
広　吿
財源確保などのため、有料広告を掲載しています。
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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　③特集「大府市制50周年の集いを開催」　④共同宣言　⑤特集「東海豪雨から20年を経
て」　⑥市制50周年記念事業トピックス　⑦Information　⑧市政News　⑨情報パック　⑩みんなにごあいさつ　⑪子育て情報　⑫図書
館だより　⑬ウェルネスバレー通信　⑭セレトナ通信　⑮KURUTOナビ　⑯健康カレンダー　⑰毎月の相談　⑱フォトNews　⑲その他
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パズルやブロックが大好きで
おうちにいると毎日ブロック
の研究。パパに似てインドア
派なのかな(笑)　とにかく食
いしん坊なゆうがくん。好き
嫌いせず、元気で優しい子に
成長してね。

元気に生まれてきてくれてあ
りがとう！　莉暖ちゃんと一
緒に過ごす時間は宝物です♪　
これからも家族仲良く楽しく
過ごそうね☆

後藤 悠
ゆうが

我くん 山本 莉
り の

暖ちゃん
2歳 0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



子育て情報　10月
10 月の開催中止が決定しているイベント（9月 8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

歯科医師による「赤ちゃんへの影響を与えるお口の健康」、管理栄養士
による「バランスのよい食事とは」、助産師による「正しい沐

もくよく

浴の仕方」
について配信します。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、ご自宅での視聴となります。

 25日日（インスタライブ） 9:30～10:30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。
 6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 
6日火・14日水・20日火・21日水・28日水  
    11:00～
（低学年まで） 4日日・10日土 14:00～
（高学年まで）毎週土（10日を除く） 14:00～
ストーリー・テリング（5歳以上） 10日土 10:30～
わらべうた 8日木・22日木 11:00～
紙芝居 24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
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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

2020.9.1517

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 10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。

菜の花畑を作ろう 
（親子ふれあい食育農業体験）

10日土　10:00～12:00
親子で菜の花の種まきをします（無
料・要予約・定員25組・お土産つき）。
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

第1回　あいちウェルネスマルシェ
24日土・25日日　10:00～
16:00（25日は15:00まで）

新鮮野菜を中心に、雑貨など多数
出展します（無料・マスク着用要）。
所 　あいち健康の森公園中央エントランス
問　実行委員会（担当：シンボリ） 
　　☎090（5757）1293

育児ラウンジ　ハロウィンスペシャル
31日土　11:00～12:00

ハロウィンの世界を生演奏と絵本の
読み語りで表現します。仮装大歓迎
（就学前児の親子・無料・要予約）。
所　あいち健康の森公園　交流センター
問　あいち健康の森管理事務所 
　☎（47）9222

　こんにちは。社会福祉法人憩の郷ワーキングスペー
スおおぶは、心の病を抱えながらも働きたいと願う人た
ちの働く場、練習の場です。ここでのさまざまな作業の
ひとつにクッキー作りがあります。こだわりの材料を
使用したおいしいクッキーです。この夏からKURUTO
おおぶでも販売を開始しました。ぜひご賞味ください。 
多くの人に知っていただけると大変うれし
いです。

おいしいクッキーはいかがですか？ウェルネスバレーの
イチ押し

精神保健福祉士　棚橋毅

社会福祉法人　憩の郷　ワーキングスペースおおぶ　☎（45）5575

『少年と犬』　 馳星周　文藝春秋
『カケラ』　 　湊かなえ　集英社
『流浪の月』　 凪良ゆう　東京創元社
『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

『オフマイク』　 今野敏　集英社

7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/
10月の休館日　
19日月

　徳川林政史研究所が所蔵している大府市地域
の絵図16枚をデジタル化しました。主に天保12
（1841）年頃に制作されたものです。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。
　この絵図の複製は「大府市誌　近世村絵図集」と
して刊行されており、図書館でも所蔵しています。

天保時代の大府市地域絵図

11月15日日まで　棚番号67

貸出０回の本
　図書館で購入してから一度も借り
られていない本があります。難しい
内容のものが多いですがチャレンジ
してみませんか？　新しい世界に興
味がわくかもしれません。

