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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

　　10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

11日・25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

12日・26日（火） 9：00～18：30 3日・17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

6日・20日（水） 9：00～18：30 3日・17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

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

10月の納税

市県民税　第3期分
国民健康保険税　第4期分

納期限　11/1（月）

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
※10/13（水）のドミー大府店での回収はお休み

会長杯　テニス大会

▼日時　10/24（日）　9：00
　　　　（予備日：10/31（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　男子ダブルス

▼料金　1チーム2500円（当日集金）

▼申込　10/2（土）～17（日）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

会長杯　ソフトボール大会

▼日時　11/14（日）　9：00
　　　　（予備：11/21（日））

▼場所　横根グラウンド

▼対象　市内在住・在勤の方で構成する 
チーム

▼種目　一般男子（監督以下20人以内）

▼料金　1チーム5000円（当日集金）

▼申込　10/2（土）～11/1（月）に電話で申 
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/スポーツ協会ソフトボール部 

加藤　☎090（1470）9496

会長杯　卓球大会

▼日時　11/28（日）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の小学4年 
生以上の方（中学生は除く）

▼種目　個人戦（シングルス）＝一般（男女 
別）・小学生

▼料金　750円（当日集金・小学生無料）

▼申込　10/17（日）～11/7（日）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）

市民選手権　ソフトテニス大会

▼日時　11/7（日）　9：00
　　　　（予備日：11/28（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 
上の方

▼種目　ダブルス＝一般男女別・壮年ミッ 
クス

▼料金　1000円
　　　　（当日集金・高校生300円）

▼申込　10/2（土）～31（日）にFAX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/スポーツ協会ソフトテニス部長　後藤 
☎090（3308）1450　℻（48）5944

市長杯　ゴルフ大会

▼日時　11/9（火）　8：00

▼場所　知多カントリー倶楽部
　　　　（武豊町富貴）

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼種目　ダブルペリア方式

▼定員　40人（先着順）

▼料金　3000円（当日集金・別途プレー代）

▼申込　10/2（土）～15（金）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/スポーツ協会ゴルフ部長　太田 
☎090（8957）5425

市レディースオープン 
バドミントン大会

▼日時　12/1（水）・2（木）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤の女性（学連登録 
者・社会人クラブ・実業団登録者を除く）

▼種目　個人戦ダブルス＝ランク別

▼料金　1チーム2500円（当日集金）

▼申込　10/2（土）～14（木）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/スポーツ協会バドミントン部　原田 

　☎090（1757）0012

市民クロスカントリー大会

▼日時　12/5（日）　9：00（雨天中止）

▼場所　大府みどり公園

▼対象　市内在住・在勤・在学の小学4年 
生以上の方

▼種目
　3.2㌔＝一般男子・壮年男子（40歳以上）
　2.8㌔＝中学男子（1年生、2・3年生）
　1.6㌔＝一般女子・中学女子（1年生、2・ 
3年生）・小学生（男女別）

▼料金　500円
　　　　（当日集金・中学生以下無料）

▼申込　10/2（土）～11/5（金）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/スポーツ協会陸上部長　八戸 
☎090（9419）4713

市民活動フェア 
コラビア交流会2021 

自分のやってみたいことや地域での困 
り事を解決するヒントが見つかります。

▼日時　10/23（土）　13：00～16：00

▼場所　市役所地下多目的ホール

▼料金　無料
※10/23はコラビアの利用ができません。 
詳細は、コラビアウェブサイトをご覧 
ください。

問/コラビア　☎（44）8500

津軽三味線☆三絃士コンサート 
BEGINNING

東海地方出身の津軽三味線ユニットが 
幅広いジャンルの楽曲を演奏します。

▼日時　11/28（日）　14：00～

▼場所　アローブ

▼定員　150人（先着順）

▼料金　一般3000円・一般ペア5500円 
（限定30席）・中学生以下1000円（全席 
指定・就学前児入場不可）

▼申込　10/4（月） 12:00からアローブ 
電子チケットサービス、10/5(火) 9:00 
からアローブ・愛三文化会館・文化交流 
課で販売。

※一般ペア席・車いす席を希望する方は、 
アローブで購入してください。託児（3 
カ月～就学前児・1人500円）を希望す 
る方は、11/25（木）までにネットワー 
ク大府（☎（85）7028）へ。

