
げんきの郷
0562-45-4080

さわやかの丘
0120-508-165

フラワーサーチ大府
0562-44-1616

ルミナス大府
0562-44-7735

憩の郷
0562-45-5575

認知症介護研究・研修大府センター
0562-44-5551

あいち健康の森薬草園
0562-43-0021

あいち健康の森公園
0562-47-9222

あいち健康プラザ
0562-82-0211

ウッド・ビレッジ
0562-45-6224

愛厚ホーム大府苑
0562-48-3121

国立長寿医療研究センター
0562-46-2311

あいち小児保健医療総合センター
0562-43-0500
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

・JR 大府駅西口から知多バスにて【あいち健康の森公園】【げんきの郷】【あいち健康プラザ】へ

・JR 緒川駅東口から東浦町運行バス『う・ら・ら』にて【げんきの郷】【あいち健康プラザ】へ

 

あいち健康の森とその周辺の健康関連施設が集まる地域を

「ウェルネスバレー」と呼んでいます。

大府市ウェルネスバレー推進課　TEL　0562-45-6255（直）

東浦町企画政策課企画政策係　　TEL　0562-83-3111（代）

ウェルネスバレーとは 2019 年９月４日（水）～ 11 月 28 日（木）2019 年９月４日（水）～ 11 月 28 日（木）

《景品》

主催・運営協力

　主催：ウェルネスバレー推進協議会　交流・にぎわい WG

　運営協力：あいち健康の森公園、あいち健康プラザ、げんきの郷、ウッド・ビレッジ、

　　　　　　至学館大学、ルミナス大府、愛厚ホーム大府苑、さわやかの丘、憩の郷、

　　　　　　あいち健康の森薬草園、国立長寿医療研究センター、

　　　　　　あいち小児保健医療総合センター、フラワーサーチ大府、

　　　　　　認知症介護研究・研修大府センター、IEDA-ART-DESIGN Dʼ ART、

　　　　　　大府病院、大府商工会議所、東浦町商工会、大府市、東浦町

～知ろう、学ぼう、体験しよう～

第２回

①イベントに参加してスタンプをもらおう！②スタンプ３個で抽選に
応募できます！

イベントに参加して抽選に応募しよう！

A賞

B賞

5 名様

C賞

D賞
3 名様

3 名様

2 名様

E賞

2 名様

交通アクセス

お問い合わせ

※11/30（土）応募締切とし、
12月上旬頃に抽選を予定
しています。
※郵送希望の方は、当選は
12月上旬頃の発送をもっ
て代えさせていただきま
す。
※直接受取り希望の方は、
当選した場合12月の上旬
頃に通知します。
※記載していただいた個人
情報は、本イベント以外の
目的には使用しません。

≪応募ルール≫
・イベントに参加してスタンプを集めてください。
・スタンプ３個を１口として、抽選に応募できます。（複数応募可）
・スタンプカードは各施設に提出してください。

第２回 ウェルネスバレーイベントめぐり

スタンプカード

スタンプを集めて抽選に応募しよう！

スタンプはこちらに押してください♪

1 2 3 イベント情報はこちら

大府市
ホームページ

東浦町
ホームページ

げんきの郷「入泉券」

ウッドビレッジ
「ひのきのまな板」

ウッドビレッジ
「すぎのベンチ」

東浦町

「おだいちゃんぬいぐるみ」

大府市

「おぶちゃん人形」

げんきの郷「入泉券」

ウッドビレッジ
「ひのきのまな板」

ウッドビレッジ
「すぎのベンチ」

東浦町

「おだいちゃんぬいぐるみ」

大府市

「おぶちゃん人形」

キリトリ

約 40cm

約 30cm

約 25×55×40cm
※直接受取りのみ

約 23×40×3cm
※直接受取りのみ



氏名（ふりがな） 連絡先（電話番号）

（　　　　　　）　　　　　ー

住所 〒

希望商品：A 賞・B 賞・C 賞・D 賞・E 賞から１つ選び〇をつけてください。
　　　　　A 賞（　　　）・B 賞（　　　）・C 賞（　　　）・D 賞（　　　）・E 賞（　　　）

発送方法：郵送・直接受取り（受取り場所：薬草園・大府市役所・東浦町役場・ウッドビレッジ）
　　　　　　※直接受取りの場合は、受取り場所を１つ選び〇をつけてください。

