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11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
14日・28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
8日・22日（火） 9：00～18：30 6日・20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
2日・16日（水） 9：00～18：30 6日・20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
9日・23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（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

市長杯　剣道大会

▼日時　12/18（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（水）～11（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/スポーツ協会剣道部長　深谷 
☎（48）4768

市民選手権　ボウリング大会

▼日時　11/27（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・高校生以下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　駅伝大会

▼日時　1/8（日）　8：00
　　　　（小雨決行・予備日1/22（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（水）～12/2（金）にスポーツ協 
会ウェブサイト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/スポーツ協会陸上競技部長　八戸　 

☎090（9419）4713

バリアフリー上映会 
『愛を積むひと』

▼日時　11/12（土）　14：00～16：00

▼場所　アローブ

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料　

▼申込　11 / 2（水）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 
FAX（48）8131

ソロ限定 
大府みどり公園キャンプ

▼日時　11/26（土）　12：00から
　　　　　　27（日）　12：00まで

▼場所　大府みどり公園

▼定員　5人（先着順）

▼料金　1100円（当日集金）

▼申込　11/ 2（水）～21（月）に市ウェブサイ
トの申込フォームへ。

※設営は4㍍×4㍍、トイレ・水場あり。
9：00～17：00は、通常のバーベキュー
場利用者もいます。

問/水緑公園課　☎（45）6236

ニュースポーツフェスタ2022

ビーチボールバレー・インディアカ・ミニ
テニス・キンボールスポーツ・モルック・風
船バレー・クロリティー・マグダーツの8種
目を体験します。

▼日時　12/4（日）　9:30～13:00
　（11:00～11:30は入場不可、12：00

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・体育館シュー
ズ・タオル・水分補給のできるもの

問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

ジュニアスクール　杜の学校 
オリジナル創作童話をつくろう

▼日時　12/10（土）　10：00～12：00

▼場所　アローブ

▼対象　小学3～6年生

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　電話または直接申込先へ。
※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

発明家鈴木政吉　生誕祭

日本のバイオリン王・鈴木政吉の発明
家としての姿を描く講演会と、彼のひ孫の
タケカワユキヒデさん特別コンサートで生
誕を祝います。

▼日時　12/11（日）　15：00～17：15
▼場所　愛三文化会館

▼定員　800人（先着順）　
▼料金　一般3000円　高校生以下1500円 

（当日はプラス500円・全席指定・就学
前児入場不可）

▼申込　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・鈴木バイオリン製造㈱・チ
ケットぴあ（セブンイレブン）Pコード
648-845へ。

※託児（3カ月～就学前児・1人1000円）
を希望する方は、12/8（木）までにネット
ワーク大府（☎（85）7028）へ。

問/愛三文化会館　☎（48）6151

市役所ロビーコンサート 
クラシック音楽の旅
東京音楽大学を卒業し、市にゆかりの

ある髙松萌恵さんが『詩的なワルツ集』『献
呈』などクラシックの名曲をピアノで演奏し
ます。

▼日時　11/8（火）　12：15～12：50

▼場所　市役所1階市民健康ロビー

▼料金　無料
問/文化交流課　☎（45）6266

おおぶ民話の紙芝居　 
『柿を食う竜』など

▼日時　11/20（日）　13：00～13：30

▼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

企画展　銅谷祐子彫刻展　 
鉄で馬を創る

▼日時　11/5（土）～12/18（日）
　　　　9：00～18：00

▼場所　歴史民俗資料館　

▼料金　無料

銅谷祐子ギャラリートーク

▼日時　11/26（土）　13：30～15：00

▼場所　歴史民俗資料館　

▼定員　25人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11 / 2（水）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