問/アローブ　☎（48）5155

おおぶ民話の紙芝居 
「藤井宮大明神の御

お み き へ い し

酒瓶子」

▼日時　10/17（日）　13：00～13：30

▼場所　歴史民俗資料館

▼料金　無料
問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

ロビーコンサート 
アイリッシュハープと尺八

風糸が、「星に願いを」「また君に恋し 
てる」「椰子の実」などを演奏します。

▼日時　10/17（日）　13：30～14：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料
問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

企画展 
古墳時代初頭の知多半島展

桟敷貝塚発掘調査報告書刊行を記念し 
て考古学の企画展を開催します。

▼日時　10/9（土）～12/12（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「障がい者相談支援センター 
ってどんなところ？」と家族交流会を行 
います。

▼日時　10/17（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

キャッシュカードなどをだまし取る 
特殊詐欺に注意！

● 「暗証番号を教えて」「キャッシュカードを預かる」

の言葉が出たら、絶対に詐欺です。

●自宅の固定電話は常時留守番電話設定にしましょう。

● 不審な電話があったら、電話を切り、110番通報し

てください。

10/11（月）～20（水）　秋の安全なまちづくり県民運動

問/危機管理課　☎（45）6320
東海警察署　☎（33）0110

新型コロナウイルス
感染症に関する情報

毅 知りたい新型コロナワクチン情報が早めのページに掲載
されていて、字も大きくて分かりやすかったです。感染
者状況についてグラフでまとめていたり、新型コロナの
支援情報も掲載されていたりしたので、ためになりま
す。（40代　特集「新型コロナワクチン接種のご案内」、
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ）
毅 毎号楽しみにしています。たまには大胆なレイアウトも
いいかもです。（60代）

9月号

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
▼  対象　市内在住・在勤・在学の方（②は妊娠16週以降で医師の許可を得た方）

