
開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

　　9月　公共資源ステーション　問/環境課　☎（45）6223

▶北山公民館　駐車場 ▶ドミー大府店　店舗北側

13日・27日（月） 9：00～18：30 毎週（水） 10：00～21：00

▶メディアス体育館おおぶ　建物北側 ▶吉田公民館　駐輪場

14日・28日（火） 9：00～18：30 5日・19日（日） 9：00～18：30

▶愛三文化会館　駐車場 ▶マックスバリュ大府店　南側駐車場

1日・29日（水） 9：00～18：30 5日・19日（日） 9：00～21：00

▶保健センター　駐車場 ▶アピタ大府店　南側駐車場

8日・22日（水） 9：00～18：30 毎週（月） 9：00～21：00

9月の納税

国民健康保険税　第3期分

納期限　9/30（木）

納税には、便利な口座振替をご利用
ください。納期限までは、コンビニ・
スマホでも納付いただけます。既に口
座振替をご利用の方は、納期限前日ま
でに口座残高をご確認ください。

問/税務課　☎（45）6263
※愛三文化会館での9/15（水）の回収は、9/29（水）に変更しています。

市民体育大会　テニス

▼日時　9/26（日）　8：45
　　　　（予備日：10/3（日））

▼場所　市営テニスコート

▼対象　市内在住・在勤・在学の高校生以 
上の男性

▼種目　男子シングルス個人戦

▼料金　1500円（当日集金）

▼申込　9/2（木）～15（水）にメールで申込 
先へ。

※詳細は、スポーツ協会ウェブサイトを 
ご覧ください

問・申込先/スポーツ協会テニス部長　小野﨑 
☎（47）5354　糸entry@obu-t.com

市民体育大会　バドミントン

▼日時　10/17（日）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　一般（バドミントン部に所属する 
方・当日加入可（別途会費））、市内在住 
または市内クラブ所属の小・中学生

▼種目　団体戦（男子複・女子複・混合複） 
　　　＝一般（レベル別・1チーム6人）

　　　　シングルス＝小学生（学年・男女別）

▼料金　1チーム5000円
　　　　（当日集金・小学生無料）

▼申込　9/2（木）～10/1（金）にメールまた 
は直接スポーツ協会（メディアス体育館 
おおぶ内）へ。

※詳細は、スポーツ協会ウェブサイトを 
ご覧ください。
問/スポーツ協会バドミントン部　近藤 

☎090（8549）1469　糸badobu.fed@gmail.com

会長杯　弓道大会

▼日時　10/9（土）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の高校生以 
上の方

▼種目　団体戦＝男女別（1チーム3人）
　　　　個人戦＝男女別

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）～18（土）にメールで申込 
先へ。

※詳細は、スポーツ協会ウェブサイトを 
ご覧ください。
問・申込先/スポーツ協会弓道部長　星川 

☎090（7853）1606 
糸taikai.obukyudo@gmail.com

秋季ラージボール卓球大会

▼日時　11/8（月）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼種目　団体戦（混合3ダブルス・1チーム 
3人・チーム編成は当日抽選）

▼料金　750円（当日集金）

▼申込　9/27（月）～10/18（月）に直接ス 
ポーツ協会（メディアス体育館おおぶ 
内）へ。

※詳細は、スポーツ協会ウェブサイトを 
ご覧ください。

問/スポーツ協会卓球部長　千賀 
☎（46）3484（17：00以降）

秋のいきもの観察会

▼日時　10/3（日）　9：30～11：30

▼場所　あいち健康の森薬草園

▼対象　市内在住・在勤・在学の方
　　　　（小学生以下は保護者同伴）

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/6（月）～17（金）に市ウェブサイ 
トの申込フォームまたは直接申込先へ。

