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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おめでとうございます　④市政NEWS　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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今年のバレンタインデーに元気に
生まれてきたこうとくん。最近は
お座りができるようになりました。
家の中のいろんな物に興味津々で
手を伸ばし、そのままコテンと倒
れてしまうこともしばしば。これ
からもスクスク大きくなってね！

産まれてからずっとコロナでなかな
か遠くに出掛けられない中、ちょっ
とだけできたお外遊び。じぃじお手
製段ボールのソリで芝すべり♪　楽
しかったね☆　これからも笑顔いっ
ぱい、咲ちゃん・遥ちゃんと仲良く
元気に大きくなってね。

前原 紘
こうと

人くん 鈴木 彩
さやか

ちゃん
0歳 0歳

広報おおぶの紙面を飾ってくださる方を大募集!
　募集しているのは、「みんなにごあいさつ」「表紙などの読者モデル」。
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。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



子育て情報 12月

12 月の開催中止が
決定しているイベント 
（11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◆　
プレママ交流会　

◆みんなで遊ぼう◆　
保育園の園庭開放・園開放

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

歯科医師からお口の健康が及ぼす赤ちゃんへの影響について、管理
栄養士からバランスの良い食事について、助産師から正しい沐

もくよく

浴の
仕方についてお話します。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、ご自宅での視聴になります。

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

◆図書館のイベント◆
  　アローブ図書館
読み聞かせ 
1日火・9日水・15日火・16日水・23日水 11:00～
（低学年まで） 6日日・12日土 14:00～
（高学年まで）毎週土（12日を除く） 14:00～
ストーリー・テリング（5歳以上） 12日土 10:30～
わらべうた 10日木 11:00～
紙芝居 26日土 11:00～

◆赤ちゃんママ・パパ◆
0歳児の子を持つ親の交流会  ・ 　子どもステーション

保育士と一緒に遊んだり、保護者同士で情報交換をします。
  2日水・9日水・16日水・23日水（子どもステーション）  

10:30～11:20
 市内在住の0歳児と保護者　各回10組　
 開催日前日の13:00～16:30に予約専用電話☎（47）2438へ。　 

さくらんぼの会（多胎児交流会）  ・ 　子どもステーション

保育士と一緒に遊んだり、保護者同士で情報交換をします。
  8日火（子どもステーション） 10:30～11:20
 市内在住の多胎児と保護者10組　
 7日月の13:00～16:30に予約専用電話☎（47）2438へ。　 

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。
 9日水（保健センター） 10:00～11:15
 7～8カ月児とその保護者　

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）

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

2020.11.159

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 12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。

伸し餅づくり
12日土・13日日　12:00～14:00
石臼ときねで餅をつき、伸し餅を
作ります。ご家族でお申し込みく
ださい（1臼3000円・要予約・所
要時間20分）。
所 ・問　げんきの郷　☎（45）4080

レモングラスで作る正月飾り
19日土　10:00～11:30

薬草園で収穫したレモングラスを
使い、正月飾りを作ります（材料費
1000円・11月17日火より予約開
始・定員10人）。
所・問　あいち健康の森薬草園 
 ☎（43）0021

育児ラウンジ　クリスマス会
19日土　10:30～11:45

生演奏と絵本の読み語りを楽しむ、0
歳から参加できるクリスマス会です。
（1人300円・要予約・定員20組）。
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

　げんきの郷は農と食、健康をテーマに、直売所を中
心としたパン、総菜、スイーツ、天然温泉までがそろ
う複合施設で、開業20周年を迎えます。毎日、地元農
家の採れたての農産物を販売しています。寒くなると
甘みが増しおいしくなるのが、キャベツ、白菜などの
冬野菜。間もなく地元の摘みたてイチゴも始まります。
大府の皆さん、持続可能な社会へつながる
地域農業の応援をよろしくお願いします。

全国最大級の直売所　「げんきの郷」ウェルネスバレーの
イチ押し

総務部課長代理　井土弘美

JAあぐりタウンげんきの郷　☎（45）4080

『半沢直樹＿アルルカンと道化師』　 
池井戸潤　講談社

『やめてみた。』　 　 
わたなべぽん　幻冬舎

『法廷遊戯』　  
五十嵐律人　講談社

『「育ちがいい人」だけが知っていること』　 
諏内えみ　ダイヤモンド社

『もう、聞こえない』　  
誉田哲也　幻冬舎

9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/
12月の休館日　
21日月、 
29日火～31日木

