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9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
12日・26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
13日・27日（火） 9：00～18：30 4日・18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
7日・21日（水） 9：00～18：30 4日・18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
14日・28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（金）

　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

おぶちゃん
LINEスタンプ
販売中

市長杯　卓球大会

▼日時　10/23（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

▼種目　ダブルス（混合・男女別）＝一般
　　　　（合計年齢でクラス分け）
　　　　シングルス＝小学生

▼料金　1ペア1000円
　　　　（当日集金・小学生無料）

▼申込　9/2（金）～10/2（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）

市長杯　バスケットボール大会

▼日時　10/9（日）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の方を1人
以上含むチーム

▼種目　一般男女別（高校生以上）
　　　　シニア男女別（40歳以上）

▼料金　1チーム1000円（申込後集金・�
未登録チームは別途登録費）

▼申込　9/15（木）～29（木）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/スポーツ協会バスケットボール部長 
　大橋　☎080（5106）5205

市民体育大会　テニス

▼日時　9/25（日）　9：00（予備日10/2（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　シングルス個人戦

▼料金　1500円（当日集金）

▼申込　9/2（金）～15（木）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

市民体育大会　バドミントン

▼日時　10/16（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＝一般（レベル別、男子・
女子・混合ダブルスの1チーム6人）、
小学生（学年・男女別、ダブルス・シン
グルス・シングルス）

▼料金　１チーム4000円
　　　　（当日集金・小学生無料）

▼申込　9/2（金）～30（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・申込先/スポーツ協会バドミントン部　近藤　
☎090（8549）1469　 

✉badobu.fed@gmail.com

市長杯　弓道大会

▼日時　10/8（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（金）～24（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 
✉taikai.obukyudo@gmail.com 

鈴木バイオリンpresents 
ロビーコンサート　

杉藤万純さんらが『タイスの瞑想曲』『木
星』などをバイオリンとピアノで演奏します。

▼日時　9/2（金）　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

大府の笑学校　落語会

プロの落語家の指導の下、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　9/11（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

消防ひろば 
消防に関する体験が盛りだくさん

▼日時　10/15（土）　①10：00～12：00
②13：00～15：00

▼場所　消防署共長出張所
　　　　DAIWA防災学習センター

▼対象　市内在住の小学生以下の子ども
とその保護者（4年生以上は子どものみ
の参加可）

▼定員　各200人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）　8：00から市ウェブサイ�
トの申込フォームまたは電話で申込先へ。

問・申込先/消防署共長出張所　☎（46）0119

アローブジュニアスクール　杜の学校 
伝統野菜の収穫＆試食会

▼日時　10/22（土）　14:00～

▼場所　アローブ・アローブ近郊の畑

▼対象　小学3～6年生

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/3（土）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

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
教室や水源地の木材を利用した木工教室
などを行います。

▼日時　10/1（土）　10：00～14：00

▼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

若者会議　政策提言発表

▼日時　9/23（金）　9：30～11：30

▼場所　市役所2階201～204会議室

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）～16（金）に電話またはメー�
ルで申込先へ。
問・申込先/子ども未来課　☎（85）3320 

✉kodomo@city.obu.lg.jp

刈谷・大府企業就職フェア

大府・刈谷市内の優良企業約40社が、
①新卒者・②再就職者向けに企業説明会
を行います。

▼日時　10/1（土）　13：00～16：00

▼場所　刈谷市産業振興センター
　　　　（刈谷市相生町）

▼対象　①令和5年3月以降に大学・大学
院・短期大学などを卒業予定の学生、
卒業後3年以内の既卒者　

　②転職・再就職を目指す方

▼料金　無料
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

問/商工労政課　☎（45）6227

屋外広告物は、設置・管理・点検の 
ルールがあります

⃝ �設置を希望する方は、事前に市に相談し、許可を
受けましょう。

⃝ �看板の管理者は日常点検を行い、看板の安全を確
保しましょう。

9/1（木）～10（土）　屋外広告物適正化旬間

問/建設総務課　☎（85）3896

問/環境課　☎（45）6223
8月号

⃝ �竹内文香さんの漫画を持っていますし、インスタもフォローし
ていてファンです。いつかコラボしてくれたらなぁと思ってい
たので、うれしかったです！　せっかくなら漫画だけではな
く、竹内さんのインタビューも欲しかったです。（表紙　40代）

