
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、直接企画広報課へ。
※�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。

11月号受付：9/22（木）～29（木）

大府市民吹奏楽団　 
第42回定期演奏会
　伴　☎090（8738）0806

序曲春の猟犬、空の回廊、スタジオ
ジブリ名曲集、ミュージカルCATS
セレクション他
日時：9/11（日）　13:30開演
場所：愛三文化会館 
料金：500円　指揮：片岡俊治
申込：メール（✉obuwind@yahoo.
co.jp）または電話で伴へ。

大府市写真同好会 
第18回合同写真展

奈良芝　☎（47）0979
共長・森岡写真同好会員、写真愛好
者協賛による合同写真展です。
日時：9/7（水）～11（日）　9:00～17:00

（初日は13:00から、最終日は15:00
まで）
場所：愛三文化会館
料金：無料
申込：直接会場へ。

「実家の相続で後悔しない
秘訣を学ぶ」1DAY特別講座

CFP®後藤　☎（44）9054
相続で子世代が後悔しないために準
備すべきこととして、各市の市民講
座で好評の講座を凝縮版で特別開講
します。
日時：９/28（水）　10:00～12:00
場所：アローブ 
定員：10組（先着順）　料金：無料　
申込：電話で後藤へ。

大府市ユースウインド 
オーケストラ　団員募集

林　✉obu_youthwind@yahoo.co.jp
吹奏楽演奏を楽しみたい小・中学生
から大人の皆さんまで大募集。
日時：原則第2・4（土）　13:30～
場所：大東小学校交流ホール
料金：エニスポ年会費

（小学生1000円、中学生2000円）
申込： 電話でOBUエニスポ事務局

（☎（47）0241）へ。

笑学生落語クラブ　 
第28回落語会

鈴置　☎090（8469）9526
笑いは心の栄養です。小学生から高
校生までの落語をぜひお楽しみくだ
さい。
日時：9/18（日）　14:00～16:00
場所：愛三文化会館
定員：60人（先着順）
料金：無料
申込：直接会場へ。

ボッチャ・車いすバスケ体験会
～障がいの有無を越えて～

至学館大学　佐藤　☎（46）1293
ボッチャのゲーム体験、車いすバス
ケの選手による迫力いっぱいの競技
デモや体験会を実施します。
日時：10/22（土）　9:30～ボッチャ

14:00～車いすバスケ
場所：至学館大学　
料金： 無料　申込：9/30（金） 

までにQRコードから。

第23回共和病院 
地域医療フォーラム

近藤・濱嶋　☎（46）2222
「地域でつなぐACP」をテーマに、残
りの人生をどのように生きるかを考
えます。
日時： 10/22（土）　9:30～
場所： 共和病院
料金：無料
申込： 10/10（月）までにQR
コードの申込フォームへ。

ファミリーバドミントンクラブ 
会員募集

愛甲　☎090（3306）5418
市内７団体あるファミリーバドミン
トンクラブで、親子で楽しくバドミ
ントンをしませんか。
日にち・場所・料金：各団体により異
なります。 
時間：19:00～21:00
申込：電話で愛甲へ。 

Let’s　早朝太極拳

井芹　☎090（2937）4600
朝の爽やかな空気の中で木々から気
をもらい、太極拳を楽しく行ってい
ます。独自の習得にはなりますが興
味のある方はぜひお越し下さい！
日時：毎週（日）　7:00～8:00頃
場所：あいち健康の森公園管理棟前
料金：無料
申込：直接会場へ。

問　企画広報課　
☎（45）6214

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～ 15日～
スマイルおおぶ
(9月1日～30日）

OBU VIDEO NEWSLETTER ようこそ、アサギマダラ
(再放送)

ハロー！  とうかい
毎日8：30～／ 14：30～／ 20：30～

01日～　 市の文化財を後世に①～尾張横須賀
まつり・大田まつり～（再放送）

15日～　認知症予防～アルツハイマーデー～

ほっとラインちた
毎日9：00～／ 15：00～／ 21：00～

01日～　梅子と学ぼう！ 　税金

15日～　 オンライン版出前講座配信中 
（再放送）

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。

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。
※�新型コロナの影響により、中止する場合があります。

予＝予約制
電＝電話相談可
訪＝訪問相談可

9
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）電 ／職員 平日　8:30～17:15

福祉総合相談室　☎(45)6219
※必要な時は、専門相談につなぎます

法律 予 ／弁護士 2・9・16・30・10/7（金）　13:30～16:30

福祉総合相談室　☎(45)6219
※事前予約制（先着6人）
※相談時間は、1人30分まで
※翌月の相談は、第1週のみ掲載しています

人権 予 ／人権擁護委員 1・22・10/6（木）　13:30～16:30

行政 予 ／行政相談委員 15（木）　13:30～16:30

登記 予 ／司法書士 7・10/5（水）　13:30～16:30

不動産 予 ／宅地建物取引業協会員 21（水）　13:30～16:30

よろず相談 予 ／よろず相談員 1・8・15・22・10/6（木）　13:30～16:30

年金 予 ／日本年金機構職員 13（火）　9:45～12:00／13:00～15:15
市役所２階204会議室／保険医療課　☎(45)6330
※予約は、9/2（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 電 ／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 予／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 予  
／弁護士

9月はお休み、10/6（木）　13:30～16:30
知多市役所／知多北部広域連合総務課　☎052（689）1651
※10月の予約受付は9/8（木）～22（木）

成年後見・相続・遺言相談 予／行政書士 1・10/6（木）　13:30～16:30 スピカ／福祉総合相談室　☎(45)6219

家
庭
・
子
ど
も

小児救急相談 電 ／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 電 ／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 電・訪／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 電 ／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 予 ／言語聴覚士 22（木）　時間応相談 保健センター　☎(47)8000

こども相談 予 ／保健師ほか 15（木）　時間応相談 保健センター　☎(47)8000

児童の生活 電 ／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 電 ／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 予／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

女性の悩み事電話※面談可 予／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・14・21・28（水）　13:00～17:00 文化交流課　☎(45)6266
※�受け付けは、16：30まで。時間変更の場合あり
※�随時、やさしい日本語やテレビ電話通訳でも対
応します
※詳細は、国際交流協会ウェブサイトへ

中国語 7（水）　13:00～17:00

ベトナム語 28（水）　13:00～17:00

英語 9月はお休み

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 予／専門相談員 20（火）10:00～12:00／27（火）13:30～15:30

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（水）　14:00～16:00 スピカ／商工労政課　☎(45)6227
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