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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

　　11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

8日・22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

9日・23日（火） 9：00～18：30 7日・21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

10日・17日（水） 9：00～18：30 7日・21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

10日・24日（水） 9：00～18：30 毎週（月） 9：00～21：00

11月の納税

国民健康保険税　第5期分

納期限　11/30（火）

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11/3（水）の回収は、11/10（水）に変更しています。

市民選手権　ボウリング大会

▼日時　11/28（日）　10：00

▼場所　名古屋グランドボウル
　　　　（名古屋市緑区忠治山）

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼種目　個人戦（3ゲーム・ハンディキャッ 
プ制）＝一般・ジュニア（高校生以下）

▼料金　2300円
　　　　（当日集金・ジュニアは1700円）

▼申込　当日9：30～9：50に直接会場へ。
※詳細は、スポーツ協会ウェブサイトを 
ご覧ください。
問/スポーツ協会ボウリング部長　浅田 

☎（47）5664

市長杯　剣道大会

▼日時　12/19（日）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼種目　個人戦＝一般、小・中学生（段・ 
級・学年別）　団体戦＝中学生

▼料金　250円
　　　　（当日集金・中学生以下100円）

▼申込　11/2（火）～15（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/スポーツ協会剣道部長　深谷 
☎（48）4768

市長杯　駅伝大会

▼日時　1/9（日）　8：30
　　　　（小雨決行・予備日1/16（日））

▼場所　あいち健康の森公園周回コース

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼種目　1チーム補欠を含む6人・全5区間
●一般の部　13.2㌔
　（第1～4走者＝2.2㌔　第5走者＝4.4㌔）
●中学生男子の部　11㌔（全走者＝2.2㌔）
●中学生女子の部　7.5㌔（全走者＝1.5㌔）
●小学生4年生以上の部　7.5㌔
　（全走者＝1.5㌔）

▼料金　1チーム2000円
　　　　（当日集金、小・中学生無料）

▼申込　11/2（火）～12/3（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/スポーツ協会陸上競技部長　八戸 

☎090（9419）4713

市民ミニテニス大会

▼日時　12/12（日）　9:30

▼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5年 
生以上の方で構成された男女のペア・ 
女子同士のペア・小学生と中学生以上 
の方のペア・65歳以上の男子同士のペ 
ア（小学生同士のペア・日本ミニテニス 
協会登録者同士のペアは不可。高校生 
以下の方は、保護者の同意が必要）

▼料金　無料

▼申込　11/28（日）までに市ウェブサイト 
の申込フォームへ。

問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

ニュースポーツフェスタ2021

ビーチボールバレー・インディアカ・タ 
スポニー・ミニテニス・風船バレー・クロ 
リティー・マグダーツの7種目を体験し 
ます。

▼日時　12/5（日）　9：30～13：00 
（11：00～11：30は入場不可・12：30 
受付終了）

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼料金　無料

▼持ち物　運動ができる服装・タオル・体 
育館シューズ・水分補給のできるもの

問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

あいち防災フェスタ

災害時のボランティア活動や家具転倒 
防止対策などの紹介・ステージイベント・ 
防災ヘリによる水難訓練など、子どもか 
ら大人まで楽しみながら防災について学 
ぶイベントを開催します。

▼日時　11/14（日）　10：00～16：00

▼場所　あいち健康の森公園

▼料金　無料
※詳細は、あいち防災フェスタ特設ウェ 
ブサイトをご覧ください。

問/危機管理課　☎（45）6320

バリアフリー上映会 
『長いお別れ』

視覚や聴覚に障がいのある方も楽しむ 
ことができる「日本語字幕」と「音声ガイド」 
付きで上映します。

▼日時　11/28（日）　14：00～16：00

▼場所　アローブ
▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料
▼申込　11/2（火）から電話・FAXまたは 
直接申込先へ。

