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8月　公共資源ステーション　
▶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 14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
3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 ▶アピタパワー大府店　南側駐車場
10日・24日（水） 9：00～18：30 毎週（月） 9：00～21：00

8月の納税
市県民税　第2期分

国民健康保険税　第2期分

納期限　8/31（水）

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・
スマホでも納付できます。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

市民体育大会　 
ビーチボールバレー

▼日時　9/25（日）　9：30

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の中学生 
以上の方で構成されたチーム（1チーム 
4人以上）

▼種目　女子・混合（コート内男子2人以内）

▼料金　1人250円（当日集金）

▼申込　8/2（火）～26（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/スポーツ協会ビーチボールバレー 
連絡協議会長　間瀬　☎090（7319）5643

市民体育大会　ボウリング

▼日時　8/28（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）＝一般・ジュ 
ニア（高校生以下）

▼料金　2300円
　　　　（当日集金・高校生以下は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

市民体育大会　陸上競技 
（兼愛知駅伝選手選考会）

▼日時　10/2（日）　8：30（雨天決行）

▼場所　至学館大学グラウンド

▼対象　市内在住・在勤・在学の小学3年 
生以上の方

▼種目　1人2種目以内
　　　　（小学3年生は4年生で出場）
⃝50㍍＝小学4年生以下男女別
⃝100㍍＝一般男女別、壮年男子（A40 

～59歳・B60歳以上）、中学生男女別 
（1年生、2・3年生別）、小学5年生男 
女別、同6年生男女別

⃝ 1000㍍（選考レース）＝小学4～6年生男女別
⃝ 3000㍍（選考レース）＝一般男女別、 

壮年男子（A40～59歳・B60歳以上）、
中学生男女別

⃝ 走幅跳＝一般男女別、壮年男子（A40～ 
59歳・B60歳以上）、中学生男女別（1年 
生、2・3年生別）、小学生男女別（学年別）

⃝ 走高跳＝一般男女別、中学生男女別（1年 
生、2・3年生別）、小学生男女別（学年別）

⃝ 砲丸投＝一般男女別、壮年男子（A40 
～59歳・B60歳以上）、中学生男女別 

（1年生、2・3年生別）

▼料金　500円（当日集金、小・中学生1 
種目100円）

▼申込　8/2（火）～9/2（金）にスポーツ協会 
ウェブサイトの申込フォームまたは直接ス 
ポーツ協会（メディアス体育館おおぶ内）へ。

※小・中学生の個人での申込は保護者の 
承諾、小学生の参加は当日保護者の付 
き添いが必要。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

市民体育大会　テニス

▼日時　8/28（日）　9：00（予備日9/4（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 
以上の方で構成された6人のチーム

▼種目　ダブルス団体戦（1チーム3ペア）

▼料金　1チーム3000円（当日集金）

▼申込　8/1（月）～15（月）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　✉entry@obu-t.com