　電子図書館では、市内で活躍する「デジタル紙
芝居お山の杉の子」の相羽正康さんのデジタル絵
本とデジタル紙芝居を特集しています。ここだけ
でしか見ることのできない作品もあります。ぜひ
ご覧ください。
　こちらの特集はログイン不要。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。

デジタル絵本＆デジタル紙芝居

11月17日火～1月17日日　
棚番号26

宇宙のいろいろ
　宇宙に関する本を幅広く集めまし
た。宇宙旅行に行くことができる日
も近いかもしれません。今のうちに
宇宙について知っておきましょう。

若い読者のための「種の起源」入門生
物学

チャールズ・ダーウィン／著　レベッカ・ステフォフ／編著　
鳥見真生／訳　あすなろ書房

　ダーウィンは、どのように
独自の思考を組み立てたの
か?　生物学の礎「種の起源」
のボリュームを圧縮し、簡
単な言葉に置き換えてリライ
トしています。歴史的名著の
エッセンスを凝縮したコンパ
クト版をぜひご覧ください。

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。 2020.11.15 10



新メニュー「知多牛100％ハンバーグ」登場です
　ディナーメニュー（15:00から提供）に「知多牛100％ハン
バーグ」が加わりました。知多牛ミンチをぜいたくに使用した、
ジューシーなハンバーグです。つなぎを入れていないので、ま
るでお肉をそのまま食べているようなおいしさです。
　十八穀ご飯、スープ、ドリンク、サラダ、デリ3種がついて
ボリューム満点。ぜひ一度お召し上がりください。電話予約も
承っています。

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）
※ 営業時間を変更中

KURUTOナビ

◀ 知多牛100％ハンバーグ（数量限定）　1880円（税込）

季節限定デザート　「さつまいもと焼きりんごのホットパイ」
　デザートメニュー（14:00から提供）に、秋の味覚が楽し
める新メニューが登場しました。
　サツマイモの自然な甘さと、キャラメリゼしたリンゴの
酸味が相性抜群です。一口サイズのサクサクのパイで挟
み、ほろ苦いキャラメルソースで大人な味に仕上げました。 
寒い季節にぴったりのホットパイをぜひご賞味ください。

さつまいもと焼きりんごのホットパイ　490円（税込）▶

セレトナ通信
予約方法

12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
12月の休館日
7日月・14日月・21日月・
28日月～ 31日木

９:00～
開催日7日前まで

11
17火

セレトナの森の研究室⑧　 
小枝で作ろう　 
森のリース

6日日　9:30～11:30 
(雨天決行）

森には小枝がいっぱい。集め
た材料でリース作りを楽しみ
ましょう。

定員　 20人 
（先着順・予約制）

講師　 村瀬由理さん 
（知多自然観察会）

絵手紙大好き⑤　 
季節の絵手紙を描いて 
贈ろう
12日土　9:30～11:30 

(雨天決行）
親子や初心者でも楽しめる絵
手紙講座です。年賀状をテー
マに作品を仕上げます。

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⑧　 
セレトナ緑化大作戦

13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）

 

※令和3年1月の講座から申し込み開始日を講座開催前月の2日に変更（2日が閉館日の場合は翌開館日）。

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。2020.11.1511



予約・問い合わせは
健康増進課(保健センター内・☎(47)8000)へ。

コグニバイク使い方講習会 
とき 時間 内容

16日水 9：30、10：30 利用方法の説明・利用者登録
●場所　保健センター

がんは早期発見・早期治療が大事です

　みんなは1年に1回がん検診を受けているかな？　生涯の
うち、がんにかかる可能性は2人に1人と言われていて、誰も
ががんになる可能性があるんだよ。市では、胃がん・子宮頸
がん・乳がん・大腸がん・前立腺がん・肺がん・胃がんハイ
リスク検診を行っていて、500円～1000円で受けられるよ。
保健センターの他、乳がん・子宮頸がん・胃がん検診は医療
機関や健康管理センターでも受けられるよ。会場では新型コ
ロナウイルス感染症の予防対策を実施しているよ。みんなで
がん検診を受けて、早期発見・早期治療を目指そう！