問・申込先/アローブ図書館　☎（48）1808 
℻（48）8131

カルメラ音楽会2022

エンタメジャズバンドのカルメラが2 
年ぶりにアローブにやって来ます。一緒 
に演奏するメンバーも募集します。

▼日時　1/10（月）　15：00～

▼場所　アローブ

▼定員　150人（先着順）

▼料金　一般2500円・中学生以下1000円 
（アローブスペシャルバンド参加権付
きはプラス500円・全席指定・3歳以
下入場不可）

▼申込　11/2（火）～ 7（日）にアローブスペ 
シャルバンド参加権付チケットのみ
アローブにて事前販売。一般チケッ
トは、11/8（月） 12:00からアローブ
電子チケットサービス、11/9（火）9:00
からアローブ・愛三文化会館・文化交
流課で販売。

※車いす席とアローブスペシャルバン
ド参加権付チケットを希望する方は、
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、1/6（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 
『村を救った狛犬』ほか

▼日時　11/21（日）　13：00～13：30

▼場所　歴史民俗資料館

▼料金　無料
問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

ロビーコンサート　ハーモニカ

キコさんが、『あざみ 
の歌』『ロンドンデリーの 
歌』『青葉の笛 幻想曲』 
などを演奏します。

▼日時　11/21（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

おおぶシネマパラダイス 
『潮騒』

1964年に公開された吉永小百合主演
の『潮騒』を上映します。

▼日時　12/12（日）　14：00～15：30

▼場所　歴史民俗資料館

▼対象　市内在住の方

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/3（水）から直接申込先へ。
※1人につき、一世帯分のみ申し込みで 
きます。

問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

犯罪のないまちづくりを目指しましょう

　犯罪は暗いところで起こりやすく、日が短い時期

は特に注意が必要です。

　門灯や玄関灯を朝まで点灯する一戸一灯運動を展

開し、まちを明るくしましょう。

一
いっこいっとう

戸一灯運動にご協力ください

問/危機管理課　☎（45）6320

新型コロナウイルス

感染症に関する情報

毅 私もいつかやってみたいと思いました。（特集「中学生サミッ
ト」　10代）

毅 市内にこのようなクリニックがあるとは知りませんでした。
大府は子ども向けの医療施設が充実していて、安心感があり
ます。（夢キラリ人　30代）

毅 いつも気に留めていなかった子育て情報のページが気になり
ました。コロナ禍で人と会う機会が少ない息子ですが、これ
なら、と参加してみたくなりました。コロナに負けないよう
にいろいろ経験させたいです。（子育て情報　20代）

10月号

▶キコさん

おぶちゃん
LINEスタンプ
販売中

▶カルメラ

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

原爆パネル展

原爆の被爆者の証言と写真を組み合わ 
せたパネルを展示します。

▼日時　11/11（木）～24（水）
　　　　9：00～21：00

▼場所　神田公民館・吉田公民館
問/地域福祉課　☎（45）6228

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「スクールソーシャルワー 
カーって何？」と家族交流会を行います。

▼日時　11/21（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　15人（先着順）

▼料金　無料
問/福祉総合相談室　☎（45）6219

市合唱祭　中止のお知らせ

新型コロナ対策のため、12/5（日）開催 
予定の市合唱祭を中止します。

問/愛三文化会館　☎（48）6151

なわとび教室 
体力づくりと二重跳びの習得

▼日時　12/12～26の（日）
　　　　10：00～11：00（全3回）

▼場所　東山公民館

▼対象　市内在住の小学生

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/3（水）から直接申込先へ。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

五感を磨く呼吸法とエクササイズ

▼日時　12/17・1/7・14の（金）
　　　　9：30～11：00（全3回）

▼場所　共長公民館

▼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　11/2（火）から直接申込先へ。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