知多北地区ミニテニス大会

▼日時　9/11（日）　9：30

▼場所　メディアス体育館ちた（知多市緑町）

▼対象　大府市・東海市・知多市・東浦町 
在住・在勤・在学の中学生以上の方で構 
成された男女または女性同士のペア（高
校生以下の方は、保護者の同意が必要）

▼種目　一般・フレンドリー（初心者向け）

▼料金　1ペア1000円（申込時集金）

▼申込　8/19（金）までに直接申込先へ。
※申込書は、申込先・メディアス体育館お 

おぶ・市ウェブサイトに用意しています。
問・申込先/健康都市スポーツ推進課 

☎（45)6233

卓球秋季交流大会

▼日時　10/4（火）　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　ダブルス戦（ペアは当日抽選）

▼料金　１人750円（当日集金）

▼申込　8/2（火）～9/13（火）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）

2日間限定　大府みどり公園 
 ナイトバーベキュー

▼日時　8/20（土）・9/10（土）
　　　　15：30～20：00

▼場所　大府みどり公園 

▼対象　市内在住の方

▼定員　各5組（1組10人以内・先着順）
▼料金　1100円（当日集金）

▼申込　8 / 4（木）から利用日前日までに 
電話または直接申込先へ。

問・申込先/水緑公園課　☎（45）6236

鈴木バイオリンpresents 
ロビーコンサート
HSE48が『マイウェイ』『G線上のアリア』�

などをバイオリンとピアノで演奏します。

▼日時　8/16（火）　12：15～12：50

▼場所　市役所市民健康ロビー

▼料金　無料
問/文化交流課　☎（45）6266

市音楽祭 
進藤実優ピアノ・リサイタル
市出身の若手ピアニストで、ショパン�

コンクールセミファイナリストの進藤実
優さんが演奏します。

▼日時　9/17（土）　13：30～15:30

▼場所　愛三文化会館

▼定員　800人（先着順）

▼料金　一般2000円　高校生以下1000円 
（当日はプラス500円・全席指定・就学
前児入場不可）

▼申込　8/4（木）から直接愛三文化会館・ 
文化交流課・ミューいしがせ・アロー
ブ・KURUTOおおぶ・セブンイレブン・
チケットぴあ（Pコード222-500）へ。

※託児（3カ月～就学前児・1人1000円） 
を希望する方は、9/14（水）までにネッ 
トワーク大府（☎（85）7028）へ。

問/愛三文化会館　☎（48）6151

女優・市毛良枝さん主演舞台 
『百

さ る す べ り

日紅、午後四時』

▼日時　10/8（土）　14：00～

▼場所　アローブ

▼定員　300人（先着順）

▼料金　3500円
　　　　（全席指定・就学前児入場不可）

▼申込　8/2（火）　12：00からアローブ電 
子チケットサービス、8/3（水）　9：00 
から直接アローブ・文化交流課・愛三文 
化会館へ。

※車いす席を希望する方は、アローブで 
購入してください。

問/アローブ　☎（48）5155

歴史民俗資料館ロビーコンサート

AMIが、オカリナとギターで『浜辺の�
歌』などを演奏します。

▼日時　8/21（日）　13：30～14：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼定員　60人（先着順）

▼料金　無料
問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

大府子ども歌舞伎

小・中学生が『弁天娘女男白浪　稲瀬�
川勢揃いの場』を披露します。

▼日時　8/28（日）　11：30～

▼場所　アローブ

▼定員　300人（先着順）

▼料金　100円（全席自由・申込時集金）

▼申込　8/2（火）から直接申込先・アロー 
ブ・愛三文化会館へ。

問・申込先/文化交流課　☎（45）6266

川のいきもの観察会　鞍流瀬川
に住む生き物を観察しよう

▼日時　9/11（日）　9：30～11：30

▼場所　鞍流瀬川

▼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　8 / 15（月）　8：30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/環境課　☎（45）6223

３N（ない）運動を推進しましょう
⃝犯罪に遭わない
⃝犯罪を起こさせない
⃝犯罪を見逃さない
　防犯意識を高めて、安全で安心に暮らせるまちを
目指しましょう。
問/危機管理課　☎（45）6320　東海警察署　☎（33）0110

8/1（月）～ 10（水）
夏の安全なまちづくり県民運動期間

7月号
問/環境課　☎（45）6223

※吉田公民館での8/7（日）の回収は、8/14（日）に変更しています。

⃝ �夕焼けと洗練された建物のコラボが、とても素敵で癒やされ
ました。（今月のおおぶスタイル　30代）

⃝  やっていることは知っていましたが、そこに出場する皆さん
や運営側の思いを知れて、次は見に行きたいなと思いまし
た。（特集「お笑いのチカラで大府を元気に 健康お笑い事業」　
30代）

⃝  糖尿病・不整脈などを患っていて薬を多用しているので、今
回の記事は大変参考になりました。（特集「薬と上手に付き
合って、健康な生活を送ろう」　80代）

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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おおぶシネマパラダイス 
『ひまわり』

