
1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
9日・23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
10日・24日（火） 9：00～18：30 15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
4日・18日（水） 9：00～18：30 15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
11日・25日（水） 9：00～18：30 毎週（月）　※ 9：00～21：00

1月の納税
市県民税　第4期分

国民健康保険税　第7期分

納期限　1/31（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

連盟杯　バドミントン大会

▼日時　3/5（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、重
複不可）　個人戦＝小学生（男女・学年
別、ダブルス）

▼料金　団体戦＝１チーム4000円
　　　　（当日集金・小学生1人300円）

▼申込　1 / 9（月）～2 / 17（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/スポーツ協会バドミントン部　近藤　
☎090（8549）1469 

✉badobu.fed@gmail.com

市民体育大会　剣道

▼日時　2/19（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＝一般、小・中学生

▼料金　無料

▼申込　1 / 6（金）～20（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

市長杯 
インドアソフトテニス大会

▼日時　2/11（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　ダブルス＝一般男女別・壮年ミッ
クス

▼料金　1人1000円
　　　　（当日集金・高校生1人300円）

▼申込　2/4（土）までにFAX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/スポーツ協会ソフトテニス部　後藤 

☎090（3308）1450　FAX（48）5944

eスポーツルーム 
オープニングイベント観覧者募集
ラジオパーソナリティでシンガーソング

ライターのつボイノリオさんのトークとeス
ポーツ体験会を行います。

▼日時　1/21（土）　10：30～12：00

▼場所　石ケ瀬児童老人福祉センター

▼対象　市内在住・在勤・在学の小学3年 
生以上18歳以下または60歳以上の方

▼定員　50人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/4（水）から電話または直接申込
先、1/5（木）　9：00から市ウェブサイト
の申込フォームへ。