12

みんなでウォーキング  
とき 集合場所 コース・距離

2日水 保健センター 健康の森公園往復コース・5.2㌔
5日土 長草公民館 長草周遊コース・4.0㌔
9日水 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

12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
19日土 向畑公園（市役所南側） 風車と緑ビューコース・4.0㌔
21日月 保健センター 健康の道駅西コース・4.0㌔
26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

ことばの相談 17日木 13:00～15:40 言語聴覚士による相談

こども相談 18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。

休日の当番医
とき 当直医 (所在地 ) 電話

6日日 児玉クリニック(若草町2ー102) ☎ (48)8567
13日日 中村耳鼻咽喉科(半月町2ー1ー1） ☎ (48)8739
20日日 田中整形外科クリニック（長草町山口57ー2） ☎ (47)1181
27日日 やすい内科（桜木町2ー192） ☎ (44)6521
31日木 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。

※ 発熱や風邪の症状がある方は、事前に医療機関に電話し、医療機関の指示に従ってください。

みんなで体操  
とき 場所 内容

7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
●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、 ＝おおぶ一生元気ポイント対象事業

▼検診場所　保健センター

▼  申し込み　平日の午前9時～午後5時

（土は午前9時～正午（㊗を除く））に、

電話で(一社)半田市医師会健康管理

センター「がん検診予約係」（☎0569

（27）7890）へ。

▼その他　集団検診になります。

がん検診を

受けてみませんか

122020.11.15



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。

2020.11.1513

月の相談12
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

法律 ／弁護士  4日・11日・18日・25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 3日・24日木　13:30～16:30

行政／行政相談委員 17日木　13:30～16:30

登記／司法書士 2日水　13:30～16:30

不動産取引／宅地建物取引業協会員 16日水　13:30～16:30

よろず相談／よろず相談員 3日・10日・17日・24日木　13:30～16:30

障がい者の悩み事／障がい者相談員 4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

3日木　13:30～16:30
（予約受付は11月9日月～20日金）

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 3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 8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

子育ての悩みなど ／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

4日金・8日火・18日金・22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、9日・23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 9日水　13:00～17:00

ベトナム語 23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日金　10:00～15:00

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 23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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▲岡村市長に「OBU BEER」の完成報告をする島岡亮司さん

　30日、大府駅東口で「おおぶ駅前星空横丁」が開
催され、大府駅前広場駐車場に設置された特設席
は、駅周辺の飲食店で購入した飲み物や食べ物を楽
しむ人でにぎわいました。
　会場では先日完成した地元産の巨峰を使用した発
泡酒「OBU BEER」や、地元の採れたて野菜などの
販売も行われました。

　22日、半月町で大府もちのき特別支援学校の生徒がノウフク
連携講座に参加しました。この講座は、障がい者の農業体験を
通じた社会参画や、農業の担い手づくり、働き手の確保を目指
す「農福連携」の発展・拡大を目的に開催されました。この日は
「農業・緑花×特別支援学校の取り組み」の第1回目としてサツ
マイモや枝豆の収穫体験が行われました。また、11月24日火
からは「農業×福祉事業所（就労支援Ｂ型）の取り組み」として、
冬野菜などの収穫や畑の管理などについて講座を行う予定です。

　22日、ホテル雅叙園東京（東京都）で日経認知症シンポジウ
ム2020が開催されました。このシンポジウムは、認知症に
対する認識を共有してさまざまな視点から連携を図り、人生
100年時代における認知症政策のあるべき姿を探り、あらゆ
る施策につなげていくことを目的に開催され、WEBでも配信
されました。岡村市長は『「認知症不安ゼロのまち おおぶ」の実
現に向けて 認知症鉄道事故があったまちの認知症施策』をテー
マに基調講演を行い、市の認知症施策を全国に発信しました。

▼サツマイモ掘り体験に夢中になる参加者 ▼壇上で基調講演を行う岡村市長
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駅前が活気に包まれる
おおぶ駅前星空横丁

サツマイモの収穫を体験
ノウフク実践講座

認知症不安ゼロのまちへ
日経認知症シンポジウム2020