▼ 申込　10/2（土）から直接各申込先へ。

※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

①
ダンスで学び、

健康寿命を延ばしましょう
10/14～12/9の（木）
14：00～15：00（全5回）

10人 1500円
北山公民館
☎（48）6015

② マタニティヨガ
10/28～12/23の（木）
11：00～12：00（全5回）

7人 1500円
吉田公民館
☎（46）2123

③ 前結び着付（基礎編）
11/4～1/20の（木）

10：00～12：00（全10回）
10人 3000円

東山公民館
☎（47）1498

④ 着物を素敵に着こなそう
11/11～12/2の（木）
10：00～12：00（全4回）

10人 1200円
北山公民館
☎（48）6015

市民講師企画講座
▼  対象　市内在住・在勤・在学の方

▼  定員　各6人（先着順）

▼  料金　無料

▼ 申込　10/6（水）から電話で申込先へ。

場所 日時

大府公民館 10/19（火）・12/10（金）

基礎

①9：30～10：30

②13：00～14：00

応用

①11：00～12：00

②14：30～15：30

長草公民館 10/22（金）・11/26（金）

横根公民館 10/26（火）・12/7（火）

東山公民館 10/29（金）・12/3（金）

共長公民館 11/2（火）・12/17（金）

北山公民館 11/5（金）・12/21（火）

神田公民館 11/9（火）・12/14（火）

森岡公民館 11/12（金）・19（金）

吉田公民館 11/16（火）・30（火）

スマホ講座 問・申込先/ メディアスコールセンター 
☎0120（23）7707（平日9：00～18：00）

　電源の入れ方・ボタン操作・

電話の掛け方・カメラの使い方

など初歩から学ぶ「基礎」とアプ

リのインストール方法・安心安

全な利用方法などの使いこなし

を学ぶ「応用」の2コース（各1回

ずつ受講可）を各日行います。そ

れぞれご都合の良い時間に申し

込みください。

※スマホの貸し出しもできます。この事業は、知多メディアスネットワーク㈱の協力を得て実施します。

認知症介護家族交流会

▼日時　10/14（木）　13：30～15：30

▼場所　スピカ

▼対象　認知症の方を介護している家族

▼料金　100円（当日集金）
問/高齢障がい支援課　☎（45）6289

認知症の方ご本人のつどい 
コスモスクラブ

交流やグラウンドゴルフ（雨天時はペ 
タンク）を行います。

▼日時　10/21（木）　10：00～12：00

▼場所　横根多目的グラウンド（雨天時 
はメディアス体育館おおぶ）

▼対象　認知症の方（疑われる方、若年
性認知症の方を含む）とそのご家族

▼料金　無料

▼申込　10/4（月）から電話または直接申 
込先へ。

問・申込先/高齢障がい支援課　☎（45）6289

おおぶノウフクマルシェ

農福連携により農業者と福祉施設利用 
者が協力して心を込めて作った野菜・オ 
リーブ茶・OBU BEER・焼き菓子などを 
販売します。

▼日時　10/16（土）　12：00～15：00

▼場所　JR大府駅構内（KURUTOおおぶ横）
問/農政課　☎（45）6225

親子向け上映会「ボス・ベイビー」 
中止のお知らせ

新型コロナ対策のため、10/2（土）開催 
予定の親子向け上映会「ボス・ベイビー」 
を中止します。

問/文化交流課　☎（45）6266

ノルディック・ウォーク体験会

▼日時　10/16（土）　10：00～11：30

▼場所　大府みどり公園

▼対象　市内在住・在勤・在学の中学生以 
上の方

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　10/2（土）～14（木）に市ウェブサ 
イトの申込フォームまたは電話で申込 
先へ。

※専用ポールの貸し出しがあります。
問・申込先/健康都市スポーツ推進課 

☎（45）6233

足うらリラックス教室

健康の維持と増進のための足うらの「つ 
ぼ」の刺激とストレッチを行います。

▼日時　11/3～24の（水）
　　　　14：30～16：00（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　10人（先着順）

▼料金　1320円（申込時集金）

▼申込　10/2（土）から直接申込先へ。
問・申込先/いきいきプラザ　☎（44）2770

ハイカラプラス　あいち健康の
森薬草園で薬草を学ぼう

芝生広場でリラックスヨガを楽しみ、ド 
ライハーブのアレンジメントを作ります。

▼日時　11/4（木）・12/2（木）
　　　　10：00～11：30（全2回）

▼場所　あいち健康の森薬草園

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　1300円（申込時集金）

▼申込　10/5（火）から直接申込先へ。
※この事業は、あいち健康の森薬草園の 
協力を得て実施します。
問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

ハイカラプラス 
人生100年時代のマネープラン

▼日時　11/12（金）　10：00～11：30

▼場所　共長公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　10/5（火）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。

※この事業は、日本証券業協会の協力を 
得て実施します。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

ハイカラプラス　親子工作教室 
ソーラーカーを作ろう

▼日時　11/13（土）　9：30～11：30

▼場所　北山公民館

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

▼定員　10組20人（先着順）

▼料金　1人200円（当日集金）

▼申込　10/2（土）から直接申込先へ。
※この事業は、㈱豊田自動織機の協力を 
得て実施します。
問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

親子電波教室 
AMラジオを作ろう

▼日時　11/13（土）　13：30～15：30

▼場所　北山公民館

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

▼定員　10組20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　10/2（土）から直接申込先へ。
問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