⃝ �暑い時は何をするにも苦痛なので、おいしいものを作って食
べられたら楽しいと思いました。（おおぶきっちん　60代）

⃝ �いつも分かりやすい紙面で満足しています。市民に寄り添っ
た形の広報紙であり、市ウェブサイトでも見やすく案内され
ているのでありがたいです。（全体　40代）

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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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

お求めは、
KURUTOおおぶ・
市役所企画広報課で！

平和祈念戦没者追悼式

①戦没者追悼式・②沖縄に派遣された
中学生平和大使による平和に向けたメッ
セージの読み上げを行います。市役所地
下ロビーでは、「平和なまち絵画コンテス
ト2022」の作品を展示します。

▼日時　10/2（日）　①10：00～
　　　　　　　　　②10：40～（予定）

▼場所　市役所地下多目的ホール

▼対象　①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　②一般

※9月中旬に対象者へ案内状を発送しま
す。案内状が届かない場合は、地域福
祉課へご連絡ください。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

企画展　川瀬巴水展　 
荒井寿一コレクション
日本の風景を叙情豊かに表現した川瀬

巴水の版画作品を展示します。

▼日時　9/3（土）～25（日）　9：00～17：00

▼場所　歴史民俗資料館　

▼料金　無料

ギャラリートーク

日本福祉大学の曲田浩和教授から、歴史
学から捉える川瀬巴水について学びます。

▼日時　9/17（土）　10：00～11：30

▼場所　歴史民俗資料館　

▼定員　36人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）から直接申込先へ。
問・申込先/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「家庭内暴力への対応」と家
族交流会を行います。

▼日時　9/18（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

名古屋グランパス　 
サッカー教室
名古屋グランパススクールコーチから、�

サッカーの基礎を学びます。

▼日時　10/2（日）　①9：20～10：10
　　　　　　　　　②10：30～11：30

▼場所　オーシャンズフィールド（知多市緑町）

▼対象　サッカー初心者の①5・6歳の就
学前児とその保護者　②小学1・2年生

▼定員　①20組程度　②25人程度
　　　　（抽選）

▼料金　無料

▼申込　9/21（水）までにQRコー
ドの申込フォームへ。

問/名古屋グランパススクール事務局 
☎0561（36）4455 

健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

ノルディック・ウォーク体験会

▼日時　10/15（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　9/2（金）　9：00から市ウェブサイ
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あり。
問・申込先/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

初歩から学ぶ　弓道教室

▼日時　10/2～11/8の
　　　　（日）　13：30～15：30
　　　　（火）　19：00～20：30（全10回）

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の18歳以
上の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　2000円（初回集金）

▼申込　9/2（金）～23（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/スポーツ協会弓道部長　星川　 
☎090（7853）1606

おおぶアカデミー 
健康のためのお手軽エクササイズ

▼日時　10/8（土）　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　30人（先着順）
▼料金　無料

▼申込　9/2（金）　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/大府公民館　☎（48）1007

おおぶアカデミー　 
様々な視点から考える音楽

▼日時　9/17（土）　14：00～15：30

▼場所　神田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）　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/神田公民館　☎（46）2620

フレ☆ガク　身体がスッキリ　
骨盤エクササイズ

▼日時　10/8～2/25の（土）　
　　　　13：30～15：00（全10回）

▼場所　大府公民館

▼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　1000円
　　　　（当日集金・学生証提示で無料）

▼申込　9/2（金）　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/大府公民館　☎（48）1007

心も体もリフレッシュ　 
障がい者ダンス教室

▼日時　10/16～11/13の（日）　
　　　　9：30～11：30（全4回）

▼場所　いきいきプラザ

▼対象　市内在住の小学生以上の障がい
のある方とその付き添いの方

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/4（日）から電話または直接申込
先へ。

問・申込先/いきいきプラザ　☎（44）2770

ガッカンこども運動教室

▼日時　10/8～12/3の（土）　
　　　　17：00～18：00（全5回）

▼場所　至学館大学

▼対象　市内在住の小学1～4年生

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）　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