問・申込先/環境課　☎（45）6223

外国にルーツを持つ親子の交流会

至学館大学の学生と親子が一緒になっ 
て楽しめるゲームや工作などのイベント 
を行います。

▼日時　9/26（日）　14：00～16：00

▼場所　北山公民館

▼対象　外国にルーツを持つ小学生とそ 
の保護者

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から電話・メール（件名に 
催し名、本文に参加者全員の氏名・住 
所・連絡先を明記）または直接申込先へ。
問・申込先/文化交流課　☎（45）6266 

糸bunka@city.obu.lg.jp

大府の笑学校　落語会

プロの落語家の指導のもと、稽古に励 
んだ「笑学生」が、落語と大喜利で大爆笑
を目指します。講師の立川志の太郎さん
も出演します。

▼日時　9/12（日）　14：00～17：00

▼場所　市役所地下多目的ホール

▼料金　無料
問/文化交流課　☎（45）6266

おおぶ映画祭2022プレイベント

3月に開催するおおぶ映画祭2022を 
前に映画祭を知ってもらうため、前回の
おおぶ映画祭の上映作品などを上映しま 
す。映画祭オフィシャルMCの里中ユウス 
ケさんの解説付きです。

▼日時　①9/25（土）　13：30～15：30
　　　　②11/7（日）　13：30～15：30
　　　　③1/30（日）　16：00～19：00

▼場所　愛三文化会館 
▼対象　高校生以上の方

▼定員　各120人（先着順）

▼料金　1日券500円

▼申込　9/3（金）から文化振興課・愛三文 
化会館で販売。

※詳細は、おおぶ映画祭ウェブサイトを 
ご覧ください。

問/愛三文化会館　☎（48）6151

親子向け上映会 
「ボス・ベイビー」

▼日時　10/2（土）　10：00～

▼場所　愛三文化会館

▼定員　400人（先着順）

▼料金　無料
※上映会のほか、もちのきホールのバッ 
クステージツアー、陶芸体験・楽器体 
験などのワークショップ（要事前申込） 
も行います。詳細は、愛三文化会館ウェ 
ブサイトをご覧ください。

問/愛三文化会館　☎（48）6151

こどもオペラ 
ブレーメンの音楽隊

童謡・手遊び歌・クラシックの名曲を 
参加型で楽しむコンサートを行います。

▼日時　11/3（水）
　　　　①11：00～　②14：00～

▼場所　アローブ

▼定員　各150人（先着順）

▼料金　一般1800円・中学生以下800円 
（全席指定・3歳未満は保護者1人につき 
1人膝上鑑賞無料）

▼申込　9/6（月） 12：00からアローブウェ 
ブサイト、9/7（火） 9：00からアローブ・ 
愛三文化会館・文化交流課で販売。

※詳細は、アローブウェブサイトをご覧 
ください。

問/アローブ　☎（48）5155

9月は世界アルツハイマー月間 
認知症啓発ライトアップ

▼日時　9/1（水）～30（木）　18：00～21：00

▼場所　市役所1階市民健康ロビー・OBU 
オレンジリングモニュメント（JR大府 
駅西口ロータリー）

問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

平和祈念戦没者追悼式

例年より規模を縮小して行います。地 
下会議室では「私の八月十五日パネル展」、 
「平和なまち絵画コンテスト2021」作品
の掲示、「平和の樹（メッセージツリー）」
の作成・展示を同時開催します。