クラフトテープ講座
▼日時　11/10（水）・17（水）

　　　　10：00～12：00（全2回）

▼場所　長草公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　1660円（申込時集金）

▼申込　10/5（火）から直接申込先へ。
問・申込先/長草公民館　☎（48）5444

この色（紫）のごみ袋は

令和4年
3月末まで使えます
ごみ減量キャラクター

オブリーくん

大会・催し 講座・講習 募集・その他 



2021.10 242021.1025Obu Obu

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
大府児童老人福祉センター

☎（46）1090
11/1（月）

10：30～11：00
10/4（月）

北山児童センター

☎（48）2771
11/10（水）

10：30～11：00
10/11（月）

東山児童老人福祉センター

☎（44）8899
12/10（金）

10：30～11：00
11/12（金）

▼  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

管理職セミナー
　①職場の多様性・②上司の傾聴力・

③部下力UPの会議の進め方をオンラ

インで学びます。

▼  日時　①10/20（水）　②11/10（水） 

③11/17（水）　13：30～15：00（全3 

回・1回のみの参加可）

▼  対象　企業に勤務されている方

▼ 料金　無料

▼  申込　10/4（月）からメール（件名に 

講座名、本文に氏名・住所・連絡先 

を明記）で申込先へ。

講座名
パパ力UP講座
（全2回）

子育てサロン④
心を育む、親子の
コミュニケーション

（全3回）

日時

世代交流企画
芋ほり

11/6（土）　10：00～12：00

DVシンポジウム ー
11/20（土）

13：00～15：00

パパ・ママを楽しもう 12/4（土）　10：00～12：00

場所 ミューいしがせ

対象
子育て中のパパと

その家族
一般

定員（先着順） 10組 10人

料金（申込時集金）
無料（別途芋ほり参加費200円

（小学生以下100円・就園前児無料））

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

子育て関連講座

▼  申込　10/4（月）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。

　おぶちゃんグッズにボールペンが新しく仲間入り。おぶちゃんがいっぱいのカラ 

フルでかわいいデザインの単色ボールペンとシンプルで大人っぽく普段使いに最 

適なデザインの多機能ボールペンの2種類です。ピンバッジは51周年記念・歌舞伎・ 

どぶろくまつりの3種類が新登場です。ぜひお買い求めください。

▼  新グッズ　 ①単色ボールペン（黒インク、0.7㍉㍍） 

②多機能ボールペン（黒・赤・青・緑インク、シャープ、0.5㍉㍍） 

③ピンバッジ（51周年記念（数量限定）・歌舞伎・どぶろくまつり）

▼ 料金（税込み）　①200円　②1000円　③各100円

▼  販売場所　KURUTOおおぶ・企画広報課 問/企画広報課　☎（45）6214

① ②

③

おぶちゃん原作者の木村香央里さんプロデュース　新おぶちゃんグッズ販売中

フレ☆ガク　和菓子教室 
栗きんとんの作り方を学ぼう

▼日時　11/6（土）　14：00～16：00

▼場所　東山公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の中学卒 
業～39歳の方

▼定員　12人（先着順）

▼料金　1530円（申込時集金・学生証提 
示で330円割引）

▼申込　10/2（土）から直接申込先へ。
※1人で3人分まで、2人目以降は市外の 
方も申し込みできます。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

親子和菓子づくり教室 
栗きんとんの作り方を学ぼう

▼日時　11/27（土）　14：00～16：00

▼場所　東山公民館

▼対象　市内在住の小学生とその保護者

▼定員　6組（先着順）

▼料金　1組1200円（申込時集金）

▼申込　10/2（土）から直接申込先へ。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

フレ☆ガク　ヒップホップダンス

▼日時　11/13～2/12の（土）
　　　　19：00～21：00（全10回）

▼場所　愛三文化会館

▼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　1000円
　　　　（申込時集金・学生証提示で無料）

▼申込　10/2（土）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

救急救命講座

▼日時　11/17（水）　10：00～11：30

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　10/2（土）から電話または直接申 
込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

多文化子育てサロン 
親子ヨガ＆絵本の読み聞かせ

▼日時　10/17（日）　10：00～11：30

▼場所　北山公民館

▼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　10/4（月）から電話またはメール 
で申込先へ。

※ウェブ会議システム「Zoom」でも参加 
できます。

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

文章講座　作家・中澤晶子さん×
ささめやゆきさん講演会

▼日時　11/6（土）　14：00～16：00

▼場所　アローブ

▼定員　50人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　10/4（月）から電話または直接申 
込先へ。

問・申込先/アローブ図書館　☎（48）1808

大府の文化財めぐり 
明神樋門・明神川逆水樋門の見学

11/1～7の「文化財保護強調週間」に 
合わせ、身近な文化財に親しむため、バ 
スで市内の文化財を巡ります。

▼日時　11/4（木）　13：00～15：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼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　10/3（日）から電話または直接申 
込先へ。

問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

歴史講座　3世紀の倭国 
「魏志倭人伝」とその後

▼日時　10/30（土）　13：30～15：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼定員　20人（先着順）