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。 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。

9/1（木）～ 11/30（水）

アプリをダウンロードして
スタンプをためると抽選で
ステキなプレゼントが当たります

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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ごみ出しには

黄色のごみ袋を

ご利用ください

環境課　☎（45）6223

新型コロナウイルス

感染症に関する情報

観光情報はこちら！

大府市観光協会

健康運動教室　 
ストレッチ・体幹トレーニング

▼日時　10/13～11/24の（木）　
　　　　13：00～14：00（全5回）

▼場所　至学館大学

▼対象　市内在住・在勤・在学の40～79�
歳の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）　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。
※JR大府駅東側発の至学館大学スクール
バスの利用可。

問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

シニア健康づくり教室

▼日時　9/29～12/15の（木）　
　　　　13：00～14：00（全10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　25人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）　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/神田公民館　☎（46）2620

子どもの体力向上　 
親子で楽しむ運動遊び

▼日時　10/29（土）　10：30～11：00

▼場所　共和西児童老人福祉センター

▼対象　市内在住の2歳以上の就園前児
とその保護者

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/26（月）から直接申込先へ。
問・申込先/共和西児童老人福祉センター　

☎（48）1200

いただきまんぷく食堂　 
イワシの蒲焼き丼と紙コップ工作

▼日時　10/1（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　9/3（土）　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

循環器医師と食育推進員コラボ企画　
減塩講座
循環器内科医師の山下純世さんと管理

栄養士から減塩について学びます。参加
者には、塩分測定器をプレゼントします。

▼日時　10/21（金）　13：30～15：00

▼場所　ミューいしがせ

▼対象　市内在住の方　

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/30（金）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 
　✉hkn-c@city.obu.lg.jp

ギター教室

▼日時　9/22～2/9の（木）（全10回）　
　①初心者　13：30～15：00　
　②経験者　15：15～16：15

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　各10人（先着順）

▼料金　3300円
　　　　（申込時集金・別途ギター貸出費）

▼申込　9/2（金）から直接申込先へ。
※2/12（日）に吉田公民館で開催する芸能
祭にも出演します。

問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

ブローチ・髪留めに使える 
クリップを作るつまみ細工教室

▼日時　10/7～28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　12人（先着順）

▼料金　2070円（申込時集金）

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

書道入門講座

▼日時　10/5～11/30の（水）　
　　　　14：00～15：30（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（金）から直接申込先へ。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

子どもを守るための安全教室

▼日時　10/22（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（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）　9：00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

親子DE楽しく安全教室
▼日時　9/24（土）　10：00～12：00

▼場所　長草公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の親子
　　　　（大人のみの参加可）

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）　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/長草公民館　☎（48）5444

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　9/11（日）　13：00～15：00

▼場所　コラビア

▼定員　30人（先着順）

▼料金　100円（当日集金）

▼申込　9/2（金）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

ふるさと講座　開業150年　 
鉄道を知ろう

大府駅長から鉄道の歴史・未来を学び
ます。

▼日時　10/2（日）　14：00～15：30
▼場所　アローブ

▼定員　50人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）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

多文化子育てサロン　大きな布
に絵を描こう　平和の旗づくり

▼日時　10/9（日）　10：00～12：00

▼場所　旧消防署共長出張所（明成町）

▼対象　3歳～小学生とその保護者
　　　　（兄弟での参加可）

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）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 
　✉oia@ma.medias.ne.jp