※13：00～17：00、eスポーツルームを
開放します。

問・申込先/健康都市スポーツ推進課　 
☎（45）6233

広報大使からのお知らせ 
水野紗希×山下俊輔  新春コンサート

新たな1年を音楽とともに迎えるべく、
広報大使の水野紗希さんがバイオリンを
演奏します。

▼日時　1/7（土）　19：00～20：30

▼場所　アローブ

▼対象　一般（就園前児入場不可）

▼定員　30人（先着順・広報おおぶ読者枠）

▼料金　3000円
　　　　（当日集金・小学生以下無料）

▼申込　1/4（水）から電話で申込先へ。
問・申込先/ZEYO2010　☎080（3409）5138 

問/企画広報課　☎（45）6214

鈴木バイオリンpresents 
ロビーコンサート
マンドリンアンサンブルエーデルワイスが

『ひまわり』『アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク』『ドレミの歌』などを演奏します。

▼日時　1/26（木）　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

こもれび寄席

登龍亭獅篭・桂りょうば・笑学生落語ク
ラブによる落語を楽しみます。

▼日時　3/3（金）　18：30～20：00

▼場所　アローブ

▼対象　一般（就学前児入場不可）

▼定員　147人（先着順）

▼料金　100円（申込時集金）

▼申込　1/11（水）　9：00からアローブウェ 
ブサイトまたは直接申込先へ。

問・申込先/アローブ　☎（48）5155

Wellness Valley 
Startup Day 2023
県のスタートアップに関する最新情報と

ウェルネスバレーにおける具体的な活動事
例（市内企業がスタートアップを設立し、
新事業に挑戦する事例など）を紹介します。

▼日時　1/31（火）　15：00～17：00

▼場所　市役所6階レストラン

▼定員　20人（先着順・広報おおぶ読者枠）

▼料金　無料

▼申込　1/4（水）　9：00からメールで申込
先へ。

※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
問・申込先/ウェルネスバレー推進室　 

☎（45）6255　✉research@okb-kri.jp

ウクライナ避難民支援 
チャリティマジックショー第2弾

イリュージョニストのDAIKIさんと市内在
住のウクライナ人が、マジックを披露します。

▼日時　3/11（土）　18：30～20：00　

▼場所　愛三文化会館

▼定員　800人（先着順）

▼料金　1000円（申込時集金・全席指定・
3歳未満無料）

▼申込　1/11（水）　9：00から直接文化交
流課・アローブへ。

※車いす席を希望する方は、文化交流課
で購入してください。

ウクライナ避難民支援 
マジックワークショップ

▼日時　3/11（土）　17：00～18：00

▼場所　愛三文化会館

▼対象　小学生

▼定員　30人（先着順）

▼料金　1000円（当日集金）　

▼申込　1/11（水）　9：00から電話・メール
または直接申込先へ。

問・申込先/国際交流協会　☎080（4525）5931 
✉oia@ma.medias.ne.jp

OBU World Festival 
世界とつないで30年
①広報大使の水野紗希さんと山下俊輔

さんによる演奏・トーク、国際交流協会30
年間の歩みの紹介、元国際交流員エレン
さんとの交流　②世界の遊び（ビンツー・
タンレー・ハッショウレー）を行います。

▼日時　1/22（日）　①10：30～12：30
　　　　　　　　　②13：30～16：00

▼場所　市役所地下多目的ホール　

▼料金　無料

▼申込　1 / 6（金）　9：00から
　QRコードの申込フォームへ。

ブラジル・ベトナムなどの 
キッチンカーを出店

▼日時　1/22（日）　11:00～14:00

▼場所　向畑公園
問/国際交流協会　☎080（4525）5931

不登校・ひきこもりに悩む　 
家族のためのふぁみり～Cafe

▼日時　1/15（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40代以上　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

事件・事故・緊急事案は110番
　交通事故・犯罪被害に遭った場合や強盗・泥棒・
ひったくり・ひき逃げ事故・家の中をのぞく見知ら
ぬ人・指名手配犯に似た人を目撃した場合は、迷わ
ず・落ち着いて・すぐに110番しましょう。緊急性
のない相談・問い合わせは、警察相談専用電話（相談
ダイヤル♯9110）へ。

1/10（火）　110番の日

東海警察署　☎（33）0110

問/環境課　☎（45）622312月号

⃝ �大府とバイオリンにつながりがあるなんて知らなかったので、知
ることができて良かったです。大府のすてき度が、さらにアップ
しました！（特集「バイオリンの音色があふれるまちに」　20代）

⃝ �なかなか自分から調べないので、税金がどのように使われてい
るのか知る機会になります。（特集「大府市の行政運営」　40代）

⃝ �知多半島道路大府PAが一般道からも利用できるとのことで、と
ても楽しみです。刈谷市にあるハイウェイオアシスのように、にぎ
やかな場所になることを期待しています。（情報パック　30代）

⃝ �市内でフェアトレードの活動を行っているのを、初めて知りました。
マルシェにも参加してみたいです。（私のWork Style　50代） 問/危機管理課　☎（45）6320

※1/1（日）・2（月）は、お休み

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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大府七福神めぐり

七福神を祭る7つの寺を自由に参拝する
イベントです。各寺で神様にちなんだ贈り
物を渡します（先着順・数量限定）。

▼日時　1/29（日）　9：00～16：00

▼場所　淨通院（追分町）・普門寺（横根町）・
地蔵寺（長草町）・光善寺（北崎町）・地
蔵院（中央町）・大日寺（月見町）・賢聖院

（北崎町）

▼料金　御朱印帳1冊200円・御朱印1印
100円・色紙１枚1000円（地蔵院・淨
通院のみ）

おおぶ開運×健康ウオーキング

大府七福神とパワースポットを巡るコー
ス（約17㌔㍍）を自由に歩きます。７つの
御朱印を全て集めると、大府のお土産な
どが当たる抽選会に参加できます。

▼日時　1/29（日）　9：30～16：00
　　　　（受付は10：30まで）

▼場所　KURUTOおおぶ前

▼定員　200人（先着順）

▼料金　無料

七福神スタンプラリー

ファミリーや子ども向けのスタンプラ
リーを開催します。７つの寺を全て回る
と、七福神プレミアムカードなどが当たる
抽選会に参加できます。
※詳細は、観光協会ウェブサイトをご覧く

ださい。
問/観光協会（商工労政課内）　☎（45）6227

大倉陶園展 
オールド大倉の精華

▼日時　1/21（土）～3/12（日）
　　　　9:00～18:00

▼場所　歴史民俗資料館

▼料金　無料

大倉陶園展記念講演会

岐阜県現代陶芸美術館の学芸員が、大
倉和親と大倉陶園について講演します。

▼日時　2/5（日）　13:30～15:00

▼場所　大府商工会議所

▼定員　80人（先着順）

▼料金　無料
問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

市生涯学習研究集会

市出身の世界的数学者・永田雅宜氏の
生涯とその功績について、数学史の研究
者である山本友和さんが講演します。

▼日時　1/12（木）　13：30～15：00

▼場所　横根公民館

▼定員　80人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/5（木）　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。