歴史民俗資料館ロビーコンサート 
ちょっと懐かしい歌謡曲
FortunePursersが『星のフラメンコ』

『真っ赤な太陽』などをギターとパーカー
ションなどで演奏します。

▼日時　11/20（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

アートオブリスト2022 
おおぶ芸術遊園

①アーティストの蓮沼昌宏さんと大きい
画用紙に長い絵筆を使って絵を描きます。
②アーティストの渡辺英司さんとダンボー
ルで消防車を作ります。

▼日時　①11/27（日）　②12/3（土）
　　　　13：00～15：00　

▼場所　旧消防署共長出張所（明成町）

▼対象　3歳～小学生の子ども
　　　　（就学前児は保護者同伴）

▼定員　各15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11 / 2（水）から電話または直接申 
込先へ。

※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

みんなで明るいまちを作ろう

　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。犯罪のないまちづくりを目
指すために、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。

一戸一灯運動にご協力ください

問/危機管理課　☎（45）6320　東海警察署　☎（33）0110

問/環境課　☎（45）6223
10月号

⃝ �警察署ができたらいいなと心の中で思っていたのですが、歴
代の市長・市議会・県議会議員・市民で30年以上にわたり、誘
致活動をしていたとは知りませんでした。写真・地図・グラ
フ・新聞記事・イラストなどを使っていて、とても分かりやす
かったです。（特集「警察署の新設へ大きく前進」　30代）

⃝  普段知ることのできないパティシエさんの思いを知ることが
できて良かったです。（私のWork Style　20代）

⃝  篠谷菜留さんのパリ五輪出場を応援しています！（夢キラリ
人　20代）

大府市公式
���������

運行状況は
     こちらから

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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大人のためのおはなし会　 
女の一生

▼日時　12/2（金）　13：00～15：15

▼場所　アローブ

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11 / 2（水）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

不登校・ひきこもりに悩む家族の
ためのふぁみり～Cafe

▼日時　11/20（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　不登校やひきこもりの方を支える
家族（①は当事者が20・30代　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

つなげて知ろう 
おおぶ7つの認知症カフェ　
オンラインと各会場をつないで、市内の

７カ所の認知症カフェを紹介します。

▼日時　12/18（日）　13：30～15：00

▼場所　オンライン（Zoom）・コラビア・
カフェくちなし・あんずカフェ・ふるさと

▼料金　無料

▼申込　11/2（水）からメール・FAX・電話 
または直接申込先へ。

※各会場で参加多数の場合は、先着順と
します。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 
FAX（47）3150　✉obu-h28cafe@dcnet.gr.jp

親子で学ぶ・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
菜の収穫体験と試食をします。

▼日時　12/10（土）　14：00～16：00

▼場所　Cafeオムレット（アローブ内）
　　　　市内農園　※アローブ集合

▼対象　小・中学生とその保護者

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11 / 2（水）から電話または直接申 
込先へ。

問・申込先/農政課　☎（45）6225

いただきまんぷく食堂　ロースト
チキンとクリスマスリース作り

▼日時　12/24（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　11/2（水）　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

クリスマス料理教室

▼日時　11/30（水）　10：00～12：00

▼場所　森岡公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　8人（先着順）

▼料金　1830円（申込時集金）

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

和菓子づくり教室　 
栗きんとんを作ろう

▼日時　12/10（土）　14：00～16：00

▼場所　東山公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　12人（先着順）

▼料金　1630円（申込時集金）

▼申込　11/2（水）から直接申込先へ。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

10:00~
15:00

二ツ池セレトナ　☎（44）4531

参加費
無料

増田池ウォークラリー

woodbird
wo

sagase!!
セレトナ自然工作
足踏み水車　実演
ティピー・火おこし体験
大道芸　タップリン
ロープの橋を渡ろう
森の観察会
ネイチャーゲーム体験
信託木の配付

木の実や間伐材でオブジェ作り
どんちゃん探偵団　体験ラリー
焼き菓子販売
ダンボール迷路
アスパを使った工作・展示
おぶちゃんグッズの販売
サクラ清酒「桜舞」販売
キッチンカー出店