フレ☆ガク　金融・証券インスト
ラクターから学ぶ株式投資

▼日時　10/22（土）　10：00～11：30

▼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　330円
　　　　（当日集金・学生証提示で無料）

▼申込　9/2（金）　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/北山公民館　☎（48）6015

終活講座　 
知って得する相続知識

▼日時　10/11（火）　13：30～14：30

▼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　無料

▼申込　9/2（金）　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/大府公民館　☎（48）1007

法務局による 
自筆証書遺言書保管制度を学ぼう

▼日時　10/4（火）　11：00～12：00

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　25人（先着順）

▼料金　無料

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

知って得する健康講座　 
介護保険と便利な福祉用具

▼日時　10/29（土）　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　20人（先着順）

▼料金　330円（申込時集金）

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

抱え込まない介護入門　 
ストレス・負担の軽減法を学ぶ

▼日時　10/8（土）・15（土）　
　　　　10：00～11：30（全2回）

▼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　660円（申込時集金）

▼申込　9/6（火）から直接申込先へ。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

知らなきゃ怖い　 
スマホトラブル護身術

▼日時　10/16（日）　14：00～16：00

▼場所　アローブ

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/26（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

ハイカラプラス　 
シニア向けスマホ講座

▼日時　①初級　10/7（金）
　　　　②中級　10/14（金）
　　　　13：00～15：00

▼場所　東山公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の55歳以
上の方（①はスマホを持っていない方）

▼定員　各20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　9/6（火）から直接申込先へ。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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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

土木作業員 1人 週5日
8：30～16：30

市役所
など 要 18万2710円/月 10月上旬

（応相談） 9/16（金）
道路整備課　
☎（45）6231

ヤングケアラー
コーディネーター 1人 週5日

9：00～17：00 市役所 要 18万2710円/月 11/1（火） 9/22（木） 福祉総合相談室　
☎（45）6219

会計年度任用職員募集

春休み・令和5年4月からの放課後クラブ入所者募集
問・申込先/学校教育課　☎（46）3331

▶�対象　市内在住の小学生（新1年生を含む。私立小学校に就学中の児
童は、市が定める春・夏・冬休み期間のみ受入可）
▶実施場所　表の通り
▶入所期間　令和5年4月1日（土）～令和6年3月31日（日）
　　　　　　（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までの延長預かりサービスあり。
▶�入所基準　保護者が8：30～19：00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、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　9/21（水）～30（金）に申請書などを申込先・各放課後クラブで受
け取りまたは市ウェブサイトでダウンロードし、10/19（水）～31（月）
に次のいずれかで申込をしてください。
・受付期間中に放課後クラブに入所中の児童がいる方
　16：00～18：30に入所中の放課後クラブへ。
・上記以外の方　直接申込先へ。
※�いずれも土・日曜日、祝日は除きます。詳細は、市ウェブサイトをご覧く
ださい。令和4年度冬季（12月・1月）の申込も上記の日程で受け付けます。

　申込期間を過ぎると5月以降の入所にな
ります。申込期間後に就職などが決まった
場合は、ご相談ください。

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

※運営は、民間事業者が実施します。

オンライン・郵送で申し込みができます
　直接申し込みに加えて、オンラインと郵送での申し込みを実施
する予定です。詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

▼ �申込　申込期限までに必要書類を持参の上、各申込先へ。
※任用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。 運行状況はこちらから

アートオブリスト2022　 
ボランティア養成講座　
国際芸術祭「あいち2022」の常滑会場

を見学し、芸術を学びます。

▼日時　9/30（金）　12：30～16：30

▼場所　常滑市内　※大府市役所集合

▼対象　ボランティアスタッフとしての活動
を希望する18歳以上の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　500円（当日集金）

▼申込　申込書に必要事項を記入の上、
9/2（金）～22（木）に直接申込先へ。

※申込書は、申込先・アローブ・愛三文化
会館・市ウェブサイトに用意しています。
詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
問・申込先／文化交流課　☎（45）6266