▼日時　10/3（日）　10：00～

▼場所　市役所地下多目的ホール

▼対象　過去の戦争による戦没者の遺族 
のうち、市内在住かつ戦没者から2親 
等以内の親族の方

※予告なく内容を変更することがありま 
すので、詳細は、市ウェブサイトをご 
覧ください。

問/地域福祉課　☎（45）6228

日が短くなる秋は 
歩行者や自転車の動きが見づらくなります

●自転車でも交通ルールを必ず守りましょう

● 自転車に乗る時は、大人も子どももヘルメットを

着用しましょう

●夕暮れ時は早めのライト・オンを心掛けましょう

●しない　させない　飲酒運転

9/21（火）～30（木）　秋の全国交通安全運動

問/危機管理課　☎（45）6320
東海警察署　☎（33）0110　

毅 表紙のデザインがきれいで、届くとすぐにページを
めくってみたくなります。内容も充実していて満足
です。（20代）

毅 ただの調剤薬局ではない、あずき薬局さんの取り組
みがよく分かりました。（50代　私のWork Style）

毅 コロナで行動も制限されている中、気持ちが前向き
になる内容でよかったです。（50代　特集「Withコ
ロナ時代における New大府」）

8月号

市公式 SNS で市の情報を発信中

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

場所・問 日時 公民館の使用ができない期間

大府公民館　☎（48）1007
9/24（金）　13：00～17：00（展示のみ）
25（土）・26（日）　9：30～13：00

9/22（水）～26（日）

神田公民館　☎（46）2620
神田小学校体育館（10/3のみ）

10/2（土）　9：30～12：30（展示のみ17：00まで）
3（日）　9：30～12：00

9/29（水）～10/3（日）

共長公民館　☎（46）4931
10/2（土）　10：00～15：00
3（日）　9：00～13：00

9/29（水）～10/4（月）　13：00

長草公民館　☎（48）5444 10/2（土）・3（日）　9：30～13：00 9/30（木）～10/3（日）

吉田公民館　☎（46）2123
10/8（金）　10：00～17：00(展示・物販のみ)
9（土）　9：30～12：00

10/6（水）～9（土）

横根公民館　☎（46）7722
10/16（土）　9：30～13：00
17（日）　9：30～13：00(展示のみ)

10/13（水）～17（日）

森岡公民館　☎（46）0435
10/30（土）　9：30～15：00
31（日）　9：30～14：00

10/28（木）～31（日）

※ 衆議院議員総選挙により、日時が変更となる場合があります。会場には駐車場がありませんので、車でのご

来場はご遠慮ください。

　例年より規模を縮小して、公民館利用団体や子どもの作品展示を中心に行います。

公民館まつり
▼  場所　ミューいしがせ

▼ 料金　無料

▼ 申込　9/2（木）から電話・メールまたは直接申込先へ。

※詳細は、ミューいしがせウェブサイトをご覧ください。

講座名 日時 対象
定員

（先着順）

レディースカレッジ②

いつまでも輝くための生き方を学ぼう

10/15（金）～3/4（金）

10：00～12：00（全11回）
女性 15人

メンズカレッジ②

これからの男の生き方を学ぼう

10/15（金）～ 3/4（金）

10：00～12：00（全11回）
男性 15人

子育てサロン③

自分の心と身体に向き合う講座

9/16～10/21の（木）

10：00～12：00（全4回）
一般（就学前児の同伴可） 10人

思春期対策講座　保護者編

子どもの心と体･自立･性教育を学ぶ

10/13（水）～11/24（水）

10：00～12：00（全5回）
思春期の子どもを持つ保護者 15人

ファミリー力UP講座

SDGsカードゲームで楽しく学ぼう

10/2(土)

10：00～12：00
小学生とその保護者 12組

ミューいしがせ講座 問・申込先/ミューいしがせ　☎（48）0588 
糸misigase@ma.medias.ne.jp

ミニ企画展 
昭和の車 ペーパーアート展

▼日時　9/11（土）～1/16（日）
　　　　9：00～18：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼料金　無料
問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

不登校・ひきこもりに悩む家族
のためのふぁみり～Cafe

ミニ勉強会「不登校・ひきこもりの相談 
から居場所の利用について」と家族交流会 
を行います。

▼日時　9/19（日）　10：00～12：00

▼場所　エスコートおおぶ（憩の郷内）

▼対象　不登校・ひきこもりの方を支え 
る家族

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料
問/福祉総合相談室　☎（45）6219

受益地域と水源地域の交流イベント 
愛知用水と水源の森

愛知用水の水源地域である長野県木曽 
郡木曽町・王滝村との関わりを学ぶ青空 
教室、水源地の木材を利用した木工教室、 
どんぐりの棒パン焼き体験、水源地域の 
観光PRなどを行います。愛知用水の通水 
60周年を記念したイベントも同時開催 
します。