増田池を１周して
ウッドバードを
見つけよう

雨天決
行

メディアス体育館おおぶ駐車場
（駐車の台数に限りあり）

集 合

8：30～9：30受 付

※申し込みは不要です。当日、直接会場へお越しください。 小雨決行（荒天の場合は中止となります。）

問い合わせ　健康増進課　☎（47）8000

参 加 無 料日日

8：40 開会式 ８：45～9：30 〈横根公民館〉

約２時間10分
二ツ池公園

二ツ池公園

大府みどり公園
約1時間５分

コース

コース

おぶちゃん
LINEスタンプ
販売中

120円

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。

募集・その他 講座・講習大会・催し
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フレ☆ガク　食農入門講座　 
みかん収穫体験

▼日時　11/26（土）　9:30～12：00

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在学・在勤の中学校 
卒業～39歳の方　

▼定員　10人（先着順）

▼料金　1500円
　　　　（申込時集金・学生証提示で1170円）

▼申込　11/2（水）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/吉田公民館　☎（46）2123

親子うどん打ち教室

▼日時　12/3（土）　9:30～12:30

▼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　8組（先着順）

▼料金　1組300円（申込時集金）　

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

法務局による 
自筆証書遺言書保管制度を学ぼう

▼日時　12/14（水）　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　11/2（水）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

華やかな冬の寄せ植え教室

▼日時　12/16（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（水）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　 
健康はコミュニケーションから

▼日時　12/1（木）　13：30～15：00

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

郷土の歴史講座　どうする家康　
桶狭間合戦における家康の行動

▼日時　12/3・10（土）　
　　　　10：00～12：00（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（当日集金）

▼申込　11/2（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/神田公民館　☎（46）2620

日本文化体験講座　 
花餅で正月飾りを作ろう

▼日時　12/25（日）　10：00～11：30

▼場所　歴史民俗資料館

▼対象　市内在住の小学生以上の方
　　　　（小学生は保護者同伴）

▼定員　20人（先着順）

▼料金　600円
　　　　（申込時集金・中学生以下270円）

▼申込　11/13（日）から直接申込先へ。
※同伴の保護者も受講料330円必要。
問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

ふるさと講座　 
大府のひょうたんでアート体験
大府愛

あいひょう

瓢会の方からひょうたんの栽培方
法を聞き、絵付け体験をします。

▼日時　12/10（土）　14:00～16:00

▼場所　アローブ

▼定員　30人（先着順）

▼料金　500円（当日集金）

▼申込　11 / 10（木）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

子育て支援講座　 
なぜ子どもに絵本を読むのか

▼日時　12/4（日）　10：00～11：30

▼場所　アローブ

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11 / 7（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

自宅でできる健康体操

▼日時　11/28（月）　10：00～12：00

▼場所　森岡公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の60歳以 
上の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11 / 2（水）から電話または直接申 
込先へ。

問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

クリスマスカードを作ろう

▼日時　11/30（水）　10：00～12：00

▼場所　森岡公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の60歳以 
上の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　100円（当日集金）

▼申込　11 / 2（水）から電話または直接申 
込先へ。

問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

南極観測隊員から学ぶ 
地球温暖化とわたしたちの暮らし
南極と地球温暖化についての講演を聴

き、家庭の省エネについてカードゲームを
使って学びます。

▼日時　12/18（日）　10：00 ～ 11：45

▼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　20組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/2（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/東山公民館　☎（47）1498

子どもの体力向上　親子で楽しむ運動遊び

▶申込　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　11/2（水）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。

日時 場所・申込先

12/3（土）

10：30～11：00

大府児童老人福祉センター
☎(46)1090

石ケ瀬児童老人福祉センター
☎（44）4678

12/5（月） 神田児童老人福祉センター
☎（48）8822

12/7（水） 吉田児童老人福祉センター
☎（46）5220

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

相談支援
包括化推進員 1人 週5日

9：00～17：00
福祉総合
相談室 要 20万6260円/月 12/1(木） 11/11（金） 福祉総合相談室

☎（45）6219

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 4/3（月） 11/18（金） 子どもステーション　
☎（44）4541