キリトリ

国産材を使って大工さんと一緒に箸や木製ベンチ等
を作る。

【場所】ウッドビレッジ イベント広場
【料金】材料費有料
【対象】子ども・ご家族様

毎月第二火曜開催の人気イベント。しょうべいさ
んがウクレレ一本で誰もが知る曲を弾き語ります。

【場所】あいち健康の森公園 交流センター南館１F
【料金】無料

毎月第二木曜開催。スマートフォンの初歩的な基本
操作から丁寧に楽しく学ぶことができます。

【場所】あいち健康の森公園 管理棟会議室
【料金】無料

公園内を歩いてクイズを解きながら認知症・フレイル予
防に関する知識を深め、研究に役立てる募金をしよう。

【場所】あいち健康の森公園 プラザ西口前の広場
【料金】無料　
【定員】なし（先着 500 名様にお菓子等を配布）

健康に関する様々なイベントを開催します。スタン
プはウェルネスバレーブースで体験してゲット！

【場所】あいち健康プラザ ウェルネスバレーブース
【料金】無料

秋の味覚ラッカセイの収穫。生ラッカセイの塩ゆで
はこの時期だけのお楽しみ！

【場所】げんきの郷 体験農園
【料金】収穫量に応じて　【定員】なくなり次第終了

ドライハーブを使ったハロウィンリースを作ります。

【場所】あいち健康の森薬草園
【料金】500 円　【定員】30 名
【申込】電話にて事前予約

ブランド認定制度など、ウェルネスバレーの取組に
ついて学んでスタンプをゲットしましょう。

【場所】大府市保健センター内 ウェルネスバレー
　　　 ブース

【料金】無料

【場所】フラワーサーチ大府　【定員】20 名／回
【料金】無料

SASUKE をアレンジ。予選通過者による本戦日。芝
生広場に設営された全長 50M のコースに挑戦。

【場所】あいち健康の森公園 大芝生広場
【料金】無料　【定員】60 名（本選出場者）
【対象】大府市・東浦町の小学生 1 年生～ 6 年生
【申込】URL から申込できます。http://urx3.nu/eIVt

あいち健康の森公園の出展ブースにて、輪投げや
フードドライブに参加してスタンプを GET しよう。

【場所】あいち健康の森公園 大芝生広場
【料金】無料

「愛知用水」とその「水源地域」を紹介する秋の恒例
イベント。アンケートに答えると記念品がもらえます。

【場所】げんきの郷 ふれあい広場
【料金】無料　【定員】なくなり次第終了

国産材を使って大工さんと一緒に箸や木製ベンチ等
を作る。

【場所】ウッドビレッジ イベント広場
【料金】材料費有料
【対象】子ども・ご家族さま

ノルディック・ウォークディフェンシブスタイルの体
験と、認知症予防プログラム「コグニサイズ」の体験。

【場所】あいち健康の森公園 交流センター
【料金】200 円（別途レンタルポール代 300 円）
【定員】50 名（医師から運動制限されていない方）

ステージイベント、模擬店、ビンゴ大会等、体験でき
る企画満載です。スタンプはウェルネスバレーブース
でゲット。

【場所】至学館大学
【料金】無料（飲食等の代金は別途必要）

秋の味覚サツマイモの収穫。人気品種「紅はるか」
を掘り出そう！

【場所】げんきの郷 体験農園 
【料金】収穫量に応じて
【定員】なくなり次第終了

認知症の人の気持ちを認知症の方の目線でその行動を
理解し、その意味を知るきっかけとなる勉強会です。

【場所】さわやかの丘 多目的室
【料金】無料　【定員】20 名前後
【対象】ご家族に認知症の方が見える方・認知症をもっと知りたい
　　　 方・介護施設等で働いている方

【申込】電話で事前予約

クイズなどの体験をしてウェルネスバレーの取組に
ついて学び、スタンプをゲットしよう。

【場所】メディアス体育館おおぶ ウェルネスバレー
　　　 ブース

【料金】無料

手作り体験や買い物遊び、キッズダンスのステージイベ
ント等、様々なイベントを行います。木工教室も同時開催。

【場所】ウッドビレッジ イベント広場
【料金】無料、木工教室は材料費有料
【対象】子ども・ご家族さま

木の実を使ったハーバリウムを作ろう！

【場所】あいち健康の森薬草園
【料金】500 円　【定員】30 名
【申込】電話にて事前予約

障害者の方々と一緒に、身近にある材料を使ってか
わいい小物をつくる体験。

【場所】社会福祉法人 憩の郷 地域活動支援センターおおぶ
【料金】無料　【定員】10名～20名
【対象】ボランティアに興味のある方、障害への理解を深めたい方
【申込】電話にて事前予約

