は要入場料）。
所・問　あいち健康プラザ　☎(82)0211

市民公開講座「100歳まで健幸に歩こう！」
21日土　10:00～14:00

健康長寿をテーマに講演や運動指導、栄養
に配慮した食事の話をします（500円・お
茶と弁当付き・要予約・定員70人・先着順）。
所　国立長寿医療研究センター外来棟７階多目的ホール
問　同センター内ロコモフレイルセンター☎(46)2311

第1回けんもりフェスタ
22日日　10:00～ 15:00

ステージやマルシェ、スポーツ体験など、見
て食べて遊べるイベントです（予約不要）。
所　あいち健康の森公園大芝生広場ほか
問　あいち健康の森公園管理事務所☎（47）9222

さわやかの丘　☎（47)7190

　さわやかの丘は、住宅型有料老人
ホームです。年間230回以上のイベン
トを開催しています。入居者が制作し
た大型紙芝居で大府市を中心とした保
育園や幼稚園での出張紙芝居や、地域
の方にも参加いただけるハーバリウム
作りなどの文化教室など、地域交流に
も力を入れています。お気軽にお問い
合わせください。

『ぼくはイエローでホワイト
で、ちょっとブルー』

ブレイディみかこ　新潮社
『夏物語』　川上未映子　文藝春秋
『暗約領域』　大沢在昌　光文社
『トヨトミの逆襲』

　梶山三郎　小学館
『黒武御神火御殿』

　宮部みゆき　毎日新聞出版

12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/

3月の休館日　
16日月

中部地方の旅行ガイドや、ラーメンマップ、
他にも歴史や民話など、ふるさと東海地方が
もっと好きになるような電子図書の特集コー
ナー。詳しくは電子図書館の特集のページを
ご覧ください。

電子図書館の「ふるさと特集」

～3月15日日　棚番号67

科学道100冊　2019
科学の魅力が詰まった、教育の必
読書といえる、旬の「テーマ本」
50冊と、時代を超えた良書「科学
道クラシックス」として選ばれた
50冊を紹介しています。

AI時代に「頭がいい」とはどう
いうことか　米山公啓／著　青春出版社

どんなにAIが進歩しても
必要とされる「頭のよさ」と
は。現役の脳神経内科医
が、自らの臨床経験や脳科
学研究などを基に徹底分析
します。これからの知性の
磨き方を伝える一冊です。
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ミューいしがせ便り 3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/

3月の休館日
9日月・23日月

ミューコラム 日本のジェンダーギャップ指数
　「ジェンダーギャップ指数」とは、経済・教育・健康・政治の4分野のデータを基
にして、各国の男女の格差を分析した指数です。
　2019年12月に発表された順位では、日本は世界153カ国のうち、121位でし
た。特に政治と経済の分野で、国会議員や管理職など、社会的なリーダーにおける
男女比に大きく偏りがあり、いずれも100位以下と、著しく低い評価となってい
ます。

①

③

②

④

ど
う
し
て
だ
ろ
う
？

セレトナ通信
予約方法

3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

3月の休館日　
2日月・9日月・16日月・
23日月・30日月

９:00～
開催日7日前まで

2 16日
セレトナの森の研究室⑩
　春に出会える鳥たち 

1日　9:30～11:30(雨天決行）
メジロ、ヒヨドリなど、春に出会える鳥た
ちを楽しく学びます。
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）

写真撮影講座④
　カワヅザクラを撮ろう

8日日　9:30～11:30(雨天決行）
写真の基礎を学び、カワヅザクラを撮ります。
定員　 10人（中学生以上・先着順・予約制）
講師　渡邊慎一郎さん（日本自然科学写真
協会会員）

初めての花壇づくりを楽しもう⑧ 
15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　 10人（中学生以上・先着順・予約制）
講師　桃原毅志さん（㈱桃原造園）

春のおはなし会 

22日日　14:00～15:00(雨天決行）

　絵本や紙芝居を使わないストーリーテ
リングのおはなし会です。お話に耳を澄
ませてみませんか？

定員　 20人（5歳以上・当日先着順）
講師　 森のなかま（大府ストーリーテリ

ングの会）
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　「食品ロス（フードロス）」という言葉をご存じですか？　まだ食
べられるのに廃棄された食品のことを指し、近年大きな社会問題
として取り上げられています。
　食品ロスを削減するために家庭でできるエコ活動として、「生
ごみ３きり運動」があります。①食材の「使いきり」②料理の「食べ
きり」③ごみに出すときの「水きり」、この三つの「きり」を実践す
ることで「食品ロス」を削減し、ごみを減量することができます。
　市ホームページでは大府市健康づくり食育推進員が考案した野
菜の皮や種まで残さず使った「エコクッキングレシピ」を紹介して
います。食品ロスはほんの少し意識を変えるだけで減らすことが
できます。一人一人ができることを行い、みんなで食品ロスを減
らしましょう。

