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新型コロナによるイベントの影響について
広報おおぶ4月号に掲載しているイベントなどについて、
新型コロナの影響で、延期・中止する場合があります。
詳細は、各担当課にお問い合わせいただくか、市ウェブ
サイトをご覧ください。

▲今月のおおぶスタイル 二ツ池公園の河津桜。この日を待ち望んでいたカメラマン、子連れの家族などが満開の桜に酔いしれていました。

『賢者は歴史に学ぶ』
日本一
へ! !
健康なまち
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市長の一言 No.23

先月号で紹介した『宮廷女官チャングムの誓い』の第40話「疫病発生」で、村が封鎖され、村人が布
で口元を覆う中、チャングムが取り残された村で疫病に苦しむ人々を救おうとする場面がありまし
た。16世紀当時も感染症が恐ろしい病気だと考えられていたことが分かります。約100年前には、ス
ペイン風邪が世界的に流行しました。当時の内務省の記録によると、日本では38万5千人の方が亡く
なったとされています。予防ポスターには「マスクをかけぬ命知らず！ 」とあり、予防標語として「１
近寄るな・咳する人に ２鼻口を覆へ・他の為にも身の為にも ３予防注射を・転ばぬ先に ４含嗽
せよ・朝な夕なに」と記されています。時代が変わっても変わることのない守るべき基本があるよう
です。人類は感染症との闘いを繰り返し、そのたびに過去の歴史に学ぶことで幾度となく難局を乗り
越えてきました。闘いの歴史は私たちに気付きと勇気を与えてくれます。次世代への責任として、今
回の新型コロナウイルスとの闘いの記録を何としても後世に伝えていかねばと思っています。
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この案内は、3 / 23時点の情報です。

接種順位・ワクチン接種のスケジュール

75 歳以上の方 (昭和22年4月1日以前に生まれた方) の

感染後の重症化リスクの大きさなどを踏まえて、次の通り接種順位を決めています。いずれの日程も、市へのワク
チンの供給状況に応じて変更することがあります。ご理解とご協力をお願いします。
クーポン券（接種券）

接種順位

接種費用

発送予定時期

無料

（全額公費）

新型コロナワクチン接種のご案内
注目

接種開始時期

1 4月中は集団接種のみ、個別接種は5月以降に開始予定
市では、ワクチン接種を市が設置する会場で行う「集団接種」と医療機関で行う「個別接種」で実施します。ワクチ
ンの供給量が少ないため、4月中は集団接種のみ実施します。個別接種は、5月以降に開始する予定です。

①

医療従事者など

発送なし

2月中旬

②

75歳以上の方(S22.4.1以前)

4 / 9（金）

4 / 25（日）

③

65歳以上〜74歳以下の方（S22.4.2〜S32.4.1）

4月下旬

5月以降

④

64歳以下で基礎疾患を有する方
高齢者施設などで従事している方

5月以降

未定

国から供給されるワクチンは、4/19の週と4/26の週に合わせて約2000回分です。供給量が少ないため、75歳
以上の方から接種を開始します。ご理解とご協力をお願いします。

⑤

64歳以下の方（S32.4.2以降）

5月以降

未定

接種の予約方法（集団接種は4 / 19（月）9：00から予約開始）に関する相談も受け付けています。

2 ワクチンの供給量が少ないため、75歳以上から順次開始
コールセンターでは、ワクチン

▼

ワクチン接種の案内の同封物

は、施設にご相談の上、クーポン券を本人または施設の方に必

予約方法

クーポン券
予診票
予約方法などのチラシ

ずお渡しください。
現時点では、15歳以下の子どもは接種対象外です。

集団接種：コールセンターで予約、またはWebで予約
※個別接種は、5月中旬以降に予約開始予定です。

予約・相談コールセンター
全日 9：00〜20：00（3/31までは17：00まで）
☎0120（08）5544 / ☎0562（38）5544
（フリーダイヤル）

集団接種の案内

■65歳以上、74歳以下の方へ

4月下旬に発送予定のクーポン券を必ずご確認ください。ワクチンの供給量が分かり次第、予約開
始ができるように準備しています。ワクチンの供給状況によって、発送する時期を変更する場合があります。

■64歳以下の方へ
ワクチンの供給情報が入り次第、接種スケジュールなどを市ウェブサイトおよび広報おおぶなどでお知らせする予
定です。

期間・会場 供給が確定している約2000回分のスケジュールのみ掲載しています。
日にち

時間

場所

日にち

時間

場所

4 / 25（日） 10：00〜14：00

保健センター

5 / 10（月） 13：30〜14：30

愛三文化会館

4 / 26（月） 13：30〜14：30

市役所多目的ホール

5 / 11（火） 13：30〜14：30

市役所多目的ホール

4 / 27（火） 13：30〜14：30

市役所多目的ホール

5 / 12（水） 13：30〜14：30

市役所多目的ホール

4 / 28（水） 13：30〜14：30

愛三文化会館

5 / 13（木） 13：30〜14：30

メディアス体育館おおぶ

4 / 30（金） 13：30〜14：30

市役所多目的ホール

5 / 14（金） 13：30〜14：30

メディアス体育館おおぶ

5 / 6（木）

13：30〜14：30

市役所多目的ホール

5 / 15（土） 13：30〜15：30

市役所多目的ホール

5 / 8（土）

13：30〜15：30

市役所多目的ホール

5 / 16（日）以降の接種スケジュールは、ワクチンの供給量が分かり次第、市ウェブサイトおよび広報おおぶ5月号で
お知らせします。
1回目の接種のみ予約ができます。2回目の接種の予約は、1回目の接種会場で行います。
その他 4 / 9（金）に発送するクーポン券に同封の予診票を事前に記入した上で、接種会場にお越しください。2回目
の接種に必要な予診票は、1回目の接種会場でお渡しします。

個別接種の案内
▼ ▼ ▼

30

２回目の接種予約

分間会場で待機

接種済証の受け取り

ワクチンの接種

問診・診察

接種会場に必要書類を持参

Ｗｅ ｂ︶

予診票への必要事項の記入

予約
︵電話

自宅でクーポン券の受け取り

ワクチンの効果を十分に得るために一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。

市の集団接種は、すべてファイザー社のワクチンを接種します。詳細は、4 / 9（金）に発送するクーポン券に同封の「新型
コロナワクチン予防接種についての説明書」をご覧ください。
▼

センターまたはWebで予約ができます。同封の予約方法などが記載されたチラシをご覧ください。

▼

4 / 9（金）に発送予定のクーポン券を必ずご確認ください。集団接種について、4 / 19（月）からコール

or

▲

※当面の間、LINEでの予約実施を見送ります。

■75歳以上の方へ

接種の流れ

Ｗｅｂ予約

65歳以上で施設に住んでいて、接種を希望される方のご家族

注目

期間 5月中旬以降（予定）/ 実施医療機関ごとに日時が異なります。
会場 市ウェブサイトまたは4 / 9（金）に発送予定のクーポン券の同封チラシに記載
その他 実施医療機関ごとに、1日最低5人以上の接種希望者がいないと実施されません。人数調整のため、日程変
更をお願いする場合があります。
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OBU CITY

特集 令和3年度当初予算

令和３年度当初予算 471.8億円

（前年度比＋0.2％）

一般会計 328.7億円
使用料および手数料
4億3071万円
（1.3％）

特別会計 85.9億円

その他
33億3769万円
（10.2％）

企業会計 57.1億円

【市税の内訳】

施政方針
ＣＲ検査事業をはじめとした感染症

大府市長

岡村 秀人

周年記念事業について

くりを進めてまいります︒

は︑創意工夫により新たな時代にふ

ま た ︑ 令 和 ２年 度 に 中 止 や 延 期 と

県 内 １位 を 誇 る 合 計 特 殊 出 生 率 の さ

対策を迅速かつ強力に実施するほか︑

らなる向上を目指して︑統合新設保

50

要(約 )

令 和 ３年 度 は ︑ 本 市 の ま ち づ く り

周年 Ｐ ｌｕｓ １記念事業﹂として実施

さわしい付加価値を持たせた
﹁市制

10

なった市制

の 指 針 で あ る 第 ６次 大 府 市 総 合 計 画

Ｃ Ｔ 教 育 環 境 の 充 実 な ど の 子 育 て・

育 園 の 整 備 や 小・ 中 学 校 に お け る Ｉ

50

万人

年に向けた持

50

の ２年 目 に あ た り ︑ 計 画 人 口

東部知多衛生組合 ☎（46）8855
構成：大府市、豊明市、東浦町、阿久比町
運営：東部知多クリーンセンター、住友重機械温水
プール（東部知多温水プール）、東部知多浄化センター
一般会計
23億3421万円
※大府市の負担金は6億6000万円

の達成に向けて着実に歩みを進める

知北平和公園組合 ☎（48）5511
構成：大府市、東海市、東浦町
運営：知北霊園、知北斎場
一般会計
2億5204万円
霊園事業特別会計
1億3267万円
※大府市の負担金は9774万円

東部知多衛生組合の予算

新型コロナウイルスの感染が国内で

知多北部広域連合 ☎052（689）1651
構成：大府市、東海市、知多市、東浦町
運営：介護保険事業
一般会計
37億920万円
介護保険事業特別会計
236億6655万円
※大府市の負担金は8億8532万円

知北平和公園組合の予算

してまいります︒

知多北部広域連合の予算

教育施策の拡充︑先進的な介護予

25億4787万円
31億6246万円

■令和3年度末市債残高見込み 総額192億5335万円
一般会計
86億9180万円
水道事業会計
6億4342万円
下水道事業会計
99億1813万円

重 要 な 年 で あ り ま す︒ 新 型 コ ロ ナ ウ

■企業会計の予算
水道事業
下水道事業

総務費
49億3277万円
（15.0％）

初めて確認されてから１年余りが経過

72億4771万円
13億4637万円

土木費
42億5852万円
（13.0％）

防・ 認 知 症 予 防 施 策 の 推 進 ︑ 福 祉 総

■特別会計の予算
国民健康保険事業
後期高齢者医療事業

教育費
34億9483万円
（10.6％）

イルス感染症の影響により︑非常に

8272円

しましたが︑感染症との厳しい闘いは

9239円

その他（農林水産業費、労働費など）

合 相 談 の 実 施 ︑ 国 際 交 流・ 多 文 化 共

1万1625円

公債費（市債（借入金）の返済）

厳しい財政状況ではありますが︑ポ

1万4559円

消防費（消防、防災対策など）

328億7300万円
（前年度比+1.3％）

今なお続いております︒市制 周年を

商工費（商工業の振興など）

衛生費
27億6037万円
（8.4％）

生社会やゼロカーボンシティの推進︑

2万9686円

快適な道路ネットワークの構築︑中

3万7584円

衛生費（健康増進、ごみ処理など）

一般会計

歳出総額

ストコロナの時代を見据え︑組織改

教育費（小・中学校教育、社会教育など）

商工費
13億5379万円
（4.1％）

正による新たな体制の下︑感染症対

4万5797円

迎えた令和２年９月１日に行った
﹁
﹃健

土木費（道路、公園整備など）

民生費
133億6344万円
（40.7％）

康都市おおぶ﹄新たな

5万3048円

心 市 街 地 の 活 性 化 ︑ 市 内 の 農 業・ 商

総務費（市役所の運営、安心安全対策など）

消防費
10億8098万円
（3.3％）

策をはじめとした諸施策を計画的か

14万3715円

その他
7億6920万円
（2.3％）

続可能なまちづくり共同宣言﹂に記さ

市民の人数 9万2986人（令和2年12月末現在）
民生費（社会保障、子育て支援など）

公債費
8億5910万円
（2.6％）

工業の振興などに取り組むとともに︑

35 万 3526 円

つ着実に推進するための予算を編成

都市計画税
都市計画事業や土地区画整理事業に充てるため
都市計画区域内の土地・建物に対して課す目的税
入湯税
環境衛生施設の整備や観光振興などに充てるため
鉱泉浴場の入湯に対して課す目的税

