図 書 館 だより
2月予約ランキング（一般書）

サマセット四姉妹の大冒険
レズリー・M・M・ブルーム／作 尾高薫／訳
中島梨絵／絵 ほるぷ出版

コーネリアの家の隣に引っ
越してきた作家ヴァージニア。
彼女の思い出話にコーネリア
はすっかり引き込まれていき
ます。言葉が本当の冒険へ変
わっていく、少女の成長物語
です。

アローブ図書館
☎（48）1808
開館時間：
9:00〜20:00
library@allobu.jp
http://library.allobu.
jp/

一度は見てみたい、世界の絶景や
魅力的な建造物の本を集めました。
読書で旅をしてみませんか？

https://city.obu.
aichi.jp/wv/

『Red』 島本理生 中央公論新社
『イマジン？』 有川ひろ 幻冬舎
『熱源』

川越宗一 文藝春秋

棚番号67

「クイズ大人の日本史221」や「大人の算数パズ
ル計算ストレッチ」など、頭の体操をすることが
できるコンテンツが入りました。
電子図書館のその他のコンテンツは、電子図書
館ページからご覧いただけます。家の中で過ごす
ことが多い今、ぜひお楽しみください。

ウェルネスバレー通信

ウェルネスバレー
推進課
☎（45）6255

今野敏 新潮社

電子図書館の新着資料

〜 6月14日

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。

『清明』

世界の絶景 名建築

5月の休館日
18日

『ライオンのおやつ』
小川糸 ポプラ社

ウェルネスバレーの

イチ 押し

5月号

ウェルネスバレー機関が開発・改良に関わり、推進協議会が認定した
健康長寿関連商品「ウェルネスバレーブランド」を紹介します

㈱アペックス とろみ自動調理機
世界初の、とろみをつけた飲料を提供する自動販売機を、
市役所健康ロビーに設置しています。
コーヒーやお茶などの飲み物に、ボタン１つでとろみをつ
けることができます。とろみの濃さは三段階。飲みやすいと
ろみをつけてみてください。

ウェルネスバレーイベント情報
健康づくりウォーキング教室
13日
10:00 〜 12:00
講義と実技を通してウォーキングを学びます（無料・要
予約・先着30人）。
所 あいち健康の森公園交流センターレクチャールーム
問 あいち健康の森公園 ☎（47）9222

健森自然観察会「虫・花・樹をさがそう」
24日
10:00 〜 12:00
知多自然観察会の講師とともに生きものたちの谷を散策
し、観察学習をします（無料・要予約・先着20人）。
所 あいち健康の森公園管理棟ロビー
問 あいち健康の森公園 ☎（47）9222

詳細は、各担当課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
2020.4.15
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：おおぶ一生元気ポイント対象事業

5月号

セレトナ通 信
予約方法

絵手紙大好き①

自然体験

森のようちえん体験①

季節の絵手紙を描いて贈ろう

4

16

９:00
〜開催日7日前まで
▶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。

二ツ池セレトナ
☎（44）4531
開館時間：
9:00〜17:00
info@seletona.com
http://www.seletona.
com
5月の休館日
7日 ・11日 ・18日
・25日

31日
10:00〜11：30（雨天決行）
3日
9:30〜11:30(雨天決行） 親子で自然あそびを楽しみましょう。
母の日をテーマに作品を仕上げます。親子 定員 2 〜３歳児とその保護者10組（先着順・
予約制）
や初心者でも楽しむことができます。
定員 20人（先着順・予約制）
講師 近藤綾子さん（おさんぽや「なないろ」）
講師 中島征子さん（ことのは屋）
花壇に集まれ①

10日

セレトナ緑花大作戦
9:30〜11:30(雨天決行）

花壇の作り方や手入れの仕方を学びます。
公園の清掃活動も行います。
定員 20人（18歳以上・先着順・予約制）
講師 桃原毅志さん（桃原造園㈱）

春のオカリナコンサート
オカリナ工房の愉快な仲間たちが奏で
るメロディーをお楽しみください。
24 日

セレトナの森の研究室②

昆虫おもしろ講座
17日

9:30〜11:30(雨天決行）

春の虫たち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）

13:30〜15:30( 雨天決行）

定員 なし（予約不要）
演奏 袴田勲・ピーポのオカリナ工房の
仲間たち

KURUTO ナビ
ヘルシーでボリュームたっぷりなランチ

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）

週替わりランチプレート（数量限定）
税込み990円

KURUTOカフェでは、一番人気の週替わりラン
チプレートのほか、米粉を使った生地から作るこだ
わりのキッシュ、タニタ食堂とコラボした蒸し野菜
をたっぷりのせたカレーなど、ヘルシーでボリュー
ムたっぷりのランチが盛りだくさんです。ぜひお越
しください。