体力の維持や増進に向けて、リハビリ指導の専門職で
ある理学療法士が、目的に応じた体操を提案します。

【場所】あいち健康の森公園 交流センター
　　　 1F展示スペース

【料金】無料　【定員】30名
【対象】どなたでも(医師から運動制限されていない方)

毎月第一水曜に開催。未就園児向けに季節を感じ
る絵本の読み聞かせ等、親子で楽しめる催し。

【場所】あいち健康の森公園 交流センター北館１F
【料金】無料

体力の維持や増進に向けて、リハビリ指導の専門職であ
る理学療法士が、筋力や柔軟性の測定をお手伝いします。

【場所】あいち健康の森公園 交流センター
　　　 1F 展示スペース

【料金】無料　【定員】30 名
【対象】どなたでも（医師から運動制限されていない方）

8kg の豆みそを仕込みます。指導は徳吉醸造さん。

【場所】げんきの郷 ふれあい広場
【料金】6,000 円　【定員】各回 30 組
【申込】予約制

主にフォークギターなどの弦楽器で構成されたバン
ドによる懐かしい歌謡曲を演奏。皆で歌いましょう。

【場所】あいち健康の森公園 交流センター南館１F
【料金】無料

国産材を使って大工さんと一緒に箸や木製ベンチ等
を作る。

【場所】ウッドビレッジ イベント広場
【料金】材料費有料
【対象】子ども・ご家族さま

毎月第二木曜開催。スマートフォンの初歩的な基本
操作から丁寧に楽しく学ぶことができます。

【場所】あいち健康の森公園 管理棟会議室
【料金】無料

誰でも認知症の基礎知識が学べるイベントです。専
門の講師がわかりやすくお話してくれます。

【場所】フラワーサーチ大府
【料金】無料　【定員】20 名
【申込】電話にて事前申込

大府市、刈谷市、半田市、東浦町のここでしか聞け
ない情報や魅力を知って、家づくりに役立てよう！

【場所】中京テレビハウジング大府（東浦町ブース）
【料金】無料

薬草園の無農薬ハーブのドライフラワーや薬木の実と
天然アロマオイルで香りのオーナメントを作ります。

【場所】あいち健康の森薬草園
【料金】800 円　【定員】16 名
【申込】電話で事前予約

≪対象イベント≫
イベントに参加してスタンプを集めよう！！

毎月第一水曜に開催。未就園児向けに季節を感じる
絵本の読み聞かせ等、親子で楽しめる催しです。

【場所】あいち健康の森公園 管理棟会議室
【料金】無料

毎月第一水曜に開催。未就園児向けに季節を感じる
絵本の読み 聞かせ等、親子で楽 しです。

【場所】あいち健康の森公園 交流センター北館１F
【料金】無料

施設の暮らし体験！花かご造り遊びや楽しくリフトカー
に乗る等体験できます。花かごはお持ち帰り出来ます。

あいち健康の森公園管理棟前の広場にて、セグウェ
イの試乗体験（有料）ができます。

【場所】あいち健康の森公園　管理棟前
【料金】小人 500 円、大人 800 円
【対象】小学生以上（体重 20kg 以上の人）

げんきの郷近くの畑に春に向けてナタネの種を蒔きます。農作業後、
地元農家からおにぎりが振る舞われます。

【場所】あいち健康の森公園　交流センター南館１F
【料金】無料
【定員】25組（50名程度）9月1日10時から受付開始
【申込】公園管理棟窓口または電話にて事前申込