▼日時　8/27（土）　①10：00　②14：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼対象　市内在住の方

▼定員　各50人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/4（木）から電話または直接申込 
先へ。

※1人で3人分まで申込可。
問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

資料館探検10days　 
夏休みチャレンジシート
歴史民俗資料館を探検して、歴史クイ�

ズに挑戦します。

▼日時　8/10（水）～21（日）
　　　　10：00～16：00

▼場所　歴史民俗資料館
※参加した小学生には、記念品があります。

問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

愛知のやきもの文化を知ろう　
愛知やきものヒストリー 2022
県内博物館20館合同開催の展示を行�

います。シールラリーもあります。

▼日時　9/4（日）まで　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

人気のお土産・特産品が大集合　
新居浜物産展

▼日時　8/31（水）まで　10：00～18：00

▼場所　KURUTOおおぶ物産ショップ
※商品が無くなり次第終了。ギフト作成 

も承ります。
問/KURUTOおおぶ物産ショップ　☎（51）4329

被爆者の証言を添えた 
原爆パネル展

▼期間　①8/2（火）～11（木）
　　　　②9/20（火）～10/3（月）
　　　　③11/15（火）～28（月）
　　　　④1/17（火）～30（月）
　　　　⑤2/14（火）～27（月）

▼場所　①④市役所市民健康ロビー
　　　　②⑤アローブ
　　　　③北山公民館・森岡公民館

▼料金　無料
※パネルの種類は、①③⑤と②④で異な 

ります。施設の状況などで変更する場 
合があります。

問/地域福祉課　☎（45）6228

著名人らが終戦の日の思いを 
つづった私の八月十五日パネル展

▼期間　8/12（金）～22（月）　

▼場所　市役所市民健康ロビー

▼料金　無料
※音の出るペン型のIT機器「音筆」を使う 

と著名人の声で平和への思いを聞けま 
す（音筆は、平日8：30～17：15のみ）。

問/地域福祉課　☎（45）6228

おおぶ民話の紙芝居　 
『辰池の竜』ほか

▼日時　8/21（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

成年後見制度利用促進 
シンポジウム
成年後見についての基調講演やパネル�

ディスカッションを行います。

▼日時　8/27（土）　13：30～16：30

▼場所　市役所地下多目的ホール　

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　150人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/2（火）　9：00から市ウェブサ 
イトの申込フォーム・電話・メールま 
たはFAXで申込先へ。

問・申込先/福祉総合相談室　☎（38）5338 
✉sodan@city.obu.lg.jp　℻(47)3150

認知症介護家族交流会

▼日時　8/18（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　無料
問/高齢障がい支援課　☎（45）6289

認知症の方のつどい 
コスモスクラブ　絵手紙づくり

▼日時　8/29（月）　14：00～15：30

▼場所　共長公民館

▼対象　認知症の方（疑われる方・若年性 
認知症の方を含む）とその家族

▼料金　無料

▼申込　8/2（火）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

不登校・ひきこもりに悩む家族
のためのふぁみり～ Cafe

▼日時　8/21（日）　①10：00～10：50
②11：00～12：00

▼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（① は 当 事 者 が 中 学 生・高 校 生　
②は当事者が全世代）

▼定員　各15人（先着順）

▼料金　無料
問/福祉総合相談室　☎（45）6219

世界で活躍するトップ選手に習おう 
少年少女バドミントン教室
東海興業㈱・㈱北都銀行バドミントン�

部の選手・コーチからバドミントンの技�
術を学びます。

▼日時　9/24（土）　16：00～18：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住または市内のバドミン 
トンクラブに所属し、試合の出場経験 
がある小学5年生～中学3年生

▼定員　100人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/8（月）　0：00から市ウェブサ 
イトの申込フォームへ。

問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

よさこいダンス教室

▼日時　9/3～10/8の（土）　
　　　　16：00～17：00（全6回）

▼場所　横根公民館

▼対象　市内在住の小学生

▼定員　12人（抽選）

▼料金　無料

▼申込　8/3（水）～11（木）に市ウェブサイ 
トの申込フォームへ。

問/横根公民館　☎（46）7722

いただきまんぷく食堂　 
ミートローフと防災笛つくり

▼日時　9/3（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
　　　　（小学1・2年生は保護者同伴）