問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

少年少女野球教室

元プロ野球選手の清原和博さんから、
主にバッティングの技術を学びます。

▼日時　1/28（土）　10：00～11：30

▼場所　大府市民球場
　　　　（雨天時は室内練習場）

▼対象　市内在住または市内野球チーム
に所属している小学5・6年生（雨天時は
小学6年生のみ）

▼定員　100人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/5（木）　9：00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

子ども水泳教室

▼日時　3/1（水）～23（木）　
　　　　①16：00～17：00（全4回）
　　　　②17：00～18：00（全4回）

▼場所　住友重機械温水プール

▼対象　①4・5歳児　②小学生

▼定員　①20人　②32人（先着順）

▼料金　5600円（申込時集金）

▼申込　1/17（火）　11：00から直接申込
先へ。

※詳細は、東部知多衛生組合ウェブサイト
をご覧ください。

問・申込先/住友重機械温水プール　 
☎（43）2727

いただきまんぷく食堂 
ビスコッティとメッセージカード作り

▼日時　2/4（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　1/6（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

親子みそ作りワークショップ

▼日時　2/11（土）　9：30～12：00

▼場所　横根公民館

▼対象　市内在住の小学生以下の子ども
とその保護者

▼定員　10組（抽選）

▼料金　3300円（当日集金）
▼申込　1/6（金）～10（火）に市ウェブサイト

の申込フォームへ。
問/横根公民館　☎（46）7722

保存食で作る親子料理教室

▼日時　1/28（土）　10：00～12：00

▼場所　森岡公民館

▼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　500円（申込時集金）

▼申込　1/6（金）から直接申込先へ。
問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

人生100年時代のライフプランと 
資産運用の基礎知識

▼日時　1/31（火）　10：00～11：30

▼場所　森岡公民館

▼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　1/6（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/森岡公民館　☎（46）0435

ハイカラプラス 
今さら聞けないLINEの使い方

▼日時　2/2（木）　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　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/6（金）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。他社メーカーのスマホを
使用している方も参加できます。

問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

ハイカラプラス 
ライフスタイル講座

▼日時　2/9（木）　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　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/6（金）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。

問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

市民公開講座　認知症セミナー　

▼日時　1/18（水）　14：00～15：30

▼場所　市役所地下多目的ホール

▼定員　60人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/5（木）からFAXまたは直接申込
先へ。

問・申込先/高齢障がい支援課　 
☎（45）6289　FAX（47）3150

市民講師企画講座 
プリザーブドフラワーレッスン

▼日時　2/3（金）　10：00～12：00

▼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　3000円（当日集金）

▼申込　1/6（金）　9：00から市ウェブサイ
ト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

ハイカラプラス 
からだポカポカ薬草入浴剤作り

▼日時　2/8（水）　10：00～11：30

▼場所　あいち健康の森薬草園

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　500円（申込時集金）

▼申込　1/6（金）から直接申込先へ。
※この事業は、あいち健康の森薬草園の

協力を得て実施します。
問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

おおぶアカデミー　ピラミッドから
探る古代エジプト文明の世界

▼日時　2/19（日）　10：00～11：30

▼場所　森岡公民館

▼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　1/7（土）　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

ファミリー・サポート講習会 
お薬と栄養の話

▼日時　2/9（木）　10：00～10：50

▼場所　子どもステーション

▼対象　ファミリー・サポート会員登録希
望の方（就学前児の同伴可）

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/5（木）から電話または直接申込
先へ。

問・申込先/子どもステーション　☎（44）4541

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。

ヤングケアラ―相談
専用ＬＩＮＥ始めました
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知って得する健康講座 
健康は姿勢から  猫背予防について

▼日時　2/7（火）　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　1/6（金）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