▼日時　9/25（土）　10：00～15：00
　　　　（60周年記念イベント　11：00～）

▼場所　げんきの郷ふれあい広場

▼料金　無料
問/水土里ネット愛知用水　☎（44）4800

スポーツウエルネス吹矢教室

▼日時　10/16～11/20の（土）
　　　　13：30～15：30（全4回）

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の60歳以 
上の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　100円（申込時集金）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

かっさセラピー講座

▼日時　9/29～10/20の（水）
　　　　14：00～16：00（全3回）

▼場所　長草公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　12人（先着順）

▼料金　990円（申込時集金）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/長草公民館　☎（48）5444

健康運動教室 
ストレッチ・体幹トレーニング

▼日時　10/14～11/25の（木）
　　　　13:00～14:00（全6回）

▼場所　至学館大学第1体育館ほか

▼対象　市内在住・在勤・在学の40～79 
歳の方

▼定員　20人（先着順・最少催行人数5人）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
※JR大府駅東側から出発する至学館大学 
のスクールバスを利用することができ
ます。12：40のバスに乗車ください。
問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

知って得する 
脳とこころと体の健康

▼日時　10/16～12/11の（土）
　　　　10：00～11：30（全5回）

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　1650円（申込時集金・別途教材費）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

つまみ細工教室 
クリスマスリースの飾りを作ろう

▼日時　10/8～29の（金）
　　　　10：00～12：00（全4回）

▼場所　いきいきプラザ

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　6人（先着順）

▼料金　2070円（申込時集金）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/いきいきプラザ　☎（44）2770

初めての書道　書を楽しむ

▼日時　10/6～11/24の（水）
　　　　14：00～16：00（全5回）

▼場所　共長公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　1850円（申込時集金）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

親子で楽しむ手形アート 
はじめての絵の具たっち

▼日時　9/22（水）・29（水）
　　　　10：00～11：30(全2回)

▼場所　吉田児童老人福祉センター

▼対象　市内在住の1歳以上の就園前児と 
その保護者

▼定員　10組（先着順）

▼料金　子ども1人につき100円
　　　　（申込時集金）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
※吉田文化ふれあいまつりに作品を展示 
します。
問・申込先/吉田児童老人福祉センター 

☎（46）5220

いただきまんぷく食堂 
豆腐のガトーショコラを作ろう

▼日時　10/2（土）　①9：30～11：30
　　　　　　　　　②13：30～15：30

▼場所　北山公民館

▼対象　市内在住の小・中学生とその保 
護者（小学3年生以上は子どものみの参 
加可）

▼定員　各4組（先着順）

▼料金　300円
　　　　（当日集金・中学生以下は無料）

▼申込　9/2（木）から市ウェブサイトの申 
込フォームへ。

問/北山公民館　☎（48）6015

子ども・子育て応援都市
子どもの情報はこちら！

大府市ママフレ

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

場所・申込先 日時 申込開始日

石ケ瀬児童老人福祉センター

☎（44）4678
9/27（月）

10：30～11：00
9/2（木）

神田児童老人福祉センター

☎（48）8822
10/4（月）

10：30～11：00
9/8（水）

共長児童センター

☎（48）4121
10/19（火）

10：30～11：00
9/13（月）

▼  対象　市内在住の2歳以上の就園前児とその保護者

▼  定員　各10組（先着順）
▼ 料金　無料

▼ 申込　申込開始日から直接各申込先へ。

　運動遊びを楽しみながら親子の触れ合いを深めるとともに、幼児期からの体づくりの大切さを学びます。

子どもの体力向上　親子で楽しむ運動遊び
問/子ども未来課　☎（45）6229

野菜たっぷり料理教室

▼日時　10/22（金）　9：30～12：30

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　8人（先着順）

▼料金　1000円（申込時集金）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
※作った料理は保冷バッグに入れて持ち 
帰ります。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

