
3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
13日・27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
14日・28日（火） 9：00～18：30 5日・19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
1日・15日（水） 9：00～18：30 5日・19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
8日・22日（水） 9：00～18：30 毎週（月） 9：00～21：00

自転車も交通ルールを守り 
安全運転を心掛けましょう

⃝ �傘差し、スマホの操作・注視しながらの運転は禁止です。
⃝ �イヤホンなどの使用により、交通に関する音・声が聞こ

えない状態での運転は禁止です。
⃝ �地下道など道幅が狭く、歩行者と安全な距離が確保でき

ない場合は、自転車から降りるなど安全な速度で通行し
てください。

東海警察署　☎（33）0110問/危機管理課　☎（45）6320

卓球春季交流大会

▼日時　4/11（火）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤の方

▼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　3 / 2（木）～21（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）

市民体育大会　 
ビーチボールバレー

▼日時　4/9（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　3 / 2（木）～17（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

市民美術展

絵画・版画・ドローイング・立体造形・
工芸・書・写真を展示します。

▼日時　3/4（土）～12（日）　10：00～19：00
　　　　（最終日は15：00まで）

▼場所　愛三文化会館

▼料金　無料
問/文化交流課　☎（45）6266

おおぶ映画祭2023　かわる生活。
かわらない映画への想い。
厳選した自主映画10作品と招待作品を

上映します。監督や上映作品関係者によ
るトークセッションも予定しています。

▼日時　3/18（土）・19（日）　13：00～18：00

▼場所　愛三文化会館

▼定員　800人（先着順）

▼料金　1000円（申込時集金・高校生以
下無料・就学前児入場不可）

▼申込　直接申込先・文化交流課へ。
問・申込先/愛三文化会館　☎（48）6151

昭和のおおぶ 
8㍉記録映画上映会
昭和40年頃、小・中学校の教員が製

作した作品を上映します。当時の市内の
様子を知ることができます。

▼日時　3/11（土）　10：00～16：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼料金　無料
※約35分の映像を繰り返し上映します。

問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

鈴木バイオリンpresents 
ロビーコンサート
バイオリニストのサルヴァトーレ・ピェー

ディスカルツィさんや鈴木バイオリン製造㈱
代表取締役社長の小野田祐真さんらが『6つ
の小二重奏曲op.48』『2つのバイオリンとピ
アノのための5つの小品』などを演奏します。

▼日時　3/8（水）　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

鈴木バイオリン製造㈱本社工房見学
＆ロビーコンサート鑑賞

▼日時　3/8（水）　①10：00～10：45
　　　　　　　　②11：00～11：45

▼場所　鈴木バイオリン製造㈱（桃山町）

▼定員　各5人（先着順）

▼料金　1100円（当日集金）

▼申込　3/2（木）　10：00から電話または 
メールで申込先へ。

問・申込先/鈴木バイオリン製造㈱　☎（57）5245　 
✉suzukius1887@suzukiviolin.co.jp

歴史民俗資料館ロビーコンサート
アンサンブルうさぎ座

『カルテット』『真夏の夜の夢よりノクター
ン』『白雪姫メドレー』などをオーボエ・クラ
リネット・ホルン・ファゴットの四重奏で演
奏します。

▼日時　3/19（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

人恋し岳人酔い村 
イノシシと権爺九十才　命

「おじん」の愛称で親しまれる童話作家
で詩人の鬼頭隆さんの創作朗読と、シン
ガーソングライターでピアニストの鬼頭瑞
希さんの即興劇を行います。公演内で一
緒に合唱する「カーネーション合唱団」も募
集します。

▼日時　5/14（日）
　　　　①13：30　②17：30

▼場所　アローブ

▼定員　各300人（先着順）

▼料金　一般3000円
　　　　中学生以下1500円
　　　　（全席指定・3歳未満入場不可）

▼申込　3/3（金）　12：00からアローブ電
子チケットサービス、3/4（土）　9：00から
直接申込先へ。

※「カーネーション合唱団」参加希望者は、
申込先で購入してください。詳細は、ア
ローブウェブサイトをご覧ください。託児

（3カ月～就学前児・１人500円）希望者
は、5/10（水）までにネットワーク大府（☎

（85）7028）へ。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

おたのしみ上映会　 
『海よりもまだ深く』

▼日時　3/18（土）　14：00～16：00

▼場所　アローブ

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　3/2（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