▼料金　330円（申込時集金）

▼申込　10/2（土）から直接申込先へ。
問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

甲種・乙種防火管理講習

消防法の規定で、一定規模の共同住宅・ 
店舗・集会場・工場などにおかなければな 
らない「防火管理者」の資格を取得します。

▼日時　甲種　12/1（水）・2（木）　9：00～ 
15：40（2日は16：10まで）

　乙種　12/1（水）　9：00～16：10

▼場所　消防本部3階大会議室

▼対象　一般（市内在住・在勤の方を優先）

▼定員　48人（先着順）

▼料金　3500円（当日集金）

▼申込　11/1（月）～12（金）に写真（縦4㌢ 
×横3㌢・無帽正面で6カ月以内に撮影 
したもの）を持参し、申込先へ。

問・申込先/予防課　☎（47）2208

甲種防火管理再講習

▼日時　12/3（金）　9：30～11：30

▼場所　消防本部3階大会議室

▼対象　甲種防火管理新規講習修了者で、 
収容人員が300人以上の特定防火対象 
物の防火管理者（5年に1回受講）

▼定員　48人（先着順）

▼料金　1400円（当日集金）

▼申込　11/1（月）～12（金）に申込書に写 
真（縦4㌢×横3㌢・無帽正面で6カ月以 
内に撮影したもの）・甲種防火管理新規 
講習修了証または甲種防火管理再講習 
修了証の写しを添えて、直接申込先へ。

問・申込先/予防課　☎（47）2208

「災害時井戸水提供の家」募集

災害時などに井戸水を飲料水として提 
供する「災害時井戸水提供の家」に登録し 
ていただける方を募集します。11月下旬 
に市の負担で井戸水の水質検査（10月下 
旬に検査容器を送付）を実施し、検査の 
結果、飲料水に適している場合、「災害 
時井戸水提供の家」として指定します。

▼申込　10/15（金）までに電話または直 
接申込先へ。

※既に登録済みの方で、住所・氏名の変 
更や水質検査の中止をする場合は、申 
込先へご連絡ください。
問・申込先/危機管理課　☎（45）6320

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

　令和4年度に民設民営放課後児童クラブへの入所を希望する方を対象とした説明会を次の通り行います。

大府どろんこクラブ 神田わんぱくクラブ キッズクラブ

対象
大府・大東小学校区に

在住の小学生

神田小学校区に

在住の小学生

石ケ瀬小学校区に

在住の小学生

日時
11/21（日）

10：00

10/23（土）

10：00・14：00

11/20（土）

14：00

場所
大府どろんこクラブ

（中央町4-18）

神田わんぱくクラブ

（神田町6-195）

キッズクラブ

（森岡町1-30）

問

（日曜・祝日を除く）

☎（48）3246
（受付13：00～19：00）

☎（48）7324
（受付11：00～19：00）

☎（44）3735
（受付9：00～18：00）

民設民営放課後児童クラブ入所説明会

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

一般事務
（障がいを有する方）

3人程度
週4・5日

20時間以上で応相談
市役所など 要 955円/時間 応相談 2/28（月）

秘書人事課
☎（45）6211

市役所当直員 若干人

①平日
17：15～翌8：30
②土・日曜、祝日
と年末年始
8：30～翌8：30

市役所地下
当直室

要
①7740円/回
②15480円/回

11月以降 随時
行政管理課
☎（85）3162

育児支援
家庭訪問員

1人
平日

9：15～15：15
子ども

ステーション
要 1150円/時間 4/1（金） 10/15（金）

子ども
ステーション
☎（44）4541

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。

広告

シルバー人材センター会員募集

公園や個人宅の除草・植木の剪
せんてい

定・事 
業所などの清掃・家事援助サービス・障子 
張り・簡単な大工仕事などを行う会員を 
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　10/6（水）・11/4（木）・12/1（水）・ 
1/5（水）・2/2（水）・3/2（水） 9：30～12：00 
にミューいしがせで開催する入会説明 
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。
問/シルバー人材センター　☎（48）1806

わーくりぃ知多新規会員募集

わーくりぃ知多では、中小企業の勤労 
者福祉のため、提携施設・協力店の割引 
利用や生活習慣病予防健診受診助成など 
会員に対してさまざまな福利厚生サービ 
スを提供しています。