▼定員　各6組（先着順）

▼料金　1人300円（当日集金・小学生無料）
▼申込　8/2（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

学ぶ・味わう　 
大府で育ったあいちの伝統野菜
大府で育てられているあいちの伝統野�

菜について学び、試食をします。

▼日時　8/25（木）　14：00～16：00

▼場所　Cafeオムレット（アローブ内）

▼対象　中学生以上の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料
▼申込　8/2（火）～19（金）に電話または直 

接申込先へ。
問・申込先/農政課　☎（45）6225

ランプシェード講座　 
和風のあかり行灯を作ろう

▼日時　8/30（火）・9/6（火）　
　　　　13：30～15：30（全2回）

▼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　1360円（申込時集金）

▼申込　8/2（火）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

親子染物体験教室

▼日時　9/3（土）　10：00～12：00

▼場所　横根公民館

▼対象　市内在住の小学生とその保護者

▼定員　10組（抽選）

▼料金　１組600円（当日集金）

▼申込　8/3（水）～11（木）に市ウェブサイ 
トの申込フォームへ。

問/横根公民館　☎（46）7722

親子で楽しむ手形アート　 
タペストリーを作ろう

▼日時　9/14（水）・28（水）　
　　　　9：45～11：15（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200円（申込時集金）

▼申込　8/2（火）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

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

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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大府の魅力発信中

