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おおぶ健康ボランティア養成講座

大学教授などから健康づくりの基礎的
な知識や技術を学びます。

▼日にち　6/1～7/13の(火)（全7回）

▼場所　保健センターなど

▼対象　市内在住の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　4/1（木）～5/20（木）に電話・FAX・ 
メール（件名に講座名、本文に氏名・
住所・連絡先を明記）または直接申込
先へ。

※この講座は、健康づくり推進員・健康 
づくり食育推進員の養成講座です。修 
了後、希望者はいずれかの推進員に登 
録し、ボランティア活動を行うことが 
できます。詳細は、市ウェブサイトを 
ご覧ください。
問・申込先/健康増進課　☎（47）8000 
℻（48）6667　死hkn-c@city.obu.lg.jp

おおぶ防犯ボランティア養成講座

防犯活動の基礎・防犯診断の方法・防
犯パトロールの方法などを学びます。

▼日時　5/18（火）・6/3（木）・15（火）・29（火）
　　　　14：00～16：00
　　　　（全4回・初回のみ15：00～17：00）

▼場所　市役所など

▼対象　市内在住の方

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　4/2（金）～16（金）に電話・FAX・ 
メール（件名に講座名、本文に氏名・ 
住所・連絡先を明記）または直接申込
先へ。

※講座を修了された方に修了証・修了認
定ピンバッジを交付します。
問・申込先/危機管理課　☎（45）6320 

℻（47）7320　死kikikanri@city.obu.lg.jp

認知症に関するボランティア 
「おおぶオレンジサポーター」募集

認知症カフェや認知症の人の当事者交
流会などで特技を生かして、認知症の人
を支援するボランティアを募集します。

▼活動内容　認知症の人の見守り・外出
支援・当事者交流会でのグランドゴル
フなどの指導など（ボランティア登録 
後、支援ニーズに応じて市から活動を 
依頼します）

▼申込　登録用紙に必要事項を記入し、
直接申込先へ。

※登録用紙は、申込先または市ウェブサ
イトに用意しています。

問・申込先/高齢障がい支援課　☎（45）6289

おおぶ一生元気ポイント 
健康づくりグループ登録募集

仲間とウォーキングなどを行う「健康
づくりグループ」として登録し、活動を
行うとおおぶ一生元気ポイントがたまり
ます。

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼申込　4/1（木）～翌年2/25（金）に届出書
に必要事項を記入の上、直接申込先へ。

※届出書は、申込先または市ウェブサイ
トに用意しています。
問・申込先/健康増進課　☎（47）8000

おおぶの杜
もり

育み隊 
新規メンバー募集

アローブ主催イベントの企画・チケッ
トもぎり・会場案内を行う市民ボラン
ティアを募集します。

▼対象　高校生以上

▼料金　無料（ボランティア保険加入希
望者のみ200円を集金）

▼申込　4/2（金）から直接申込先へ。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

農家の農作業を手伝う 
健
けん こ う

耕サポーター・受入農家募集

▼応募資格
毅健耕サポーター　無償ボランティアと
して農家の作業を手伝える方（中・高
校生は保護者の同意が必要）

毅受入農家　市内農家で健耕サポーター
の受入が可能な農家

▼申込　申請書に必要事項を記入の上、
直接申込先へ。

※募集要領および申請書は、申込先また
は市ウェブサイトに用意しています。

問/農政課　☎（45）6225

緑花推進応援プロジェクトの 
事業提案を募集します

市内の緑花推進を図ることができる事 
業の提案を募集します。緑化推進委員会
の審査を受け、適当と認められた場合、
提案内容・事業費に応じて市から交付金
を受けることができます。

▼対象
毅市内の緑花推進を図ることができる事業
毅市民の満足度が高まり、具体的な効果
または成果が期待できる事業

▼応募資格　市内に事務所または活動拠 
点を有し、営利を目的としない市民活 
動を行う団体（他にも応募要件あり）

▼申込　4/28（水）までに申請書に必要事 
項を記入の上、郵送・FAX・メールま
たは直接申込先へ。

▼審査基準　公益性・有益性・協働性・
実現性の視点で審査します。

※申請書は、申込先または市ウェブサイ 
トに用意しています。詳細は、市ウェ 
ブサイトをご覧ください。
問・申込先/水緑公園課　☎（45）6236 
〒474―8701住所不要　℻（47）3347 

死mizumidori@city.obu.lg.jp

大府の旬を
お届けします！

と検索

大府市　Facebook

　2年ぶりに開催されている春の甲子園。感染防止のためブラスバンドの演奏は禁
止されていますが、各校が事前に録音した応援歌を球場内のスピーカーで流してい
ます。まさにウィズコロナと思いましたが、甲子園を目標としているのは野球部だ
けではありません。アルプス席から選手たちを思いっきり応援できる日が早く来て
ほしいですね。（太）