そば・うどん打ち講座

▼日時　10/26（火）・11/16（火）
　　　　9：30～12：30（全2回）

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　16人（先着順）

▼料金　1660円（申込時集金）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

醤
ひしお

作り講座

醸
かも

せ師のはやかわあきよさんから醤の 
仕込みと活用方法を学びます。

▼日時　9/26（日）　9：30～11：40

▼場所　保健センター

▼対象　市内在住の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　500円（当日集金）

▼申込　9/2（木）から電話・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。
問・申込先/健康増進課　☎（47）8000 

糸hkn-c@city.obu.lg.jp

終活 
高齢者の最後の生活設計と片付け

▼日時　10/12（火）　10：00～11：30

▼場所　北山公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の60歳以 
上の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から市ウェブサイトの申 
込フォームまたは直接申込先へ。
問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

ハイカラプラス　シニアのため
のスマートフォン教室

▼日時　10/8（金）　13：00～15：00

▼場所　東山公民館

▼対象　市内在住・在勤でスマホを持っ 
ていない55～79歳の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

ハイカラプラス 
金融経済講座　資産運用編

▼日時　10/16（土）　10：00～11：30

▼場所　東山公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から市ウェブサイトの申 
込フォームまたは直接申込先へ。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

気象予報士のお天気実験教室

▼日時　9/25（土）　14：00～15：30

▼場所　横根公民館

▼対象　市内在住の小学4年生以下の子 
どもとその保護者

▼定員　12組（抽選）

▼料金　無料

▼申込　9/3（金）～5（日）に電話または直接 
申込先へ。
問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

フレ☆ガク　健康で素敵な笑顔
のために　お洒落レッスン秋冬

▼日時　10/9（土）・23（土）
　　　　10：00～11：30（全2回）

▼場所　共長公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の中学卒 
業～39歳の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　660円（申込時集金）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

フレ☆ガク　ママカフェ 
性やいのちのお話会

▼日時　9/30（木）・10/22（金）・11/20（土）
　　　　10：00～11：30（全3回）

▼場所　北山公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の中学卒 
業～39歳の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　990円
　　　　（初回集金・学生証提示で無料）

▼申込　9/2（木）から市ウェブサイトの申 
込フォームまたは直接申込先へ。
問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

ガッカン子ども運動教室

▼日時　10/2～11/6の（土）
　　　　17:00～18:00（全5回）

▼場所　至学館大学第1体育館ほか

▼対象　市内在住の小学1～4年生

▼定員　20人（先着順・最少催行人数5人）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

子どもを守るための安全教室
▼日時　10/23（土）　10：00～12：00

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住の乳幼児とその保護者

▼定員　10組20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から市ウェブサイトの申 
込フォームへ。