国県支出金
66億4518万円
（20.2％）

れた決意を胸に︑行政︑議会︑市民が

682万円

全会計を通じた市債残高の縮減と財

972万円

軽自動車税（環境性能割）

しました︒

1657万円

入湯税

一体となってこの難局を乗り越えるた

1億9839万円

源確保の強化を図りつつ︑業務のオ

5億1180万円

軽自動車税（種別割）

令 和 ３年 度 予 算 で は ︑ 市 民 の 皆 さ

6億9569万円

市たばこ税

め︑全身全霊を傾注してまいります︒

12億9884万円

法人市民税

国有資産等所在市町村交付金

328億7300万円
（前年度比+1.3％）

市民一人当たりの予算額

都市計画税

2月25日、令和3年大府市議会第1回定例会で岡村市長が施政方針を発表しました。今回の特集では、施政方針の
内容や令和3年度当初予算の一部をお伝えします。

ンライン化やデジタル化を推し進め︑

歳入総額

63億6605万円

サスティナブル
︵持 続 可 能︶な ま ち づ

繰入金
27億998万円
（8.2％）

市税
167億7043万円
（51.0％）

76億6656万円

個人市民税

まが健康的な生活を安心して送るこ

一般会計

地方消費税交付金
19億7900万円
（6.0％）

固定資産税

とができるよう︑ワクチン接種やＰ

市債
10億円
（3.0％）

「いつまでも 住み続けたい
サスティナブル健康都市おおぶ」
の実現を目指して

50

Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ

法務財政課 ☎（45）6252
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特集 令和3年度当初予算

第6次大府市総合計画に定める9つの政策目標に沿って、令和3年度の主要な事業を紹介します

政策目標②

政策目標①

地域で助け合えるまち
全世代型サロンの開設・運営支援

88万円

福祉総合相談の実施

368万円

新設する福祉総合相談室を中心に、年齢や属性を問わず、ひき
こもりなどのさまざまな困りごとを抱える市民からの相談に包括
的・横断的に対応するとともに、関係機関や団体とも連携を図り、

「食」を通じて世代を超えた地
域住民同士のつながりをつく
り、社会参加を促進するため、
子ども食堂の機能を包含した全
世代型サロンの開設を支援する
とともに、開設や運営に必要な

必要な支援を行います。

「おくやみ窓口」の開設

27万円

3億1353万円

新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を防ぎ、市民の生命や
健康を守るため、予防接種法に
基づき、迅速かつ的確にワクチ
ンの住民接種を進めます。

政策目標③
協働、生涯学習、多文化共生分野

18万円

健康お笑い事業「OBU-1グランプリwithメディアス」の開催 504万円
市制50周年Plus1記念事業と
して、市民芸人育成プログラム
の卒業生をはじめ、プロ・アマ
問わず参加可能なお笑いコンテ
ス ト「OBU-1グ ラ ン プ リwithメ

地域の課題解決のための新
たな取り組みの具現化に向け、
市民、自治区・コミュニティ、
NPO・ボランティア、事業者な
どが共通のテーマで議論する
ワークショップを開催します。

若者の結婚に伴う経済的な負
担を軽減するとともに、男性の
家事・育児への参加を促進する
ため、新婚世帯を対象に、婚姻
に伴う市内への引っ越しや住宅
の賃借などに要する費用を補助
します。

9
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33万円

認知症・介護予防施策の充実

2238万円

医療保険に基づく保健事業と
介護保険に基づく介護予防を一
体的に実施することで、高齢者
のフレイル状態や疾病の重症化
を効果的に予防します。
健康長寿塾の実施会場に長草
公民館を追加し、市内4会場で
実施します。

63万円

本市に所在する国登録有形文化
財を有効活用するため、大倉公園
内の休憩棟・管理棟を歴史民俗資
料館の別館として管理運営します。

竹澤恭子コンサートの開催

359万円

市制50周年Plus1記念事業と
して、本市の広報大使である世
界的なバイオリニスト、竹澤恭
子さんのバイオリンコンサート
を愛三文化会館で開催します。
市内全ての中学校で学校訪問
コンサートを開催します。

神田児童老人福祉センターに国
登録有形文化財になった明神樋門
および明神川逆水樋門の案内看板
と案内チラシを設置します。

ディアス」を開催します。

東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業

新婚世帯に対する新生活スタートの支援

168万円

▲至学館大学谷岡郁子学長(左)

国登録有形文化財の有効活用

支え合い学び合うまち

PCR検査事業の補助
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を防ぐため、陽性者が
発生した高齢者・障がい者施設
や幼児教育・保育施設を対象
に、至学館大学が実施するPCR
検査事業に要する費用を補助し

多胎児の妊婦の負担軽減を図
るため、補助対象となる妊婦健
康診査の回数を14回から19回
に5回分拡大し、産婦や乳児健
診の補助と合わせて計25回分
の補助を行います。

世代へと継承するため、戦場カメラマンの渡部
陽一さんを講師とした「平和講演会」や、著名人
がつづった終戦の日の思いを本人の声で聞くこ
とができる「私の八月十五日パネル展」を開催し
ます。平和の大切さを若い世代へ伝えるため、
沖縄県読谷村へ中学生平和大使を派遣します。

健康づくり、文化、スポーツ分野

ます。

多胎児の妊婦への健康診査の補助拡大

312万円

市制50周年Plus1記念事業として、戦争の悲
惨さや平和の大切さを市民とともに考え、次の

地域未来会議「Will（ウィル）」の開催

新型コロナウイルスワクチンの接種

ご遺族の負担軽減を図るため、亡くなった方に関する市役所での手
続きにワンストップで対応する「おくやみ窓口」を開設するとともに、
必要な手続きをまとめた「おくやみガイドブック」を作成、配布します。

費用を補助します。

おおぶ・ピース・プロジェクトの実施

こころもからだも元気に過ごせるまち

地域福祉、高齢者・障がい者福祉分野

600万円

外国にルーツを持つ子どものための教育・学習支援 249万円
外国にルーツを持つ子どもた
ちやその保護者が、地域での交
流を通して自然に日本語に触れ
られるよう、県や関係団体と連
携した取り組みを行います。
日本語がほとんど理解できな
い児童生徒を対象に、集中的に基礎指導を行う初期指導教室を開
設し、日本語学習の基礎力獲得を支援します。

1708万円

開催が1年延期された東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックに関連し、新型コロナウ
イルス感染症対策を実施した上で、オリン
ピック聖火リレーやパラリンピック聖火採火
式を始め、本市にゆかりのある選手を応援す
るパブリックビューイングやメダリストの
凱旋パレードなどを実施します。

Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ
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特集 令和3年度当初予算

統合新設保育園の整備

8億1032万円※

老朽化した吉田保育園および
米田保育園を統合し、地域の拠
点園となる新たな保育園を、馬
池町地内に2カ年かけて整備し
ます。
※債務負担行為含む

小学校の体育館への空調機の設置

1億7617万円

熱中症対策や避難所の環境改善
のため、中学校に引き続き、小学

政策目標⑤

環境保全、環境美化分野

環境にやさしい持続可能なまち

消防、防災・減災、防犯、交通安全分野

安心安全に暮らせるまち

校の体育館にもLPガス災害対応バ
ルクとその燃料で稼働する電源自

ゼロカーボンシティ実現に向けた取り組みの推進 764万円

交通安全対策の推進

立型空調機を設置します。令和3
年度は、4校（神田、北山、共和西、
石ケ瀬）で設置工事を行い、5校（大
府、大東、東山、共長、吉田）で
設置工事の設計を行います。

2050年をめどに温室効果ガ
ス排出量を実質ゼロとする目標
の実現に向け、あいちゼロカー
ボンシティ推進協議会へ参加す
るとともに、市民や中小企業に

交通安全条例の改正による自
転車用ヘルメット着用の努力義
務化に伴い、ヘルメットの着用
を促すとともに、転倒事故にお
ける頭部の負傷を軽減するた

保育施設や小・中学校などの感染症対策の実施 4219万円

GIGAスクール構想に基づくICT教育の推進

保育園や小・中学校、子ども
ステーション、放課後児童クラ
ブなどにおいて感染症対策を徹

小学4年生以上の児童生徒全
員に1台ずつ整備したタブレッ
トを最大限活用し、本市のＩＣ

対する省エネ講座やセミナーの
実施、クリーンエネルギー自動
車を活用した啓発などの新たな
取り組みを推進します。

め、7〜18歳の児童生徒および65歳以上の高齢者を対象に、ヘル
メットの購入費を補助します。プラチナ長寿健診で新たに実施す
る安全運転技能検査でハイリスクと判定された方を対象に、実車ト
レーニングなどの運転技能向上講習を実施します。

底しながら事業を継続するた
め、必要な衛生用品などを購入
します。
民間事業者に対しても感染症
対策に要する費用を補助します。

Ｔ教育をさらに効果的に推進す
るため、教育委員会に新たに教
育情報化指導員を配置します。
全ての家庭で自宅での持ち帰
り学習ができるよう、インターネット環境がない就学援助世帯へ
のWi-Fiルーターの無償貸与を引き続き行います。

679万円

政策目標⑧

活力とにぎわいがあふれるまち
市内のサクラ酵母を活用した清酒づくり

163万円

産業振興アドバイザーの設置

商業、観光、工業、農業、公共交通分野
267万円

若手農業者への支援
新規就農者を対象とした補助
制度を拡充し、50歳未満の若手
農業者を対象に、農業経営の効
率化のための機械や農業用資機
材などの購入に要する費用を補
助します。

市制50周年を記念して新た
に市の木に指定した「サクラ」を
広く周知するため、二ツ池公園
のサクラから抽出した酵母を
使った清酒を製造し、市制50周
年Plus1記念式典で配布すると
ともに、新たな特産品としての
活用の可能性を検証します。

148万円

政策目標⑨

まちづくりを支える持続可能な行政経営
ふるさと納税を活用した産業振興の推進

行財政運営、広報・広聴分野

245万円

快適で便利な都市空間が整うまち
安全で快適な道路ネットワークの構築

6億4317万円

都市計画・景観、道路、緑花、上下水道分野

サクラ・ツツジを活用したまちづくりの推進

903万円

市制50周年を記念して、新
たに市の木・市の花に指定し
た「サ ク ラ」
「ツ ツ ジ」を、 街 路
や公園などに補植します。
サクラを市民団体との協働
で維持管理するため、専門家
からノウハウを学ぶ桜守養成
講座を実施します。

県道横根大府線、都市計画道
路養父森岡線などの幹線道路の
整備や、市道上原殿田線、共和
駅東線などの補助幹線道路の改
良を行います。市道上原殿田線、
4073号線、7061号線は、令和
3年度中の工事完了を予定して
います。

政策目標⑦

子どもが輝くまち

子育て、学校教育分野
7500万円

養育費確保のための支援の実施

家庭で子育てする保護者への支援の充実

312万円

家庭で子育てする保護者
を支援するため、一時預か
りを実施する公立保育園を5
園から6園に拡大するととも
に、緊急保育の受け入れ年
齢を満1歳から生後6カ月に引き下げます。
保護者の育児疲れの解消を図るため、公立保育園の一時預かり
を無料で利用できる「家庭で子育て応援クーポン」を発行します。

新型コロナウイルス感染症の
影響が長期化していることを踏
まえ、コロナ禍で誕生した全て
の子どもをお祝いするととも
に、子育てに係る生活支援とし
て、子ども1人につき10万円を
支給する臨時特別出産祝金を1
年間延長します。

27万円

Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ

コロナ禍にあっても非対面で事業を継続できるふるさと納税制度の特長を生かし、新たな返礼品提供事業者の参入促進や、新商品
の開発、販売促進などの取り組みを支援することにより、市内の産業の振興を図ります。

Obu

340万円

政策目標⑥

臨時特別出産祝金の延長

産業の一層の振興を図るとともに、事業者などへの支援を充実させるため、産業振興に幅広い見識を持つ産業振興アドバイザーを
新たに設置します。
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政策目標④

