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

つむぎ

ゆ り な

酒井 紬希くん

瀧内 結璃菜ちゃん

0

1

歳
いつでもニコニコ笑顔の紬希
くん。６カ月でハーフバース
デーのお祝いをしました。王
冠をかぶってうれしそう♪
これから、どんどん大きく
なってできることが増えてい
くのがとっても楽しみです！

歳
元気いっぱいニコニコで、動物
と歌が好き！ 歌に合わせて
踊ったり、犬をうれしそうにな
でたりします。大好きなゆりな
ちゃん、皆に愛されてたくさん
笑って元気に育ってね！ 毎
日幸せをありがとう♡

広 吿
財源確保などのため、有料広告を掲載しています。

Q１ 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）

見やすい（

） 見にくい（

）

理由

978
2021 年 4 月 30 日まで

大府市中央町五丁目70番地

大府市役所
広報広聴課

行

Q２ 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）

面白い・役に立った（
そうでなかった （

）
）

理由

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。

1194

【この号の内容】 ①表紙 ②特集「新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ」 ③Pick Up! facebook ④おめでとうございます
⑤市政News ⑥情報パック ⑦みんなにごあいさつ ⑧子育て情報 ⑨図書館だより ⑩ウェルネスバレー通信 ⑪セレトナ通信 ⑫
KURUTOナビ ⑬健康カレンダー ⑭毎月の相談 ⑮フォトNews ⑯その他

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。

子育て情報 11月

11 月の開催中止が決定しているイベント （10 月 7 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◆

◆みんなで遊ぼう◆

プレママ交流会

保育園の園庭開放・園開放

◆赤ちゃんママ・パパ◆

◆保育園の親子半日体験入園◆

０歳児を持つ親の交流会・さくらんぼの会

親子半日体験入園

◆みんなで遊ぼう◆

◆もうすぐママ・パパ◆

あんぱんまん（自由参加遊びサークル）

パパママサロン B

各児童（老人）福祉センター

保健センター

月曜日

石ケ瀬・北山

赤ちゃんとの関係の築き方のほか、正しい抱っこ・着替え・オムツ交
換の方法、また泣きやまないときの対応などについて配信します。質
問タイムもあります。

火曜日

大府・共長

※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。

水曜日

全センター

15日 （インスタライブ）

木曜日

神田・共和西

妊婦とそのパートナー

金曜日

吉田・東山

11:00〜11:30

15:00〜15:20

9:30〜10:00頃

神田っ子プラザ

土曜日

神田っ子プラザ

◆赤ちゃんママ・パパ◆
離乳食教室

◆図書館のイベント◆

・

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。

アローブ図書館
読み聞かせ

6日 （保健センター）

10:00〜11:15

7〜8カ月児とその保護者

3日 ・11日 ・17日 ・18日 ・25日
（低学年まで）1日 ・14日
（高学年まで）毎週 （14日を除く）
ストーリー・テリング（5歳以上） 14日
わらべうた

12日 ・26日

紙芝居

28日

11:00〜
14:00〜
14:00〜
10:30〜
11:00〜
11:00〜

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

▶保育園、児童（老人福祉）センター、子どもステーションで、 児童（老人福祉）センター 9:00〜18:00 嬢第２・４ ・
北山 ☎（48）2771 共長 ☎（48）4121 大府 ☎（46）1090 神田 ☎（48）8822
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 ・ ・
☎（44）4541 ☎（47）2438
☎（46）4152
おおぶっこ広場 10:00〜15:00 嬢 ・ ・
☎（47）8000
嬢 ・ ・
保健センター 8:30〜17:15
おぶいく
☎（57）0219
おおぶ妊産婦相談室 8:30〜17:15 嬢 ・ ・

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）
11
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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 （祝日の場合は翌平日） ☎（48）1808

保 育 園 嬢 ・
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

図 書 館 だより
どこいったん
ジョン・クラッセン／作 長谷川義史／訳
クレヨンハウス

ぼくのぼうし、どこいった
ん？ 大事な赤いぼうしをな
くしたくまが、動物たちに聞
いて回ります。すると、ひと
りだけ、様子のヘンな動物が
…。くまといろんな動物たち
の掛け合いにほっこりする一
冊です。