☎ ウッドビレッジ

0562-45-6224

☎ あいち健康の森公園管理事務所

0562-47-9222

☎ 国立長寿医療研究センター

0562-46-2311

 ☎ あいち健康プラザ

0562-82-0211

☎ げんきの郷

0562-45-4080

☎ あいち健康の森薬草園

0562-43-0021

☎ 大府市ウェルネスバレー推進課

0562-45-6255

☎ フラワーサーチ大府 担当 畠山

0562-44-1616

☎ 一般社団法人大府青年会議所（担当：中村）

080-6922-7333

☎ あいち健康の森公園管理事務所

0562-47-9222

☎ げんきの郷

0562-45-4080

☎ ウッドビレッジ

0562-45-6224

☎ （一社）愛知県ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ・ｳｫｰｸ連盟

 0566-91-5021

☎ 至学館大学

0562-46-1291

☎ げんきの郷

0562-45-4080

☎ さわやかの丘

0120-508-165

☎ 大府市ウェルネスバレー推進課

0562-45-6255

☎ ウッドビレッジ

0562-45-6224

☎ あいち健康の森薬草園

0562-43-0021

☎ 社会福祉法人 憩の郷 ワーキングスペースおおぶ

0562-45-5575

☎ 愛厚ホーム大府苑

0562-48-3121

☎ あいち健康の森公園管理事務所

  0562-47-9222 

☎ 愛厚ホーム大府苑

0562-48-3121

☎ げんきの郷

0562-45-4080

☎ あいち健康の森公園管理事務所

0562-47-9222

☎ ウッドビレッジ

0562-45-6224

☎ あいち健康の森公園管理事務所

 0562-47-9222

☎ フラワーサーチ大府（担当：畠山）

 0562-44-1616

☎ 中京テレビハウジング大府

0562-48-2220

☎ あいち健康の森薬草園

0562-43-0021

☎ あいち健康の森公園管理事務所

0562-47-9222

☎あいち健康の森公園管理事務所

0562-47-9222

☎ もっとあそぶドットコム

090-5459-1600

☎ あいち健康の森公園管理事務所

0562-47-9222

☎ あいち健康の森公園管理事務所

0562-47-9222

健康の森 育児ラウンジ vol.4 木工教室 ウクレレしょうべいと
一緒に歌いましょう♪

初心者向けスマートフォン講座 認知症 × フレイル ウオーク！ あいち県民健康祭

健康の森 育児ラウンジ vol.5

ラッカセイ収穫体験 ハロウィンリース作り＆
座学「大麻とケシについて」

花かご造り・福祉施設を体験 忍～ SHINOBI ～

いきいき長寿フェア２０１９ 愛知用水と水源の森イベント 木工教室

大府市福祉・健康フェア

ノルディック・ウォーク体験会 第 10 回至大祭（至学館大学大学祭） サツマイモ収穫体験

勉強会「認知症の人の気持ちを理解する」 大府市産業文化まつり

第 4 回わくわくキッズマーケット ハーバリウム作り ボランティアを体験しよう！！

いきいき体操 健康の森 育児ラウンジ vol.６

いきいき体力測定 みそづくり体験 サウンドボックス

木工教室 初心者向けスマートフォン講座 認知症を知ろう！認知症サポーター研修

あの街この街、いいところ発見！ 薬草園のハーブでアロマワックスバー作り

セグウェイ体験

親子ふれあい食育農業体験
「菜の花畑を作ろう！」

9 月 8 日（日）15 日（日）10:00 ～ 15:00 9月10日（火）13:30～14:30

9 月 12 日（木）10:00 ～ 11:45 9 月 14 日（土）10:00 ～ 16:00 9月14日（土）15日（日）10:00～16:00

9月14日（土）～16日（月・祝）10:00～15:00 9月15日（日）10:00～12:00 9 月 22 日（日）9:30 ～ 15:00

9 月 23 日（月・祝）①10:00 ～ 11:30 ②13:00 ～ 14:30

10 月 5 日（土）10:00 ～ 15:00 10 月 5 日（土）10:00 ～ 15:00 10月6日（日）13日（日）10:00～15:00

10 月 13 日（日）9:15 ～ 10:30（受付 9:00 ～） 10 月 19 日（土）20 日（日）11:00 ～ 17:00 10 月 19 日（土）20 日（日）10:00 ～ 15:00

10 月 26 日（土）27 日（日）13:30 ～ 15:00 10 月 26 日（土） 27 日（日）9:30～

10 月 27 日（日）10:00 ～ 15:00 10 月 27 日（日）10:00 ～ 11:30 10 月 28 日（月）13:30 ～ 15:00

10 月 30 日（水）14:00 ～ 15:00 11 月 6 日（水）10:00 ～ 11:30

11 月 6 日（水）14:00 ～ 15:00 11 月 9 日（土）①11:00 ～ ②13:30 ～ 11 月 9 日（土）13:00 ～ 14:30

11 月 10 日（日） 17 日（日）10:00 ～ 15:00 11 月 14 日（木）10:00 ～ 11:45 11 月 20 日（水）15:15 ～ 16:30

11 月 24 日（日）10：00 ～ 16：00 11 月 28 日（火）10:00 ～ 12:00

9 月 4 日（水）10:00 ～ 11:30

10 月 2 日（水）10:00 ～ 11:309 月 29 日（日）9:00 ～（受付 8:30 ～）

11 月 2 日（土）3 日（日）10:00 ～ 16:00

10 月 20 日（日）9:30 ～ 11:30