ミューいしがせ講座

▼場所　ミューいしがせ

▼料金　無料

▼申込　9/2（金）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。

自分をととのえる講座　 
神経・姿勢・からだ・呼吸・こころ

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

▼定員　15人（先着順）

感情のコントロールのコツを知る　
アンガーマネジメント

▼日時　9/20（火）　10：00～11：30

▼対象　女性

▼定員　15人（先着順）

ヨーガでマインドフルネス　 
季節の変わり目を乗り越える

▼日時　10/3（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

アローブジュニアスクール市民
サポーター　杜チューター募集
10/22（土）・12/10（土）に開催する文化

体験型学習プログラム「杜の学校」で、小学
生の引率・受け付け・イベント準備などの運
営をサポートするボランティアを募集します。

▼応募資格　18歳以上の方

▼料金　無料（ボランティア保険加入希望
者は200円を申込時集金）

▼申込　9/5（月）から直接申込先へ。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

コラビア　指定管理者募集

翌年4/1（土）からコラビアの管理・運営
を希望する団体を募集します。

▼指定期間　令和5年4月1日～令和8年3�
月31日（3年間）

▼申込　申請書に必要事項を記入の上、�
9/5（月）～16（金）に郵送（当日必着）また
は直接申込先へ。
※申請書は、申込先・市ウェブサイトに用
意しています。詳細は、市ウェブサイト
をご覧ください。

問・申込先/協働推進課　☎（45）6215

自衛隊各種学生募集

▼募集種目　①防衛大学校　②防衛医科
大学校（医学科・看護学科）　③陸上自
衛隊高等工科学校

▼応募資格　
　①②18～20歳の方　
　③16歳以下の男子

▼申込　QRコードの申込フォームへ。
問/自衛隊半田地域事務所　 

☎0569（21）0004

就労的活動・社会参加・地域貢献
をしたいシニアを募集

市は、社会参加を希望する高齢者と企
業・施設をマッチングする就労的活動支援
事業を始めます。就労的活動支援コーディ
ネーターが話を聞き、ニーズ・状況に適し
た仕事・ボランティアなどを紹介します。

▼申込　電話または直接申込先へ。
※就労的活動の場を提供できる企業・施
設なども随時募集していますので、申
込先へご連絡ください。

問・申込先/高齢障がい支援課　☎（45）6289 
社会福祉協議会　☎（48）1805

マイナポイントがもらえる 
マイナンバーカードの 
申請期限が迫っています

マイナポイントがもらえるマイナンバー
カードの申請期限は、9/30（金）までです。
マイナポイントの申請期限は2/28（火）まで
です。
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

問/市代表電話　☎（47）2111

募集・その他 講座・講習大会・催し
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場所 日にち 受付時間

大東小学校 10/3（月） 12：45～13：00

共長小学校 10/4（火） 12：45～13：15

三ツ池小学校（東海市） 10/12（水） 13：25～13：45

加木屋南小学校（東海市） 10/14（金） 13：30～14：30

大府小学校 10/14（金） 12：45～13：15

神田小学校 10/14（金） 12：50～13：10

吉田小学校 10/17（月） 12：45～13：15

共和西小学校 10/18（火） 12：45～13：10

石ケ瀬小学校 10/21（金） 12：45～13：10

東山小学校 10/24（月） 12：45～13：10

北山小学校 11/1（火） 12：50～13：15

令和5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

　内科健診・歯科健診・知能検査など
を行います。
▶�対象　平成28年4月2日～平成29
年4月1日生まれの方
※�9月中旬に対象者へ通知を発送しま
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、学校教育課へご連絡ください。

日が短くなる秋は、歩行者・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、安全のために大人も子どもも
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。
⃝夜間は、明るい服装・反射材を身に着けましょう。

　動いていないのに暑くてなんだか疲れる
毎日。たまたま、「ほとんど運動していな
い人のための２分間筋トレ」の動画を見か
けたのでやってみたところ、驚くほど体が
楽になりました。肘と膝を交差させる腹筋
は笑えるくらいできなくて、まるで裏返っ
て暴れる虫のようだと家族に言われました
が…。続ければ来年の今頃は腹筋が割れて
いるかも！（気持ちだけは前向きなK）