2021.4

養育費を確実に受け取ることでひとり親家庭の経済的安定を図るため、養育費について取り決めた公正証書の作成や信用保証会社
との保証契約に要する費用を補助します。
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特 集 市 制 5 0 周 年P l u s 1記念事業スタート

親子で楽しめる運動遊びイベント

中学生サミット

市制50周年Plus1記念式典

NHK教 育 テ レ ビ「お か あ さ ん と
いっしょ」10代目体操のお兄さんの
佐藤弘道さんをお招きします。

SDGsをテーマに模擬議会で議論
し、その成果を「中学生宣言」として
市内外へ発信します。

市の発展に貢献した方への表彰の
ほか、記念映像上映、市公式イメー
ジ曲コンサート、子ども歌舞伎を行
います。

市制50周年
記念事業スタート
企画広報課 ☎（45）6212
新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止を余儀なくされた「市制50周年記念事業」。
市民の皆さんから記念事業再開の声が多く寄せられたことから、令和3年度、「市制50周年Plus1
記念事業」として再構成し、事業計画を策定しました。
感染症の状況を見極め、オンラインを活用するなど、新たな発想や創意工夫を凝らして、
『Plus1』の付加価値を持たせた事業を展開します。

市制50周年Plus1記念事業ロゴマークを作成

市芸術祭 「リア王」

パラアートおおぶ2021

市ゆかりの俳優 鈴木林蔵さんが
出演する舞台。シェイクスピアの
「リア王」の公演を行います。

市制50周年Plus1記念事業の実施にあたり、ロゴマークを作成し
ました。50をモチーフに∞（無限）のイメージを乗せた、「果てしなく
伸びゆく持続可能なまち」と「限りなく広がる市民の夢」という市制
50周年のロゴマークのコンセプトを生かしつつ、「新たな発想と
創意工夫のもと、時代に即した付加価値を持つ」という意味を込めた

全国どぶろく研究大会in大府

美術作品の展示のほか、舞台発
表や講演会、ノベルティの制作、
市民参加型ワークショップなどを
行います。

全国のどぶろく産地との交流を図
ります。どぶろくコンテスト、基調
講演、事例発表、試飲会などを行い
ます。

「Plus1」をあしらっています。

市制50周年 Plus1 記念事業一覧

2021.4

記 念 事 業 名

2

▲

▲

▲

開 催 日

（火）

東京 ０２０オリンピック
聖火リレー

防災フェスタ

親子で楽しめる運動遊びイベント

26

（土）

４／６

６／

27

（日）
﹁おっさんずルネッサンス﹂
上映会

11

（日）

６／

18

市音楽祭

おおぶ・ピース・プロジェクト

おおぶ・ピース・プロジェクト

2

25

７／

（金）

25

７／

（日）
﹁竹澤恭子バイオリンコンサート﹂

７／

（日）
﹁平和講演会﹂

2

（日）

東京 ０２０オリンピック
パブリックビューイング

東京 ０２０パラリンピック
聖火採火式

大府東浦花火大会

中学生サミット

50

クリーン・アップ・ザ・ワールド
ｉｎ 大府

周年Ｐｌｕｓ １記念式典

2

市制

東京 ０２０オリンピック
凱旋パレード

タイムカプセル開封式

福祉・健康フェア

︵アートオブリスト︶
Art Obulist

０２１

産業文化まつり

こども料理コンクール

ビストロおぶちゃん

消防広場

大府シティ健康マラソン大会

ＯＢＵ︲１グランプリ
ｗ ｉｔｈメディアス

大府シティ健康ウォーキング大会

若者駅前プロジェクト

０２１﹂

﹁大府駅前イルミネーション﹂

障がい者アート展

﹁パラアートおおぶ

2

（月）

﹁私の八月十五日﹂
パネル展

31

（日） （日）

７／

25

（水）

〜６

10

8

８／２

（土）

8

月中

（土）

月中

11

８／

（土）

８月〜 月頃

26
11（土） （日）

９／４

９／

30

(土）

９／４

９／

23

〜

（火）

10

10

／７

（土）

／９

11

〜

11

／

14

（日）

／

21

（日）

11

／６

11

／

28

／

（日）

（月）

／

2

(水）

2

月〜 月

11

〜６

第 回全国どぶろく研究大会
ｉｎ 大府

市芸術祭 ﹁リア王﹂

15

／１

２／

令和３年度中

2021.4

市指定文化財
﹁紙本墨書大般若経﹂
悉皆調査事業

Obu

サクラ酵母の清酒

大府の今を語る巡回写真展

※新型コロナウイルス感染症の影響で︑
延期・中止する場合があります︒
13

17

（木）

12

12
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東京2020

市制50周年Plus1記念事業トピックス

サクラの酵母を使ったサクラ清酒のネーミングを募集
農政課 ☎（45）6225
市制50周年を記念して新たに市の木に指定したサクラを広く周知す
るため、二ツ池公園のサクラ（ソメイヨシノ）の花から抽出した酵母を
使ってサクラ清酒を作ります。
市民の皆さんから親しまれる特産品となるように、サクラ清酒の名
前を募集します。
▼ ▼ ▼ ▼

募集期間 4 / 5 ㈪〜30 ㈮
応募資格 申込時点で20歳以上の市内在住・在勤・在学の方。
選考方法 プロジェクトチームで審査し、8月中に決定します。
賞品 最優秀賞（1人）：サクラ清酒など（5000円相当分）
優秀賞（2人）：サクラ清酒など（3000円相当分）
申込 市ウェブサイトの投票フォームまたは直接農政課へ。
※1人当たり最大3つまで応募することができます。
サクラ清酒の特徴 酸味があり、口当たりがよく爽やかな味で完成
予定。

▼

▼

駆け抜ける

大府を

聖火が

オリンピック聖火リレー

◀市ウェブサイト投票
フォーム

243

共和町
五丁目

共

八ツ屋
神明社

共和町二丁目

共和

共和駅西

JR共和駅西側
ロータリー

画像提供：Tokyo 2020

❸

共和町五丁目南

▼

日時

共和駅東

聖火出発予定時刻

聖火到着予定時刻

❹

共和町3丁目
交差点
五ツ屋公園

17：05 〜18：35

▼

4 / 6（火） 17：41 〜 18：07

東新町二丁目
共長小学校

場所

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

▼

一屋町二丁目ロータリー（出発地）⇒共和駅西側ロータリー（到着地）

愛三文化会館

注意事項

聖火リレーの実施に伴い、コース周辺の交通規制やふれあ
いバスの運休があります。沿道で応援する際は、新型コロナ
対策にご協力ください。注意事項に関する詳細は、市ウェブ ▲詳細はこちら
サイトをご覧ください。

鞍流瀬川公園
明成町二丁目

一ツ屋公園

問い合わせ 健康都市スポーツ推進課 ☎（45）6233
ライブストリーミングで聖火リレーを楽しもう！
出発地でのセレモニーや全区間のランナーの様
Live配信 子など、リアルタイムで聖火リレーを楽しめます。 ▲視聴はこちら
15
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50

対
象：16〜29歳で市内在住・在学・在勤の方
活 動 頻 度：5〜11月のうち月1〜2回（平日夜または（土）(日）の2時間程度）
※状況によってオンラインにて開催
申
込：メール(件名に「若者駅前プロジェクト」、本文に住所・氏名・電話番
号）または電話で直接
問い合わせ：子ども未来課 ☎（85）3320 死kodomo@city.obu.lg.jp

16：40 〜18：35
一屋町二丁目
ロータリー入口

一屋町二丁目
ロータリー

❷

中央防災倉庫

❶

2021.4
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̤̠̮̰̞̳͛́͂͘
新副市長就任のごあいさつ
副市長 山田祥文
全国障害者技能競技大会 銅賞
商工労政課 ☎（45）6227

3月の大府市議会定例会におきまして、岡村市長の推薦のもと、議員各位のご高配により選任の同意
を賜り、4月1日付をもちまして、大府市副市長に就任いたしました。
大変光栄であるとともに、その責務の重大さを痛感しており、身の引き締まる思いでございます。

徳岡遥さん（梶田町）は、11月13〜15日に県国際展
示場で開催された第40回全国障害者技能競技大会の
木工部門に出場し、銅賞を受賞しました。
徳岡さんは、市技能功労者表彰も受賞しました。

私は、昭和56年に愛知県庁に入庁して以来、平成30年まで愛知県内の都市基盤整備に従事し、平成7
年からの2年間、大府市への派遣職員として本市のまちづくりにご協力をさせていただきました。
大府市は、交通アクセスに恵まれた良好な住環境や充実した子育て支援策などにより、大変住みやす
いまちであり、多くの市民の皆さまにも評価をいただいております。一方で、駅周辺や道路整備などの
都市基盤整備の分野においては、市民の皆さまから一層の充実を求める声をいただいているところであ
り、大府市がさらに魅力的なまちへと発展するために、皆さまからの声を真伨に受け止め、市政に反映
してまいりたいと考えております。
もとより微力ではございますが、これまでの知識と経験を生かし、山内副市長とともに岡村市長を補
佐してまいります。そして、岡村市長の基本姿勢である「改善改革」を踏まえ、「日本一元気な健康都市
おおぶ」の実現に向け、全力を尽くしてまいります。

交通栄誉章緑十字銀章

市民の皆さまにおかれましては、ご指導、ご佃撻を賜りますよう心からお願い申し上げ、就任のごあ
いさつといたします。

危機管理課 ☎（45）6320
地域の交通安全活動に尽力した功績により、松本
精司さん（森岡町）が交通栄誉章緑十字銀章を受章し
ました。

県広報コンクール
4部門同時受賞
市ウェブサイトは、全国へ

統計調査功労者表彰
行政管理課 ☎（45）6271

▼ ▼ ▼

長年にわたり統計調査に従事した功労により、次の皆さんが統計調査功労者表彰を受賞しました（敬称略）。
経済産業大臣表彰 大森保子（若草町）、任勢幸子（若草町）、宮田節子（若草町）
農林水産大臣表彰 髙田智美（追分町）、水野實（北崎町）
県知事表彰

安藤知子（吉田町）

県広報コンクールで、市ウェブ
サイトが「特選」、広報紙・組み写真
が「入選」、一枚写真が「奨励賞」を
受賞しました。市ウェブサイトに
ついては、県代表として全国コン
クールに出場します。
今後も、市民の皆さんが「大府を
誇りに、大府をもっと好きに」なる
広報紙、欲しい情報が分かりやす
く手に入るウェブサイトを目指し、
SNSを含めた全ての広報媒体を通
じて市の魅力をお届けします。
企画広報課 ☎（45）6214
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公立保育園の一時的保育を無料で利用できる
家庭で子育て応援クーポンを交付します

自転車乗車用ヘルメットの購入費補助制度をご利用ください

大府市交通安全条例の一部改正に伴い、

▼
▼ ▼

毅SGマーク 毅JCFマーク 毅CEマーク 毅GSマーク 毅CPSCマーク
毅上記に類する認証を受けたマーク
補助額 購入額の2分の1で上限2000円
申込 ヘルメットの購入日から起算して30日以内に申請書に必要書類を添えて、直接申込先へ。
※ 1人1個まで補助が受けられます。申請書は、申込先または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。
・ 申込先 危機管理課 ☎（45）6320

▼

対象

4月1日（木）から自転車利用者の乗車用ヘル
毅購入日および申請日に市内に在住している方
メット着用を努力義務としています。
毅令和3年度中に7〜18歳または65歳以上である方
毅市税を滞納していない方
補助対象経費 4月1日（木）以降に次のいずれかの認証を受けた新品の自転車乗車用ヘルメットの購入費

家庭で子育てをしている保護者の育児疲れの解消などを図るため、公立保育園の一時的保育を無料で利
用できるお試しクーポンを交付します。
対象 次の全てに該当する対象児がいる保護者