おすしやさんにいらっしゃい　
食材がもつ命のメッセージ

『おすしやさんにいらっしゃい！　生きも
のが食べものになるまで』の著者で、すし
職人兼作家の岡田大介さんが講演します。

▼日時　4/30（日）　14：00～15：30

▼場所　アローブ

▼対象　小学生

▼定員　20人（先着順）
▼料金　無料

▼申込　3/25（土）から直接申込先へ。
※詳細は、アローブ図書館ウェブサイトを

ご覧ください。
問・申込先/アローブ図書館　☎（48）1808

駆けだそう　つなぎ・つながる・ 
みんなの手　コラビアまつり

市民活動団体が主体となり、ステージ
発表・物品販売・体験コーナー・市民活動
を応援する来場者参加型の「ファンドレイ
ジングイベント」などを行います。

▼日時　3/5（日）　10：00～15：00

▼場所　コラビア・森岡公民館

▼料金　無料
※詳細は、コラビアウェブサイトをご覧く

ださい。
問/コラビア　☎（44）8500

文協歌謡祭

▼日時　3/5（日）　9：30～17：00

▼場所　愛三文化会館

▼定員　800人（先着順）

▼料金　無料
※ボックスティッシュ（先着100人）・食品用

ラップ（終演後全員）のプレゼントあり。
問/文化協会　☎（48）6188

おおぶ民話の紙芝居 
『大力九助』

▼日時　3/19（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

アローブ 
カルチャーフェスティバル
アローブを拠点に活動する団体・サーク

ルが、日頃の練習や活動の成果を発表す
る①成果発表会と②展示を行います。③
「わたしだけの花」を作るワークショップも
同時開催します。

▼日時　3/26（日）　①12：00～16：00
　　　　　　　　　②10：00～16：00
　　　　　　　　　③10：00～12：00

▼場所　アローブ

▼定員　③のみ30人（先着順）

▼料金　①②無料　③100円（当日集金）
問/アローブ　☎（48）5155

問/環境課　☎（45）62232月号

⃝ �私にも小学2年生の娘がいて、毎日給食
を楽しみによく話題に出すので、その裏
側が分かって良かったです。いろいろな
方が腐心して、おいしい給食を作って
くださっているんだなと感謝の気持ちで
す。（特集「みんな大好き 大府の給食いた
だきま～す！ 」　30代）

⃝ �二十歳の集いに参加しているみんなの笑
顔がキラキラで、すてきだなと思いまし
た。（特集「令和五年大府市二十歳の集
い」　20代）

　2月1～3日に、平和首長会議インターンシップ（広島市）に
参加しました。北は北海道、南は鹿児島県と、私を含め17
人の自治体職員が集まり、平和記念公園視察や被爆体験講
話の聴講など、盛りだくさんの内容で平和について学びました。
私はこの研修で、広島市・長崎市だけでなく、全ての自治体
が平和を発信するインフ
ルエンサーになるべきだ
と強く思いました。大府
市からも平和の大切さを
積極的に発信し続けたい
と思います。（D）

「名古屋三河道路」建設計画への
ご意見をお聞かせください

西三河南部地域と知多地域をつなぐ

県道路建設課　☎052（951）0837
道路整備課　　☎（45）6231

問

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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春休み歴史民俗資料館 
探検クイズ

▼日時　3/21（火）～4/9（日）　
　　　　10：00～16：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼対象　小学生とその保護者
※全問チャレンジの子どもに記念品あり。

問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

協働事業の実績報告会

令和4年度協働企画提案事業・NPO法
人立ち上がり支援事業に採択された団体
が、地域の課題解決などに取り組んだ成
果を発表します。

▼日時　3/19（日）　13：30～16：00

▼場所　コラビア 

▼定員　8人（先着順）
問/協働推進課　☎（45）6215

協働企画提案事業交付金制度を 
活用しよう
市民活動に必要な経費の一部を市が支

援する「協働企画提案事業交付金制度」の
概要や申請書の書き方を学びます。

▼日時　3/19（日）　10：00～12：00

▼場所　コラビア

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　3/2（木）から電話または直接申込
先へ。

問・申込先/コラビア　☎（44）8500

不登校・ひきこもりに悩む　 
家族のためのふぁみり～Cafe

▼日時　3/19（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

少年少女サッカー教室

FC刈谷の選手からサッカーの基本を学
びます。

▼日時　4/8（土）　13：00～15：00　

▼場所　横根多目的グラウンド
　　　　（雨天時はメディアス体育館おおぶ）

▼対象　市内在住または市内サッカーチー
ム所属の小学生（新1年生も可）

▼定員　100人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　3/2（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

現役プロが教える　 
はじめてのチアダンス

▼日時　3/28（火）　10：00～11：30

▼場所　長草公民館

▼対象　市内在住の小学生

▼定員　25人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　3/2（木）　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