災害に備えましょう
⃝備蓄品・避難場所などを確認しましょう。
⃝ �水害・土砂災害の危険性がある地域に居住し、避
難に時間がかかる方は、「警戒レベル3　高齢者等
避難」で避難しましょう。

⃝ �「警戒レベル4　避難指示」では、水害・土砂災害
の危険性がある地域にお住まいの方は、全員避難
しましょう。

⃝ �市指定避難場所は、ペットの同行避難が可能で
す。避難場所で飼育ができるよう、キャリーケー
ス・食料などを備えましょう。

9/1（木）　防災の日

問/危機管理課　☎（45）6320
東海警察署　☎（33）0110

9/21（水）～30（金）　秋の全国交通安全運動

問/危機管理課　☎（45）6320

県警察ウェブサイト

「自転車の交通安全」

ふれあいバスロケーション 
システムをリニューアルします

ふれあいバスの現在地・運行状況など
を確認できるふれあいバスロケーションシ
ステムを10/1（土）にリニューアルします。
バス車内の混雑状況が確認できるように
なり、より使いやすい操作画面になりま
す。ぜひ、ご活用ください。
※専用ウェブサイトのURL・QR
　コードが変わります。

問/都市政策課　☎（45）6221　

緑化木の信託制度　 
信託木を配布します

▼日時　①11/6（日）　11：30～14：30
　　　　②11/7（月）　9：30～12：00　

▼場所　①二ツ池セレトナ　②市役所

▼対象　市内在住の方

▼配布樹木　クチナシ・ツツジ・サクラ・
ブルーベリー

▼配布数　計300本
　　　　　（先着順・１世帯につき１本）

▼申込　9/5（月）～16（金）に電話または直
接申込先へ。

問・申込先/水緑公園課　☎（45）6236

住宅用火災警報器・家具転倒防
止金具を無料で取り付けます

▼日時　9/17（土）・18（日）　10：00～15：00

▼対象　市内在住で、住宅用火災警報器・�
家具転倒防止金具の取り付けが困難な方

▼料金　無料
　　　　（住宅用火災警報器は実費負担）

▼申込　9/13（火）までに直接申込先へ。
※詳細は、商工会議所ウェブサイトをご覧
ください。

問・申込先/商工会議所　☎（47）5000

マイナンバーカードに関する 
手続きの臨時開庁
マイナンバーカードの作成申請・交付、

電子証明書更新の手続きを行います。

▼日時　9/11（日）・25（日）　9：00～12：00　

▼場所　市民課

▼持ち物　作成申請・交付の際の本人確認�
書類（運転免許証・パスポート・在留カー
ドなどのうち1点、または健康保険証・年
金手帳・医療受給者証などのうち2点）

※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
問/市民課　☎（45）6218

コミュニティ備品が 
整備されました

（一財）自治総合センターは、宝くじの
社会貢献広報事業として、宝くじの受託
事業収入を財源とするコミュニティ助成事
業を実施しています。この助成事業費を活
用して、北山コミュニティ推進協議会は、
テント・プリンター・パソコンなど16品目
を整備しました。

問/協働推進課　☎（45）6215

9/24（土）～30（金）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・微熱・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　①10/20（木）～22（土）　
　　　　②10/27（木）・28（金）　
　　　　9：30～11：30　13：30～15：30
　　　　（21・22・28日は午前のみ）

▼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

大府市民球場の整備へ
㈱豊田自動織機から　300万円
愛三工業㈱から　300万円
市へ
丸眞㈱から　フェイスタオル1000枚
㈱奥堀から　衛生物品26種465パック�
　　　　　（29万5千円相当）

共長児童センターへ
新生ユニオン㈱・㈱中京銀行から　
　　　　　　卓球台１台（9万9千円相当）
追分保育園へ
堀友城さんから　藤棚１架（100万円相当）
保育園など、小・中学校へ
㈱オネストから　経口補水液45ケース
　　　　　　　　（18万3千円相当）
吉田保育園へ
㈲一誠から　絵本22冊（2万円相当）

募集・その他 講座・講習大会・催し