3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

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。

食品ロスを削減しよう！

環境課  ☎(45)6223

▶  市ホームページ

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市政News　④おめでとうございます　⑤特集「10年後も「わたし」の大好きなま
ちで」　⑥Information　⑦情報パック　⑧図書館だより　⑨ウェルネスバレー通信　⑩セレトナ通信　⑪ミューいしがせ便り　⑫環境
News　⑬KURUTOナビ　⑭みんなで支える認知症　⑮健康カレンダー　⑯毎月の相談　⑰子育て情報　⑱フォトNews　⑲その他
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一度は食べてみたい
こだわりの一皿です‼

　高いグレードの黒毛和牛を使用したぜ
いたくなローストビーフ。
　日替わりのスープと採れたての野菜
を使ったサラダ、3種のおいしいデリに
十八穀米、ドリンク付きでボリューム満
点！
　単品、コースもご用意できます。毎日
数量限定となりますのでお早めに！

黒毛和牛ローストビーフ定食

　税込み1680円

単品1380円　※提供は15:00～

JR大府駅構内１階

物産ショップ 10:00～18:00
 ☎（51）4329
KURUTOカフェ ８:00～21:00
 ☎（77）4197
毎月1日定休（土日祝の場合は翌平日）

シェフのおすすめ
黒毛和牛ローストビーフ

KURUTOおおぶの健康講座
認知症とテクノロジー

　　　　　 3月12日木　15:00～16:30

米国で「神経学的セラピー用医療機器」として活躍し
ている介護ロボット「パロ」を紹介します。
定員　6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　2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

足の腫れ・むくみ　その原因と対策

　　　　　 3月27日金　15:00～16:30

足の腫れやむくみの原因や対処方法を、国立長寿医
療研究センター血管外科部長が教えます。
定員　6人（先着順・予約制）
料金　 800円（ドリンク・スイーツ付き）

認知症地域支援推進員 武藤

高齢障がい支援課  ☎(45)6289

若年性認知症を
ご存じですか？

　認知症は高齢になるほど発症のリスクが高くなりますが、若い世代でも認
知症になる可能性があります。65歳未満で発症する認知症を「若年性認知症」
と言います。

認知症サポーター養成2万人チャレンジ
現在15,248人（令和2年1月末時点）

若年性認知症とは

自分にできること
の多い初期の対応が大切で
す。まずは、相談できる人・
機関を訪ねて一歩踏み出しま
しょう。

ワンポイント
アドバイス

　年齢が若いため症状が現れても他の病気を疑ってしまい、受診が遅れる
ことが多いようです。更年期障がいやうつ病などとの区別も難しく、診断
にも時間がかかります。

　おかしいと思ったら早めにかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門医を紹
介してもらいましょう。そうすることでその後の対応の選択肢が広がります。

▼
▼

▼
▼

　簡単なミスが増え、仕事を続けることが難しくなり、場合によっては退
職せざるを得ないこともあります。現役世代では家計に大きな影響を与え
てしまいます。

　内容が変われば仕事を継続することができる場合もあるので、職場の人
に相談してみましょう。一人ではできなくなってしまったことでも、職場
や家族の協力を得ることでできるようになることもあります。

　　認知症と気付かず、診断が遅れやすい？！

　早期の発見・治療が大切

　何もかもできなくなるわけではありません

　　　現役世代に発症することが多い
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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

23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。2月17日月～

休日の当番医 ( 医科 )
とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

1日日 山田整形外科(中央町1ー105) ☎ (47)7011
8日日 村瀬医院(中央町2ー100) ☎ (46)2012
15日日 宮田整形外科・皮フ科(江端町3ー76) ☎ (46)7788
20日金 鷹羽外科医院(明成町1ー327） ☎ (47)4111
22日日 平野内科（月見町3ー129） ☎ (46)0030
29日日 診療所大府（吉川町1ー55） ☎ (46)7770

●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。

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。

●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) 19日木 13:00～15:40 言語聴覚士・保健師による相談
こども相談(予約不要) 25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。

こころの健康

　みんなは心の病気について考えたことあるかな？　人は誰もがストレスや悩みを抱えているも
のだよね。時にはイライラしたり、落ち込んだりすることもあるよね。そんなとき、ゆっくり休
養を取ったり、好きなことをしたりすることでリフレッシュができれば心配はないかな。でも、
調子が悪い状態が長く続いたり、どんどん状態が悪くなってしまったりしてしまうようなら、こ
ころの病気の可能性があるんだよ。こころの病気で最も多いのはうつ病なんだって。うつ病は早
期に発見して早期に治療を行えば十分に回復が望める病気だよ。心配な時は精神科や心療内科と
いったこころの専門の病院で受診してみてね。