▼  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。

講座名 日時 場所 料金（初回集金）

① 福祉用具専門相談員 1/10～2/21の（火） 9：00～18：00（全7回） 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

1/18～3/1の（水） 10：00～15：40（全7回） ニチイ
（一宮市栄） 3600円

③ 1/28～3/18の（土） 10：00～15：40（全7回）
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 2/18～3/18の（土） 10：00～15：40（全5回） ヒューマンアカデミー
(名古屋市中村区名駅） 1815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
　　（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（水）～21（月）に直接申込先へ。
※ 料金は、全て交通費・昼食代を除く。

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

募集・その他 講座・講習大会・催し
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ミューいしがせ講座

▼場所　ミューいしがせ

▼申込　11/2（水）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。

子育てサロン　さまざまな視点で
子どもの未来を考えよう

▼日時　12/8～3/2の（木）　
　　　　10：00～12：00（全6回）

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料　※子どもの同伴可。

パパ力UP講座　 
①サツマイモスイーツ作り　 
②経済学から見る男性の家事参加

▼日時　①11/26（土）　②12/17（土）
　　　　10：00～12：00

▼対象　子育て中のパパ・これからパパに 
なる予定の方

▼定員　各12人（先着順）

▼料金　①500円（当日集金）　②無料

ココロとカラダのメンテナンス　
癒やしのアロマワックスバー作り

▼日時　12/5（月）　10：00～11：30

▼対象　女性

▼定員　15人（先着順）

▼料金　500円（当日集金）
問・申込先/ミューいしがせ　☎（48）0588　

✉misigase@ma.medias.ne.jp

おおぶ防災セミナー

①防災マップの活用と防災士取得方法
を学びます。②非常備蓄品を考えます。

▼日時　①11/19（土）　②12/3（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　11 / 2（水）から電話または直接申 
込先へ。

※どちらか1日のみの参加可。
問・申込先/DAIWA防災学習センター　☎（46）2200

チアダンス教室

▼日時　11/30～2/8の（水）　
　　　　16：30～17：30（全11回）　
　　　　2/11（土）・12（日）　時間未定

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在学の小学生

▼定員　15人（先着順）

▼料金　1000円（当日集金）

▼申込　11/2（水）　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。

※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

親子LED工作教室　 
LEDについて学び光の風鈴を作ろう

▼日時　11/26（土）　10：00～12：00

▼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　15組（先着順）

▼料金　1組500円（申込時集金）　

▼申込　11/2（水）から直接申込先へ。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

名古屋城の復元模写を学ぼう

▼日時　11/19（土）　10：00～11：30

▼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　330円（当日集金）

▼申込　11/2（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/神田公民館　☎（46）2620

市民講師企画講座　プリザーブド 
フラワークリスマスアレンジ　

▼日時　11/24（木）　10：00～12：30

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　3500円（当日集金）

▼申込　11/2（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/吉田公民館　☎（46）2123

マザーズセミナー　 
再就職支援編
再就職に向けて、自分に合った働き方

や就職活動のポイントを学びます。

▼日時　11/22（火）　10：00～12：00

▼場所　市役所2階201会議室

▼対象　妊娠・出産・育児・介護などで 
退職し、再就職を希望する女性

▼定員　12人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　11/2（水）～15（火）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）を希望する方は、11/14（月）までに
申し込みください。

問・申込先/商工労政課　☎（45）6227 
✉shoko@city.obu.lg.jp

市職員から学ぶ　 
スマホで確定申告講座

▼期間　11/9（水）～12/28（水）の
　　　　毎週（月）・（水） （閉庁日を除く）

▼ 時間　各日9：00から1時間ごとに17：
00までの間で1コマ（12：00～13：00を
除く・水曜は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（水）から電話で申込先へ。
※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。