毅1歳〜交付申請する年度に3歳の誕生日を迎える子ども
毅市内に住民票がある
毅保育所などに入所していない
交付枚数 対象児1人につき6回分
利用期限 子どもが3歳に到達後の最初の3月31日まで
申込 4月1日（木）から申請書に必要事項を記入し、子ども未来課に郵送または直接子ども未来課・各児童
▼ ▼ ▼

▼

自転車乗車用ヘルメットの着用を促進し、自転車事故によるけがを軽減するため、自転車乗車用ヘル
メットの購入費の一部を補助します。

（老人福祉）センター・健康増進課・子どもステーションへ。
※申請書は、子ども未来課・各児童（老人福祉）センター・健康増進課・子どもステーション・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。
子ども未来課 ☎（45）6229 〒474−8701住所不要

公民館等学習室「まなスポット」をご利用ください

▼

市民意識調査結果を公表します

▼

③市民向け不織布マスクのあっせん販売
行政サービスに対する満足度ベスト5（第6次大府市総合計画の目標値がある27項目中）
①水の安定供給（80.0％） ②消防・救急体制の充実（64.5％） ③子どもを産み育てやすい環境の整備（62.9％）
④幼児期の保育・教育の充実（62.8％） ⑤身近な地域で生活しやすいまちの形成（56.5％）
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▼ ▼

▼ ▼

※満足度は「満足」または「おおむね満足」と答えた人の割合。

調査対象 市内在住の18歳以上の方（3000人を無作為抽出）
回収数 1375人（回収率45.8％）
企画広報課 ☎（45）6214

毅養育費の取り決めについての公正証書などがあること
毅保証期間が1年間以上の養育費保証契約を締結していること
毅児童扶養手当を受給中またはこれと同程度の水準にあること
補助額
①公正証書作成などに要した費用で上限4万円
②初回分保証料と取り決めた養育費の月額のいずれか低い額で上限5万円
申込 4月1日（木）〜翌年3月31日（木）に申請書に必要事項を記入し、直接申込先へ。
※申請書は、申込先または市ウェブサイトに用意しています。
▼

全体で78.4％の方が評価すると回答した新型コロナ対策で特に評価された施策ベスト3
①1人10万円の特別定額給付金の早期給付 ②水道料金の基本料金（4カ月分）の免除

対象 申請時点で市内に在住し、養育費の対象となる子どもを養育しているひとり親家庭の父または母
で次の要件に該当する方
①毅4月1日（木）以降に作成した養育費の取り決めについての公正証書などがあること
②毅4月1日（木）以降に契約期間1年以上の養育費保証契約を締結すること

▼

▼

今後の市政運営に活用するため、市民の皆さんの行政サービスへの満足度・重要度、取り組まれている
活動、地域社会との関わりなどについて調査し、令和2年度市民意識調査報告書として結果をまとめまし
た。報告書は、市ウェブサイトと企画広報課で閲覧することができます。

調査期間 令和2年8〜9月
調査方法 郵送配布・回収

養育費の取り決め内容を公的書類として残すための費用（公正証書作成費）や養育費の支払いが滞った場
合に保証が受けられる保証契約（養育費保証契約）に係る費用を市が補助します。
補助対象経費
①公証証書作成費用・家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代・戸籍謄本等添付書類取得
費用・連絡用の郵便切手代
②養育費保証契約に要する初回分保証料
▼

▼ ▼

公民館といきいきプラザでは、図書室などを学習室「まなスポット」として開放します。平日だけでなく、
夏休みなどの長期休暇や休日の学習室としてもご利用ください。
利用時間 9：00〜22：00（休館日を除く）
場所 公民館・いきいきプラザ
協働推進課 ☎（45）6215

養育費の不払いを防ぎ、確保するための支援制度をご利用ください

・ 申込先

子ども未来課 ☎（45）6229

2021.4
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募集・その他

子ども・子育て応援都市
子どもの情報はこちら！

大府市ママフレ

3月号
毅表紙「東山小学校付近にある菜の花」は、家にこもり
がちなので季節を感じる景色に和みました。（40代）
毅「私のWork Style」は、近所に整体院があるのを知っ
て行ってみたいと思っていたので、どのような方がさ
れているのか情報を得られて良かったです。（30代）
毅特集「65歳以上の方の新型コロナワクチン接種のご
案内」は、気になっていたワクチン接種について分か
りやすく特集してありました。（60代）
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▼ ▼

不登校・ひきこもりに悩む
家族のためのふぁみり〜Cafe

問 /福祉総合相談室 ☎（45）6219

新型コロナ対策のため、令和3年度の狂犬病予防
集合注射を中止します。狂犬病予防法では、飼い主
は愛犬に毎年1回狂犬病予防注射を接種させること
が義務付けられています。かかりつけの動物病院な
どで接種してください。
問 /環境課 ☎（45）6223

▼
▼ ▼
▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

☎（47）5354 死entry@obu-t.com

問・申込先 /スポーツ協会 ☎（47）0240

4月の納税
固定資産税・都市計画税
全期分・第1期分

納期限 4 /30（金）

▼ ▼ ▼ ▼

日時 5 /18（火） 8：00
場所 知多カントリー倶楽部
（武豊町富貴久原）
対象 市内在住・在勤・在学の方
種目 ダブルペリア方式
定員 40人（先着順）
料金 1人3000円
（プレー代などは実費・当日集金）
申込 4/2
（金）
〜5/9
（日）
に直接申込先へ。
※詳細は、スポーツ協会ゴルフ部長 黒
川（☎（46）6048）またはスポーツ協
会ウェブサイトをご覧ください。

日時
場所
対象
種目

5 /10（月） 9：00
メディアス体育館おおぶ
市内在住・在勤・在学の方
団体戦＝混合3人ダブルス
（チーム編成は当日抽選）
料金 1人750円（当日集金）
申込 4/2（金）〜23（金）に直接申込先へ。
※詳細は、17：00以降にスポーツ協会卓
球部長 千賀（☎（46）3484）またはス
ポーツ協会ウェブサイトをご覧ください。
▼ ▼

問 /歴史民俗資料館 ☎（48）1809

会長杯 ゴルフ大会
▼ ▼

4 /18（日） 13：30〜14：00
歴史民俗資料館
40人
無料

問 /高齢障がい支援課 ☎（45）6289

狂犬病予防集合注射を中止します

問・申込先/スポーツ協会テニス部長 小野崎

卓球春季ラージボール大会

▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼

日時
場所
定員
料金

4 /8（木） 13：30〜15：30
スピカ
認知症の人を介護している家族
100円

犬を飼っている皆さんへ

日時 5/2（日） 8：30（予備日：5/9（日））
場所 市営テニスコート
対象 高校生以上の男性
種目 シングルス=トーナメント戦
料金 1500円（当日集金）
申込 4 /2（金）〜19（月）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

☎090（3308）1450 ℻（48）5944

ミニ勉強会「焦らないで見守ろう」と家
族交流会を行います。
日時 4 /18（日） 10：00〜12：00
場所 ミューいしがせ
対象 不登校・ひきこもりの方を支え
る家族
定員 10人
料金 無料

日時
場所
対象
料金

テニス選手権大会

問・申込先/スポーツ協会ソフトテニス部長 後藤

歴史民俗資料館ロビーコンサート
睡蓮&Dolce

問 /歴史民俗資料館 ☎（48）1809

認知症介護家族交流会

日時 5 /8（土） 9：00
（予備日：5 /15（土））
場所 市営テニスコート
対象 市内在住・在勤・在学の高校生
以上の方
種目 ダブルス=男女別・壮年ミックス
料金 1人1000円
（高校生1人300円・当日集金）
申込 4/2
（金）
〜30
（金）
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 /横根公民館 ☎（46）7722

℻（47）9996 死kankyo@city.obu.lg.jp

日時 4 /18（日） 13：00〜13：30
場所 歴史民俗資料館
料金 無料

▼ ▼
▼

℻（47）9996 死kankyo@city.obu.lg.jp

日時 5 /1〜6 /19の（土）
10：00〜11：15（全5回）
場所 横根公民館
対象 市内在住・在勤・在学の中学卒
業〜39歳の方
定員 10人（先着順）
料金 1000円
（学生証提示で無料・初回集金）
申込 4/2（金）から電話または直接申込
先へ。
※1人で3人分まで、2人目以降は市外の
方も申込可。
▼ ▼

▼ ▼ ▼

問・申込先 /環境課 ☎（45）6223

おおぶ民話の紙芝居
『藤井宮大明神の御酒瓶子』

フレ☆ガク
Kayoの代謝アップヨガ

問・申込先 /環境課 ☎（45）6223

問 /歴史民俗資料館 ☎（48）1809

問・申込先 /長草公民館 ☎（48）5444

▼ ▼

日時 4 /24（土） ①10：00〜11：00
②13：30〜14：30
場所 あいち健康の森薬草園
対象 市内在住・在勤・在学の方
（小学生以下は保護者同伴）
定員 各10人（先着順）
料金 無料
申込 4 /2（金）〜16（金）にFAX・メール
（件名に講座名、本文に住所・参加者
全員の氏名・年齢・連絡先を明記）また
は直接申込先へ。

日時 4 /3（土）〜5 /9（日）
9：00〜18：00
場所 歴史民俗資料館
料金 無料

▼ ▼ ▼ ▼

▼

緑のカーテン講座

ミニ企画展 五月人形
日時 5 /6（木）
・20（木）
・6 /3（木）
10：00〜11：00（全3回）
場所 長草公民館
対象 市内在住・在勤の60歳以上の方
定員 20人（先着順）
料金 無料
申込 4 /2（金）から直接申込先へ。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

問・申込先 /長草公民館 ☎（48）5444

会長杯 ソフトテニス大会

▼

▼

高齢者のための簡単ヨガ講座

▼ ▼ ▼

問 /歴史民俗資料館 ☎（48）1809

日時 5 /9（日） 9：30〜11：30
場所 大倉公園
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 4 / 2（金）〜16（金）にFAX・メール
（件名に講座名、本文に住所・参加者
全員の氏名・年齢・連絡先を明記）また
は直接申込先へ。

▼ ▼ ▼ ▼

問 /商工労政課 ☎（45）6227

日時 4 /17（土）〜5 /23（日）
9：00〜18：00
場所 歴史民俗資料館
料金 無料

いきもの観察会
春のいきものをさがそう

▼ ▼ ▼

▼

新型コロナ対策のため、4/24（土）・25（日）
開催予定の大倉公園つつじまつりを中止
します。

▼ ▼

▼ ▼

日時 5 /10（月）
・24（月）
・31（月）
19：00〜21：00（全3回）
場所 長草公民館
対象 市内在住・在勤・在学の中学校
卒業〜39歳の方
定員 12人（先着順）
料金 990円
（学生証提示で無料・申込時集金）
申込 4 /2（金）から直接申込先へ。

企画展
民具から学ぶことわざ展
▼

大倉公園つつじまつり
中止のお知らせ

フレ☆ガク 健康足つぼ講座

問・申込先 /スポーツ協会 ☎（47）0240

大府の魅力を
たっぷりお届け！
観光情報はこちら！

▼ ▼

講座・講習

▼ ▼

大会・催し

大府市観光協会

4月 公共資源ステーション
▶北山公民館 駐車場
12日・26日（月）

▶ドミー大府店 店舗北側

9：00〜18：30

▶メディアス体育館おおぶ 建物北側

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、コンビニや
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。

13日・27日（火）

問 /税務課 ☎（45）6263

21日・28日（水）

問 /環境課 ☎（45）6223

9：00〜18：30

毎週（水）

10：00〜21：00

▶吉田公民館 駐輪場
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）

4日・18日（日）

9：00〜18：30

▶保健センター 駐車場

※開催日が通常と異なります。

9：00〜18：30

9：00〜21：00

▶アピタ大府店 南側駐車場
毎週（月）

9：00〜21：00
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コラビア車座集会
免疫力を高めて命を守る

