
双子のゆと・はやとです。母ちゃんと父ちゃんの所
に来てくれてありがと♡　毎日元気に成長していく
あなたたちと過ごすことができてとっても幸せです
よ。これからも家族仲良く笑顔でいようね☆

石原 唯
ゆ と

糸ちゃん　颯
はやと

人くん

3歳

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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大府市役所
広報広聴課　行

2021 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おめでとうございます　⑤情報パック　⑥みんなにごあいさつ　
⑦子育て情報　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　⑪KURUTOナビ　⑫健康カレンダー　⑬毎月の相談　⑭
フォトNews　⑮その他
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広　吿
財源確保などのため、有料広告を掲載しています。



子育て情報　8月
8 月の開催中止が決定しているイベント（7月 6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・パパ◆　
プレママ交流会　

◆赤ちゃんママ・パパ◆　
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

◆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。

◆もうすぐママ・パパ◆
パパママサロン A  ・ 　保健センター

沐
もくよく

浴体験や妊娠生活のこつを学びます。

 6日木（保健センター） 9:30～12:00
 妊婦とそのパートナー

パパママサロン B ・ 　保健センター

正しい抱っこや着替え、オムツ交換の方法のほか、泣き止まないとき
の対応などについて、ライブ配信します。質問タイムもあります。 
※この講座は保健センターではなく、ご自宅での試聴となります。

 22日土（インスタライブ） 9:30～10:00頃
 妊婦とそのパートナー

◆赤ちゃんママ・パパ◆
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。
 4日火（保健センター） 10:00～11:15
 7～8カ月児とその保護者　

◆図書館のイベント◆
  　アローブ図書館
読み聞かせ 
4日火・12日水・18日火・26日水 11:00～
（低学年まで） 2日日・8日土  14:00～
（高学年まで）毎週土（8日を除く） 14:00～
ストーリー・テリング（5歳以上） 8日土 10:30～
わらべうた 27日木 11:00～
紙芝居 22日土 11:00～

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

2020.7.159

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
 11:00～11:30 15:00～15:20
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

◆みんなで遊ぼう◆



ウェルネスバレーイベント情報

ウェルネスバレー通信 8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。

ウクレレしょうべいと 
一緒に歌いましょう

11日火　13:30～14:30
懐かしい歌謡曲を一緒に歌います
（無料・予約不要）。
所　あいち健康の森交流センター前
問　あいち健康の森管理事務所 
　☎（47）9222

カフェくちなし
16日日　10:00～12:00

カフェタイムのあと、10時45分
から月替わりのイベントを予定し
ています（200円・お茶菓子付・
要予約）。
所 ・問　認知症介護研究・研修 
大府センター　☎（44）5551

ザリガニを釣ってみよう
23日日　9:30～11:30

生きもの達の谷にある小川で、 
ザリガニ釣りに挑戦します（無料・
要予約・定員10組）。
所　あいち健康の森公園　会議室
問　あいち健康の森管理事務所 
　☎（47）9222

　こんにちは。認知症介護研究・研修大府センターの
花井です。ここでは、基本的に毎月第２日曜日の午前
に、認知症のある方やその家族のほか、地域の人が参
加できる「カフェくちなし」を開催しています。
　認知症に関するさまざまな知識を持つ介護のプロが、
皆さんの日頃の悩みにお答えします。講座やミニコン
サートなども行っていますので、気軽にご
参加ください。

認知症について気軽に話すことのできるカフェウェルネスバレーの
イチ押し

　庶務係長　花井真季

認知症介護研究・研修大府センター　☎（44）5551

『カケラ』　 　湊かなえ　集英社
『流浪の月』　 凪良ゆう　東京創元社
『逆ソクラテス』　 伊坂幸太郎　集英社

『クスノキの番人』　 
 東野圭吾　実業之日本社

『一週間であなたの肌は変わります』 
　 石井美保　講談社

5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/
8月の休館日　
17日月

　市内で活躍する「デジタル紙芝居お山の杉の子」
のあいばまさやすさんの新作デジタル絵本が入り
ました。友好都市遠野市の民話をもとにした紙芝
居です。こちらの絵本はログイン不要ですぐ視聴
することができます。図書館ホームページ上部の
「電子図書館」からご覧ください。