問・申込先/税務課　☎（45）6217

フレ☆ガク　おしゃれなテラ
コッタ鉢の寄せ植え作り

▼日時　12/10（土）　10:00～12:00

▼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　8人（先着順）

▼料金　3830円
　　　　（当日集金・学生証提示で3500円）

▼申込　11/2（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/北山公民館　☎（48）6015

eスポーツプロジェクト 
サポーター（ボランティア）募集
令和5年1月に開館するeスポーツルー

ムで、簡単な案内やゲーミング機器の使
い方を教えるボランティアを募集します。

▼場所　石ケ瀬児童老人福祉センター

▼対象　eスポーツが好きな16～40歳の方

▼申込　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

ふれあいバスぬり絵　作品募集

おぶちゃんデザインのふれあいバスぬり
絵ができました。12/24（土）～1/9（月）に
ふれあいバス車内に掲載するぬり絵作品
を募集します。

▼申込　11 / 1（火）～30（水）に作品の裏面 
に氏名・住所・年齢・連絡先を記載の
上、郵送で都市政策課または直接都市
政策課・各公民館・各児童（老人福祉）
センターへ。

※ぬり絵用紙は、各申込先・市ウェブサイ
トに用意しています。応募作品の掲載
コースが決定したら、12月上旬にお知
らせします。 応募作品は、返却しませ
ん。車内に掲載する際にラミネートフィ
ルムで加工するため、作品の縁を5㍉㍍
程度切り取ります。詳細は、市ウェブサ
イトをご覧ください。

問/都市政策課　☎（45）6221 
〒474-8701住所不要

Jアラートによる訓練を行います

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。

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
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。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。

▼日時　11/2（水）　10：00頃

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　11/16（水）　11：00頃
※当日の気象状況などにより、放送を中

止する場合があります。
問/危機管理課　☎（45）6320

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　11/13（日）・27（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

質量計の定期検査を行います

質量計を取引・証明に使用する場合
は、定期的に検査を受けることが義務付
けられています。検査を怠って取引・証明
に使用した場合、計量法に基づき処罰さ
れることがあります。

▼日時　11/29（火）・30（水）　10：00～15：00 
　　　（12：00～13：00は除く）

▼場所　市役所1階市民健康ロビー

▼料金　1台500円～2800円
　　　　（種類によって異なります）
※質量計の運搬が困難な場合は、質量計

の所在場所で検査を行いますので、商
工労政課へご連絡ください（別途手数料
がかかる場合があります）。計量士が定
期検査日以前１年以内に行った代検査
に合格している場合は、当該検査が免
除されます。

問/商工労政課　☎（45）6227

ありがとうございました

大府市民球場の整備へ
KeePer技研㈱から　100万円
㈱松尾製作所から　200万円
市内小中学校へ
新井康祥さんから　書籍41冊
　　　　　　　　　（5万8千円相当）
健康お笑い事業寄付金へ
つけ麺・らーめん�晴レル屋�総本店から　10万円
パティスリーFUKAYAから　2万円
アローブ図書館へ
㈱三田村建築から　障がい者用図書など一式

　秋も本格化し、先日久しぶりに干し芋
を食べる機会がありました。干し芋は、
上部が熱くなるタイプのストーブで炙る
と格別においしいことをご存じでしょう
か。最近では、そういったストーブを見
かける機会も少なくなりましたが、自宅
にそういったストーブのある方は、ぜひ
一度お試しください。トースターとは一
味違う風味を味わうことができます。そ
の際は、今号12頁で掲載している火災
予防の特集も併せてご覧ください。（福）

KURUTOおおぶ・
市役所企画広報課

急な雨に
おぶちゃん
ビニール傘

500円

大会・催し 講座・講習 募集・その他 