神田公民館 ☎（46）2620

5 / 17（月） 9：30

5 / 17（月）〜翌年2 / 21（月）
（全8回）

100人

北山公民館 ☎（48）6015

5 / 19（水） 9：30

5 / 19（水）〜翌年2 / 16（水）
（全9回）

80人

東山公民館 ☎（47）1498

5 / 20（木） 9：30

5 / 20（木）〜翌年2 / 17（木）
（全9回）

70人

共長公民館 ☎（46）4931

5 / 21（金） 9：30

5 / 21（金）〜翌年2 / 18（金）
（全9回）

100人

長草公民館 ☎（48）5444

5 / 27（木） 10：00

5 / 27（木）〜翌年2 / 17（木）
（全8回）

70人

吉田公民館 ☎（46）2123

5 / 19（水） 9：30

5 / 19（水）〜翌年2 / 9（水）
（全8回）

100人

森岡公民館 ☎（46）0435

5 / 20（木） 9：30

5 / 20（木）〜翌年2 / 22（火）
（全9回）

75人

子ども体育教室

神田児童老人福祉センター
☎（48）8822
北山児童センター
☎（48）2771
東山児童老人福祉センター
☎（44）8899
共和西児童老人福祉センター
☎（48）1200
共長児童センター
☎（48）4121
吉田児童老人福祉センター
☎（46）5220
石ケ瀬児童老人福祉センター
☎（44）4678

教室名
ラビット
チーター
アトム
ポパイ
ユニコ
チャッピー
グリ
グラ
トム
ジェリー
じゃんけんぽん
いちにのさん
ミニー
ミッキー
マリオ
ルイジ

対象（市内在住の方）
小学1年生
小学2・3年生
小学1年生
小学2・3年生
小学1年生
小学2・3年生
小学1年生
小学2・3年生
小学1年生
小学2・3年生
小学1年生
小学2・3年生
小学1年生
小学2・3年生
小学1年生
小学2・3年生

活動日
毎週（木）
毎週（金）
毎週（火）
毎週（木）
毎週（木）
毎週（月）
毎週（水）
毎週（金）
毎週（火）
毎週（金）
毎週（火）
毎週（木）
毎週（金）
毎週（火）
毎週（火）
毎週（金）

活動時間

▲

▲

▲

Obu
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日本の城・現存十二天守と
東海三県の名城
日時 4 /29（木） 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 10人（先着順）
料金 330円（当日集金）
申込 4 / 2（金）から電話または直接申
込先へ。
問・申込先 /横根公民館 ☎（46）7722

16：00〜17：00
16：15〜17：00
16：00〜17：00
16：00〜17：00
16：15〜17：00
16：00〜17：00
16：15〜17：00
16：00〜17：00
16：00〜17：00
16：00〜17：00

健康長寿塾ボランティア養成講座
高齢者の健康やコグニサイズなどにつ
いて学びます。
日時 5 /7（金）
・21（金）
13：30〜15：00
場所 長草公民館
定員 各20人（先着順）
料金 無料
申込 4 / 2（金）から電話・FAX・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。
※講座日程とは別で、健康長寿塾を一度
体験してもらいます。
問・申込先 /健康増進課 ☎（47）8000
℻（48）6667 死hkn-c@city.obu.lg.jp

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼

レディースカレッジ①
いつまでも輝くための生き方を学ぼう
日時 4 /23（金）〜9 /24（金）
10：00〜12：00（全11回）
対象 女性
定員 15人（先着順）
料金 無料

日時 4 /25（日） ①13：00〜13：45
②14：15〜15：00
場所 アローブ
対象 5〜10歳の子どもとその保護者
定員 各5組（抽選）
料金 1人100円（当日集金）
申込 4/2（金）〜14（水）に直接申込先へ。
※1家族につき3人まで申込可。
問・申込先/アローブ図書館 ☎（48）1808

親子エコエコ探検隊

子どものこころと身体に寄り添う
子育てを学ぼう
日時 4 /15〜5 /20の（木）
10：00〜12：00（全4回）
対象 一般（就学前児の同伴可）
定員 10人（先着順）
料金 無料

16：00〜17：00

活動期間 5月〜翌年3月（夏・冬・春休み期間を除く） 定員 各20人
申込 4 / 10（土）から直接各申込先へ。
※定員を超えた場合の選考方法（先着順・抽選など）はセンターにより異なります。
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問・申込先/歴史民俗資料館 ☎（48）1809

▼

☎（46）1090

5 /15（土） 13：30〜15：00
大倉公園休憩棟
20人（先着順）
無料
4 /2（金）から直接申込先へ。

母の日のプレゼント
お花とハーブのリースを作ろう
日時
対象
定員
料金

5 /8（土） 10：00〜12：00
小学生とその保護者
8組（先着順）
500円（申込時集金）

日時 5 /22〜12 /4の（土）
9：00〜11：30（全4回）
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 10組（先着順）
料金 無料（教材費別途）
申込 4 / 2（金）からFAX・メール（件名
に講座名、本文に住所・参加者全員の
氏名・学年・連絡先を明記）または直接
申込先へ。
問・申込先 /吉田公民館 ☎（46）2123

問・申込先/ミューいしがせ ☎（48）0588

▼ ▼ ▼ ▼

場所・申込先
大府児童老人福祉センター

日時
場所
定員
料金
申込

子育て支援講座
親子でおりがみ教室
▼

75人

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

5 / 18（火）〜翌年2 / 15（火）
（全9回）

日時 4 /23（金）〜9 /18（土）
10：00〜12：00（全11回）
対象 男性
定員 15人（先着順）
料金 無料

▼

5 / 18（火） 10：00

▼

横根公民館 ☎（46）7722

登録有形文化財活用講座
大正ロマンから昭和モダンの建築

▼ ▼ ▼

定員
80人

5 /15（土） 10：30〜12：00
アローブ
15人（先着順）
500円（申込時集金）
4 /2（金）から直接申込先へ。

問・申込先 /アローブ ☎（48）5155

▼

開催期間・回数
5 / 11（火）〜翌年2 / 8（火）
（全9回）

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

初回開催日時
5 / 11（火） 9：30

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

場所・申込先
大府公民館 ☎（48）1007

日時
場所
定員
料金
申込

メンズカレッジ①
これからの男の生き方を学ぼう

▼ ▼ ▼

問・申込先 /コラビア ☎（44）8500

場所 ミューいしがせ
申込 4 / 2（金）から電話または直接申
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。

▼

▲ ▲ ▲

市内在住の 60 歳以上の方を対象に全公民館で開催する通年講座です。健康体操・音楽・お笑いなどを学びます。
対象 市内在住・在勤・在学の60歳以上の方
料金 無料
申込 4 / 2（金）〜16（金）に直接各申込先へ。

日時 4 /25（日） 10：00〜12：00
場所 コラビア
定員 20人（先着順）
料金 無料
申込 4 / 2（金）から電話または直接申
込先へ。

▼ ▼ ▼

問 / 協働推進課 ☎（45）6215

オリーブオイルについて学ぶ
オリーブ教室

ミューいしがせ講座

▼ ▼ ▼ ▼

寿大学

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

講座・講習

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

大会・催し

放課後クラブ指導員
学校給食調理員 大募

集

市公式 LINE で
地域の情報発信中！

友だち
大募集

子どもたちに関わる楽しいお仕事♡
条件によってはボーナスあり！

学校教育課

☎（46）3331
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代表者

富士

50

大府小学校

大府大東

50

大東小学校

第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00〜12：00 阿知波修 ☎090（5115）8415
第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00〜12：00 深田綾市 ☎090（1821）6968

神田

40

神田小学校

第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00〜12：00 浜島悦雄 ☎（47）8636

北山

60

北山小学校

第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00〜12：00 平松基彦 ☎090（6081）9866

東山

40

東山小学校

第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00〜12：00 鄭憲文

共和

60

くすの木野球部

60

石ケ瀬野球部

50

吉田小学校

若草

60

共長小学校

50

石ケ瀬小学校

くすの木
バドミントン部

30

吉田小学校

40

大府JVC

50

第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00〜12：00 早川高光 ☎（47）2996

問 /農政課 ☎（45）6225

石ケ瀬小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：30〜12：00 山田悦生 ☎090（3953）3756

大府サッカー

石ケ瀬
バドミントン部

☎090（3456）5309

共和西小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 8：00〜12：00 岡本邦彦 ☎（48）1269

応募資格
毅健耕サポーター 無償ボランティアと
して農家の作業を手伝える方（中・高
校生は保護者の同意が必要）
毅受入農家 市内農家で健耕サポーター
の受入が可能な農家
申込 申請書に必要事項を記入の上、
直接申込先へ。
※募集要領および申請書は、申込先また
は市ウェブサイトに用意しています。

第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 9：00〜12：00 宮岡秀治 ☎090（1017）1132
毎週（土）

大府小学校

問・申込先/高齢障がい支援課 ☎（45）6289

13：00〜17：00 深谷龍正 ☎（46）0539

緑花推進応援プロジェクトの
事業提案を募集します

第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 9：00〜12：00 早川高光 ☎（47）2996

石ケ瀬小学校 第2・4（土）、第1・2・4・5（日） 9：00〜12：00 永井与志夫☎090（1748）1296
毎週（土） ※（日）は随時

9：00〜12：00 後藤修

☎090（9172）7625

▲

▲

市内の緑花推進を図ることができる事
業の提案を募集します。緑化推進委員会
の審査を受け、適当と認められた場合、
提案内容・事業費に応じて市から交付金
を受けることができます。
対象
毅市内の緑花推進を図ることができる事業
毅市民の満足度が高まり、具体的な効果
または成果が期待できる事業
応募資格 市内に事務所または活動拠
点を有し、営利を目的としない市民活
動を行う団体（他にも応募要件あり）
申込 4 / 28（水）までに申請書に必要事
項を記入の上、郵送・FAX・メールま
たは直接申込先へ。
審査基準 公益性・有益性・協働性・
実現性の視点で審査します。
※申請書は、申込先または市ウェブサイ
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。

▲
▲ ▲

対象 市内在住で小学校に就学している児童（私立小学校に就
学している児童は、市が定める春・夏・冬休み期間のみ受け入
れ可）
実施場所 表の通り
入所期間 7・8月〜翌年3 / 31（木）
（（日）・（祝）・年末年始は休み）
※夏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）、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）を除く）
※20：00まで預かりをする延長預かりサービスあり。
料金 1カ月5000円（7・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）
入所基準 保護者が8：30〜19：00に毎月12日以上の日数（（日）
を除く）を各日とも4時間以上勤務しており、下校後に児童の育
成にあたる者がいない場合
申込 次のいずれかで仮申込をした後、本申込をしてください。
本申込については、仮申込時にご案内します。
※新型コロナ対策のため、1家族1人でお越しください。
毅受付期間中に放課後クラブに入所している児童がいる方
入所している放課後クラブ 4 / 12（月）〜16（金） 16：00〜18：30

▲
▲
▲
▲
25
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毅上記以外の方
学校教育課 4 / 12（月）〜16（金） 開庁時間
※入所基準などの詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。仮申
込書類は、各受付場所または市ウェブサイトに用意しています。

おおぶ一生元気ポイント
健康づくりグループ登録募集
仲間とウォーキングなどを行う「健康
づくりグループ」として登録し、活動を
行うとおおぶ一生元気ポイントがたまり
ます。
対象 市内在住・在勤・在学の方
申込 4/1（木）〜翌年2/25（金）に届出書
に必要事項を記入の上、直接申込先へ。
※届出書は、申込先または市ウェブサイ
トに用意しています。
問・申込先 /健康増進課 ☎（47）8000

▼

問 / 学校教育課 ☎（46）3331

▼

夏休みを含む7・8月からの放課後クラブ入所者募集

▼

▼

対象 令和3年度小学1〜6年生（少年団によって学区の指定があります）
申込 電話で各代表者へ。
※詳細は、健康都市スポーツ推進課およびメディアス体育館おおぶに用意している募集要項をご覧ください。