3

休日の当番医 ( 歯科 )
とき 当直医 ( 所在地 ) 電話

8日日 寺田歯科医院(横根町名高山24) ☎(47)0777
●診療時間
　10:00～12:00

※ ４月から市内での休日の当番医（歯科）はありません。県内では休日の歯科診療をしている診療所・医療センターがあります
ので、緊急の場合は県歯科医師会ホームページでご確認ください。

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 健康の道駅西コース・4.0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
28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。

2020.2.1517

月の相談3
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・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 3月の相談はお休みします。 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206・207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・19日木・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

英語 平日　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　3月

◆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 3月はありません
二ツ池公園 27日金
※4月から子育てひろばはありません。
保育園の園庭開放 　各保育園
大　府 3月はありません
柊　山 7日土 9:30～11:00
共和東 3月はありません 
追　分 7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 5日木 9:30 ～ 11:00
桃　山 4日水 10:00～11:00
柊　山 3月はありません 
横　根 3月はありません 
北　崎 13日金 9:30～11:00
共和東 7日土 9:30～11:00
追　分 3日火 9:30～11:00
荒　池 3日火 10:00～11:00
共　長 5日木 10:00～11:00
長　草 10日火 10:00～11:00
吉　田 5日木・19日木 10:00～11:30
米　田 3日火 10:00～11:00
若　宮 3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

◆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

パパママサロン B  　　 　保健センター
妊夫体験、二人で学ぶ育児の話、赤ちゃんのお世話の実
習をします。
 1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 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。
 16日月（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。
 6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
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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！◆

大府大和明成保育園
　明成町2-262　 　（57）1237

当園では、豊かな情操を養い、協調性、思いやりの
ある人格が形成できるよう「見る目」（物事を探求する
目）・「聞く耳」（相手の話をしっかり聞く耳）・「語る口」
（思ったこと考えたことを話す口）を教育目標としてい
ます。地域の皆さんに愛され必要とされ、温かな雰囲
気の中、子どもたちの笑顔の絶えない安心して過ごせ
る園を目指し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）

 
 2月17日月から子どもステーションへ。
「1歳の子を持つ親の座談会」
トイレトレーニングについてみんなで話します。
 3日火（子どもステーション） 10:00～11:00
  市内在住の1歳児と保護者10組

　おおぶっこ広場（平日9:00～ 15:00）
子育て支援講座「食育講座」
乳幼児の食事や栄養について、市栄養士の話を聞きます。
 5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 
3日火・17日火・18日水・25日水 11:00～
（低学年まで） 1日日（小学生司書体験） 13:00～
  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・26日木 11:00～
デジタル紙芝居 28日土 11:00～
人形劇 30日月 11:00～
腹話術・エプロンシアター 31日火 11:00～

来てみて！
子どもステーション

ファミリー・サポートは、会員制で子育てを助け合う事業です。
子育てのお手伝いをしてほしい方（依頼会員）と、子育てのお手伝
いをしたい方（援助会員）を結び、地域で子育てをします。会員向
けの楽しいイベントもありますよ。
会員登録は子どもステーションで行っています。詳細は、市
ホームページをご覧ください。
子どもたちの笑顔を見ながら、子育てに関わる時間を持ちませ
んか？　皆さんの登録をお待ちしています。

ファミリー・サポートで、みんなで子育てしよう

2020.2.1519
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▲ステージで中国舞踊「ツアイ・ウェイ」が披露されました

　26日、市役所地下多目的ホールで、国際交流
デーが行われました。
　イベントには20カ国以上約500人が参加し、餅
つきや盆踊りなど日本文化を体験したほか、アフリ
カのボードゲーム・マンカラや中国舞踊など各国の
文化も楽しみました。イベントの最後には参加者全
員で『365日の紙飛行機』を歌い、歌い終えると紙飛
行機を飛ばし、イベントを締めくくりました。

　29日、横根町浜田周辺の水田で、ロボット技術やICTを活
用したスマート農機の実演会が開催されました。
　実演されたのはトラクターに乗車することなくタブレットで
操作するロボットトラクターや衛星を利用して自動運転を行う
オートトラクターなどで、最新技術に触れた若手農業者らは未
来の農業を体感していました。

　26日、市内7つの寺を巡拝する大府七福神めぐりが行われ、
御朱印を求める参拝客でにぎわいました。
　今回から初めての試みとして、愛三工業レーシングチームと
連携したサイクリングイベントが行われ、参加者は自転車で7
つの寺を巡りました。中には県外から参加した人もおり、七福
神に手を合わせ、今年一年の幸福を願っていました。

▼手を離して自動運転を体感する岡村市長 ▼地蔵寺の毘沙門尊天に手を合わせる参加者

1

手をつなごう世界と
国際交流デー

ICT活用　農業の未来を体感
若手農業者と農機メーカー連携　スマート農機実演会

七福神訪ねて開運
大府七福神めぐり