運行状況は
こちらから

バスは
今どこ？

▶�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。

子どもの体力向上　親子で楽しむ運動遊び

日時 申込開始日 場所・申込先
9/3（土）

10：30～11：00 8/2（火）
共長児童センター ☎（48）4121

9/5（月） 石ケ瀬児童老人福祉センター ☎（44）4678
9/17（土） 吉田児童老人福祉センター ☎（46）5220

　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。

ひとり親家庭などの保護者のための就業支援講習会
問・申込先/子ども未来課　☎（45）6229

講座名 日時 場所 料金(初回集金）

①

介護職員初任者研修
（自宅学習あり）

9/18～2/12の（日）　
9：30～16：30（全16回）

特別養護老人ホームひまわり 
（碧南市鷲林町） 6600円

② 9/29～1/26の（木）
　9：30～17：30（全16回）

未来ケアカレッジ
（名古屋市中村区椿町） 6600円

③ 11/5～3/11の（土）　
9：30～17：30（全17回）

三幸福祉カレッジ
（豊橋市駅前大通） 7124円

④ 調剤薬局事務 9/28～11/9の（水）　
10：00～15：40（全7回） ニチイ（名古屋市中村区名駅） 3600円

⑤ パソコン初級 10/1～1/28の（土）　
10：00～15：40（全15回）

パソコン教室みんと
（豊田市喜多町） 3500円

⑥ 一般用医薬品の
登録販売者

10/1～3/4の（土）　
10：00～15：40（全20回）

名古屋国際センター
（名古屋市中村区那古野） 1万4300円

⑦
就職活動セミナー　

出前講習
�「副業・複業型在宅起

業のススメ」

10/2（日）　13：00～16：00 武豊町中央公民館
（武豊町山ノ神） 無料

⑧ 10/9（日）　13：00～16：00 豊明共生交流プラザカラット
（豊明市二村台） 無料

⑨ 10/16（日）　13：00～16：00 西尾市役所（西尾市寄住町） 無料

⑩ 10/19（水）　13：00～16：00 愛知県出来町庁舎
（名古屋市東区出来町） 無料

⑪ 日商簿記3級 10/22～2/4の（土）　
10：00～15：40（全15回）

ヒューマンアカデミー
（名古屋市中村区名駅） 3520円

⑫
パソコン中級

10/22～2/4の（土）　
10：00～15：40（全15回）

ヒューマンアカデミー
（名古屋市中村区名駅） 2750円

⑬ 10/22～2/4の（土）　
10：00～15：40（全15回）

岡崎市中小企業・勤労者
支援センター（岡崎市羽根町） 4000円

▶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た方で、現在配偶者のいない方
　　　　（①②③は自宅学習が40.5時間可能な方、⑫⑬はワード・エクセルの基本操作ができる方）
▶定員　各20人（⑥のみ40人・全て抽選）
▶申込　8/5（金）～26（金）に直接申込先へ。
※①⑦⑧⑨⑩⑫は、託児（無料）あり。料金は、全て交通費・昼食代を除きます。

歯科医師と食育推進員コラボ企画　
噛むカム長寿教室
歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士から�

誤
ご え ん

嚥性肺炎や低栄養の予防について学び�
ます。

▼日時　9/7・11/16・2/22の（水）　
　　　　14：00～15：20（全3回）

▼場所　保健センター

▼対象　市内在住の65歳以上の方

▼定員　12人（先着順）

▼料金　各100円（当日集金）

▼申込　8/2（火）～9/1（木）に電話・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 
✉hkn-c@city.obu.lg.jp

肌つまみ健康法　整膚を学ぶ

▼日時　8/27・9/10・24の（土）　
　　　　13：30～15：00（全3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　990円（初回集金）

▼申込　8/3（水）　9：00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/森岡公民館　☎（46）0435

おおぶ防災セミナー

①風水害時の河川の水位・個別タイム�
ライン　②東海豪雨被災者から、風水害�
の恐ろしさと対策を学びます。

▼日時　①8/27（土）・②9/3（土）
　　　　10：00～11：00（全2回）

▼場所　DAIWA防災学習センター　

▼対象　市内在住・在勤・在学の中学生 
以上の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/3（水）～26（金）に電話または直 
接申込先へ。

※１回のみの参加可。
問・申込先/DAIWA防災学習センター 

☎（46）2200

ミューいしがせ講座

▼場所　ミューいしがせ

▼料金　無料

▼申込　8/2（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。

広げよう映画の楽しみ方　 
映画を通して生き方を考えよう

▼日時　9/7・21・10/5の（水）　
　　　　13：30～16：00

▼定員　各15人（先着順）

子育てサロン　 
知っておきたい子育て情報

▼日時　9/15・22・10/6の（木）　
　　　　10：00～12：00（全3回）

▼定員　15人（先着順）

ココロとカラダのメンテナンス　
気持ちを素直に伝える方法

▼日時　8/29（月）　10：00～11：30

▼対象　女性

▼定員　15人（先着順）
問・申込先/ミューいしがせ　☎（48）0588　

✉misigase@ma.medias.ne.jp

親子で体験　赤十字奉仕団から
学ぶ災害避難所での活用術

▼日時　8/28（日）　10：00～12：00

▼場所　コラビア

▼定員　30人（先着順）

▼料金　100円（当日集金）

▼申込　8/2（火）から電話または直接申込 
先へ。

※1人でも参加可。
問・申込先/コラビア　☎（44）8500

ハイカラプラス　女性のための
健康づくり栄養講座

▼日時　9/12（月）　14：00～15：00

▼場所　横根公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の女性

▼定員　12人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/3（水）から電話または直接申込 
先へ。