認知症カフェや認知症の人の当事者交
流会などで特技を生かして、認知症の人
を支援するボランティアを募集します。
活動内容 認知症の人の見守り・外出
支援・当事者交流会でのグランドゴル
フなどの指導など（ボランティア登録
後、支援ニーズに応じて市から活動を
依頼します）
申込 登録用紙に必要事項を記入し、
直接申込先へ。
※登録用紙は、申込先または市ウェブサ
イトに用意しています。
▼

活動時間

もり

おおぶの杜育み隊
新規メンバー募集

小学校区

放課後クラブ名

電話

問・申込先 /水緑公園課 ☎（45）6236

大 府

大府放課後クラブ

☎(44)1145

〒474―8701住所不要 ℻（47）3347

アローブ主催イベントの企画・チケッ
トもぎり・会場案内を行う市民ボラン
ティアを募集します。
対象 高校生以上
料金 無料（ボランティア保険加入希
望者のみ200円を集金）
申込 4 /2（金）から直接申込先へ。

死mizumidori@city.obu.lg.jp

問・申込先 /アローブ ☎（48）5155

本申込期間（5 /7（金）〜13（木））を過ぎると9月以降の入所に
なります。現在就職活動中の方や入所検討中の方も仮申込可。
キャンセル可能ですので、まずは仮申込にお越しください。

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、ホーメックス㈱が実施します。

大学教授などから健康づくりの基礎的
な知識や技術を学びます。
日にち 6/1〜7/13の(火)（全7回）
場所 保健センターなど
対象 市内在住の方
定員 20人（先着順）
料金 無料
申込 4/1（木）〜5/20（木）に電話・FAX・
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。
※この講座は、健康づくり推進員・健康
づくり食育推進員の養成講座です。修
了後、希望者はいずれかの推進員に登
録し、ボランティア活動を行うことが
できます。詳細は、市ウェブサイトを
ご覧ください。
問・申込先 /健康増進課 ☎（47）8000
℻（48）6667 死hkn-c@city.obu.lg.jp

おおぶ防犯ボランティア養成講座
防犯活動の基礎・防犯診断の方法・防
犯パトロールの方法などを学びます。
日時 5/18（火）
・6/3（木）
・15（火）
・29（火）
14：00〜16：00
（全4回・初回のみ15：00〜17：00）
場所 市役所など
対象 市内在住の方
定員 30人（先着順）
料金 無料
申込 4 / 2（金）〜16（金）に電話・FAX・
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。
※講座を修了された方に修了証・修了認
定ピンバッジを交付します。
▼

バレーボール

活動日

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

バドミントン

活動場所

おおぶ健康ボランティア養成講座

▼ ▼

サッカー

募集人数

▼

軟式野球

少年団名

▼

▼

問 / 健康都市スポーツ推進課 ☎（45）6233
種目

認知症に関するボランティア
「おおぶオレンジサポーター」募集

けんこう

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

農家の農作業を手伝う
健耕サポーター・受入農家募集

スポーツ少年団に入団しよう 団員募集

▼ ▼

講座・講習

▼

大会・催し

問・申込先 /危機管理課 ☎（45）6320
℻（47）7320 死kikikanri@city.obu.lg.jp

2年ぶりに開催されている春の甲子園。感染防止のためブラスバンドの演奏は禁
止されていますが、各校が事前に録音した応援歌を球場内のスピーカーで流してい
ます。まさにウィズコロナと思いましたが、甲子園を目標としているのは野球部だ
けではありません。アルプス席から選手たちを思いっきり応援できる日が早く来て
ほしいですね。（太）

大府の旬を
お届けします！
大府市

Facebook
と検索
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高齢者の安全運転支援装置の
設置費助成制度をご利用ください

楽しい木工作り

10/13（水）〜11/26（金） 13：30〜16：00（全5回）

大府中学校

8人

4000円

ふるさとガイドと歴史を巡る
まるっと大府再発見

7/31（土）〜11月 10：00〜12：00（全5回）

横根公民館など

10人

1000円

③ アクティブシニア体験講座

7/3（土）〜11月 13：30〜15：00（全9回）

横根公民館

10人

1000円〜

④ イキイキおやじフィットネス

10/19〜11/9の（火） 13：30〜14：30（全4回）

神田公民館

12人

1000円

輝け！ おやじコーラス

11/16〜12/14の（火） 13：30〜15：00（全4回）

神田公民館

12人

2000〜3000円

⑥

パンづくり

7/27〜11/16の（火） 9：30〜12：00（全5回）

北山公民館

8人

4000円

北山公民館

15人

1000円

⑧

6/3〜7/29の（木） 10：00〜11：30（全5回）

東山公民館

10人

1000円

⑨

呼吸法とエクササイズ

10/8〜12/3の（金） 9：30〜11：00（全5回）

共長公民館

10人

1000円

大府シティ健康マラソンに
⑩
参加してみよう

▼

6〜10月の第3（土） 10：00〜11：30（全5回）

簡単な英会話と
多文化共生を学ぼう

⑦ 歴史探訪 日本の城を学ぶ

長草公民館など

10人

1000円

ボディメンテナンス

6/17〜7/15の（木） 17：00〜18：30（全5回）

吉田公民館

8人

2100円

⑫

ペーパークラフト

7/6〜8/10の（火） 13：30〜16：00（全6回）

吉田公民館

8人

2000円

森岡公民館

10人

1500円

森岡公民館など

10人

1000円〜

あいち健康の森薬草園

10人

1300円

▼

6/5〜11/6の（土） 9：00〜11：00（全5回）

⑪

⑬

大人の科学

⑭

イケてるCafeマスターに
なろう3

7〜10月の（土）または（日） 10：00〜12：00
（最終回のみ10：00〜15：00・全7回）
5/28（金） 10：00〜12：00
（2回目以降は未定・全3回）

⑮

薬草園を楽しもう

・20（水） 10：00〜12：00（全2回）
10/13（水）

▲ ▲

対象 市内在住・在勤の55歳以上の男性（令和3年4月1日現在・⑧は中学校程度の英語が理解できる方）
申込 4 / 2（金）〜16（金）にFAX・メール（本文に氏名・フリガナ・住所・生年月日・年齢・連絡先・コース番号・コース名・入校式
の出欠を明記）または直接申込先・各公民館へ。
※料金は入校式で集めます。受講案内や申込書は、申込先・各公民館・市ウェブサイトに用意しています。

▼

あいち健康プラザの健康づくり
施設利用料を半額補助します
対象 市内在住の40〜64歳（申込時
点）の方
補助対象経費 4 / 13（火）〜翌年3 / 31
（木）に利用した健康度評価簡易コース
（1回分）
・アスレチックルーム（3回分）
の利用料
補助金額 利用料の半額
定員 200人（先着順）
申込 4 / 13（火）〜翌年1 / 31（月）に申込
先へ。
※利用前に申込が必要。

①8020表彰・②9020表彰
対象者募集
対象 過去に表彰されていない方で次
のいずれかに該当する方
①昭和17年3月31日以前に生まれた方
で自身の歯を20本以上保っている方
②昭和7年3月31日以前に生まれた方で
自身の歯を20本以上保っている方
申込 4 / 1（木）〜5 / 31（月）に各歯科診
療所へ。
※申請ができない歯科診療所もあります。
詳細は、市ウェブサイトをご覧くださ
い。市外の歯科診療所で申請する方
は、健康増進課へご連絡ください。

問・申込先 /健康増進課 ☎（47）8000

問・申込先 /危機管理課 ☎（45）6320

問 /健康増進課 ☎（47）8000

防災士の資格取得費を補助します
慰霊巡拝参加者募集

地域で防災啓発・訓練の指導的な立場
として活躍する防災士の資格取得費を助
成しています。
対象 次の全てに該当する方
毅市内在住・在勤・在学の方
毅市税を滞納していない方
助成金額 上限1万6500円
申込 防災士資格の取得後1年以内に
申請書に必要書類を添えて、直接申込
先へ。
※申請書は、申込先または市ウェブサイ
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。

参加資格 慰霊巡拝を行う戦域におけ
る戦没者の遺族
予定時期 8月下旬〜翌年3月中旬
予定地域 カザフスタン共和国・イン
ドネシア・中国東北地方・ミャンマー・
フィリピン・硫黄島など
申込 直接申込先へ。
※派遣地域により、予定時期・必要書類・
提出期限・参加資格・参加費などが異
なります。詳細は、市ウェブサイトを
ご覧ください。

問・申込先 /危機管理課 ☎（45）6320

問・申込先 /地域福祉課 ☎（45）6228

▼ ▼

広告

問・申込先 /コラビア ☎（44）8500

問 /シルバー人材センター ☎（48）1806

▼

⑤

▼ ▼ ▼ ▼

①
②

▼

-

▼

料金

-

▼

定員（先着順）

市役所

▼ ▼

場所

5/22（土） 13：00〜14：30

テーマ「SDGsを知っちゃおう」に沿っ
た内容で新型コロナ対策に考慮した講
座・工作体験などを企画し、イベント期
間中に企画運営者として参加できる団
体・個人を募集します。
期間 7 /20（火）〜8 /1（日）
場所 コラビア
定員 20組（先着順）
申込 4/10（土）〜30（金）に直接申込先へ。

▼

日時

入校式

公園などの除草・事業所などの清掃・
簡単な大工仕事などを行うシルバー人材
センター会員を募集します。
対象 市内在住で原則60歳以上の健
康で働く意欲のある方
年度会費 2000円
申込 4〜9月の第1（水）
（5月のみ第1（木））
9：30〜12：00にミューいしがせで行
う説明会に参加してください。
※詳細は、シルバー人材センターウェブ
サイトをご覧ください。

▼

コース名

-

▼

№

アクセルとブレーキの踏み間違いによ
る事故を抑止するため、65歳以上の方
の安全運転支援装置（以下「装置」という）
の購入・設置に係る費用の一部を補助し
ます。
主な条件
毅装置の設置日および申請日に市内に在
住していること
毅昭和32年4月1日以前に生まれた方で
あること
毅車検証の使用者と同一であること
毅都道府県公安委員会が交付する有効な
運転免許証を保有していること
毅自動車税・市税を滞納していないこと
補助対象経費 4 / 1（木）以降に後付け
装置取扱事業者で国土交通省の性能
認定を受けた装置の購入および設置
をする際に係る費用
補助額 補助対象経費の8割で、障害
物検知機能付きは上限3万2千円、障
害物検知機能なしは上限1万6千円
申込 装置の設置日から30日以内に
申請書に必要書類を添えて、直接申込
先へ（翌年2/2（水）〜3/4（金）に設置する
方は、翌年3 /4（金）までに申請）。
※1人1回まで補助が受けられます。自
動車の故障箇所の修理・補修・改良な
どは補助対象外。申請書は、申込先ま
たは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
℻（48）6095 死kitayama-ko@city.obu.lg.jp

エンジョイ コラビア2021
企画運営者募集

シルバー人材センター会員募集

▼ ▼

大人の学び舎 目指せ、おやじの地域デビュー

▼ ▼ ▼

講座・講習

▼

大会・催し

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。
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戦没者などの遺族に対する
特別弔慰金の請求はお済みですか

5 / 11〜9 / 14の（火） 9：30〜11：00（全8回）

15人

3400円

共長公民館
☎（46）4931

編物・かぎ針で
基礎編みをしよう

5 / 12〜6 / 16の（水） 13：00〜15：00（全6回）

10人

1900円

東山公民館
☎（47）1498

900円

共長公民館
☎（46）4931

理想を叶える時間と
お金の使い方

5 / 12（水）・6 / 9（水）・7 / 14（水） 10：00〜11：30（全3回）

バランスボール

5 / 14〜7 / 30の（金） 13：45〜14：45（全6回）

10人

3900円

吉田公民館
☎（46）2123

ベーシックヨガ

5 / 14〜9 / 17の（金） 13：30〜15：00（全10回）

16人

3000円

大府公民館
☎（48）1007

7人

大府公民館
3600円
☎（48）1007

10人

北山公民館
1500円
☎（48）6015

タイ式ヨガ講座
はじめましょうフラダンス

5 / 17〜9 / 20の（月） 13：00〜14：30（全10回）
5 / 18〜7 / 13の（火） 10：00〜11：00（全5回）

10人

初めてのオカリナ

5 / 19〜9 / 29の（水） 10：30〜12：00（全10回）

10人

長草公民館
3200円
☎（48）5444

リラックスヨガ

5 / 19〜9 / 29の（水） 10：00〜11：15（全10回）

10人

3000円

長草公民館
☎（48）5444

太極拳で健康を目指そう

5 / 20〜9 / 2の（木） 13：30〜15：00（全8回）

20人

2500円

森岡公民館
☎（46）0435

▲ ▲ ▲

対象 市内在住・在勤・在学の方
料金 表の通り（初回集金）
申込 4 / 2（金）〜16（金）に直接各申込先へ。
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。受講者が少ないときは開講しない場合があります。