4月25日 〜５月6日 まで 2周年記念イベント開催
おかげさまでKURUTOおおぶは２周年を迎えることができました。日頃の感謝の気
持ちを込めて、KURUTOおおぶにて税込み500円以上ご利用いただいた方に先着です
てきなプレゼントを用意しています。

KURUTOおおぶの健康講座
年をとってから始める「腰痛との付き合い方」

申込方法
4

16

5月29日
〜

10:00〜18：00

▶ 電話または直接
物産ショップへ。

15:00 〜 16:30

原因がはっきりしないことも多く、完全に治すことが難しいと言われる腰痛。しかし分かっ
ていることもたくさんあります。「どうして腰が痛くなるのか」を知ることで、腰痛と上手に
付き合うこつを、国立長寿医療研究センター整形外科部長酒井義人さんから学びます。
定員 21人（先着順・予約制）
料金 800円（ドリンク・スイーツ付き）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを延期・中止する場合があります。
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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。

5月の特定健康診査（集団健診）中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5月に予定していた次の施設での特定健康診査を中止します。
▼

今後の特定健康診査の日程については、広報おおぶおよび市ホームページでお知らせします。
5月に中止する施設

▼

木の山公民館、三ツ屋公民館、東山公民館、大府公民館、神田公民館、長草公民館、保健センター
その他
人間ドック、レディースドック、がん検診は予定どおり予約制で実施します。詳細は、広報おおぶ4月1日
号同時配布物「成人健康診査案内」または市ホームページをご覧ください。

▼
▼

新型コロナウイルス感染予防のためにできること
次の症状がある方は
「帰国者・接触者相談センター」に相談しましょう

☎

日常生活でできること

□せっけん・アルコール消毒液などで手洗いをしよう
□咳などの症状がある場合はマスクを着用しよう
□人混みはできるだけ避けよう

⒈風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が 4 日以上続いている
⒉強いだるさや息苦しさがある
※高齢者や基礎疾患のある方は上の状態が２日程度続く場合
帰国者・接触者相談センター ☎（32）1699

休日の当番医
とき

当直医 ( 所在地 )

電話

3日

村瀬医院(中央町2ー100)

☎ (46)2012

4日

宮田整形外科・皮フ科(江端町3ー76)

☎ (46)7788

5日

鷹羽外科医院(明成町1ー327)

☎ (47)4111

6日

平野内科(月見町3ー129）

☎ (46)0030

10日

みやはら医院(森岡町1ー188）

☎ (44)6711

17日

ゆき皮フ科クリニック(一屋町4ー84）

☎ (44)9100

24日

なだか山クリニック(横根町名高山5ー26）

☎ (46)7566

31日

みどりの森クリニック（江端町5ー174）

☎ (46)1580

みんなでウォーキング
とき

●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

集合場所

コース・距離

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5月は
中止します。

とき

場所

内容

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5月は
中止します。

コグニバイク使い方講習会
とき

時 間

25日

13：30

内容
利用方法の説明・利用者登録

相談
相談名

とき

ことばの相談(予約制)

14日

こども相談(予約不要)

21日

受付時間

内容

13:00〜14:20 医師による相談

●場所 保健センター
※予約制

●場所 保健センター
※こども相談の番号札は
8:45から配布

9:00〜10:00 乳幼児の健康・栄養・歯科に関すること

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。

2020.4.15
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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。