問/大府公民館　☎（48）1007

好評配布中好

▼  対象　市内在住・在勤・在学の方

▼ 申込　9/2（木）～16（木）に直接各申込先へ。

※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。受講者が少ないときは、開講しない場合があります。

講座名 日時
定員

（先着順）
料金

（初回集金）
場所・問・申込先

ベーシックヨガ
10/1～2/4の（金）

13：30～15：00（全10回）
16人 3000円

大府公民館
☎（48）1007

ひめトレで
健康・美姿勢になろう

10/4～12/20の（月）
10：00～11：30（全6回）

8人 1800円
大府公民館
☎（48）1007

タイ式ヨガ講座
10/4～2/21の（月）

13：30～15：00（全10回）
8人 3600円

大府公民館
☎（48）1007

実家の相続で後悔しない
ポイントを学ぶ

10/6・13・20の（水）
10：00～11：30（全3回）

10人 900円
共長公民館
☎（46）4931

リラックスヨガ
10/6～2/16の（水）

10：00～11：15（全10回）
10人 3000円

長草公民館
☎（48）5444

初めてのオカリナ
10/6～2/16の（水）

13：30～15：00（全10回）
20人 3200円

長草公民館
☎（48）5444

太極拳で健康を目指そう
10/7～1/20の（木）
13：30～15：00（全8回）

20人 2500円
森岡公民館
☎（46）0435

免疫力アップ
やさしい体操

10/12～3/8の（火）
10：00～11：30（全10回）

10人 3000円
長草公民館
☎（48）5444

バランスボール
10/22～1/14の（金）
13：45～14：45（全6回）

10人 3900円
吉田公民館
☎（46）2123

市民講師企画講座

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

　内科健診・歯科健診・知能検査などを行います。

▼  対象　平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれの方

※ 対象者には受診場所などを記載した通知を9月中旬に発送します。9月下旬に通知が届いていない場合や就学につ

いて相談したい場合は、学校教育課へお問い合わせください。

場所 日にち 受付時間

共和西小学校 10/1（金） 12：45～13：10

共長小学校 10/5（火） 12：45～13：15

大東小学校 10/11（月） 12：45～13：00

大府小学校 10/12（火） 12：45～13：15

石ケ瀬小学校 10/12（火） 12：30～13：00

三ツ池小学校（東海市） 10/13（水） 13：25～13：45

加木屋南小学校（東海市） 10/19（火） 13：30～14：30

東山小学校 10/19（火） 12：45～13：10

吉田小学校 10/20（水） 12：45～13：15

神田小学校 10/25（月） 12：50～13：10

北山小学校 11/2（火） 12：50～13：15

令和4年度新小学1年生の健康診断のお知らせ
問/学校教育課　☎（46）3332

親子リズム体操教室

▼日時　10/7（木）・21（木）
　　　　10：00～11：00（全2回）

▼場所　森岡公民館

▼対象　市内在住の2・3歳の子どもとそ 
の保護者（在勤・在学も可）

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

小さい子がいる家庭の防災講座

▼日時　10/23（土）　10：00～11：30

▼場所　東山公民館

▼対象　市内在住・在勤の就学前児を持
つ保護者（就学前児の同伴可）

▼定員　20人（先着順）

▼料金　330円（申込時集金）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

ファミリー・サポート講習会

消防署職員から乳幼児における緊急時 
の対策と応急手当・AEDについて学びます。

▼日時　10/15（金）　10：00～10：50

▼場所　子どもステーション

▼対象　ファミリー・サポート会員登録 
希望の方（就学前児の同伴可）

▼定員　8人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）～10/1（金）平日9：00～ 
17：00に直接申込先へ。

問・申込先/子どもステーション　☎（44）4541

わくわく寄せ植え講座

▼日時　10/8（金）　10：30～12：30

▼場所　アローブ

▼定員　10人（先着順）

▼料金　3500円（申込時集金）

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

アローブジュニアスクール 
杜の学校　体で感じる現代アート

「アートオブリスト2021」のキュレー 
ターと作品を鑑賞します。

▼日時　10/16（土）　10：00～12：00

▼場所　大倉公園休憩棟

▼対象　小学3～6年生

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
※詳細は、アローブウェブサイトをご覧
ください。

杜チューター募集

音楽・芸術・食などの文化体験型学習 
プログラム「杜の学校」の実施にあたり、 
小学生の引率・受け付け・イベント準備な 
どの運営サポートをする市民ボランティ 
アを募集します。

▼対象　18歳以上の方

▼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　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