クラフトテープでバッグを作ろう

▼日時　12/8（水）・15（水）
　　　　10：00～12：00（全2回）

▼場所　森岡公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　1660円（申込時集金）

▼申込　11/2（火）から直接申込先へ。
問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

華やかな冬の寄せ植え教室

▼日時　12/17（金）　10：00～12：00

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　12人（先着順）

▼料金　2830円（申込時集金）

▼申込　11/2（火）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

やってみようSDGs　ダンボール
コンポストで生ごみ削減

▼日時　11/27（土）　14：00～15：30

▼場所　横根公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方
　　　　（小学生以下の子ども同伴可）

▼定員　8人（先着順）

▼料金　1350円（当日集金）

▼申込　11/4（木）から電話または直接申 
込先へ。
問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

発掘調査から分かる石丸遺跡 
（北崎町）の時代と歴史像

▼日時　12/4（土）　10：00～11：30

▼場所　横根公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　330円（当日集金）

▼申込　11/4（木）から電話または直接申 
込先へ。
問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

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

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

12/6（月）

10：30～11：00
11/2（火）

吉田児童老人福祉センター

☎（46）5220

12/20（月）

10：30～11：00
11/5（金）

共和西児童老人福祉センター

☎（48）1200

12/22（水）

10：30～11：00
11/15（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

▼  対象　市内在住のひとり親家庭の父・母またはかつ

て母子家庭の母であって、現在配偶者のいない方

　（④はワード・エクセルの基本操作ができる方）

▼ 定員　各20人（抽選）
▼ 申込　11/2（火）～22（月）に直接申込先へ。

※料金は、全て交通費・昼食代を除きます。

ひとり親家庭などの保護者のための就業支援講習会

講座名 日時 場所
料金

（初回集金）

①
福祉用具専門相談員 

養成講座

1/11～2/22の（火）

（全7回）
9：00～18：00

未来ケアカレッジ

（名古屋市中村区椿町）
3850円

②

調剤薬局事務

1/15～2/26の（土）

（全7回）
10：00～15：40

ニチイ

（名古屋市中村区名駅）
3600円

③
1/29～3/12の（土）

（全7回）
10：00～15：40

中部コンピュータ・パティシエ・ 

専門学校（豊橋市花園町）
5600円

④ 仕事に役立つパソコン
2/12～3/12の（土）

（全5回）
10：00～15：40

ヒューマンアカデミー

(名古屋市中村区名駅）
1430円

問・申込先/子ども未来課　☎（45）6229

危機管理課

☎ (45)6320

犯罪件数

火災・救急・
救助件数

危機管理課

☎ (45)6320

交通事故
件数など

市民課

☎ (45)6218

人口
令和莉わ令和3年9月末 前月比 前年比
総人口 92,825 -35 -134
男 47,330 -25 -167
女 45,495 -10 +33
世帯数 39,837 +3 +99

令和3年9月 前年同期比
火 　 災 2 -1
救 　 急 268 +19
救 　 助 3 -2
そ の 他 90 +9
熱 中 症 3 -1

令和3年1～9月 前年同期比
刑法犯総件数 218 -47
侵入盗 18 -8
自動車盗 4 -2

車上・部品ねらい 10 -14

令和3年1～9月 前年同期比
発 生 件 数 161 -37
重 軽 傷 者 177 -60
死 者 0 ±0

消防本部消防署

☎ (47)2136

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

郷土の歴史講座 
石丸遺跡の歴史考

▼日時　11/25（木）・12/2（木）
　　　　9：30～11：30（全2回）

▼場所　神田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　660円（申込時集金）

▼申込　11/2（火）から直接申込先へ。
問・申込先/神田公民館　☎（46）2620

そろばんで脳トレ

▼日時　11/29（月）・12/6（月）
　　　　10：00～11：30（全2回）

▼場所　神田公民館

▼対象　市内在住・在勤の60歳以上の方

▼定員　12人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/2（火）から直接申込先へ。
問・申込先/神田公民館　☎（46）2620

ハイカラプラス 
子どもスマホ動画づくり教室

▼日時　12/4（土）　9：30～11：30

▼場所　㈱フィルムガーデン（共栄町）

▼対象　市内在住の小学3～6年生

▼定員　8人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/2（火）から市ウェブサイトの 
申込フォームへ。

