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行政番組

▶▶ CATV デジタル12CH　毎日8:45～／14:45～／20:45～
▶▶ インターネット放送局　おおぶムービーチャンネル　http://www.youtube.com/user/obucityoffice

1日～

(3月1日～31日）

参加してみませんか 
アダプトプログラム(再放送)

大府市職員実態調査～これが
私のおおぶスタイル～(再放送)

15日～

スマイルおおぶ

ハロー！ とうかい
毎日8:30～／14:30～／20:30～
1日～　復興支援10年の記録
　　　　　～未来に続く 石との絆～
15日～　2020年度のあゆみ

ほっとラインちた
毎日9:00～／15:00～／21:00～
1日～　 梅子と学ぼう！　佐布里梅
15日～　 緑と花のまちづくり（再放送）

あったかいいまちひがしうら
毎日9:15～／15:15～／21:15～
　暮らしに役立つ内容を文字情報でお届け
します。

グーフィーミニバスケットボール
クラブ会員募集
川村　☎090（6583）8274

ぜひ見学に来てください。
日時：毎週（土）　9：00～12：00
場所：東山小学校体育館
対象：小学生
料金：月3000円
申込：電話またはメールで川村（死
goofy_minibasketball@yahoo.co.jp)へ。

和太鼓　童子
メンバー募集
山口　☎090（5112）0868

小学生を中心に活動している和太鼓
グループです。初心者でも大丈夫！
一緒に習ってみませんか。
日時：月3・4回（火）　19：00～20：30
場所：北山公民館　料金：月2000円
申込：直接会場または電話
またはQRコードからインス
タグラムのDMで山口へ。

楊名時健康太極拳大府同好会
会員募集
久野　☎（46）3222

太極拳を通して体力の増進をはか
り、心身共にリフレッシュを！
日時：毎週（水）　10：00～11：30
場所：スピカ・メディアス体育館おおぶ
料金：月1500円（入会金1000円）
申込：電話で久野へ。

相続・遺言・相続税・登記など
相続問題全般　無料相談会

久野　☎（74）2598
税理士・司法書士・FP・行政書士な
ど相続問題に精通した各種の専門家
が相談会を開催します。
日時：3/25（木）　13：00～17：00
場所：商工会議所
料金：無料
申込：電話で久野へ。

東日本大震災復興支援イベント
「第9回　心ひとつに3.11」

大西　☎090（6070）2924
東日本大震災からの10年を振り返
り、防災について考えるための展示
を行います。
期間：3/1（月）～14（日）
場所：アローブふれあいの路
料金：無料　申込：直接会場へ。
13（土）は同じ会場で東北物産市、18：00
からは新池で灯火文字点灯あり

俳句「大福会」会員募集
俳句に興味ある方お待ちしてます

神谷　☎（46）0357
四季の変化と生活を俳句に詠み、皆
と心を温め、楽しみたい方大募集
日時：第3（土）　13：00～16：30
場所：歴史民俗資料館
講師：井村晏通さん
　　　（市内在住・俳人協会会員）
料金：月500円と文協会費年1000円
申込：電話で神谷へ。

第26回深雪アートフラワー
師範西野勝子教室作品展

西野　☎（47）2872
コロナ禍で大変な中、少しでも明る
い気分になってもらえたらとの思い
から、換気を忘れず少人数でアート
フラワー制作を楽しみました。皆様
のお越しをお待ち申し上げます。
日時：3/27（土）～29（月）  10：00～17：30
　　　（最終日は15：00まで）
場所：愛三文化会館　料金：無料

6月号受付：4月23日（金）～30日（金）

受付件数：９件（先着順）

申込方法：申請書に必要事項を記入して、直接申込先へ。

※ 掲載には制限がありますので、市ウェブサイトでご確認ください。

問・申込先/広報広聴課　☎（45）6214

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。

＝予約制
＝電話相談可
＝訪問相談可

3
相談種目／相談員 日時 会場／問い合わせ

市
民
生
活

法律 ／弁護士 5日・12日・19日・26日・4月2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）
※4月の相談について、第1週のみ掲載しています

人権／人権擁護委員 4日・25日・4月1日（木）　13:30～ 16:30
行政／行政相談委員 18日（木）　13:30～ 16:30
登記／司法書士 3日・4月7日（水）　13:30～16:30
不動産取引／宅地建物取引業協会員 17日（水）　13:30～ 16:30

よろず相談／よろず相談員 4日・11日・18日・25日・4月1日（木）
13:30～ 16:30

年金 ／日本年金機構職員 9日（火）　9:45～12:00／ 13:00～15:15
市役所２階205会議室／保険医療課　☎(45)6330
※予約は、3月2日（火）から（先着12人）
※受付日が毎月第2営業日に変わっています

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

障
が
い

障がい者の悩み事／障がい者相談員 8日（月）　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

介
護
・
高
齢
者

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　①JR西側地域：スピカ　
②JR東側地域：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月の相談はお休み
※4月の相談は8日（木）  13:30～16:30

知多北部広域連合総務課　☎052（689）1651
※4月の予約受付は、3月8日（月）～19日（金）

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 4日（木）　13:30～16:30 応相談／知多地域成年後見センター☎(39)2663

※緊急な場合は、個別で応相談

家
庭
・
子
ど
も

小児救急相談 ／看護師・医師 毎日　19:00～翌8:00 ☎#8000（または☎052（962）9900）

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
おおぶ妊産婦相談室 ／保健師ほか 平日　8:30～17:15 乳幼児育児相談室　☎(57)0219
ことばの相談 ／言語聴覚士 11日（木） 保健センター　☎(47)8000
こども相談 ／保健師ほか 17日（水）　時間応相談 保健センター　☎(47)8000
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
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

5日（金）・9日（火）・19日（金）・23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

女
性女性の悩み事電話※面談可 ／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

言
語

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、10日・24日（水）は18:00
まで
※ 時間変更の場合あり
※詳細は、国際交流協会ウェブサイトへ

中国語 10日（水）　13:00～17:00

ベトナム語 24日（水）　13:00～17:00

英語 平日　13:00～17:00

商
工

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（木）　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 24日（水）　14:00～16:00 スピカ／商工労政課　☎(45)6227