月の相談

＝予約制、
相談種目／相談員

法律

日時

／弁護士

8日・15日・22日・29日

人権／人権擁護委員

7日・28日

行政／行政相談委員

21日

13:30〜16:30

登記／司法書士

13日

13:30〜16:30

不動産取引／宅地建物取引業協会員

20日

13:30〜16:30

よろず相談／よろず相談員

7日・14日・21日・28日

障がい者の悩み事／障がい者相談員

12日

障がい児の発達・療育など
／社会福祉士ほか

平日 8:30〜17:15

＝電話相談可、

＝訪問相談可

会場／問い合わせ
13:30〜16:30

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）

13:30〜16:30

10:00〜12:00（11:30まで受付）スピカ／高齢障がい支援課 ☎ (45)6289
スピカ
／障がい者相談支援センター ☎ (48)3011

①／高齢者相談支援センター ☎ (45)5455
高齢者の生活・医療・介護・認知症など／ 平日 8:30〜17:15 JR 西側地域…
社会福祉士・看護師ほか
①スピカ JR東側地域…②社会福祉協議会 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
介護サービス利用に関する法律相談
弁護士

／

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
年金

／日本年金機構職員

消費生活

／

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

5月の相談はお休みします
(6月の予約受付は5月8日 〜21日 )

知多北部広域連合総務課 ☎052（689）1651

7日

スピカ／知多地域成年後見センター ☎ (39)2663

12日

13:30〜16:30
9:45〜12:00 ／ 13:00〜15:15

〜 （祝日を除く） 9:30〜12:30
／ 13:30〜15:30（15:00まで受付）

／消費生活相談員

平日 9:00〜16:30（

子育て

／地域子育て支援士

乳幼児の生活・発達
児童の生活

は 16:00 まで）県消費生活総合センター ☎ 052(962)0999
子どもステーション ☎ (46)2100

・ ／専門相談員ほか 平日 9:00〜16:00

子どもステーション ☎ (47)2200

／家庭児童相談員

女性の悩み事電話／女性問題相談員
学校生活の悩みなど

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

平日 8:30〜17:00

子育て支援課 ☎ (46)2143

毎日（休館日を除く） 9:00〜16:30

ミューいしがせ ☎ (44)9117
※面談 も可能

／スクールカウンセラー 平日 9:00〜16:00

ひきこもりやニート、不登校など
臨床心理士ほか

／

ポルトガル語

外国人の
ための相談／ 中国語
外国語相談員 ベトナム語
英語

1日 ・12日 ・15日 ・26日
13:30〜16:20
13日・20日・27日
13:00〜17:00
13日

13:00〜17:00

27日

13:00〜17:00

／日本政策金融公庫職員

職業・生活／職業相談員

スピカ／レインボーハウス ☎ (44)9400
スピカ／社会福祉協議会 ☎ (48)1805
※相談時間は、1人50分まで
青少年女性課 ☎(45)6219 ※ポルトガル
語のみ、13日・27日 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。

平日 13:00〜17:00

新規創業／
平日 9:00〜12:00 ／ 13:00〜17:00
大府中小企業支援センターコーディネーター
事業用資金

NTT西日本大府ビル１階
／消費生活センター ☎ (45)4538

平日 8:30〜17:00

／子ども家庭相談員

児童の生活・虐待

市役所２階 204 会議室
／保険医療課 ☎ (45)6330

18日

10:00〜12:00

平日 9:00〜16:30

若者職業自立支援／キャリアコンサルタント 27日

商工会議所 ☎ (47)5000

14:00〜16:00

NTT西日本大府ビル１階／ワークプラザおおぶ ☎(48)6160
スピカ／商工労政課 ☎ (45)6227

市・県などの臨時相談会
9:30〜16:30
早期教育相談（0歳〜年長児の障がいや就学 7月27日 ・28日
（予約受付は6月16日 まで）
などで気になることについて）
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阿久比町立中央公民館（阿久比町大字卯坂) ／
学校教育課 ☎ (46)3332

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを延期・中止する場合があり
ます。詳細は各担当課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