※この事業は、㈱フィルムガーデンの協 
力を得て実施します。

問/神田公民館　☎（46）2620

親子ふれあい星座ウォッチ教室

▼日時　11/12（金）　19：00～21：00

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住の小学生とその保護者

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/2（火）から直接申込先へ。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

いただきまんぷく食堂　さつまい
もご飯と蓮根のはさみ焼き作り

▼日時　11/13（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　11/2（火） 9：00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

麹で万能調味料を作っちゃおう

発酵について学び、麹を使った調味料 
を作ります。

▼日時　11/13（土）　10：00～12：00

▼場所　コラビア

▼定員　20人（先着順）

▼料金　300円（当日集金）

▼申込　11/2（火）から電話または直接申 
込先へ。
問・申込先/コラビア　☎（44）8500

オシャレなPR動画を作ろう 
初心者編

動画作成ソフトを使い、簡単なPR動画 
を作ります。

▼日時　11/28（日）　10：00～12：00

▼場所　コラビア

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/2（火）から電話または直接申 
込先へ。
問・申込先/コラビア　☎（44）8500

コミュニケーション講座 
つながりってどう作るの

人間関係への不安や生きづらさを抱え 
ている人への寄り添い方や他人と向き合 
う方法を学びます。

▼日時　12/4（土）　10：00～12：00

▼場所　コラビア

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/2（火）から電話または直接申 
込先へ。
問・申込先/コラビア　☎（44）8500

多文化子育てサロン 
子どもと踊ろう

ダンスカンパニー「プロジェクト大山」 
の古家優里さんから音楽・ダンス・子ど 
もとの触れ合い、ペルー出身のスーサン 
さんから手遊びを学びます。

▼日時　11/14（日）　10：00～11：30

▼場所　愛三文化会館

▼対象　就学前児とその保護者

▼定員　15組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/2（火）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

就職支援セミナー 
心のストレス回復編

就職活動中のストレスに気付き、対処 
するための知識や方法を学びます。

▼日時　12/1（水）　14：00～15：30
▼場所　市役所地下会議室001・002

▼対象　再就職・転職活動中の方、就職 
活動を行っている大学生

▼定員　12人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/2（火）～19（金）に電話・メール 
または直接申込先へ。