民話のデジタル絵本が入りました

8月16日日まで　棚番号67

世界の絶景・名建築
　読書で旅をするのはいかが？　
　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。

教養としての将棋　
おとなのための『盤外講座』

梅原猛・羽生善治・尾本恵市／著　講談社

　「観
み

るファン」のための本格的
将棋ガイド。著名な棋士や哲学
者、考古学者といった識者たち
が、それぞれの立場から盤の外
に広がっている将棋の豊かな魅
力を説く一冊です。

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。 102020.7.15



旬をまるごと！
人気№1の桃パフェはいかが？

　ついに始まりました。旬の桃をたっぷり使用し
たKURUTOの桃パフェ。パフェの中には昨年好
評いただいたピスタチオのアイスクリームやフ
ローズンの桃。そしてもちろん、トッピングには
ほとんど丸ごと1個のフレッシュな桃！　今年は
自家製ヨーグルトのブラマンジェや、アクセント
にザクロのソースを加えています。
　去年とはまた違った味わいを楽めるKURUTO
の桃パフェ。ミニパフェ（カップKURUTOパ
フェ）もあるので、ぜひご賞味ください。

JR大府駅構内１階
物 産ショップ 
10:00～18:00 
☎（51）4329

K URUTOカフェ 
9:00～20:00 
☎（77）4197
毎月1日定休（土日祝の
場合は翌平日）

※ 新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め、営業時間を変更
しています。

KURUTOナビ

▲ KURUTOパフェ (桃） 税込990円
　カップKURUTOパフェ（桃）　税込680円
　（14：00から）

木曽川源流の湧水

「おおぶの源水」
　３種類のおぶちゃんから選べる「おおぶの源水」。
物産ショップで販売しています。

1本（500㍉㍑ ) 税込110円

セレトナ通信
予約方法

8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
8月の休館日
3日月・11日火・17日月・
24日月・31日月

９:00～
開催日7日前まで

7
16木

写真大好き②　 
セレトナの自然を写そう

2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）

自然大好き②　夜の大人のからさわぎ 
7日金　18:00～19:30(雨天決行）

二ツ池公園や自然の不思議に関する豆知識を
語り合います。
定員　 20人（18歳以上のみ・先着順・予約制）
講師　吉川洋行さん（セレトナ自然研究者）

森の紙芝居①
9日日　14:00～14:45(雨天決行）

自然をテーマにした紙芝居です。
定員　 15人（先着順・予約制）
講師　おさんぽや「なないろ」

花壇に集まれ④　 
セレトナ緑化大作戦

16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）

絵手紙大好き④　 
季節の絵手紙を描いて贈ろう

23日日　9:30～11:30(雨天決行）
夏の植物や生き物をうちわに描きます。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）

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントを延期・中止する場合があります。11 2020.7.15



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

2日日 石川医院(中央町6ー65) ☎ (47)0667
9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
10日月 加藤内科・胃腸科(中央町6ー91） ☎ (46)8900
16日日 木村皮フ科（長根町4ー120） ☎ (47)2730
23日日 尾関眼科クリニック(横根町名高山46ー1） ☎ (44)0007
30日日 いまむらクリニック（共和町7ー68ー3） ☎ (45)5565

●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

3日月・31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
※予約制

8

相談
相談名 とき 時間 内容

こども相談(予約要) 21日金 午前中
（予約時に伝えます）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
※ 身長・体重などの計測のみ
の方は予約不要
　（受付時間：9:00～10:00）

※ 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。

コグニバイク使い方講習会 
とき 時間 内容

28日金 9：30、10：30 利用方法の説明・利用者登録
●場所　保健センター
※予約制

※ コグニバイクジムは、予約制で利用を再開しています。

　現在、新型コロナウイルス感染症の影響で、大府市の集団健康診査を中断しています。令和2年8月以降の
再開を検討しており、日程などの詳細は広報おおぶ8月合併号および市ホームページでお知らせします。

　現在でも個別健康診査は、実施しています。詳細は次の通りです。

▼期間　令和3年1月30日土まで　 ▼実施医療機関　市内25カ所（市ホームページで確認）　 ▼料金　無料

▼対象　●40歳以上（昭和56年3月31日以前に生まれた方）で大府市国民健康保険に加入している方
　　　　●後期高齢者医療保険に加入している方
　　　　●40歳以上（昭和56年3月31日以前に生まれた方）で生活保護世帯の方