多文化子育てサロン 
ブラジルの子育て＆親子遊び

ブラジル出身のパパ・ママからブラジ 
ルの文化・遊びを学びます。

▼日時　9/11（土）　10：00～11：30

▼場所　ミューいしがせ

▼対象　就学前児とその保護者

▼定員　20組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から電話またはメールで 
申込先へ。

問・申込先/国際交流協会　☎080（4525）5931 
糸oia@ma.medias.ne.jp

幼児教室

▼日時　9/30（木）・10/14（木）・21（木）
　　　　10：30～11：30（全3回）

▼場所　北山児童センター

▼対象　市内在住の1歳半以上の就学前 
児とその保護者

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/北山児童センター　☎（48）2771

自由参加あそびサークル 
あんぱんまん　0歳児あつまれ

ふれあい遊びや絵本の読み聞かせを行 
います。

▼日時　毎月第1～4（水）　11:00～11:30

▼場所　各児童（老人福祉）センター
●第1（水）　大府・石ケ瀬
●第2（水）　神田・共和西
●第3（水）　北山・共長
●第4（水）　東山・吉田

▼対象　0歳児とその保護者

▼料金　無料
問/子ども未来課　☎（45）6229

プロから習う 
ウクレレワークショップ

1/30（日）に開催する「100人ウクレレ」 
で演奏する曲を練習します。

▼日時　11/14（日）・12/12（日）・1/16（日）
　　　　初級　10：40～12：00
　　　　中級　13：00～14：20
　　　　上級　14：40～16：00（全3回）
　　　　発表　1/30（日）　14：00（予定）

▼場所　アローブ

▼対象　小学3年生以上でウクレレを準 
備できる方

▼定員　各級20人（先着順）

▼料金　一般8000円・中学生以下6000円
　（1/30のコンサートチケット付き・申 
込時集金）

▼申込　9/13（月） 12：00からアローブ 
ウェブサイト、14（火）から電話（後日
集金）または直接申込先へ。

※詳細は、アローブウェブサイトをご覧 
ください。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

会計年度任用職員募集
▼  申込　申込期限までに必要書類を持参の上、各申込先へ。

※契約期間に応じて期末手当などを支給します。

　応募資格や必要書類などの詳細は、

市ウェブサイトをご覧ください。

職種 募集人数 勤務時間 勤務場所
応募
資格

報酬
勤務
開始日

申込期限 問・申込先

学校給食調理員 2人程度
週3～5日
平日

9：00～15：00

市内
小・中学校

不要

週5日
1000円/時間
週3・4日
970円/時間

9月下旬
以降

9/15（水）
12：00

学校教育課
☎（46）3332

給食調理員
兼用務員

1人
週5日

8：30～17：00
市立保育園 不要 14万830円/月 10/1（金） 9/16（木）

幼児教育保育課
☎（85）3895

保育士 1人
週5日

8：30～17：00
市立保育園 要 16万7760円/月 11/1（月） 9/16（木）

幼児教育保育課
☎（85）3895

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

初心者歓迎　日本語ボランティア 
スキルアップ講座

▼日時　10/24（日）・11/7（日）・21（日）
　　　　13：00～14：30

▼場所　市役所2階203・204会議室など

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（木）から電話・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。
問・申込先/文化交流課　☎（45）6266 

糸bunka@city.obu.lg.jp

9/24～30は結核予防週間 
胸部レントゲン検査

結核の早期発見には健診などで胸部レ 
ントゲン検査を受けることが重要です。 
痰の絡むような咳

せき

、微熱や体のだるさが 
2週間以上続く場合には、結核を疑い、 
医療機関を受診しましょう。

▼日時　①10/15（金）・16（土）　9：30～ 
11：30・13：30～15：30（16日は午前 
のみ）　②10/28（木）・29（金）　9：30～ 
11：30

