
子育て情報　7月

7 月の開催中止が決定しているイベント
（6月9日現在）

最新の情報は市ホームページなどでお知らせします。

◆もうすぐママ◆　
プレママ交流会　

◆赤ちゃんママ◆　
０歳児を持つ親の交流会・さくらんぼの会　

◆みんなで遊ぼう◆　
保育園の園庭開放・園開放・あんぱんまん　

◆保育園の親子半日体験入園◆　
親子半日体験入園

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。

◆赤ちゃんママ◆
離乳食教室    ・ 　保健センター
離乳食や赤ちゃんの歯についての話をします。試食はありません。
 8日水（保健センター） 10:00～11:15
 7～8カ月児とその保護者　

もうすぐ1歳だね♡　いろいろな
ことが少しずつできるようになっ
てきてパパもママもうれしいよ！　
怜くんのかわいい笑顔に毎日癒や
されてます( ^ω^ )　これからも
たくさんの成長を見せてね☆

尾前 怜
れい

くん

おおぶっこの仲間入りして半年余
り。とてもおてんば娘の萌生ちゃ
ん、家の中でも外でもじっとなん
かしていられない！　パパとマ
マは追いかけるの大変。元気に、
よく食べて大きくなってね！

大竹 萌
め い

生ちゃん
2歳 0歳

◆図書館のイベント◆
    　アローブ図書館
読み聞かせなどの開催については、決定次第、
図書館ホームページでお知らせいたします。

図書館ホームページ

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、子育てに関する相談を受け付けています。
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

広報おおぶの紙面を飾ってくださる方を大募集!
「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。

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

3歳以下のおおぶキッズをご紹介！　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
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ウェルネスバレーイベント情報

ウェルネスバレー通信 7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。

カレー粉作りと座学「感染症予防について」
19日日　10:00～11:30

スパイスに親しみ、カレーでおいしく健康に。感染
症予防についても学びます（300円・要予約・先着
30人）。
所・問　あいち健康の森薬草園　☎（43）0021

ミツバチ観察＆はちみつ搾り体験
26日日　10:00～12:00

ミツバチの生態について観察し、はちみつを搾る体
験をします。搾りたてはちみつの試食とお土産付き
（1500円／ 1組・要予約・先着15組）。
所・問　あいち健康の森管理事務所 　☎（47）9222

　こんにちは。介護を必要とする高齢者が暮らす施設、
フラワーサーチ大府の施設長　鈴木です。
　ここのイチオシは、イベントが多いこと。毎日行う
体操や家庭菜園、地域の皆さんと一緒に楽しむお祭り
や体験のほか、いざというときに対応するための応急
訓練など。楽しさと、安心を両立して開催しています。
　施設に関する相談なども随時受け付けて
います。

楽しさと安心のイベントをたくさん開催ウェルネスバレーの
イチ押し

施設長　鈴木智貴

株式会社オリジン「フラワーサーチ大府」　☎（44）1616

『流浪の月』　 凪良ゆう　東京創元社

『クスノキの番人』　 
 東野圭吾　実業之日本社

『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

『暴虎の牙』　 
 柚月裕子　KADOKAWA

『ライオンのおやつ』　 小川糸　ポプラ社

4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/
7月の休館日　
20日月

　図書館ホームページ上で借りて、スマホやパソ
コンで見ることのできる電子図書館。図書館ホー
ムページ上部メニューからご利用いただけます。
　今回ご紹介するのは「健康特集」。料理のレシピ
や良い睡眠のとり方、体と病気の仕組み、心の不
調の治し方など、健康に関する本を集めました。
ぜひご利用ください。

電子図書館の「健康特集」

常設　棚番号21

認知症支援コーナーを新設
　認知症に関する不安のある方や、
認知症の症状を持つ家族のいる方な
どのために、さまざまな視点から認
知症を知ることのできるコーナーを
新設しました。

新選組と刀
伊東成郎／著　河出書房新社

　幕末に活躍した新選組。剣
技を磨いた新選組にとって、
刀剣はまさしく武士の魂その
ものでした。気鋭の研究者が、
佩
はいとう

刀、鞘
さや

、用
ようたしとぎし

達研師、標準刀、
手槍、鍔

つば

などの新選組にまつ
わる剣の実際に迫る一冊です。

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。
142020.6.15



ランチもディナーも、お持ち帰りで！
　ご好評いただいているKURUTOのテイクア
ウト。ランチのテイクアウトには人気のキッ
シュが仲間入りしました。ディナータイムに
は、ランチの一番人気で週替わりのメインが
のった「KURUTO丼」と、知多牛を使用した「特
製ローストビーフ丼」もお持ち帰りいただける
ようになりました。ぜひご自宅でもお楽しみく
ださい。

JR大府駅構内１階
物 産ショップ 
11:00～18:00 
☎（51）4329
K URUTOカフェ 
11:00～20:00 
☎（77）4197
毎月1日定休（土日祝の
場合は翌平日）

KURUTOナビ

市制50周年記念ポロシャツ販売中
　物産ショップでは、市制50周年を記念した特製ポロ
シャツを販売しています。さわやかな青色で涼しく過ご
せる素材を使用しています。限定商品のため、店頭在庫
がなくなり次第終了となります。お早めにお求めくださ
い。在庫についてはショップスタッフまでお問い合わせ
ください。

ポロシャツ各サイズ（SS～ LL）　1着税込み1500円

※ 新型コロナウイルス
感染症の影響に伴い、
営業時間を変更して
います。

テイクアウトで楽しめる新メニュー

▲特製ローストビーフ丼
　税込み1100円（15：00から）

セレトナ通信
予約方法

7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
7月の休館日
6日月・13日月・20日
月・27日月