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

絵本、お話し、知識の本…。「木」
が主役の本をたくさん紹介します。
あなたの周りには、どんな木があり
ますか？

実業之日本社

『一人称単数』
村上春樹

文藝春秋

『スキマワラシ』 恩田陸 集英社
『鬼滅の刃（３）』
吾峠呼世晴（原）

集英社

『夢をかなえるゾウ４』
水野敬也

文響社

電子図書館には、TOEICの勉強に役立つ問題集
や学習法の本などもあります。付属のCDの音声
なども簡単に再生することができますよ。ぜひご
活用ください。
図書館ホームページ上部の「電子図書館」から、
パスワードを発行してご利用ください。

11月15日 まで 棚番号46

ウェルネスバレー通信
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。

『クスノキの番人』
東野圭吾

電子図書でTOEICを勉強しよう
き・き・き・木がいっぱい

11月の休館日
16日

8月予約ランキング（一般書）

ウェルネスバレーの

イチ押し

秋のイチオシ！

11月号
気軽に楽しめるベビーゴルフ
あいち健康の森公園 ☎（47）9222

今年は休日に家族で安心して出かけることのできる
場所が少なく、ストレスを抱えがち。そんなときには
当公園のベビーゴルフがオススメです。大人は300円、
中学生以下は120円でプレーでき、全９ホール、天然
芝の本格的なコースになっています。暑さが和らぐこ
の季節、気持ちの良い秋空の下で密を避けながら誰で
も楽しめます。親子セット割引もありま
す。ぜひ遊びにいらしてください！

ウェルネスバレー
推進課
☎（45）6255
https://city.obu.
aichi.jp/wv/

管理事務所主事 杉浦一徳

ウェルネスバレーイベント情報
育児ラウンジ
季節を感じる森の絵本時間
4日
10:00 〜 11:30
ピアノの伴奏で絵本の読み聞かせな
どを行います。（無料・予約不要）。
所 あいち健康の森公園交流センター
問 あいち健康の森公園管理事務所
☎（47）9222

ジャガイモ収穫体験
（親子ふれあい食育農業体験）
28日
10:00 〜 12:00
ジャガイモの収穫をします（無料・
要予約・定員25組・お土産付き）。
所 あいち健康の森公園交流センター前
問 あいち健康の森公園管理事務所
☎（47）9222

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。

謎解きゲーム リアル宝探し
・ ・ 祝 10:00 〜 16:00
謎を解きながら公園内に隠された
お宝を見つけます。年齢に応じて
難易度を選べます（料金500円〜）。
所 あいち健康の森公園管理棟
問 リアル宝探し実行委員会
☎070（6660）8696

2020.10.15
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：おおぶ一生元気ポイント対象事業

11月号

セレトナ通 信
予約方法
10

花壇に集まれ⑦

森の紙芝居②

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

1日
14:00〜14:45(雨天決行）
自然をテーマにした紙芝居です。

22日

セレトナ緑化大作戦
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）

定員 15人（先着順・予約制）
講師 近藤綾子さん（おさんぽや「なないろ」）

開館時間：
9:00〜17:00

セレトナパートナー募集

info@seletona.com
http://www.seletona.
com

年に数回開催するセレトナの大規模なイベントの準備や運営を一緒に行っていただ
けるボランティアを募集します。自然に興味のある方、イベント運営や接客をして
みたい方、ぜひ一緒に活動しましょう。
対象 中学生以上（中学生は保護者の同意が必要です）
申込 ①氏名・②年齢・③住所・④電話番号を二ツ池セレトナへご連絡ください。

11月の休館日
2日 ・9日 ・16日 ・
24日 ・30日

KURUTO ナビ
秋のフルーツ、大府産和梨のパフェ

JR大府駅構内１階

KURUTOカフェ
9:00〜20:00
☎（77）4197

今年の和梨のパフェには、ほろ苦い自家製のキャラメルプ
リンをはじめ、アクセントにキウイをゴロゴロ入れたパイン
のジュレ、濃厚なほうじ茶のアイスやジェノワーズをぎっし
り詰め込みました！ パフェの一番上にはフレッシュな和梨
がたっぷり。提供は午後2時から、電話予約も承っています。
カ ッ プKURUTOパ フ ェ（680円）は お 持 ち 帰 り も 可 能 で す。