▼入会金　1人1000円（全額事業主負担）

▼会費　1人1000円/月（600円以上事 
業主負担・パート従業員の事業主負担 
の補助あり）

※10/1（金）～12/15（水）に紹介いただい 
た方・新規加入した事業所（2人以上の 
事業所）に会員1人につき1000円のプ 
リペイドカードを進呈します。事業所 
には、5人入会するごとに空気清浄機 
などの健康関連グッズ（2万円相当）を 
1台（1事業所3台まで）進呈します。
問/わーくりぃ知多　☎0120（29）5509

Jアラートの全国一斉情報伝達 
試験を行います

地震・津波・武力攻撃などの災害時に、 
国から送られる緊急情報を瞬時に伝達す 
るシステム「Jアラート」を導入しています。 
次の日時にJアラートの全国一斉情報伝 
達試験が実施され、同報無線と防災ラジ 
オから放送が流れます。

▼日時　10/6（水）　11：00頃
問/危機管理課　☎（45）6320

緑化木の信託制度 
市の木・花の信託木を配布します

▼日時・場所
　12/12（日）　9：30～12：00　二ツ池セ 
レトナ

　12/13（月）　9：30～12：00　市役所

▼対象　市内在住の方（事業所を含む）

▼配布樹木
●クチナシ（常緑低木・アカネ科）
●ツツジ（常緑低木・ツツジ科）
●クロガネモチ（常緑中高木・モチノキ科）
●サクラ（ヨウコウ）（落葉高木・バラ科）

▼配布数　合計200本
　　　　　（先着順・1世帯につき1本）

▼申込　10/4（月）～15（金）に電話または 
直接申込先へ。

※新型コロナ対策として、申込後に受取 
時間などを指定します。
問・申込先/水緑公園課　☎（45）6236

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　10/10・24（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

ありがとうございました

●吉田小学校へ
　田向健一さんから　書籍（1万3千円相当）

文化活動事業補助制度（2次募集）
をご利用ください

▼対象　市内在住または市内に活動の本 
拠を置き、1年以上継続して文化活動 
の実績がある個人または団体（本年度 
既に交付決定がされている個人または 
団体は除く）

▼対象事業　広く市民一般を対象に市内 
で開催する公演・展示や自費出版物な 
ど、対象経費の合計が5万円以上の文 
化芸術活動事業

▼対象外事業　営利目的や宗教的・政治 
的意図のあるもの、特定の個人や団体 
を対象としたもの、教授所・教室が行 
うおさらい会・発表会、学校・企業での 
文化活動事業など

▼対象経費　事業に要する経費のうち、 
会場費、音響照明費、著作権使用料、 
印刷費、駐車場整理・託児・受付謝礼、 
看板制作費、案内状郵送料など

▼対象外経費　衣装費・運搬費・楽譜料・ 
振付料・原稿料・出演料・マネジメント 
料・食糧費・記念品代・交通費・団体の 
運営事務費など

▼補助金額　補助の対象になる経費から 
収入を引いた額の2分の1以内（上限20 
万円）

▼事業の実施期間　4/1～翌年3/31（木）

▼申込　10/12（火）～11/30（火）に申込書 
に必要事項を記入の上、直接申込先へ。

※申込書は、申込先・市ウェブサイトに 
用意しています。
問・申込先/文化交流課　☎（45）6266

10月からこらび庵ランチを 
再開します

▼場所　コラビア

▼料金　1食650円

▼申込　10/1（金）から開催日前日までに 
電話または直接申込先へ。

※開催日・メニューの詳細は、コラビア 
ウェブサイトをご覧ください。
問・申込先/コラビア　☎（44）8500

今年の夏の高校野球で活躍した大府
高校の県大会ベスト4の立役者、ピッ
チャーの竹内裕人くん、強豪校大阪桐蔭
高校でチームの中心選手として、夏の甲
子園で7打数3安打3打点と活躍した宮下
隼輔くんを取材しました。2人は、小学
生の頃に中日ドラゴンズジュニアの一員
として、チームの優勝に貢献。当時から
広報カメラマンは2人を追い掛けていま
した。今回、2人の選手を取材する中で、
Y高校野球部で白球を追い掛けていた自
分を思い出しました。思い返しても硬式
野球をするのはもう怖いので、見る専門
です。もちろんファンは地元のあのチー
ム。2人の今後にも大注目です。（D）

大会・催し 講座・講習 募集・その他 