弟は僕のヒーロー
ジャコモ・マッツァリオール／著　関口英子／訳

小学館

　僕は5歳のとき、パパとマ
マから弟がうまれると聞いて
大喜びした。しかも、どうや
ら弟は「特別」らしい。僕はだ
んだん「特別」の意味を知り…。
19歳の青年がダウン症候群の
弟との生活を描いた愛と成長
の記録です。

詳細は、各担当課など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。 182020.9.15



ディナーで人気！　KURUTOプレート
　ディナータイムで人気のKURUTOプレート。
　メイン、三種類の日替わりの手作りデリ、サラダ、
スープ、ごはん、ドリンクがついて1580円（税込）
です。メインは魚かお肉から選んでいただけます。
　新鮮野菜がたっぷりで、ボリューム満点。なのに
ヘルシー。提供は15:00以降です。毎日数量限定な
ので、お早目にどうぞ。

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プレート　1580円（税込）

物産ショップに新商品登場 
「おぶちゃんの知育課題」

　物産ショップに新商品が加わりました。障害者支
援施設「たくと大府」が開発した、「市公式マスコッ
トキャラクターおぶちゃん」を使った幼児用の知育
課題です。数字あそびや仲間わけなど、全６種類の
課題があります。ゲーム感覚でお子様に楽しく学ん
でいただける商品です。

▲ おぶちゃん知育課題　1冊200円（税込）

セレトナ通信
予約方法

10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
10月の休館日
5日月・12日月・19日月・
26日月

９:00～
開催日7日前まで

9
16水

セレトナの森の研究室⑥　 
どんぐり探検隊

4日日　9:30～11:30(雨天決行）
何種類見つかるかな？　どんぐりについて楽
しく学びましょう。
定員　 20人（先着順・予約制）
講師　知多自然観察会会員の皆さん

自然大好き③　夜の大人のからさわぎ 
9日金　18:00～19:30(雨天決行）

二ツ池公園の生き物の、今と昔について語り
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）

花壇に集まれ⑥　 
セレトナ緑化大作戦

18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）

写真大好き④　 
セレトナの自然を写そう

24日土　13:30～15:30(雨天決行）
写真の基礎を学びながら、フジバカマを撮影
します。
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）

森のようちえん体験④
25日日　10:00～11:30(雨天決行）

親子で自然遊びを楽しみます。
定員　 ２～３歳児とその保護者10組（先着順・予

約制）
講師　 近藤綾子さん（おさんぽや「なないろ」）

 

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。19 2020.9.15



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。

コグニバイク使い方講習会 
とき 時間 内容

26日月 9：30、10：30 利用方法の説明・利用者登録
●場所　保健センター

休日の当番医
とき 当直医 (所在地 ) 電話

4日日 久野内科医院(北崎町内田面26) ☎ (48)4061
11日日 共和病院(梶田町2ー123） ☎ (46)2222
18日日 楓の丘こどもと女性のクリニック(半月町3ー248ー1） ☎ (85)5050
25日日 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。

10

みんなでウォーキング  
とき 集合場所 コース・距離

3日土 長草公民館 長草周遊コース・4.0㌔
7日水 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
10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
14日水 あいち健康の森管理棟前 健康の森公園コース・4.7㌔
17日土 向畑公園（市役所南側） 風車と緑ビューコース・4.0㌔
19日月 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
24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