※この事業は、明治安田生命保険相互会 
社の協力を得て実施します。

問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

ハイカラプラス　 
LINEの使い方教室　Android編

▼日時　9/16（金）　10：00～12：00

▼場所　横根公民館

▼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　8/3（水）から電話または直接申込 
先へ。

※この事業は、ソフトバンク㈱の協力を 
得て実施します。iPhone端末や他社 
メーカーのスマホを使用している方、
購入を検討している方も参加可。

問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

海外ビジネスに興味ある方必見　
海外展開支援プログラム
ジェトロ（日本貿易振興機構）名古屋か�

らJAPAN�STREETを活用した海外展開
のノウハウなどを学びます。

▼日時　9/13・10/4・12/6の（火）
　　　　15：30～17：30

▼場所　常滑市役所（常滑市飛香台）

▼料金　無料
▼申込　9/9（金）までにQRコー 

ドから申込フォームへ。
※JAPAN STREETは、優良バイヤーに 

のみ閲覧可能な越境ECサイトです。
問/企画広報課　☎（45）6212　

募集・その他 講座・講習大会・催し
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広報おおぶ

スマートフォンで！

を

マ チ を 好 き に な る ア プ リ

おおぶアカデミー

▶対象　市内在住・在勤・在学の方
▶料金　無料
▶申込　8/2（火）　9：00から市ウェブサイトの申込フォームまたは直接各申込先へ。

講座名 日時 定員（先着順） 場所・申込先

中国の酒文化と音楽の世界 8/23（火）　13：30～15：00 30人 神田公民館　☎（46）2620

健康寿命延伸の秘策　
最近の健康情報から読み解く 8/27（土）　10：00～11：30 20人 共長公民館　☎（46）4931

近世近代における知多半島の旅　
知多新四国霊場巡り 8/27（土）　10：00～11：30 30人 大府公民館　☎（48）1007

安心安全なインターネット
活用術 9/17（土）　10：00～11：30 20人 吉田公民館　☎（46）2123

会計年度任用職員募集

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 5人程度

週3～5日　
平日　

9：00～14：30

市内
小・中学校 不要

週5日
1000円/時間　

週3・4日　
970円/時間

9/1（木）
以降 8/19（金） 学校教育課　

☎（46）3332

夜間管理
指導員 若干名

月10日程度　
①平日・土曜　　　

17：00～22：00
②日曜・祝日　

9：00～17：00

神田公民館 不要 ①990円/時間　
②955円/時間 9/1（木） 8/20（土） 神田公民館　

☎（46）2620

一般事務員 1人 月曜・水曜・金曜　
10：00～16：00 市役所など 要 955円/時間 9/12（月） 8/19（金） 水道工務課　

☎（45）6239

子ども囲碁教室　入門コース

市内在住で全日本女流アマチュア選�
手権県代表15回（優勝6回）の実績がある�
熊本葵さんから囲碁の基礎を学びます。

▼日時　8/19（金）　13：30～15：00

▼場所　石ケ瀬児童老人福祉センター

▼対象　市内在住の小学3～6年生
　　　　（1・2年生は保護者同伴）

▼定員　16人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/2（火）から電話または直接申込 
先へ。
問・申込先/石ケ瀬児童老人福祉センター　

☎（44）4678

わくわく科学実験教室

▼日時　9/3（土）　10：00～12：00

▼場所　森岡公民館

▼対象　市内在住の小学生

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/6（土）　9：00から市ウェブサ 
イトの申込フォームへ。