子育て支援講座　 
折り紙教室と読み聞かせ

▼日時　4/2（日）　10：00～11：00

▼場所　アローブ

▼対象　5～10歳の子どもとその保護者

▼定員　15組（抽選）

▼料金　無料

▼申込　3/3（金）～19（日）に直接申込先へ。
※1家族1申し込みです。当選者を3/21

（火）からアローブ図書館ウェブサイトとカ
ウンターで発表します。

問・申込先/アローブ図書館　☎（48）1808

男の家庭料理教室　 
初めての弁当作り

▼日時　3/16（木）　10：00～12：00

▼場所　神田公民館

▼対象　市内在住・在勤の60歳以上の男性

▼定員　12人（先着順）

▼料金　600円（当日集金）

▼申込　3/2（木）　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

取り壊す前にあの頃を思い出そう

閉園する保育園の閉園式・園内見学会

　令和4年度末をもって、横根保育園・共長保育園については、施設の老朽化と近隣への私立保育施設の新設、吉田保育
園・米田保育園については、両園を統合した新「吉田保育園」の誕生に伴い、閉園となります。
　このたび、卒園児や地域の皆さんを招き、各園で閉園式・園内見学会を開催します。
※各会場の駐車場には限りがありますので、徒歩・乗り合わせなどにご協力ください。

場所 日にち 閉園式典 園内見学会 
（受付は終了の30分前まで） 問い合わせ

横根保育園 3/25（土） 9：00 9：15～14：00 横根保育園　☎（47）1077

共長保育園 3/25（土） 10：00 10：15～15：00 共長保育園　☎（47）6131

吉田保育園 4/15（土） － 9：00～11：30 吉田保育園　☎（46）0758

米田保育園 4/15（土） － 9：00～11：30 米田保育園　☎（47）7823

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

土木作業員 1人 週5日
8：30～16：30

市役所・市内 
道路一円 要 18万5690円/月 4月上旬

応相談 3/15（水） 道路整備課　
☎（45）6231

親子育成支援
担当心理士 1人 週1日　土曜

9：00～13：00 荒池保育園 要 1710円/時間 5/13（土） 3/17（金） 子どもステーション　
☎（44）4541

一般事務員 1人 週5日
9：00～14：30

市内 
小・中学校 要 986円/時間 4/3（月）

以降 3/13（月） 学校教育課　
☎（46）3332

給食調理員 7人
程度

週3～5日
 9：00～14：30

市内 
小・中学校 不要

週5日
1020円/時間

週3・4日
1000円/時間

4/3（月）
以降 3/13（月） 学校教育課　

☎（46）3332

学校生活支援員 13人
程度

週5日
 9：00～14：30

市内 
小・中学校 不要 1130円/時間 4/3（月）

以降 3/13（月） 学校教育課　
☎（46）3332

一般事務員
（マイナンバー担当） 1人

週4日
9：00～14：00

12：00～17：00
月1回程度

水曜　14：00～19：00
日曜　9：00～12：00

市役所 不要 986円/時間 応相談 3/10(金) 市民課　
☎（45）6218

一般事務員 1人 週4日
9：00～15：00 市役所 不要 986円/時間 4/3（月） 3/13（月） 秘書人事課　

☎（45）6211

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。

大府市公式
��������

募集・その他 講座・講習大会・催し
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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
(3月1日～31日）

OBU VIDEO NEWSLETTER 平成の花咲かじいさん
(再放送)