▲

対象　令和3年度小学1～6年生（少年団によって学区の指定があります）　　

▲

申込　電話で各代表者へ。

※詳細は、健康都市スポーツ推進課およびメディアス体育館おおぶに用意している募集要項をご覧ください。

▲  

対象　市内在住で小学校に就学している児童（私立小学校に就 

学している児童は、市が定める春・夏・冬休み期間のみ受け入

れ可）

▲

実施場所　表の通り

▲

入所期間　7・8月～翌年3/31（木）（（日）・（祝）・年末年始は休み）

※夏休みのみの入所希望者も今回申込が必要。

▲  

開設時間　通常時間＝下校時～19：00（（土）、春・夏・冬休みは

8：00～19：00）　早朝育成時間＝春・夏・冬休みの7：30～8：00

（（土）を除く）

※20：00まで預かりをする延長預かりサービスあり。

▲  

料金　1カ月5000円（7・3月は6000円・8月は7000円、就学援 

助受給世帯は全額免除。入所開始日が16日以降または退所日が 

15日以前である場合、該当する月の育成手数料の半額。早朝育

成希望者は、夏休みは1500円、春・冬休みは500円、延長預か 

りサービス希望者は1万円が別途必要）

▲  

入所基準　保護者が8：30～19：00に毎月12日以上の日数（（日） 

を除く）を各日とも4時間以上勤務しており、下校後に児童の育 

成にあたる者がいない場合

▲  

申込　次のいずれかで仮申込をした後、本申込をしてください。 

本申込については、仮申込時にご案内します。

※新型コロナ対策のため、1家族1人でお越しください。

毅受付期間中に放課後クラブに入所している児童がいる方

　入所している放課後クラブ　4/12（月）～16（金）　16：00～18：30

毅上記以外の方

　学校教育課　4/12（月）～16（金）　開庁時間

※ 入所基準などの詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。仮申 

込書類は、各受付場所または市ウェブサイトに用意しています。

スポーツ少年団に入団しよう　団員募集

夏休みを含む7・8月からの放課後クラブ入所者募集

問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

問/学校教育課　☎（46）3331

種目 少年団名 募集人数 活動場所 活動日 活動時間 代表者

軟式野球

富士 50 大府小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00～12：00 阿知波修　☎090（5115）8415

大府大東 50 大東小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00～12：00 深田綾市　☎090（1821）6968

神田 40 神田小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00～12：00 浜島悦雄　☎（47）8636

北山 60 北山小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00～12：00 平松基彦　☎090（6081）9866

東山 40 東山小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00～12：00 鄭憲文　　☎090（3456）5309

共和 60 共和西小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00～12：00 岡本邦彦　☎（48）1269

くすの木野球部 60 吉田小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00～12：00 早川高光　☎（47）2996

石ケ瀬野球部 50 石ケ瀬小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：30～12：00 山田悦生　☎090（3953）3756

サッカー
若草 60 共長小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 9：00～12：00 宮岡秀治　☎090（1017）1132

大府サッカー 50 石ケ瀬小学校 毎週（土） 13：00～17：00 深谷龍正　☎（46）0539

バドミントン

くすの木
バドミントン部

30 吉田小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 9：00～12：00 早川高光　☎（47）2996

石ケ瀬
バドミントン部

40 石ケ瀬小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 9：00～12：00 永井与志夫☎090（1748）1296

バレーボール 大府JVC 50 大府小学校 毎週（土）　※（日）は随時 9：00～12：00 後藤修　　☎090（9172）7625

※運営は、ホーメックス㈱が実施します。

小学校区 放課後クラブ名 電話

大　府 大府放課後クラブ ☎(44)1145

大　東 大東放課後クラブ ☎(46)5711

神　田 神田放課後クラブ ☎(46)7765

北　山 北山放課後クラブ ☎(47)0692

東　山 東山放課後クラブ ☎(46)9335

共和西 共和西放課後クラブ（※） ☎(44)8624

共　長 共長放課後クラブ ☎(46)5561

吉　田 吉田放課後クラブ ☎(46)5764

石ケ瀬 石ケ瀬放課後クラブ ☎(47)9220

大会・催し 講座・講習 募集・その他 

　本申込期間（5/7（金）～13（木））を過ぎると9月以降の入所に

なります。現在就職活動中の方や入所検討中の方も仮申込可。

キャンセル可能ですので、まずは仮申込にお越しください。