ふるさと講座

▼場所　アローブ

▼定員　各50人（先着順）

▼料金　無料

知って得するお酢のはなし

㈱Mizkanの赤野裕文さんから、食生活
に深い関わりのあるお酢について学びます。

▼日時　1/28（土）　14:00～16:00

▼申込　1/5（木）から電話または直接申込
先へ。

金属造形と鍛金と道具の美しさ

市文化芸術功労賞を受賞している鬼頭
正信さんから、「鍛金」という工芸作品の
手法やその道具類などについて学びます。

▼日時　2/11（土）　14：00～16：00

▼申込　1 / 11（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

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　1/16(月)　10：00～12：00

▼場所　市役所地下会議室001

▼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　1/4（水）～10（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）あります。

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

浮世絵の楽しみ　北斎か広重か 
くらべて際立つふたつの個性

▼日時　1/28（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　1/6（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

竹あんどん教室　 
LEDで光るあんどんを作ろう

▼日時　2/4（土）　14：00～15：30

▼場所　共長公民館

▼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　800円（申込時集金）

▼申込　1/10（火）から直接申込先へ。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

お布団で起床前・就寝前ストレッチ 
良い目覚めと良い眠り

▼日時　2/2～3/16の（木）　
　　　　10：00～11：00（全4回）　

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の60歳以
上の方

▼定員　8人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/6（金）から電話または直接申込
先へ。

問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

ココロとカラダのメンテナンス 
パステルアートセラピー

▼日時　2/7(火)　10：00～11：30

▼場所　ミューいしがせ

▼対象　女性

▼定員　15人(先着順)

▼料金　無料

▼申込　1/5（木）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。

問・申込先/ミューいしがせ　☎（48）0588　
✉misigase@ma.medias.ne.jp

おおぶアカデミー　 
漢詩で学ぶ李白の詩とその生涯

▼日時　2/18（土）　14:00～15:30

▼場所　北山公民館

▼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　1/6（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

歴史講座　細井平洲と鷹山公

▼日時　1/27（金）　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　15人（先着順）

▼料金　330円（当日集金）

▼ 申込　1/6（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。

問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

親子電波教室　ラジオを作ろう

▼日時　2/18（土）　13：30～15：30

▼場所　横根公民館

▼対象　市内在住の小学生とその保護者
　（小学3年生以上は児童のみの参加可）

▼定員　8組（抽選）

▼料金　無料

▼申込　1/5（木）～12（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

イキイキおやじフィットネス

▼日時　2/7～28の（火）　
　　　　13：30～15：00（全4回）

▼場所　神田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の60歳以
上の男性

▼定員　12人（先着順）

▼料金　無料
▼申込　1/6（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

英語・数学検定成績優秀者表彰 
対象者募集
2/11（土）に行う英語・数学検定成績優

秀者表彰に該当する方を募集します。

▼対象　市内在住で令和4年4月1日～令
和4年11月30日に実施した検定で、次
の級に合格した小・中学生

▼英語検定の表彰対象基準
⃝小学1～3年生　3級以上
⃝小学4～6年生　準2級以上
⃝中学1～3年生　準１級以上

▼数学検定の表彰対象基準
⃝小学1～6年生　3級以上
⃝中学1～3年生　準2級以上

▼申込　1 / 20（金）までに合格の証明がで
きるものを持参し、申込先へ。

問・申込先/学校教育課　☎（46）3332

新居浜市による 
銅婚ツアーの参加者募集

交流都市である新居浜市が、別子銅山
にちなんで銅婚式を祝うツアーを実施する
にあたり、都市間交流の一環として「大府
市民優先枠」を設け、市内在住の夫婦を
募集します。

