募集・その他

高齢者の安全運転支援装置の
設置費助成制度をご利用ください

楽しい木工作り

10/13（水）〜11/26（金） 13：30〜16：00（全5回）

大府中学校

8人

4000円

ふるさとガイドと歴史を巡る
まるっと大府再発見

7/31（土）〜11月 10：00〜12：00（全5回）

横根公民館など

10人

1000円

③ アクティブシニア体験講座

7/3（土）〜11月 13：30〜15：00（全9回）

横根公民館

10人

1000円〜

④ イキイキおやじフィットネス

10/19〜11/9の（火） 13：30〜14：30（全4回）

神田公民館

12人

1000円

輝け！ おやじコーラス

11/16〜12/14の（火） 13：30〜15：00（全4回）

神田公民館

12人

2000〜3000円

⑥

パンづくり

7/27〜11/16の（火） 9：30〜12：00（全5回）

北山公民館

8人

4000円

北山公民館

15人

1000円

⑧

6/3〜7/29の（木） 10：00〜11：30（全5回）

東山公民館

10人

1000円

⑨

呼吸法とエクササイズ

10/8〜12/3の（金） 9：30〜11：00（全5回）

共長公民館

10人

1000円

大府シティ健康マラソンに
⑩
参加してみよう

▼

6〜10月の第3（土） 10：00〜11：30（全5回）

簡単な英会話と
多文化共生を学ぼう

⑦ 歴史探訪 日本の城を学ぶ

長草公民館など

10人

1000円

ボディメンテナンス

6/17〜7/15の（木） 17：00〜18：30（全5回）

吉田公民館

8人

2100円

⑫

ペーパークラフト

7/6〜8/10の（火） 13：30〜16：00（全6回）

吉田公民館

8人

2000円

森岡公民館

10人

1500円

森岡公民館など

10人

1000円〜

あいち健康の森薬草園

10人

1300円

▼

6/5〜11/6の（土） 9：00〜11：00（全5回）

⑪

⑬

大人の科学

⑭

イケてるCafeマスターに
なろう3

7〜10月の（土）または（日） 10：00〜12：00
（最終回のみ10：00〜15：00・全7回）
5/28（金） 10：00〜12：00
（2回目以降は未定・全3回）

⑮

薬草園を楽しもう

・20（水） 10：00〜12：00（全2回）
10/13（水）

▲ ▲

対象 市内在住・在勤の55歳以上の男性（令和3年4月1日現在・⑧は中学校程度の英語が理解できる方）
申込 4 / 2（金）〜16（金）にFAX・メール（本文に氏名・フリガナ・住所・生年月日・年齢・連絡先・コース番号・コース名・入校式
の出欠を明記）または直接申込先・各公民館へ。
※料金は入校式で集めます。受講案内や申込書は、申込先・各公民館・市ウェブサイトに用意しています。

▼

あいち健康プラザの健康づくり
施設利用料を半額補助します
対象 市内在住の40〜64歳（申込時
点）の方
補助対象経費 4 / 13（火）〜翌年3 / 31
（木）に利用した健康度評価簡易コース
（1回分）
・アスレチックルーム（3回分）
の利用料
補助金額 利用料の半額
定員 200人（先着順）
申込 4 / 13（火）〜翌年1 / 31（月）に申込
先へ。
※利用前に申込が必要。

①8020表彰・②9020表彰
対象者募集
対象 過去に表彰されていない方で次
のいずれかに該当する方
①昭和17年3月31日以前に生まれた方
で自身の歯を20本以上保っている方
②昭和7年3月31日以前に生まれた方で
自身の歯を20本以上保っている方
申込 4 / 1（木）〜5 / 31（月）に各歯科診
療所へ。
※申請ができない歯科診療所もあります。
詳細は、市ウェブサイトをご覧くださ
い。市外の歯科診療所で申請する方
は、健康増進課へご連絡ください。