問/森岡公民館　☎（46）0435

大府シティ健康マラソン大会　
ボランティア募集
11/13（日）に開催する大府シティ健康�

マラソン大会で、走路員・誘導員などを�
行うボランティアを募集します。

▼応募資格　高校生以上の方

▼料金　無料

▼申込　8/26（金）までに電話または直接 
申込先へ。

問・申込先/健康都市スポーツ推進課　 
☎（45）6233

産業文化まつり　 
ステージ出演団体募集
10/29（土）・30（日）にメディアス体育�

館おおぶで開催する産業文化まつり会場�
内の特設ステージで、パフォーマンスを�
披露する団体を募集します。

▼応募資格　市内を拠点に活動し、10/30 
（日）に10分程度のパフォーマンスを披 
露できる団体

▼募集団体数　8団体程度（抽選）

▼料金　無料

▼申込　申込書に必要事項を記入の上、 
8/1（月）～16（火）（当日必着）に郵送また 
は直接申込先へ。

※申込書は、申込先・市ウェブサイトに 
用意しています。抽選結果は、9月中 
旬頃に郵送にてお知らせします。

問・申込先/商工労政課　☎（45）6227　
〒474-8701住所不要

バイオリン/フィドル音楽の休日
2022　出演者募集

弦楽器が活躍する多様なジャンルのバ�
ンドやアンサンブルが、屋内外で演奏を�
繰り広げる音楽イベントの出演者を募集�
します。

▼日にち　10/22（土）・23（日）

▼場所　あいち健康の森公園ほか

▼対象　弦楽器を含むアコースティック 
のバンド・アンサンブルなど（ジャンル 
不問）

▼料金　無料

▼申込　8/31（水）までにバイオリン/フィ 
ドル音楽の休日ウェブサイトの申込 
フォームへ。

※詳細は、バイオリン / フィドル音楽の 
休日ウェブサイトをご覧ください。

問/商工労政課　☎(45) 6227

産業文化まつり　作品募集

10/29（土）・30（日）にメディアス体育�
館おおぶで開催する産業文化まつりに出�
品する絵画・写真・書などを募集します。

▼出品規格　絵画は10号以内・写真はA3 
以内とし、額装は仮額。書は半切まで。 
1人1点（応募多数の場合、受け付け制 
限あり）。

▼料金　無料

▼申込　8/31（水）までに申込書に必要事 
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

福祉・健康フェア　 
運営ボランティア募集
9 /25（日）にミューいしがせ周辺で開�

催する福祉・健康フェアで、運営補助・�
会場清掃などを行うボランティアを募集�
します。

▼応募資格　9/25（日）　8：30～16：00に 
活動できる方（半日も可）

▼募集人数　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/2（火）～9/2（金）に電話または
直接申込先へ。

問・申込先/地域福祉課　☎（45）6228 
社会福祉協議会　☎（48）1805

▼  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。

　今年から新たに広報おおぶの編集メ
ンバーに加わった新規採用職員のTです。
よろしくお願いします。最近漫画「NAR
UTO」にはまっています。1話から見始め
てまだ50話ですが、頑張って全て読み
返そうと思います。中学時代、美術の
通知表で「2」という芸術センスの僕です
が、これから皆さんにとって、役立つ
情報や面白い記事を発信したいと思い
ます。芸術は爆発だ！（T）

募集・その他 講座・講習大会・催し
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おぶちゃん
LINEスタンプ
販売中

おぶちゃん
ボールペン
0.7mm(黒）  200円

KURUTOおおぶ　または
　　企画広報課で販売中

市民活動でまちを元気に　各協働事業の交付団体が決定
問/協働推進課　☎（45）6215

　6/18にコラビアで開催した審査会で次の事業について交付団体を決定し、必要資金をひとまちおうえん基金から助成
します。

　「地域課題の解決」をテーマに、営利を目的としない市民活動を行っている団体が企画提案した協働企画提案事業を「公
益性」「連携・協働性」「継続性」「実現性」「先駆性」「応援ポイント」の6項目の審査基準に基づいて審査しました。

団体名 得点 交付金額 提案内容

階
きざはし

77点 15万6千円 交通安全・環境・防災などに関する講座や
歩行者優先運動などの実施

教育の機会をつなぐ　三つ葉 79点 16万8千円 全ての子どもへの学校以外での教育の場や
機会の提供

Baby�Step 57点 3万2千円 熱気球体験会の実施
Farm�to�Table
農と食をつなぐ 78点 16万2千円 草刈り・野菜の収穫体験・有機米作りの

勉強会・お米の試食会などの実施

BUNKAI 87点 30万円 私有地の放置竹林の整備を実施し、収穫した
竹を土壌改良材・食品材料として再利用

いただきまんぷく食堂 80点 18万円 全世代型サロンの開設を目指した親子料理
講座や食育に関する情報発信を実施

協働企画提案事業交付金交付団体の審査結果（提案発表順に掲載）

NPO法人立ち上がり支援事業補助金交付団体の審査結果（提案発表順に掲載）
団体名 得点 交付金額 提案内容

特定非営利活動法人　
まなびサポート大府 84点 20万円 学習支援・講座などの実施、子どもへの学習機会・

安心安全な居場所の提供
特定非営利活動法人　
おさんぽやなないろ 86点 30万円 保育事業を兼ねた野外活動などの実施、

育児・教育に関する情報共有の場の提供

　協働の担い手となるNPOの育成・法人化に向けた財政的な支援を行うため、NPO法人が実施する事業を「公益性」「実現
性」「継続性」の3項目の審査基準に基づいて審査しました。