９:00～
開催日7日前まで

6
16火

写真大好き①　 
セレトナの自然を写そう

5日日　13:30～15:30(雨天決行）
写真の基礎を学びながら、季節ごとの写真
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）

セレトナの森の研究室④　 
樹液と灯火に集まる虫たち

10日金　19:30～21:00(雨天決行）
今夜は虫のおまつりだ！　樹液と灯火に集
まる虫たちを楽しく学びます。
定員　 20人（先着順・予約制）
講師　水野利彦さん（知多自然観察会）

絵手紙大好き③　 
季節の絵手紙を描いて贈ろう

12日日　9:30～11:30(雨天決行）
暑中見舞いをテーマに作品を仕上げます。 
親子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　中島征子さん（ことのは屋）

花壇に集まれ③　 
セレトナ緑化大作戦

19日日　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）

 

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。
15 2020.6.15



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
とき 当直医 (所在地 ) 電話

5日日 産院いしがせの森(森岡町1ー193) ☎ (44)4131
12日日 つかむら医院(東新町2ー258） ☎ (48)0088
19日日 今井眼科(中央町3ー67） ☎ (47)7364
23日木 めいせい志賀クリニック（明成町2ー280ー1） ☎ (45)5959
24日金 大府こころのクリニック（柊山町1ー175ー1　2階） ☎ (46)2002
26日日 もりした整形外科（明成町3ー55ー1） ☎ (46)0088

●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。

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」

7

　新型コロナウイルスの出現に伴い、日常生活の中で感染予防対策のための新しい生活様式を実
践していく必要があるよ。厚生労働省は、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を具
体的にイメージできるよう、実践例を次のように示したよ。

□ 人との間隔は、できるだけ2ⅿ（最低1ⅿ）空ける。
□ 遊びに行くならできるだけ屋内より屋外を選ぶ。
□ 会話をする時は、できるだけ真正面を避ける。
□ 外出時、屋内にいる時や会話をする時は、症状がなくてもマスクを着用する。
□ 家に帰ったら、まず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える。シャワーを浴びる。
□ 手洗いは30秒程度かけて水とせっけんで丁寧に洗う。

　他にも、買い物や娯楽、スポーツ、公共交通機関の利用、食事などの場面別の生活様式や働き
方の新しいスタイルの例が示されているので確認してみてね。

コグニバイク使い方講習会 
とき 時　間 内容

28日火 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

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります。

相談
相談名 とき 受付時間 内容

こども相談(予約不要) 16日木 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

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります。

▲厚生労働省HP

新しい生活様式の実践例

みんなで体操 
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、

7月は中止します。

みんなでウォーキング 
とき 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、

7月は中止します。
▼貸出期間　6月16日火～

▼貸出場所　健康増進課（保健センター内）

▼対象　市内在住の方

▼料金　無料
　認知症予防・コグニサイズの説明とストレッチ

やエクササイズの方法が分かる動画です。

「コグニサイズで認知症予防」
のDVDを貸し出しします

162020.6.15



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。

2020.6.1517

月の相談7
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律 ／弁護士  3日・10日・17日・31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 2日木　13:30～16:30

行政／行政相談委員 16日木　13:30～16:30

登記／司法書士 1日水　13:30～16:30

不動産取引／宅地建物取引業協会員 15日水　13:30～16:30

よろず相談／よろず相談員 2日・9日・16日木　13:30～16:30

障がい者の悩み事／障がい者相談員 2日木　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　JR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

7月の相談はお休みします
(8月の予約受付は7月8日水～21日火) 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 2日木　13:30～16:30 応相談／知多地域成年後見センター　☎(39)2663

年金 ／日本年金機構職員 14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 ミューいしがせ　☎ (44)9117
※面談 も可能

学校生活の悩みなど ／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

ひきこもりやニート、不登校など ／
臨床心理士ほか

3日金・14日火・17日金・28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 1日・8日・15日・22日・29日水
13:00～17:00 青少年女性課　☎(45)6219　※ポルトガル

語のみ、8日・22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 8日水　13:00～17:00

ベトナム語 22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 7月の相談はお休みします

職業・生活／職業相談員 平日　9:00～16:30 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 22日水　14:00～16:00 スピカ／商工労政課　☎ (45)6227

＝予約制、 ＝電話相談可、 ＝訪問相談可※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります。
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▲いつもよりみんなと離れて授業を受けます▲こまめに手洗いをします▲登校時に健康チェックカードを提出します

　1日、新型コロナウイルス感染症の影響で休
校していた市内小・中学校が約3カ月ぶりに再
開。大東小学校では岡村市長や豊田俊道東海警
察署長らが、登校してくる子どもたちを出迎え
ました。この日は感染防止のため、全校生徒が
集まる形での始業式は実施せず、各教室の電子
黒板を介して行われました。

6

久しぶりにみんなで登校

春の叙勲
広報広聴課　☎（45）6214

高齢者叙勲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  秘書人事課　☎（45）6211

春の叙勲で、市内から次の皆さんが受章しました（敬称略）。

高齢者叙勲で、市内から次の皆さんが受章しました（敬称略）。

毅瑞宝双光章（教育功労）　　　森誠一（米田町）

毅瑞宝双光章（郵政事業功労）　岡本　夫（桃山町）

旭日中綬章（地方自治功労）

深谷勝彦（若草町）

旭日双光章（地方自治功労）

深谷直史（森岡町）

瑞宝単光章（消防功労）

加古雅則（長草町）