問・申込先 /健康増進課 ☎（47）8000

問・申込先 /危機管理課 ☎（45）6320

問 /健康増進課 ☎（47）8000

防災士の資格取得費を補助します
慰霊巡拝参加者募集

地域で防災啓発・訓練の指導的な立場
として活躍する防災士の資格取得費を助
成しています。
対象 次の全てに該当する方
毅市内在住・在勤・在学の方
毅市税を滞納していない方
助成金額 上限1万6500円
申込 防災士資格の取得後1年以内に
申請書に必要書類を添えて、直接申込
先へ。
※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。

参加資格 慰霊巡拝を行う戦域におけ
る戦没者の遺族
予定時期 8月下旬〜翌年3月中旬
予定地域 カザフスタン共和国・イン
ドネシア・中国東北地方・ミャンマー・
フィリピン・硫黄島など
申込 直接申込先へ。
※派遣地域により、予定時期・必要書類・
提出期限・参加資格・参加費などが異
なります。詳細は、市ウェブサイトを
ご覧ください。

問・申込先 /危機管理課 ☎（45）6320

問・申込先 /地域福祉課 ☎（45）6228

▼ ▼

広告

問・申込先 /コラビア ☎（44）8500

問 /シルバー人材センター ☎（48）1806

▼

⑤

▼ ▼ ▼ ▼

①
②

▼

-

▼

料金

-

▼

定員（先着順）

市役所

▼ ▼

場所

5/22（土） 13：00〜14：30

テーマ「SDGsを知っちゃおう」に沿っ
た内容で新型コロナ対策に考慮した講
座・工作体験などを企画し、イベント期
間中に企画運営者として参加できる団
体・個人を募集します。
期間 7 /20（火）〜8 /1（日）
場所 コラビア
定員 20組（先着順）
申込 4/10（土）〜30（金）に直接申込先へ。

▼

日時

入校式

公園などの除草・事業所などの清掃・
簡単な大工仕事などを行うシルバー人材
センター会員を募集します。
対象 市内在住で原則60歳以上の健
康で働く意欲のある方
年度会費 2000円
申込 4〜9月の第1（水）
（5月のみ第1（木））
9：30〜12：00にミューいしがせで行
う説明会に参加してください。
※詳細は、シルバー人材センターウェブ
サイトをご覧ください。

▼

コース名

-

▼

№

アクセルとブレーキの踏み間違いによ
る事故を抑止するため、65歳以上の方
の安全運転支援装置（以下「装置」という）
の購入・設置に係る費用の一部を補助し
ます。
主な条件
毅装置の設置日および申請日に市内に在
住していること
毅昭和32年4月1日以前に生まれた方で
あること
毅車検証の使用者と同一であること
毅都道府県公安委員会が交付する有効な
運転免許証を保有していること
毅自動車税・市税を滞納していないこと
補助対象経費 4 / 1（木）以降に後付け
装置取扱事業者で国土交通省の性能
認定を受けた装置の購入および設置
をする際に係る費用
補助額 補助対象経費の8割で、障害
物検知機能付きは上限3万2千円、障
害物検知機能なしは上限1万6千円
申込 装置の設置日から30日以内に
申請書に必要書類を添えて、直接申込
先へ（翌年2/2（水）〜3/4（金）に設置する
方は、翌年3 /4（金）までに申請）。
※1人1回まで補助が受けられます。自
動車の故障箇所の修理・補修・改良な
どは補助対象外。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 / 協働推進課 ☎（45）6215
℻（48）6095 死kitayama-ko@city.obu.lg.jp

エンジョイ コラビア2021
企画運営者募集

シルバー人材センター会員募集

▼ ▼

大人の学び舎 目指せ、おやじの地域デビュー

▼ ▼ ▼

講座・講習

▼

大会・催し

財源確保などのため、有料広告を掲載しています。広告内容は、市が推奨するものではありませんので、広告主へ直接お問い合わせください。
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