子育て情報 5月

◆みんなで遊ぼう◆
保育園の園庭開放

◆もうすぐママ◆

各保育園

プレママ交流会

大 府

5月はありません

5月はありません

柊 山

5月はありません

追 分

5月はありません

共 長

5月はありません

保育園開放

各保育園

大 府

5月はありません

桃 山

5月はありません

柊 山

5月はありません

横 根

5月はありません

北 崎

5月はありません

追 分

5月はありません

荒 池

5月はありません

共 長

5月はありません

長 草

子どもステーション

パパママサロン B

・

保健センター

妊夫体験や育児の話、赤ちゃんのお世話の実習をします。
9:00〜12:00

17日 （保健センター）

妊娠 7 カ月以降の妊婦とそのパートナー
5 月 15 日 までに保健センターへ。

◆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

13日

※

5月はありません

8〜10カ月

20日

※

吉 田

5月はありません

11カ月〜

27日

米 田

5月はありません

東山児童老人福祉センター 〜７カ月

若 宮

5月はありません

8カ月〜

18日

神田児童老人福祉センター 〜７カ月

11日

8カ月〜

25日

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
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

土曜日

12:30 〜 17:00

さくらんぼの会（多胎児交流会）

お休み

子どもステーション

12日 ※・26日 （子どもステーション）

10:00〜11:30
▶26日は保健師が来ます
神田っ子プラザ
神田っ子プラザ

◆図書館のイベント◆

※13日と20日の０歳児を持つ親の交流会と、
12日のさくらんぼの会は、空調設備工事の
関 係 で、 開 催 で き な い 場 合 が あ り ま す。
ホームページでご確認ください。

アローブ図書館
読み聞かせ

5月はありません

ストーリー・テリング（5歳以上） 5月はありません
わらべうた

5月はありません

紙芝居

5月はありません

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。
8日 （保健センター）

9:30〜11:15

7〜8 カ月児とその保護者
100円

児童（老人福祉）センター 9:00〜18:00 嬢第２・４ ・

子どもステーション 9:00〜17:00 嬢 ・ ・
北山 ☎（48）2771 共長 ☎（48）4121 大府 ☎（46）1090 神田 ☎（48）8822
☎（44）4541 ☎（47）2438
東山 ☎（44）8899 共和西 ☎（48）1200 吉田 ☎（46）5220 石ケ瀬 ☎（44）4678 おおぶっこ広場 10:00〜15:00 嬢 ・ ・
☎（46）4152
神田っ子プラザ ☎（46）0567
☎（47）8000
保健センター 8:30〜17:15 嬢 ・ ・
おぶいく
アローブ図書館 9:00〜20:00 嬢第 3 （祝日の場合は翌平日） ☎（48）1808 おおぶ妊産婦相談室 8:30〜17:15 嬢 ・ ・
☎（57）0219
2020.4.15
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：日時

: 対象

：申し込み

親子でおうち遊び

：問い合わせ

：おおぶ一生元気ポイント対象事業

◆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）

おうちの中で体を動かして楽しく過ごすことのできる、
新聞紙を使った遊びを紹介します。

子育て支援講座「大府市の子育て支援について」

小さくビリビリ。細長くビリビリ。放り上げてヒラヒ
ラ。最後にもぐってみよう！

地域子育て支援士による大府市の子育て支援の紹介
21日 （子どもステーション）10:30〜11:30

楽しんだら、「よーいドン」で親子
で一緒に袋に詰めて、ふんわりボー
ル遊び！ 的当てや、サッカーをし
てみよう。

どなたでも

子育て支援講座「交通安全の話」
交通指導員による交通安全の話
29日 （子どもステーション）10:30〜11:30

ママ、がんばってるよね

どなたでも

ずっと親子だけで過ごしていて、つらくなったり、
ストレスを感じたりする時には、電話などで誰かに話
してください。

おおぶっこ広場（平日9:00〜15:00）

子どもステーションでも相談業務と
ファミリーサポート業務を行っています。
市ホームページで相談窓口を紹介してい
ます。ぜひ利用してくださいね。

子育て支援講座「要注意 鼻水の色で分かるママ診断」
子どもの病気・風邪の症状についての話
20日 （おおぶっこ広場）

11:00〜12:00

どなたでも

広報おおぶの
紙面を飾ってくださる方を大募集

子育て支援講座
「赤ちゃんの健康管理、ミネラルって何？」
乳幼児の食事とミネラルの大切さについての話

「みんなにごあいさつ」や、「表紙などの読者モデル」
を募集しています。掲載された方には、掲載した写真
を広報おおぶの表紙風に加工してプレゼントします。
記念に1枚いかがですか？ 詳細は市ホームページを
ご覧ください。