広告

問 /アローブ ☎（48）5155

屋上緑化

問・申込先 /地域福祉課 ☎（45）6228

壁面緑化

人生の節目に記念樹を
2本プレゼント

生垣緑化

対象となる記念 住宅の新築・購入、
子・孫の誕生・入園・入学・卒業・成人、
結婚、賀寿、金婚・銀婚
樹種
毅高木 クロガネモチ・イロハモミジ・
カリン・キンモクセイ・コブシ・ナツ
ツバキ・ハナミズキ・ハナモモ・モク
レン・ヤマモモ
毅低木 クチナシ・キリシマツツジ・キ
ンカン・コムラサキシキブ・ドウダン
ツツジ・トサミズキ・ハナズオウ・ヒ
ラドツツジ・ブルーベリー・マユミ
申請条件 1世帯につき年度内に1回
の申請とし、申請者が市民であり市内
に植栽する場合に限ります。
申込 記念日を迎える年度に申込書に
必要事項を記入の上、FAX・メールま
たは直接申込先へ。
配布時期 3〜9月の申込は11月
10〜2月の申込は3月
※申込書は、申込先または市ウェブサイ
トに用意しています。

空地緑化
駐車場緑化

ありがとうございました
毅ひとまちおうえん基金へ
協和工業㈱から 2万円、
スギホールディングス㈱から 10万円
毅子どもステーションへ
国際ソロプチミスト愛知ガーデニアから
大型絵本・絵本35冊、パペット1体
毅奨学基金へ
市佛教会から 30万円
毅市内全小中学校へ
㈱オネストから 手指消毒用アルコー
ル65個（8万5千円相当）
毅木の山第1ポケットパークへ
㈲興和建築設計事務所から 桜（ベニ
シダレ）1本、㈱共和モータースから
桜（ソメイヨシノ）1本、平下塗装㈱か
ら 桜（陽光）1本、㈱近藤建鉄工務店
から 桜（関山）1本
毅川池公園へ
大府さくらを愛でる会から
桜（舞姫）1本・桜（紅華）20本
毅市へ
㈱豊田自動織機から
RAV4 PHV 1台
毅保健センターへ
㈱テイシンから
防護服（アイソレーションガウン） １万着

▼

歌って 笑って 脳トレ

民有地の敷地または建築物において、
まとまった規模の緑化を行う経費の一部
を補助します。植栽のみでなく、植栽基
盤・灌水施設・園路などを整備する経費
の一部も対象となります。

補助金額 補助対象経費の2分の1
※上限500万円。交付金額が10万円以
下の場合は交付不可。

まちかど緑化推進事業補助
民有地の敷地でまちかど緑化（道路に
面した緑化）を行う経費の一部を補助し
ます。地震などによる災害防止のため、
緑化する場所の既存ブロック塀などを取
り壊す経費の一部も対象となります。
生垣緑化

問・申込先 /水緑公園課 ☎（45）6236
℻
（47）
3347 死mizumidori@city.obu.lg.jp

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 4/11（日）
・25（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

沿道緑化

毅沿道緑化
補助金額 補助対象経費の2分の1
※上限額10万円（生垣緑化との合計額）
毅生垣緑化
補助金額 補助対象経費の2分の1
※上限額10万円（沿道緑化との合計額）
毅ブロック塀の取り壊し
補助金額 補助対象経費の2分の1
※上限額6万円
▼

20人

緑の街並み推進事業補助

▼

5〜9月の第1・3（金） 9：30〜11：00（全10回）

神田公民館
3100円
☎（46）2620

▼

空港・ホテル・病院などの
旅先で使える英語

▼ ▼

東山公民館
☎（47）1498

▼

3000円

市民の皆さんが行う民有地の緑化の経
費の一部に対し、次の補助金を交付して
います。補助を受けるには事前相談の上、
着工前に申請してください。

▼

10人

▼

5 / 6〜7 / 15の（木） 10：00〜12：00（全10回）

アローブ学習室の利用方法が図書館
利用カードを利用した事前予約方式に変
わります。
運用開始日 4 /1（木）利用分から
利用区分 ①9：00〜13：00 ②13：30
〜17：30 ③18：00〜21：50
席数 30席
申込 利用日前日の7：00からアロー
ブウェブサイトで事前予約。
※同日1人1区分のみ予約可。詳細は、ア
ローブウェブサイトをご覧ください。

▼

前結び着付（基礎編）

場所・申込先

▼

日時

令和2年4月から受け付けている特別弔慰
金の申請期限は、令和5年3月31日までで
す。未請求の方は地域福祉課にご連絡くださ
い。前回（5年前）の特別弔慰金を請求した方
が亡くなっている場合でも対象に該当する別
の遺族の方が請求できる場合があります。
対象 次の要件を満たす方で先順位の
遺族1人
毅戦没者などの死亡当時の遺族（死亡当
時の胎児も含む）の方
毅令和2年4月1日現在、公務扶助料や遺
族年金などを受ける遺族がいない方
支給内容 額面25万円、5年償還の記
名国債
※受給順位は、戦没者などとの続柄や当
時の生計関係などの要件で入れ替わり
ます。

民有地緑化支援制度

▼

講座名

定員
料金
（先着順）

アローブ学習室の利用方法が
変わります

▼ ▼

市民講師企画講座

▼

講座・講習

▼ ▼

大会・催し

問 /水緑公園課 ☎（45）6236

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。
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インドカレー
ヒマラヤ 大府店 パラカスさんに 4 つの質問
Ｑ１．インドカレーヒマラヤ 大府店の自慢は？
現地のスパイスを使って、本場スタッフが作る本格インドカレーが大
好評です。誰もがハマるチーズナンは絶品です。
Ｑ２．お仕事へのこだわりは？
本場の味を堪能してほしいので、とことん手作りにこだわっていま
す。カレーはタマネギを8時間ほど煮て、自慢のスパイスと合わせて
作っています。ナンも店で手作りしています。

広報おおぶで
お店を PR
プレゼント提供事業者
募集中！ ！ ！

Ｑ３．自慢のメニューは何ですか？
今回のプレゼントの「ヒマラヤチキンカレーナンセット」が自慢の一品です。
一番人気で、カレーに生クリームをかけるとまろやかになります。

「私のWork Style」へ
の掲載と読者へのプレ
ゼントを提供できる事
業者を募集しています。
市ウェブサイトで応
募状況を公開していま
すので、詳細などを確
認の上、企画広報課（☎
（45）6214）まで電話で
申し込みしてください。

Ｑ４．最後にドドンとお店のPRを！
テークアウトもやっています。テークアウトの際は電話で連絡して
ください。インスタグラム「himaraya̲desu」でもメニューを紹介し
ています。
公式サイト
インドカレーヒマラヤ 大府店
本場スタッフが作るインドカレー専門店です。
住所／共和町3-18-14 ☎（48）8088 特徴／駐車場有、テークアウト有
営業／平日 11：00〜15：00・17：00〜22：00、（土）・（日）・（祝）11：00〜22：00
定休日／無休

今月の広報クイズ
公民館の図書室などの学習スペースの
愛称は何スポットでしょう。

今月の
プレゼント

インドカレーヒマラヤ 大府店

ヒマラヤチキンカレーナンセット
6名様

「○○スポット」
クイズ正解者の中か
ら、抽選でプレゼント
が当たります。
当選者には後日引換
券を発送します（商品の
発送はしません）。当選
者は引換券を店舗に持
参し、プレゼントと交
換してください。

4月号応募期限
4 / 15（木）
(消印有効）

◆アンケート
Q1
Q2
Q3
Q4

本場スタッフの手作
りチキンカレーナンで
す。日替わりスープ、
サラダ、ドリンクも付
いています。ぜひご来
店ください。

今月号で良かった内容や写真、役に立った内容、改善してほしい内容とその理由などをお書きください。
今後取り上げてほしい内容や、企画を教えてください。
市内で活躍している人、地域の特徴的な取り組みなどがあれば教えてください。
広報おおぶに関するご意見、ご感想をお書きください。

◆応募方法
①広報クイズの答え、②住所、③氏名（フリガナ）、④連絡先、⑤年齢、⑥性別、
⑦アンケートQ1〜Q4の回答を書いて、次の方法で応募してください。

【郵送での応募】
〒474-8701 住所不要 広報おおぶ「広報4月号」係
【市ウェブサイトでの応募】
右のQRコードから応募することができます。市ウェブサイトのトップ
ページの注目情報にも掲載しています。

QRコードからスマホで
応募することもできます

セレトナで季節の絵手紙を描いて贈ろう①

5 / 2（日） 9:30 〜 11:30

ιϪφψ

母の日をテーマに作品を仕上げます。親子や初心者でも楽しめる講座です。
定員 20人（先着順・予約制）

花壇に集まれ② セレトナ緑化大作戦

௪ɻ৶

5 / 9（日） 9:30 〜 11:30

花壇の作り方や手入れの仕方を学び、公園の清掃活動をします。
定員 20人（18歳以上・先着順・予約制）

セレトナの森の研究室② 昆虫おもしろ講座

5 / 16(日） 9:30 〜 11:30

春の虫たちについて楽しく学びます。
定員 20人（先着順・予約制）

二ツ池セレトナ
☎（44）4531
開館時間：9:00 〜 17:00

自然を語ろう② 真昼の大人のから騒ぎ

5 / 22（土） 14:00 〜 16:00

info@seletona.com
http:/ /www.seletona.com

夏のセレトナの自然の楽しみ方について語り合います。
定員 20人（18歳以上・先着順・予約制）

4月の休館日
5（月）
・12（月）
・19（月）
・26（月）

ツツジを挿し木で育てよう

5 / 23（日） 9:30 〜 11:30

市の緑化推進団体から挿し木の方法を学びます。
定員 15人（小学生以上・先着順・予約制）

予約
方法

4 / 2(金）

９:00 〜開催日の7日前まで

申込先 電話または直接、二ツ池セレトナへ。

ケツメイシのアイピローづくり

▶料金記載のないものは無料です。
小学生以下の方は保護者の方と参加してください。

5/13
（木） ①10:00〜11:30 ②13:30〜15:00

生薬のケツメイシ（決明子）で疲れた目をいやすアイピローを作ります（500円・4/12（月）より予約
開始・定員各10人・裁縫道具が必要です）。
所・問 あいち健康の森薬草園 ☎（43）0021

第２回 あいちウェルネスマルシェ

5/15
（土）・16
（日）

10:00〜16:00

有機野菜、花、雑貨、グルメ、体験教室など魅力あふれるお店が大集合。知多半島最大規模のマル
シェです（無料・予約不要・荒天時中止・検温、記名、マスク着用などの入場制限有り）。
所 あいち健康の森公園 中央エントランス・健康ロード
問 ウェルネスマルシェ実行委員会(担当：新堀さん） ☎090（5757）1293
き

健森自然観察会「虫・花・樹をさがそう」

5/23
（日）

10:00〜12:00

生きもの達の谷を散策し、園内の虫・花・木を観察し、学習します（無料・要予約・定員20人）。
所 あいち健康の森公園管理棟ロビー
問 あいち健康の森公園管理事務所 ☎（47）9222