※託児（6カ月～就学前児・先着5人・無 
料）を行います。
問・申込先/商工労政課　☎（45）6227

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

保育士 1人

①毎週木曜
9：00～16：00
②毎週水曜
9：00～16：00

荒池保育園 要 1150円/時間
①12/2（木）
②1/5（水）

11/12（金）
子ども

ステーション
☎（44）4541

放課後クラブ
主任指導員

若干人
週5日

11：00～19：00
市内

放課後クラブ
要 16万9300円/月 12/1（水）11/16（火）

学校教育課
☎（46）3331

放課後クラブ
指導員

5人

週2～5日　平日
14：00～19：00

土曜
7：45～19：00
長期休業期間
7：15～19：00
（各4時間程度）

市内
放課後クラブ

不要

資格あり
1150円/時間
資格なし

1100円/時間

応相談 随時
学校教育課
☎（46）3331

お求めは、
KURUTOおおぶ・
市役所企画広報課で！

▼  場所　大府児童老人福祉センター

▼ 料金　無料

▼ 申込　11/2（火）から各前日までに直接申込先へ。

講座名 日時 対象 定員（先着順）

親子で体を動かそう
11/25（木）

10：30～11：30
平成31年4月2日～令和3年4月1日
生まれの幼児とその保護者

20組

自分に似合う色を知ろう
11/26（金）

10：30～11：50
一般 10人

肩凝り解消ストレッチ・体操
11/29（月）

13：30～14：30
一般 10人

親子で体を動かそう
11/30（火）

16：00～16：50
平成28年4月2日～平成30年4月1日
生まれの幼児とその保護者

20組

小麦粉絵具でお絵かきしよう
12/3（金）

①9：30～10：30
②11：00～12：00

平成30年4月2日～令和3年5月31日

生まれの幼児とその保護者
各7組

ベビーマッサージと親子遊び
12/6（月）

10：00～11：00
令和3年4月2日以降に生まれた幼児と

その保護者
10組

親子で英語に親しもう
12/8（水）

13：00～14：00
平成31年4月2日～令和3年4月1日
生まれの幼児とその保護者

10組

ファミリークラブおひさま　40周年記念イベント
問・申込先/大府児童老人福祉センター　☎（46）1090

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

親子体験講座　勾玉を作ろう

▼日時　11/28（日）　13：30～15：00 

▼場所　歴史民俗資料館

▼対象　小・中学生とその保護者

▼定員　10組（先着順）

▼料金　1人 400円（当日集金）

▼申込　11/4（木）から直接申込先へ。
問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

日本文化体験講座 
花餅で正月飾りを作ろう

新年を迎える準備のために、紅白のお 
餅を花に例えて正月飾りを作ります。

▼日時　12/23（木）　13：30～15：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼定員　20人（先着順）

▼料金　560円（申込時集金）

▼申込　11/9（火）～12/16（木）に直接申 
込先へ。

問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

アローブジュニアスクール 
杜の学校

①「あいちの伝統野菜を収穫＆試食会」 
②「オリジナル創作童話を作ろう」 ③「鈴 
木バイオリン本社工房を見学」を行います。

▼日時　①12/18（土）　14：00～16：00 
　　　②1/22（土）　10：00～12：00 
　　　③2/19（土） 
　　　　午前の部10：00～12：00 
　　　　午後の部14：00～16：00

▼場所　①市内農園・カフェオムレット 
　　　②アローブ 
　　　③鈴木バイオリン本社工房

▼対象　小学3～6年生

▼定員　各10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/15（月）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。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

木版で作る年賀状

大府ゆかりの木版画家の成田郷子先生 
からはがきサイズの多色刷りを学びます。

▼日時　12/1～22の（水）
　　　　19：00～20：30（全4回）

▼場所　アローブ

▼対象　小学4年生以上の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　2700円
　　　　（申込時集金・別途材料費1600円）

▼申込　11/2（火）～28（日）に直接申込先へ。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

新春しめ縄飾り講座

アーティフィシャルフラワーを使って 
しめ縄飾りを作ります。

▼日時　12/9（木）　10：30～12：30

▼場所　アローブ

▼定員　10人（先着順）

▼料金　4200円（申込時集金）

▼申込　11/6（土）から直接申込先へ。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

　今号25頁「Road Toゼロカーボンシティvol.4」で扱うテーマは、海洋プラスチックごみ問
題です。話は変わりますが、ある週末の朝、海に近い川沿いのコンクリート堤防をジョギン
グしていたときのこと。ちょうど満潮時間で、水没した巣穴を追いやられた無数のカニたち
が、堤防から伸びる私の影に驚いて逃げ惑うとき、聞こえてきたのは、カニの足先が、何か
を引っかくような乾いた音。葦の 間を埋め尽くすペットボトル。つながりました。（成）

　身の回りの至る所で使われているプラスチック製品は、軽くて丈夫な
反面、きちんと処理されず、ごみとなって海へ流出し、海の環境に影響
を及ぼすことが懸念されています。ごみの多くは河川を通じて海へ流出
するため、市では、河川ごみの調査を行い、その結果を市ウェブサイト
で公開しています。

問/環境課　☎（45）6223vol.4

大府流ゼロカーボン事例④　2050年までに海へ流出するプラスチックの重量のほうが、魚の重量より多くなる?!