相談
相談名 とき 時間 内容

こども相談 27日火 午前中
（予約時に伝えます）乳幼児の健康・栄養・歯科に関する相談

●場所　保健センター
※ 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。

みんなで体操  
とき 場所 内容

5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。

19日月

●時間
　10:00～11:00
●定員　20人（先着順）

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、『みんなで体操』は電話での事前予約制になります。

＝予約制

　厚生労働省は、異なる種類のワクチンを

続けて打つ場合に間隔を数日以上空けるよ

うに定めていた制限を見直し、10月1日木

から一部を除いてワクチンの接種間隔の制

限がなくなります。

※ 次に示す場合は、現行通りの接種間隔を空

ける必要があります。

● 注射生ワクチン（BCG、MR、水痘、おたふ

くかぜなど）を接種後に、注射生ワクチンを

接種する場合

● 小児用肺炎球菌やロタワクチンなど同一ワ

クチンを複数回接種する場合

10月1日木からワクチンの

接種間隔の規定が改正されます

※特に医師が認めた場合、同時接種可

202020.9.15



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。

2020.9.1521

月の相談10
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律 ／弁護士  2日・9日・16日・23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 1日・22日木　13:30～16:30
行政／行政相談委員 15日木　13:30～16:30
登記／司法書士 7日水　13:30～16:30
不動産取引／宅地建物取引業協会員 21日水　13:30～16:30
よろず相談／よろず相談員 1日・8日・15日・22日木　13:30～16:30
障がい者の悩み事／障がい者相談員 2日金　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

1日木　13:30～16:30
（予約受付は9月8日火～23日水）

知多市役所／
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 1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 13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
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

2日金・13日火・16日金・27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、14日・28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 14日水　13:00～17:00

ベトナム語 28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 19日月　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 28日水　14:00～16:00 スピカ／商工労政課　☎ (45)6227
市・県などの臨時相談会

LINEじんけん相談＠名古屋法務局 平日　8:30～17:15
LINE公式アカウント「SNS人権相談」(@sns 
jinkensoudan)を友達登録し、相談
／名古屋法務局人権擁護部　☎052（952）8111

行政書士無料相談（遺言、相続等書類作成、農地

法や建設業の許可・届出申請など)／行政書士 6日火　13:00～16:00 市役所2階203・204会議室
／青少年女性課　☎（45）6219

司法書士無料電話相談（相続、土地建物登記、簡

易裁判所での民事訴訟など)／司法書士 1日木　10:00～16:00 県司法書士会半田支部
無料電話相談会　☎0569（24)7131

行政・法律なんでも相談所  　／
弁護士・税理士・行政書士・司法書士

14日水　10:00～15:00
（予約は10月5日月からで、定員になり次第終了）

ナディアパーク3階デザインホール／総務省
中部管区行政評価局　☎052（972）7415

＝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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▲児童の登校を見守る岡村市長ら

　31日、北山小学校の北側道路に設置された歩道
橋の渡り初め式が行われました。
　この歩道橋は登下校時の安全を確保するために
設置され、大和機工㈱がネーミングライツパート
ナーとなっており、名称を「DAIWA北山小歩道
橋」としています。この日もとても暑い日でした
が、児童は完成した歩道橋を元気よく渡り、安全
に登校しました。

　30日、聴覚障害がある人や発話が困難な人が会話をせずに
119番通報できるシステム、「Net119緊急通報システム」の
説明・登録会が市役所で開催されました。
　このシステムはスマホや携帯電話などからインターネットに
接続し、文字で緊急通報ができ、利用者のスマホなどに内蔵
されているGPSを活用し、位置情報も迅速に伝わる仕組みと
なっています。全国的に導入が進んでおり、知多管内では10
月1日木から一斉にスタートします。

　26日、市役所で綜合警備保障㈱名古屋支社との「地域見守り
活動に関する包括協定」締結式が行われました。
　市は、平成26年1月から市内に活動拠点を置く新聞専売店
や宅配業者などと同協定を締結し、行政や事業者が一体となっ
た地域の見守り体制を構築してきました。
　協定締結にあたり、綜合警備保障㈱名古屋支社の松本安之支
社長は「私どものインフラを使って、高齢者やお子さんをはじめ、
市民の皆さんの安全安心に貢献していきたい」と話しました。

▼利用希望者に利用方法を説明する市消防本部の職員 ▼協定書を掲げる松本支社長と岡村市長
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安心して登下校を
DAIWA北山小歩道橋完成

音声なしで通報可能
「Net119緊急通報システム」の説明・登録会

官民一体で地域を見守る
「地域見守り活動に関する包括協定」締結式