▼申し込み　実施医療機関に電話または直接予約ください。

令和2年度の大府市の健康診査について

個別健康診査

　新型コロナウイルス接触確認アプリは、新型コロナウイルスの陽性者と接触した可能性がある場合に

通知を受けることができるもので、感染の可能性をいち早く知ることができます。個人が特定される情

報や、陽性者と接触者（接触の可能性があると通知を受けた者）との関係についての情報は

一切記録されず、プライバシーは十分に保護されています。

▼  その他　一部のスマホなどで、利用できない場合があります。詳細は、厚生労働省の

ホームページをご覧ください。

厚生労働省公式アプリ「新型コロナウイルス接触確認アプリ」について

▲厚生労働省HP

▲市HP

みんなでウォーキング 
とき 集合場所 コース・距離

　8月の実施はありません。

122020.7.15



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。

2020.7.1513

月の相談8
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律 ／弁護士  7日・14日・21日・28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・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 6日・27日木　13:30～16:30

行政／行政相談委員 20日木　13:30～16:30

登記／司法書士 5日水　13:30～16:30

不動産取引／宅地建物取引業協会員 8月の相談はお休みします

よろず相談／よろず相談員 6日・13日・20日・27日木　13:30～16:30

障がい者の悩み事／障がい者相談員 4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　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

6日木　13:30～16:30
（予約受付は7月8日水～21日火）

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 6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 12日水　9:45～12:00／13:00～15:15 市役所２階202会議室／保険医療課　☎ (45)6330

消費生活 ／消費生活相談員
毎週月～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

7日金・11日火・21日金・25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 毎週月・水　13:00～17:00
青少年女性課　☎(45)6219　※ポルトガル
語のみ、12日・26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 12日水　13:00～17:00

ベトナム語 26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日火　10:00～12:00

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 26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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完成したマスぬりえの図案でビーズ作品が作れるよ☆おおぶの名産をたくさん描いてくれました！
11種類のおぶちゃん点つなぎに挑戦してくれた子もいました！
それぞれイラストが描かれていてベリーグッドです◎

　広報おおぶ6月1日号の表紙を飾ったおぶちゃ
ん点つなぎ。新型コロナウイルス感染症の影響に
より、自宅で過ごす機会が多くなってきた中、た
くさんの市民の方に楽しんでもらいました。
　市ホームページでは「おぶちゃんおうち遊び」と
して、おぶちゃん色ぬりえ・おぶちゃん点つなぎ
に続き、おぶちゃんマスぬりえが登場しました。
ぜひ皆さん、挑戦してみてください。

おぶちゃんとおうち時間

　29日、市中学生学習支援事業「まなポート」の受講者から、新型
コロナウイルス感染症に対し最前線で奮闘する藤田医科大学病院
の医療従事者へ千羽鶴と応援メッセージが送られました。
　まなポートは、大学生らが学習支援ボランティアとして中学生
の指導にあたっており、同大学の学生も参加実績があることか
ら、今回の寄贈へとつながりました。メッセージには「コロナと
闘ってくれてありがとう」など、それぞれ思いがこもった温かい
メッセージが書かれていました。

　25日、大府ライオンズクラブが市制50周年の記念として、
市へモニュメントとサクラを寄贈し、モニュメントの除幕式が
行われました。モニュメントは、名古屋市との市境付近の「木の
山1号ポケットパーク」に設置され、公園前の道路を名古屋市か
ら大府市方面に来ると「ようこそ大府市へ」の文字が、大府市か
ら名古屋市方面に行くと「健康都市大府」の文字が見えるように
なっています。大府ライオンズクラブの坂野忠興会長は「市民や
市を訪れる人々に親しんでもらえたらうれしい」と話しました。

▼藤田医科大学病院へ千羽鶴を手渡す「まなポート」運営受託者（左） ▼岡村市長(左)と坂野会長(右)

医療従事者へエールを
中学生が千羽鶴を寄贈

ようこそ大府市へ
市制50周年記念モニュメント設置

６月