毎月1日定休（土日祝の
場合は翌平日）

◀季節のフルーツを食べるKURUTOパフェ 和梨 990円
（税込）

物産ショップ
10:00〜18:00
☎（51）4329

※営業時間を変更中

10月30日の夜、大府駅前で屋台気分はいかが

大府駅東口ロータリーで開催する「おおぶ駅前星空横丁」。駅周辺にある対象の飲食店
でテイクアウトメニューを購入し、駅前広場の特設席で気の合う仲間と屋台気分で一杯
どうぞ。
駅構内（KURUTOおおぶ横）では、採れたて野菜を販売する「星空マルシェ」も開催しま
す。ぜひお越しください。
10月30日

17:00〜20:00（雨天中止）

おおぶ駅前
星空横丁

問 KURUTO大府物産ショップ

おおぶ星空
マルシェ

10月30日
16:00〜19:00（雨天中止）
問 農政課 ☎（45）6225

▶大府駅前広場駐車場は会場準備のため、10月30日
13
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0:00 〜 22:00の間、閉鎖します。

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。

※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。

11

予約・問い合わせは
健康増進課(保健センター内・☎(47)8000)へ。
＝予約制、 ＝おおぶ一生元気ポイント対象事業

休日の当番医
とき

当直医 ( 所在地 )

電話

1日

ひこさかクリニック(共西町1ー344)

☎ (46)8055

3日

山田整形外科(中央町1ー105）

☎ (47)7011

8日

村瀬医院（中央町2ー100）

☎ (46)2012

15日

宮田整形外科・皮フ科（江端町3ー76）

☎ (46)7788

22日

鷹羽外科医院（明成町1ー327）

☎ (47)4111

23日

平野内科(月見町3ー129）

☎ (46)0030

29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。

みんなでウォーキング
とき

集合場所

コース・距離

4日

保健センター

健康の道駅西コース・4.0㌔

7日

長草公民館

長草周遊コース・4.0㌔

11日

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

神田っ子プラザ

神田っ子プラザ発みどり公園往復コース・5.4㌔

16日

保健センター

健康の道駅西コース・4.0㌔

21日

向畑公園（市役所南側）

風車と緑ビューコース・4.0㌔

28日

吉田公民館

吉田周遊コース・4.8㌔

みんなで体操
とき

場所

●時間
10:00〜11:00
●定員 20人（先着順）

内容

2日
16日

ミューいしがせ

●受付時間
9:00〜9:20

気軽にできるストレッチや体操をします。

30日
※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。

コグニバイク使い方講習会
とき

時間

30日

13：30

内容
利用方法の説明・利用者登録

相談
相談名

とき

こども相談

20日

ことばの相談

12日

●場所 保健センター

時間

内容

午前中
乳幼児の健康・栄養・歯科に関する相談
（予約時に伝えます）
13:00〜14:20 小児科医師による相談

●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）

インフルエンザの感染予防（ワクチン含む）をしましょう
せき

インフルエンザは感染力が強く、感染者の咳やくしゃみなどにより飛び散ったウイルスを吸い込
んだり、ウイルスが付着した場所に触れた手で口・鼻・目などに触れたりすると感染してしまうよ。
感染予防には、①外出後は手洗いうがいをする、②免疫力を高めるために栄養や休養を十分に取
る、③室内は適度な湿度（50〜60％）を保つ、④流行時はできるだけ人混みを避けて、マスクを着
用する、⑤重症化の予防や新型コロナウイルスとインフルエンザの流行が重なる事態に備え、ワク
チンを接種することが有効です。
接種後、効果が現れるまでに2週間程度かかるので、流行する前に接種を済ませておこうね。
2020.10.15
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11 月の相談