協働企画提案事業協働企画提案事業

NPO法人立ち上がり支援事業NPO法人立ち上がり支援事業

おおぶオレンジサポーター募集

認知症の方のつどい・認知症カフェな�
どで、認知症の方を支援するボランティ�
ア「おおぶオレンジサポーター」を募集し�
ます。

▼申込　登録書に必要事項を記入の上、 
郵送または直接申込先へ。

※登録書は、申込先・市ウェブサイトに
用意しています。

認知症見守りステッカーを 
作成しました

見守り・地域の支援体制づくりの一環 
として、認知症見守りステッカーを作成 
しました。ステッカーが貼られた店など 
には、認知症サポーターがいます。安心 
してご利用ください。
※ステッカーが貼られた店などの詳細 

は、市ウェブサイトをご覧ください。
問・申込先/高齢障がい支援課　☎（45）6289 

〒474-8701住所不要

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　8/14（日）・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

中学生を対象に受検料無料の英
語検定3級試験を実施します

▼日時　10/9（日）　14：40～16：00

▼場所　市役所（市内の別会場になる場合 
あり。2次試験は、日本英語検定協会 
指定の場所）

▼対象　市内在住の中学生

▼料金　無料

▼申込　8/1（月）～26（金）に市ウェブサイ 
トの申込フォームへ。

※英検受検料補助との併用不可。
問/学校教育課　☎（46）3332

公民館学習室「まなスポット」を
ご利用ください
公民館といきいきプラザでは、図書室・�

空き施設を学習室「まなスポット」として�
開放しています。地域の「まなスポット」
をぜひご活用ください。

▼利用時間　9：00～21：00（休館日を除く）

▼場所　公民館・いきいきプラザ
問/協働推進課　☎（45）6215

就業構造基本調査に 
ご協力ください

10 / 1（土）を基準日として、就業構造 
基本調査を実施します。この調査は、就 
業・不就業の状態を明らかにすることを 
目的に実施される国の重要な調査です。 
8月中旬～10月中旬に「調査員証」を携帯 
した調査員が対象となる世帯を訪問しま 
す。ご理解とご協力をお願いします。

問/行政管理課　☎（45）6271

Ｊアラートの全国一斉情報伝達
試験を行います

「Jアラート」は、地震・津波・武力攻撃�
などの災害時に、国から送られる緊急情�
報を瞬時に伝達するシステムです。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　8/10（水）　11：00頃
問/危機管理課　☎（45）6320

ありがとうございました

健康お笑い事業寄付金へ
共和病院から　10万円
NPO法人アスクネットから　10万円
オオブユニティ㈱から　3万円
㈱東海理機から　3万円
ウクライナ避難民支援寄付金へ
大府ロータリークラブから　5万円
大和機工㈱従業員一同から　26万円
連合愛知知多地域協議会から　2万円

▼申込　市ウェブサイトの申込フォームまたは電話で申込先へ。
※当選者には、8/26（金）までに電話・メールでお知らせします。

問・　　   /企画広報課　☎（45）6214

市公式マスコットキャラクター「おぶちゃん」のピンバッジをセットにして限
定販売します。これまでに一般販売していたものから非売品まで、全19個を 
シリアルナンバー入りの額に入れた限定商品です。

おぶちゃんピンバッジコレクション
限定10セット （抽選）

申込期間　8/1（月）～19（金）
販売価格

（税込み）

O B U C H A N  P I N S  C O L L E C T I O N

4000円 申込先

募集・その他 講座・講習大会・催し