▼日にち　3/4（土）～5（日）　１泊2日

▼場所　愛媛県新居浜市

▼対象　令和5年に結婚7周年（平成28年 
1月1日～12月31日に結婚）を迎える市
内在住の夫婦

▼定員　1組（抽選）

▼料金　無料

▼申込　1 / 31（火）までに新居浜市ウェブ
サイトの申込フォームへ。

※現地までの交通費と子どもが同行する場
合の子どもの旅費は、実費負担。詳細
は、新居浜市ウェブサイトをご覧ください。

問/銅婚ツアー運営事務局　☎0897（32）7777 
文化交流課　☎（45）6266

市議会議員一般選挙の 
啓発標語募集
4/23（日）執行予定の市議会議員一般

選挙の投票を呼び掛ける啓発標語を募集
します。

▼応募資格　市内在住の方

▼提出方法　1 / 25（水）までに応募作品・ 
住所・氏名（ふりがな）・年齢・職業（学
校名・学年）・連絡先を記入の上、はが
きまたはメールで申込先へ。

※応募作品は、1人3点まで。 入賞者に
は、賞品を贈呈します。

問・申込先/選挙管理委員会　☎（45）6271 
✉gyosei@city.obu.lg.jp 

〒474－8701住所不要

市民美術展作品募集

3/4（土）～12（日）に愛三文化会館で開催
する市民美術展の出品作品を募集します。

▼出品規格　(※)はつりひもを付けること
⃝絵画（日本画・洋画（油彩・アクリル画・

水彩など）・水墨画）　10～100号。仮
額(※)（幅5㌢以内）、ガラス不可（水彩
画はアクリル可）。1人2点まで。

⃝版画・ドローイング（ペン画・素描・CG
含む）　1辺100㌢以内。額装(※)、ガ
ラス不可（アクリル可）。1人2点まで。

⃝立体造形　安定して展示できるもの
⃝工芸　制限なし
⃝書（漢字・かな・近代詩文・刻字・篆刻）

完成寸法で縦240㌢・横60㌢以内また
は縦 横91 ㌢ 以 内。 表 装または額 装
(※)。草書作品は釈文出典を楷書（印
字可）にて添付、篆刻は印影のみ。1人
1点（半切までの小品は2点）まで。

⃝写真　白黒・カラーとも全紙写真用パネ
ル張り(※)（大全紙可）。単写真に限る。
1人1点まで。

⃝ 特別企画「キラリ　おおぶ」　白黒・カ
ラーとも四つ切、ワイド四つ切または
A4。額入り(※)。1人1点まで。

▼出品資格　市内在住・在勤・在学または
市内の団体などで活動している高校生
以上の方。未発表のオリジナル作品に
限る。部門・規格に該当しないものは
出品不可。

▼料金　1点1000円（①申込時集金・②作
品搬入時集金。 特別企画は1点500
円・学生無料）

▼申込　1/11（水）～2/17（金）に申込書に
必要事項を記入の上、直接文化交流課
(①)または郵送(②)・各公民館(②)へ。

※申込書は、文化交流課・愛三文化会館・
アローブ・各公民館・ミューいしがせ・
いきいきプラザに用意しています。2点
出品した場合、会場の都合により1点の
みの展示にすることがあります。

問/文化交流課　☎（45）6266　 
〒474－8701住所不要
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　今号の夢キラリ人で取り上げた古賀詩穂子
さんのフリーマガジンを読んでいると、広報
おおぶ2022年6月号の夢キラリ人で取り上
げた、竹林整備に尽力する箕浦希奈さんの
名前が。古賀さんに尋ねてみると、二人は中
学生の頃からの友人だそうです。二人を取材
した私も取材後に何か新しいことを始めてみ
ようかと勇気をもらうぐらい、二人ともアグ
レッシブで、バイタリティにあふれていました。
類は友を呼ぶとはこういうことですね。（帆）

奨学生募集

▼対象　学校教育法に規定する高等学校・
中等教育学校の後期課程（いわゆる中
高一貫教育校の高等学校）・高等専門
学校に4月に進学・進級する生徒のう
ち、次の全てに該当する方

⃝市内に住所を有する方
⃝経済的理由で修学困難な方
⃝心身ともに健全で品行方正・学力良好な方
⃝他の奨学金を受けていない方

▼支給額　年額18万円（学期ごとに分け
て支給・返済不要）

▼支給期間　支給開始～正規の修業期間
の修了（変更の場合あり）

▼申込　1/4（水）～31（火）に申請書に必要
事項を記入の上、源泉徴収票（原本）な
ど令和4年の所得の分かる証明書（収入
のある同居家族全員分）と必要書類を添
えて、直接申込先へ。