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。

※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。
相談種目／相談員

法律

＝予約制、

日時

／弁護士

5日・26日

行政／行政相談委員

19日

登記／司法書士

4日

不動産取引／宅地建物取引業協会員

18日

よろず相談／よろず相談員

5日・12日・19日・26日

障がい者の悩み事／障がい者相談員

5日

＝訪問相談可

会場／問い合わせ

6日・13日・20日・27日

人権／人権擁護委員

＝電話相談可、

13:30〜16:30

13:30〜16:30

13:30〜16:30
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

障がい者の生活・福祉、障がい児の発達など
平日 8:30〜17:15
／社会福祉士ほか

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

11月の相談はお休みします
(12月の予約受付は11月9日 〜20日 )

知多北部広域連合総務課 ☎052（689）1651

5日

応相談／知多地域成年後見センター ☎ (39)2663

13:30〜16:30

10日

9:45〜12:00 ／ 13:00〜15:15

毎週 〜 （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

子育ての悩みなど
乳幼児の生活・発達
児童の生活

平日 8:30〜17:00

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

／子ども家庭相談員

児童の生活・虐待

／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 中国語
ための相談／
ベトナム語
外国語相談員
英語

スピカ／レインボーハウス ☎ (44)9400

6日 ・10日 ・20日 ・24日
13:30〜16:20
毎週 ・

13:00〜17:00

11日

13:00〜17:00

25日

13:00〜17:00

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

は 16:00 まで）県消費生活総合センター ☎ 052(962)0999

平日 9:00〜16:30（
／地域子育て支援士

市役所２階204会議室
／保険医療課 ☎ (45)6330

／日本政策金融公庫職員

職業・生活／職業相談員

18日

青少年女性課 ☎(45)6219 ※ポルトガル
語のみ、11日・25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。

商工会議所 ☎ (47)5000

10:00〜15:00

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 25日

スピカ／社会福祉協議会 ☎ (48)1805
※相談時間は、1人50分まで

NTT西日本大府ビル１階／ワークプラザおおぶ ☎(48)6160

14:00〜16:00

スピカ／商工労政課 ☎ (45)6227

市・県などの臨時相談会

「女性の人権ホットライン」強化週間／
法務局職員・人権擁護委員

15

2020.10.15

12日 〜18日
平日8:30〜19:00、

10:00〜17:00

相談専用電話（☎0570（070）810）または、
LINE公式アカウント「SNS人権相談」(@sns
jinkensoudan)を友だち登録し、相談
／名古屋法務局人権擁護部 ☎052（952）8111

9
月
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住民が主体的に管理
辰池公園完成
27日、神田町で辰池公園のオープニングセレモ
ニーが行われ、地元住民や関係者らで完成を祝い
ました。辰池公園は、市では初となる地元住民が
清掃などの管理を行う公園で、公園の名称も住民
らによって決められました。
公園の一般開放を待ちわびていた地元の子ども
らは、新幹線型の複合遊具などに夢中になってい
ました。

■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

▲テープカットで完成を祝う

▼市章がプリントされたエアウィーヴクッション

▼上映後の舞台あいさつで撮影を振り返る出演者ら

■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 / ㈱ソーゴー

快適な椅子で学習を支援

大府が舞台の青春映画

アローブ学習室にエアウィーヴクッションを設置

おおぶ映画祭2020で「スイッチバック」公開

1日、アローブ学習室に、長時間の座り疲れを軽減するた

20日、愛三文化会館で行われた「おおぶ映画祭2020」で、

め、エアウィーヴクッションを全61席分（新型コロナウイル

市制50周年記念制作映画「スイッチバック」が公開され、関係

ス感染症対策のため、現在使用できるのは30席）導入しまし

者による舞台あいさつが行われました。「スイッチバック」は大

た。学習室の椅子は木製のため、学習で長時間利用する学生な

府市を舞台に、中学生が大人に翻弄されながらも、それぞれが

どが、自身でクッションを用意する姿が見受けられたこともあ

抱える葛藤を乗り越える青春物語。今年3月中旬に公開予定で

り、より快適に学習してもらうために、市ゆかりの企業である

したが、新型コロナウイルスの影響で延期になっていました。

㈱エアウィーヴに特別仕様のクッションを製作していただきま

今後、全国や海外での公開を目指していくとのことです。

ほんろう

した。