ハロー！  とうかい
毎日8：30～／ 14：30～／ 20：30～

01日～　 まちの景観形成と防災対策～無電柱
化を進めています～（再放送）

15日～　令和4年度のあゆみ

ほっとラインちた
毎日9：00～／ 15：00～／ 21：00～

01日～　会員募集！ 　知多市ジュニア
サークル（再放送）
15日～　 市民大学ちた塾　学生募集中！

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。

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。

フジバカマ育成教室

▼日時　4/11（火）　13：30～14：30

▼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　無料

▼申込　3/10（金）から直接申込先へ。
※フジバカマの苗のプレゼントあり。

問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

いただきまんぷく食堂　カップ
ケーキと毛糸のコースター作り

▼日時　4/8（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100円（当日集金）

▼申込　3/2（木）　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

男子料理教室　 
オムライスを作ろう

▼日時　3/28（火）　10：00～12：00

▼場所　共長公民館　

▼対象　市内在住の小学3～6年生の男子

▼定員　8人（先着順）

▼料金　500円（申込後集金）

▼申込　3/2（木）　9：00から市ウェブサイト
の申込フォームへ。

問/共長公民館　☎（46）4931

フレ☆ガク 
お家でカフェごはん

▼日時　3/25（土）　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　700円（申込時集金）

▼申込　3/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

親子豆腐作り教室

▼日時　3/18（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　4組（先着順）

▼料金　400円（申込時集金）

▼申込　3/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/森岡公民館　☎(46)0435

音楽講座

①クラシック音楽の楽しみ
バロック時代や古典派ってなんだろう

②唱歌の楽しみ　魅力再発見
演奏と背景から迫ってみよう

▼日時　①3/18（土）　14：00～15：30
　　　　②3/25（土）　13：30～15：00

▼場所　神田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　各30人（先着順）

▼料金　330円（当日集金）

▼申込　3/2（木）　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

ハイカラプラス 
自分のスマホで学ぼう　Android編

▼日時　①初級　4/11（火）
　　　　②中級　4/25（火）　
　　　　　　　　13：30～15：30

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　各20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　3/2（木）から直接申込先へ。
※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・購入を検討している方
も参加可。貸出機材はありません。

問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

大府市にアサギマダラを呼ぼう

アサギマダラの飛来環境を整えるた
め、花壇の整備とフジバカマの植栽を行
います。株分けしたフジバカマは、持ち帰
りできます。

▼日時　3/25（土）　10：00～11：30

▼場所　二ツ池セレトナ

▼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　3/3（金）　8：30から市ウェブサイ
トの申込フォーム、電話または直接申込
先へ。

問・申込先/環境課　☎（45）6223

KURUTOおおぶ健康講座　 
睡眠について考えよう
総合病院南生協病院の真野悠太郎医

師から睡眠について学びます。

▼日時　3/15（水）　10：15～10：50

▼場所　KURUTOおおぶ

▼定員　10人（先着順）

▼料金　500円（当日集金）

▼申込　3/2（木）から電話または直接申込
先へ。

※KURUTOおおぶYouTubeで
健康講座を配信中。

問・申込先/KURUTOおおぶ　☎（51）4329

大府北中学校テニスコートを 
一般開放します
スポーツ振興くじ（toto）助成金を活用

して、大府北中学校のテニスコートを整備
し、人工芝のコートに生まれ変わりまし
た。4/1（土）から一般開放します。

▼開放日　土曜・日曜・祝日かつ生徒が 
学校行事などで使用しない日

▼開放時間　8：00～18：00（18：00より
も日没時刻が早い場合は、日没時刻を
終了時刻とする）

▼コート数　4面

▼利用料金　1コート1時間300円
※利用には、事前に団体登録が必要です。

詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
問/健康都市スポーツ推進課　☎（45)6233

NHKでウクライナ避難民に 
密着した番組が全国放送されます

NHKの「Dear�にっぽん」で共長小学校
に通うウクライナ避難民に密着したドキュ
メンタリーが全国放送されます。

▼放送日時　3/4（土）　10：05～10：30
※NHKプラスで放送後1週間、見逃し配

信が実施されます。放送日時までに起
きた事件などの状況により、番組内容
が変更される可能性があります。

問/企画広報課　☎（45）6214

土地・家屋価格等縦覧帳簿の 
縦覧をします

▼縦覧期間　
　4/3（月）～5/1（月）（閉庁日を除く）
　8：30～17：15（水曜は19：15まで）

▼縦覧場所　税務課

▼縦覧できる方
⃝ 土地・家屋の固定資産税の納税者
⃝ 同居の親族
⃝ 納税管理人
⃝ 委任状をお持ちの方

▼必要書類　申請者の本人確認ができる
書類（納税通知書・運転免許証など）

※固定資産税・都市計画税納税通知書・
課税資産明細書は、4/4（火）発送予定
です。

問/税務課　☎（45）6260

ごみステーション用の 
飛散防止ネットを貸し出します

▼料金　無料

▼申込　申請書に必要事項を記入の上、直
接申込先へ。

※2㍍×3㍍の青色のネットです。詳細は、
市ウェブサイトをご覧ください。

問・申込先/環境課　☎（45）6223

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　3/12（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
大府造園土木㈲から　10万円
冨田正夫さんから　10万円
平林和也さんから　10万円
児童（老人福祉）センター・ 

子どもステーションへ
西川コミュニケーションズ㈱から
　書けるロールステッカー・
　マスキングテープ（38万5千円相当）
緑化基金へ
㈱ヤマナカから　1万311円
文化振興基金へ
㈱ネスタ―から　20万円
保育園へ
㈱オネストから　ジャンボロール画用紙5本
　ゆびえのぐ11セットと単品117本・�
（計21万3千円相当）

新型コロナウイルス
感染症に関する情報

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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