※申請書などは、申込先・市内中学校に
用意しています。

問・申込先/学校教育課　☎（46）3332

同報無線の個別点検をします

緊急情報の伝達手段として整備してい
る同報無線の個別点検を順次実施しま
す。市内に設置した同報無線・防災ラジ
オからテスト放送が流れます。

▼期間　1/16（月）～27（金）　10：00～17：00
問/危機管理課　☎（45）6320

ウクライナ避難民支援寄付金 
受付終了のお知らせ

市は、ウクライナから避難された方の生
活を支援するため、令和4年5月から大府
市ウクライナ避難民支援寄付金の受付を
開始しましたが、1/31（火）をもって受付を
終了します。寄付の活用状況などは、後
日、市ウェブサイトに掲載します。多くの寄
付をいただき、ありがとうございました。

問/文化交流課　☎（45）6266

差し押さえた財産の公売を 
実施します
税収・税負担の公平性を確保するた

め、紀尾井町戦略研究所㈱（KSI）が提供
するオークションシステムを利用して、市
税の滞納処分により差し押さえた財産を
次の通り売却します。

▼参加資格　日本語を完全に理解できる
18歳以上のKSI官公庁オークションの
会員登録をしている方で、公売保証金

（見積価格の10％程度）の納付が可能
で、ガイドラインなどを厳守できる方

▼公売方法　KSI官公庁オークションを利
用した競り売り

▼公売財産　BALMUDAスチームトースター

▼参加申込締切　1/31（火）　23：00

▼入札（競り売り）期間　
　2/6（月）　13：00～2/8（水）　23：00

▼最高価格申込者（落札者）決定日時
　2/9（木）　10：00

▼買受代金納付期限　2/16（木）　14：30

▼申込　KSI官公庁オークションサイトから公
売参加の申込手続きを行ってください。

※詳細は、市ウェブサイトまたはKSI官公庁
オークションサイトをご覧ください。滞
納者から滞納市税の納付があったとき
など、公売を中止する場合があります。

問/税務課　☎（45）6263

胸部レントゲン撮影　 
B・C型肝炎ウイルス検査

▼日時　1/16（月）　9：30～11：30

▼場所　保健センター

▼対象　市内在住の15歳以上の方（B・C
型肝炎ウイルス検査は、今まで受けたこ
とがない方）

▼料金　無料
問/健康増進課　☎（47）8000

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　1/15（日）・29（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

ありがとうございました

大府市民球場の整備へ
㈲興和建築設計事務所から　10万円
川村一巳さん・みさ子さんから　15万円
大府北中学校へ
㈲山口土建から　コートブラシ8本

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。
※任用期間に応じて期末手当などを支給します。

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

学校生活支援員 若干人 週5日　
9：00～15：00 市内小・中学校 不要 1100円/時間 応相談 1/18（水） 学校教育課　

☎（46）3332

学校用務員 1人 週5日　
9：00～15：00 市内小・中学校 要 986円/時間 応相談 1/18（水） 学校教育課　

☎（46）3332

一般事務員 1人 週5日　
13：00～17：00 市役所 不要 986円/時間 2/1（水）

以降 1/10（火） 秘書人事課　
☎（45）6211

市営住宅入居者募集
募集住宅（一般枠）

問・申込先/建設総務課　☎（85）3896

住宅名 所在地 構造 家賃 公募戸数

北尾新田 北崎町1-150 中層耐火5階建2DK 1万7800円～3万4900円 1戸

平地 吉田町5-100 中層耐火5階建2DK 1万7400円～3万4200円 1戸

募集住宅（福祉枠）※

※一般枠の抽選で当選しなかった場合に、福祉枠対象者のみで再抽選します。福祉枠のみでの申し込みはできません。

▶�入居資格　募集案内書で要確認
▶ 入居可能日　3/17（金）
▶�募集案内書配布　1/10（火）～20（金）に直接申込先へ。

▶�申込　1/18（水）～27（金）に直接申込先へ。
▶�抽選日時　2/3（金）　10：00

住宅名 所在地 構造 家賃 公募戸数

殿ノ前3号棟 吉川町1-110 中層耐火5階建3K 1万3600円～2万6800円 1戸

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。

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。

戦没者等の遺族に対する
第十一回特別弔慰金

地域福祉課　☎（45）6228

3 /31（金）までに
ご請求ください

学校教育課　☎（46）3332

子どもたちの給食
一緒に作りませんか

学校給食調理員募集

自転車乗車用ヘルメット購入費
補助制度　締め切りのお知らせ

制度の詳細はウェブサイトで！

申請受付は注意!
令和 5年
3/3（金）まで

募集・その他 講座・講習大会・催し
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