次回は1月号です。

4Rの実践でプラスチックごみを減らそう
●R
リフューズ

efuse　使い捨てのプラスチック製品を買わない

●R
リデュース

educe　詰め替え容器を繰り返し使う

●R
リユース

euse　フリーマーケットなどを利用する

●R
リ サ イ ク ル

ecycle　分別して資源回収に出す

ミューいしがせ講座

▼場所　ミューいしがせ

▼料金　無料

▼申込　11/2（火）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。

DVシンポジウム　日本の司法 
なぜ、それが無罪なのか

▼日時　11/20（土）　13：00～15：00

▼定員　100人（先着順）
※講師は、リモートで講演します。

子育てサロン⑤ 
地域で子育て、地域で仲間づくり

▼日時　12/9（木）～2/17（木）
　　　　10：00～12：00（全5回）

▼対象　一般（就学前児の同伴可）

▼定員　10人（先着順）
問・申込先/ミューいしがせ　☎（48）0588 

糸misigase@ma.medias.ne.jp

自衛官候補生募集

▼応募資格　18～32歳の方

▼採用試験　11/13（土）または28（日）
※詳細は、自衛隊愛知地方協力本部ウェ 
ブサイトをご覧ください。

問/自衛隊半田地域事務所 
☎0569（21）0004

緊急地震速報が聞こえたら 
シェイクアウトを行いましょう

11/5（金） 10：00頃に、「Jアラート」
による緊急地震速報の訓練放送を実施し
ます。「Jアラート」は、地震・津波・武
力攻撃などの災害時に、国から送られて
くる緊急情報を瞬時に情報伝達するシス
テムです。同報無線や防災ラジオから緊
急地震速報が流れたら、シェイクアウト
（身を守る行動）の訓練を行いましょう。
※当日の気象状況などにより、訓練放送 
を中止する場合があります。

問/危機管理課　☎（45）6320

指定給水装置工事事業者の 
指定停止のお知らせ

12/26（日）まで㈲AT HOME（刈谷市
今川町・☎0566（45）6070）の指定給
水装置工事事業者の指定を停止します。

問/水道工務課　☎（45）6319

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　11/14・28（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

公共施設でウォーキングマップを 
配布しています

コロナ禍における外出自粛や行動制限 
などにより、自粛疲れを感じている市民 
の皆さんに向けて、おおぶ健康都市ウォー 
キングマップ（第2版）を増刷しました。

コース周辺にある 
名所や広場もイラ 
ストなどで掲載し 
ています。次の公 
共施設で配布して 
いますので、ぜひ 
ご活用ください。

▼配布場所　保健センター・健康都市ス 
ポーツ推進課・市内公民館・メディアス 
体育館おおぶ・大府体育センターなど

※ウォーキングマップは、市ウェブサイ 
トでもご覧いただけます。

問/健康増進課　☎（47）8000

ありがとうございました

●市へ
　㈱小島産業から
　紫外線ウィルス除菌装置（30万円相当）
●子ども・子育て応援基金へ
　明治安田生命保険相互会社名古屋南支社 
から　31万3千円

市職員から学ぶ　スマホで確定申告講座

▼  期間　11/10（水）～1/5（水）の毎週（月）・（水）（閉庁日を除く）

▼  時間　 各日9：00～17：00の間で1コマ（1時間/1コマ・ 

12：00～13：00を除く・水曜日は19：00まで）

▼  場所　税務課

▼  対象　マイナンバーカード取得済みの方で、読み取り 

機能があるスマホをお持ちの方

▼  定員　各コマ1人（先着順）

▼  料金　無料

▼  申込　11/2（火）から電話またはオンライン予約システ 

ムへ。

※ 国税庁ウェブサイトでの確定申告書作成方法も学べます。 

持ち物などの詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

マイナンバーカードの読み取り
機能があるスマホ一覧

オンライン予約

システムでの予約

問・申込先/税務課　☎（45）6217

河川ごみ調査の
結果はこちら

河川ごみ調査の様子

詳細はこちら

大会・催し 講座・講習 募集・その他 