▼場所　①保健センター
　　　　②市役所地下多目的ホール

▼対象　市内在住の15歳以上の方

▼料金　無料
問/健康増進課　☎（47）8000

ありがとうございました

●保健センターへ
　㈱アリナプラントから
　二酸化炭素濃度計測機1台

マイナポイントの付与期間が 
12月末までに延長されました

9月末で終了を予定していたマイナポ 
イント（1人上限5000円分）の付与期間 
が12月末までに延長されました。

▼対象　マイナンバーカードの申請を令 
和3年4月末までにした方

※マイナポイントの取得方法 
などの詳細は、総務省ウェ 
ブサイト（マイナポイントで 
検索）でご確認ください。

問/商工労政課　☎（45）6227

マイナンバーカード交付・電子
証明書更新の臨時開庁

▼日時　9/12・26（日）　9：00～12：00

▼場所　市民課
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

問/市民課　☎（45）6218

　生ごみは水分を多く含むため、焼却処分すると多くの燃料を必要とするとと
もに、二酸化炭素も排出します。市は、保育園や小・中学校の給食残菜をバイ
オガス発電の燃料にし、生ごみの減量とリサイクルを行っています。

問/環境課　☎（45）6223vol.3

大府流ゼロカーボン事例③　バイオガス発電で生ごみを減量

次回は11月号です。

家庭でできるごみ減量化　食品ロスを減らそう
①食材は使いきれる必要な分だけ買いましょう
②食べきれる量を作り、残さず食べましょう
③生ごみは水気をきって捨てましょう

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。

児童発達支援・放課後等デイサービス まずは無料体験へ！
無料相談会随時開催！

〒474-0053 愛知県大府市柊山町4丁目108
お問合せはコチラ

TEL0562-51-7798ブロッサムジュニア
大府柊山教室

本教室では、豊富な個別・集団プログラムを
ご用意しています。

こんな方のご利用をお待ちしています。
子どもが学校の指導内容についていけない。
友達と楽しく遊べていないようで心配。
名前を呼んでも返事がない。落ち着きがない。

原則、未就学児は無料でご利用いただけます

要予約

ブロッサムジュニア
大府柊山教室
10月オープン予定！

平日9時～17時／土曜9時～16時営業時間 blossom.obuhiiragiyama@gmail.com

広告

春休みおよび令和4年4月からの放課後クラブ入所申込のご案内

▼  対象　市内在住の小学生（新1年生含む、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）

▼  実施場所　表の通り

▼  入所期間　令和4年4月1日（金）～令和5年3月31日（金）（日曜日・ 

祝日・年末年始は休み） 

※春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（土曜日、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（土曜日を除く） 

※20：00まで預かりをする延長預かりサービスあり。

▼  入所基準　保護者が8：00～19：00に、毎月12日以上の日数 

（日曜日を除く）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

▼  料金　1カ月5000円（7月・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）

▼  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。新型コロナ対策のため、1家族1人で来てください。本 

申込については、仮申込時にご案内します。

● 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 

9/29（水）～10/6（水）　16：00～18：30（土曜日を除く）に入所 

している放課後クラブへ。

● 上記以外の方 

9/29（水）～10/6（水）（閉庁日を除く）に学校教育課へ。

※ 入所基準などの詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。 

仮申込書は、各申込場所または市ウェブサイトに用意してい 

ます。

※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

大府の魅力を
たっぷりお届け！

観光情報はこちら！

大府市観光協会

日本選手の活躍で大いに盛り上がった東京オリンピック。
私も連日テレビにくぎ付けになりました。時差のない自国開
催ということで寝不足にならないかと思いきや、その日のハ
イライトを深夜に放送するので、やっぱり夜更かししてしま
いました。
ところで、今回のオリンピックで気になったのはビデオ判
定の多さ。誤審をなくすためとはいえ、試合の流れが止まっ
てしまうところに、もどかしさを感じてしまいました。けれ
ども、技術は常に進歩するもの。3回目の東京オリンピックで
は、そのあたりも解消されているかもしれませんね。（太）

問/学校教育課　☎（46）3332

　本申込期間（11/10（水）～19（金））を過ぎると5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。キャンセル可能のため、

まずは仮申込にお越しください。

▲横根バイオガス発電施設（横根町）

大会・催し 講座・講習 募集・その他 

2021.9 242021.925


