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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～

(4月1日～30日）

大府市職員実態調査～これが
私のおおぶスタイル～(再放送)

女性活躍中！　あなたのキャ
リアを大府で生かす(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～　農業センター　リニューアルと取り組み
15日～　さくら再生プロジェクト（再放送）

ほっとラインちた
毎日9:00～／15:00～／21:00～
1日～　 梅子と学ぼう！　子どもの防犯

（再放送）
15日～　 緑と花に包まれた美しいまち 

～花壇コンクール～

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。

　皆さんの生の声をお聞きし、今後のまちづくりに反
映していきます。ご意見は次の方法で、受け付けてい
ます。詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

　市ウェブサイトに用意してある「よくある質問」「AIチャット
ボット」は、市民の皆さんから多数お寄せいただいた質問を集約し
て掲載しています。日々の暮らしの中で生じた疑問・質問などが
ありましたら、ぜひご活用ください。

Q＆A
様式は、市役所 1
階総合案内・企画広
報課・公民館にあり
ます。

キーワードやジャン
ルで検索す
ることがで
きます。

市ウェブサイトに掲
載の入力フォームか
ら投稿ができます。

24時間対応で、AI
が自動で回
答します。

市政へのご意見をお寄せください 日常の疑問・質問を解決します

市長への手紙 よくある質問市長へのメール AIチャットボット
問/企画広報課　☎（45）6214

7月号受付：5/26（水）～6/ 2（水）
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/企画広報課　☎（45）6214

健康体操「さくらセカンド」
1部シニア・2部ヤングミドル会員募集

井上　☎（47）4425
年代別に楽しく健康体操。お子さま
連れもOK。誰でもできる簡単な運
動を始めてみませんか。
日時：第2・4（月）　60代以上　9：30～

30～50代　10：45～
場所：長草公民館
料金：3カ月2000円
申込：直接会場へ。

生活をいける華道「華原の会」
第17回　本多ヒデ社中展

本多　☎090（8076）8737
生活の中にあるものを器にして、生
活の周りにある花を生けます。
日時：4/24（土）・25（日）　10：00～16：00
場所：二ツ池セレトナ1階
料金：無料
申込：直接会場へ。

初心者歓迎
大府ランナーズ　走る仲間募集

長堀　☎090（9197）4025
市内で活動するランニング愛好家の
クラブです。レース駅伝に参加、ハ
イキングなどふれあい健康づくりを
目的に活動しています。
日時：第1・2・4（日）　7：15～
場所：メディアス体育館おおぶ
料金：年3500円
申込：電話で長堀へ。

大府市こども囲碁クラブ
会員募集
本多　☎（48）5003

市内在住のプロ棋士（日本棋院所属）
と10人余りの指導スタッフが、子
どもたちに囲碁の基本とともに、礼
儀やマナーの大切さを指導します。
日時：5月～翌年3月の第2・3・4（土）
9：30～11：30　場所：歴史民俗資料
館　対象：市内の小学1～3年生　料
金：月500円　申込：電話で本多へ。

「相続の生前対策」「相続手続き」の
無料相談会
FP後藤　☎（44）9054

税理士・司法書士・FP・行政書士など
の相続問題に精通した各種の専門家が
集結し、相続相談会を開催。相続に関
するどんなことでも相談できます。
日時：4/13（火）　9：00～12：00
場所：アローブ会議室
定員：6組（先着順）　料金：無料
申込：電話でFP後藤へ。

大府青年会議所　4月例会
加藤秀視「人は変われる」講演会

阿部　☎090（1729）4124
講師に加藤秀視さんをお呼びして、「人
が変わる」ための講演を開催します。
日時：4/8（木）　19：00～20：30
場所：アローブこもれびホール
定員：100人（先着順）　料金：無料
申込：QRコードまたは電話
で阿部へ。※詳細は、大府
JCウェブサイトまで。

各種相談とも無料で相談でき、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

4
相談種目 日時 会場／問い合わせ

市
民
生
活

福祉総合相談（ひきこもり、ニート、

不登校、8050 など） ／職員 平日　8:30～17:15 福祉総合相談室　☎(45)6219
※必要な専門家に取り次ぎます

法律 ／弁護士 2日・9日・16日・23日・5月7日（金）
13:30～16:30

福祉総合相談室　☎(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）
※5月の相談は、第1週のみ掲載しています

人権／人権擁護委員 1日・22日・5月6日（木）　13:30～16:30

行政／行政相談委員 15日（木）　13:30～16:30

登記／司法書士 7日（水）　13:30～16:30

不動産取引／宅地建物取引業協会員 21日（水）　13:30～16:30

よろず相談／よろず相談員 1日・8日・15日・22日・5月6日（木）
13:30～16:30

年金 ／日本年金機構職員 13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、4月2日（金）から（先着12人）
健康相談／保健師ほか 平日　9:00～11:30 保健センター　☎(47)8000

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 平日　時間応相談 応相談／高齢障がい支援課　☎(85)3558
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／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 8日（木）（予約終了）、5月はお休み 知多北部広域連合総務課　☎052（689）1651

※6月の予約受付は5/10（月）～21（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 1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 ／地域子育て相談員 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

妊産婦相談 ／保健師ほか 平日　8:30～17:15 おおぶ妊産婦相談室　☎(57)0219

ことばの相談 ／医師・言語聴覚士ほか 4月はお休み 保健センター　☎(47)8000

こども相談 ／保健師ほか 16日（金）　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 子ども未来課　☎(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
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 7日・14日・21日・28日（水）　13:00～17:00 文化交流課　☎(45)6266
※ ポルトガル語のみ、14日・28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 14日（水）　13:00～17:00
ベトナム語 28日（水）　13:00～17:00

英語 平日　13:00～17:00

商
工

新規創業／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

事業用資金金融 ／日本政策金融公庫職員 19日（月）　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 28日（水）　14:00～16:00 スピカ／商工労政課　☎(45)6227

注目