29日 （おおぶっこ広場）

11:00〜12:00

どなたでも

◆保育園の親子半日体験入園◆

問い合わせ 広報広聴課 ☎（45）6214
死koho-obu@ma.medias.ne.jp

5 月・6 月の親子半日体験入園はありません。

3歳以下のおおぶキッズをご紹介

りつ

掲載希望の方は広報広聴課へご連絡ください。
広報広聴課 ☎（45）6214
ことみ

谷江 律くん

早川 采美ちゃん

0歳

0歳

元気いっぱいでちょっぴり甘えん
坊な律くん。指しゃぶりが大好き
で、キックが得意です！ 大き
な声の律語？でおしゃべりもでき
ます♪ いつもかわいい笑顔をあ
りがとう♥ 健やかに育ってね。

いつも元気で笑顔のかわいい自慢
の天使です♡ 一生懸命立とうと
する姿、ゲラゲラ声を出して笑う
姿、寝ている姿も全部メロメロで
す。これからも笑顔を絶やさず明
るく健やかに育ってね！

保育園、児童（老人福祉）センター、子どもステーションで、子育てに関する相談を受け付けています。
小児救急相談 19:00 〜翌朝 8:00 嬢なし
保 育 園 嬢 ・
☎＃ 8000 ☎ 052（962）9900（短縮番号を利用できない場合） 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
乳幼児育児相談 9:00〜16:00 ☎（47）2200 嬢 ・ ・
共長 ☎（47）6131 長草 ☎（46）2048 吉田 ☎（46）0758 米田 ☎（47）7823
https://www.city.obu.aichi.jp/sodan/1006190.html
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久しぶりの再会に笑顔

月

19日に小学校の卒業式、26日に保育園の卒園式が行われました。
今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、式典の規模縮小や出
席者の制限、ライブ中継での視聴など、教員や保育士らが工夫を凝らして
教え子の門出を祝いました。大東小学校の中川校長は「一日一日を大事に過
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ごすことの大切さを知ったのではないでしょうか。悔いのない毎日を過ご
してください」と式辞を述べました。子どもたちは、久しぶりに会った友達

ҡ ಅ ࡸ

や先生との別れを惜しんでいました。
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■発行 / 大府市 〒 474-8701 愛知県大府市中央町五丁目 70

■電話 /0562(47)2111

▲荒池保育園での卒園式の様子

▼左から東海農政局の坂治己部長、スリーシーズ合同会社の杉山
修一代表、岡村市長

▲大東小学校での卒業式の様子

▼鈴木バイオリン製造㈱の鈴木隆社長（左）、岡村市長（右）

■企画・編集 / 広報広聴課
■Ｅメール /koho-obu@ma.medias.ne.jp

■電話 /0562(45)6214 ■ FAX/0562(48)4808 ■印刷 /( 株 ) ソーゴー

大府の特産品になることを目指して

75年ぶりに帰還 鈴木政吉像

スリーシーズ合同会社への総合化事業計画認定証交付式

鈴木政吉胸像寄贈に対する感謝状贈呈式

16日、市役所でスリーシーズ合同会社に東海農政局から6次産

12日、戦前、大府にバイオリン工場を構えた鈴木バイオリン製

業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定証が交付されま

造㈱の創業者・鈴木政吉の胸像が鈴木バイオリン製造㈱から市に寄

した。認定証は農業従事者などが農産物の生産と加工、販売を一

贈されたことを受け、感謝状が贈呈されました。この胸像は政吉の

体的に行う活動計画について、農林水産大臣が交付するもの。同

功績をたたえ1940年に大府分工場に建てられたもので、1945年

社は昨年10月、構造改革特区により酒造免許を取得し、自ら生

に戦火を逃れるため大府を離れていました。この度政吉のひ孫にあ

産した米でどぶろく製造を開始。認定を受けた同社の杉山修一代

たる鈴木バイオリン製造㈱の鈴木隆代表取締役社長から「胸像を大

表は「自然栽培の米の粒を感じられるどぶろくを作ります。大府

府に寄贈したい」との申し出があり、75年ぶりに大府への帰還が実

の特産品になることを目指します」と決意を語りました。

現しました。設置場所も含めた展示方法は今後検討する予定です。