ウェルネスバレー
推進室
☎（45）6255
https: / / city.obu.
aichi.jp / wv /
ウェルネスバレーと
は、あいち健康の森
とその周辺地区を指
す総称です。

認知症患者さんの在宅生活を支援しています
医療法人寿康会 大府病院 ☎（83）3161

地域連携・医療福祉課主任 榊原和浩

当院では、認知症患者さんの介護や、予防と改善のための治療的プログラムを行うデイケア「もりお
かの里」を併設しています。医師・看護師・作業療法士・介護福祉士・精神保健福祉士などが、回想法、
リアリティオリエンテーション、音楽療法、創作活動などのなじみのある活動や交流を通して、物忘
れの進行の抑制と緩和をし、患者さんの自信を取り戻せるようお手伝いしています。

※先月号の答えは「健康経営」。14通の応募がありました。
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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。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります。

4
相談種目

日時

福祉総合相談（ひきこもり、ニート、
平日 8:30〜17:15
注目
不登校、8050 など） ／職員
法律

＝予約制
＝電話相談可
＝訪問相談可

人権／人権擁護委員

1日・22日・5月6日（木） 13:30〜16:30

行政／行政相談委員

15日（木） 13:30〜16:30

市民生活

福祉総合相談室 ☎(45)6219
※相談時間は、1人30分まで
※事前予約が不要な人権・行政・登記・不動産
取引・よろず相談の受け付けは、13:00〜
16:00（先着6人）
※5月の相談は、第1週のみ掲載しています

7日（水） 13:30〜16:30

不動産取引／宅地建物取引業協会員

21日（水） 13:30〜16:30

よろず相談／よろず相談員

1日・8日・15日・22日・5月6日（木）
13:30〜16:30

年金

13日（火） 9:45〜12:00／13:00〜15:15

市役所２階205会議室／保険医療課 ☎(45)6330
※予約は、4月2日（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

（祝日を除く） 9:30〜12:30 NTT西日本大府ビル１階
毎週（月）〜（木）
／ 13:30〜15:30（15:00まで受付）
／消費生活センター ☎(45)4538

／消費生活相談員

（日）は16:00まで 県消費生活総合センター ☎052(962)0999
平日 9:00〜16:30、（土）

障がい

障がい者の悩み事／障がい者相談員

平日 時間応相談

障がい者の生活・福祉、障がい児の発達など
平日 8:30〜17:15
／社会福祉士ほか

スピカ／障がい者相談支援センター ☎(48)3011
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
／弁護士

（予約終了）、5月はお休み
8日（木）

知多北部広域連合総務課 ☎052（689）1651
※6月の予約受付は5 /10（月）〜21（金）

知多地域成年後見センター巡回相談
／知多地域成年後見センター職員

1日（木） 13:30〜16:30

応相談／知多地域成年後見センター☎(39)2663
※緊急な場合は、個別で応相談

小児救急相談

毎日 19:00 〜翌8:00

☎#8000（または☎052（962）9900）

介 護・高 齢 者

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

子育ての悩みなど

／地域子育て相談員

家 庭・子 ど も

乳幼児の生活・発達
妊産婦相談

平日 8:30〜17:00

・ ／専門相談員ほか 平日 9:00〜16:00

／保健師ほか

ことばの相談

／医師・言語聴覚士ほか

平日 8:30〜17:15

子どもステーション ☎(46)2100
子どもステーション ☎(47)2200

4月はお休み

保健センター ☎(47)8000

こども相談

16日（金） 時間応相談

保健センター ☎(47)8000

児童の生活

／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

平日 8:30〜17:00

子ども未来課 ☎(46)2143

女性

児童の生活・虐待

／家庭児童相談員

学校生活の悩みなど

／スクールカウンセラー 平日 9:00〜16:00

女性の悩み事電話※面談可

／女性問題相談員 毎日（休館日を除く） 9:00〜16:30

言語

外国人の
ための相談
／外国語相談員

中国語
ベトナム語
英語

商工

事業用資金金融

／日本政策金融公庫職員 19日（月） 10:00〜12:00

職業・生活／職業相談員

平日 9:00〜16:30

若者職業自立支援／キャリアコンサルタント 28日（水） 14:00〜16:00
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初心者歓迎
大府ランナーズ 走る仲間募集
長堀 ☎090（9197）4025
市内で活動するランニング愛好家の
クラブです。レース駅伝に参加、ハ
イキングなどふれあい健康づくりを
目的に活動しています。
日時：第1・2・4（日） 7：15〜
場所：メディアス体育館おおぶ
料金：年3500円
申込：電話で長堀へ。

「相続の生前対策」
「相続手続き」の
無料相談会
FP後藤 ☎（44）9054
税理士・司法書士・FP・行政書士など
の相続問題に精通した各種の専門家が
集結し、相続相談会を開催。相続に関
するどんなことでも相談できます。
日時：4 / 13（火） 9：00〜12：00
場所：アローブ会議室
定員：6組（先着順） 料金：無料
申込：電話でFP後藤へ。

生活をいける華道「華原の会」
第17回 本多ヒデ社中展
本多 ☎090（8076）8737
生活の中にあるものを器にして、生
活の周りにある花を生けます。
日時：4/24（土）・25（日） 10：00〜16：00
場所：二ツ池セレトナ1階
料金：無料
申込：直接会場へ。

大府市こども囲碁クラブ
会員募集
本多 ☎（48）5003
市内在住のプロ棋士（日本棋院所属）
と10人余りの指導スタッフが、子
どもたちに囲碁の基本とともに、礼
儀やマナーの大切さを指導します。
日時：5月〜翌年3月の第2・3・4（土）
9：30〜11：30 場所：歴史民俗資料
館 対象：市内の小学1〜3年生 料
金：月500円 申込：電話で本多へ。

大府青年会議所 4月例会
加藤秀視「人は変われる」講演会
阿部 ☎090（1729）4124
講師に加藤秀視さんをお呼びして、「人
が変わる」ための講演を開催します。
日時：4 / 8（木） 19：00〜20：30
場所：アローブこもれびホール
定員：100人（先着順） 料金：無料
申込：QRコードまたは電話
で阿部へ。※詳細は、大府
JCウェブサイトまで。

市政へのご意見をお寄せください

日常の疑問・質問を解決します

皆さんの生の声をお聞きし、今後のまちづくりに反
映していきます。ご意見は次の方法で、受け付けてい
ます。詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
問 / 企画広報課 ☎（45）6214

市長への手紙
様 式 は、 市 役 所 1
階総合案内・企画広
報課・公民館にあり
ます。

市ウェブサイトに用意してある「よくある質問」
「AIチャット
ボット」は、市民の皆さんから多数お寄せいただいた質問を集約し
て掲載しています。日々の暮らしの中で生じた疑問・質問などが
ありましたら、ぜひご活用ください。

市長へのメール
市ウェブサイトに掲
載の入力フォームか
ら投稿ができます。

よくある質問

Q＆A

AI チャットボット

キーワードやジャン
ルで検索す
ることがで
きます。

24 時間対応で、AI
が自動で回
答します。

スピカ／レインボーハウス ☎(44)9400
ミューいしがせ ☎(44)9117

7日・14日・21日・28日（水） 13:00〜17:00 文化交流課 ☎(45)6266
※ポルトガル語のみ、14日・28日（水）は18:00
14日（水） 13:00〜17:00
まで
28日（水） 13:00〜17:00
※時間変更の場合あり
平日 13:00〜17:00
※詳細は、国際交流協会ウェブサイトへ

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

健康体操「さくらセカンド」
1部シニア・2部ヤングミドル会員募集
井上 ☎（47）4425
年代別に楽しく健康体操。お子さま
連れもOK。誰でもできる簡単な運
動を始めてみませんか。
日時：第2・4（月） 60代以上 9：30〜
30〜50代 10：45〜
場所：長草公民館
料金：3カ月2000円
申込：直接会場へ。

おおぶ妊産婦相談室 ☎(57)0219

／保健師ほか

ポルトガル語
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応相談／高齢障がい支援課 ☎(85)3558

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

／看護師・医師

問・申込先 / 企画広報課 ☎（45）6214

会場／問い合わせ

登記／司法書士

／日本年金機構職員

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、直接申込先へ。
※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。

福祉総合相談室 ☎(45)6219
※必要な専門家に取り次ぎます

2日・9日・16日・23日・5月7日（金）
13:30〜16:30

／弁護士

7月号受付：5 / 26（水）〜6 / 2（水）

行政番組

1日〜

15日〜

スマイルおおぶ

大府市職員実態調査〜これが

女性活躍中！ あなたのキャ

(4月1日〜30日）

私のおおぶスタイル〜 (再放送)

リアを大府で生かす(再放送)

▶▶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
商工会議所 ☎(47)5000

NTT西日本大府ビル１階／ワークプラザおおぶ ☎(48)6160
スピカ／商工労政課 ☎(45)6227

ハロー！ とうかい

ほっとラインちた

毎日8:30〜／14:30〜／20:30〜
毎日9:00〜／15:00〜／21:00〜
1日〜 農業センター リニューアルと取り組み
1日〜 梅子と学ぼう！ 子どもの防犯
15日〜 さくら再生プロジェクト（再放送）
（再放送）
15日〜 緑と花に包まれた美しいまち
〜花壇コンクール〜

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。
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子どもステーション、保育園、児童（老人福祉）センターで、子育てに関する相談を受け付けています。

おおぶキッズ
大募集！

大平 結月ちゃん

1歳
わ が 家 の お 姫 さ ま！ よ
く遊び、よく食べ、よく寝て
どんなときにも挑戦する強い
心をもって元気いっぱいの女
の子になってね。ずっとゆづ
ちゃんのことを応援している
よ！

3歳までのお子さんの、かわいらしい
エピソードやお子さんへのメッセージ
を、広報おおぶに掲載しませんか？
掲載された方には、広報おおぶの表紙
風に仕上げた写真をプレゼントします。
皆さんのご応募お待ちしています。

2

3

1

No. 071

濵島 瑞季ちゃん

1

No. 091
2

1

0歳
チャームポイントは噴水の
ように広がる髪の毛！ よく
女の子に間違えられますが元気
な男の子です。特技は飛行機の
ポーズ！ 最長記録を更新し
続けていて、今ではとても長く
できるようになりました。

今月の一冊

気に食わない他人の豪邸を壊すマダラ
ニワシドリ、だまされてどんな卵も育て
てしまうムシクイ…。「生存」と「繁殖」の
ため、驚くほどの知恵を発揮し、したた
かな戦略を持つ動物たちを紹介する一冊
です。

子どもにとって初めての自転車の選び方や練習方法、脳や
心を刺激し人間力を育てる体験あそび、ピンチや挫折との上
手な付き合い方など、子育てに役立つ本を特集しています。

35

Obu

2021.4

日 ① 4/14（水）（5〜7カ月児） ② 4/21（水）（8〜10カ月児）
③ 4/28（水）（11カ月〜） 10:00〜10:50
所 子どもステーション
対 市内在住の対象の子どもとその保護者 各10組
申 開催日前日の13:00〜16:30に予約専用ウェブサイトから

パパママサロンA

0歳児を持つ親の交流会

4月1日、子どもステーションへの来館について、
WEB申し込みがスタートします
4月1日から、「子どもステーションへの自由来
館」・「さくらんぼの会」・「０歳児を持つ親の交
流会」は、ウェブサイトからの申し込みとなり
ます。申込受付時間については、市ウェブサイ
トをご覧ください。

みんなでウォーキング（無料・申込不要、受付時間：9：00〜9：20）
とき
4 /3（土）
4 /7（水）
4 /10（土）

集合場所
長草公民館
保健センター

コース
長草周遊コース
桃山公園往復コース

二ツ池セレトナ

二ツ池公園周遊コース

4 /14（水）

健康の森公園管理棟前 健康の森公園コース

4 /17（土）
4 /19（月）
4 /24（土）

向畑公園
保健センター

風車と緑ビューコース
健康の森公園往復コース

4 /18（日）

吉田公民館

吉田周遊コース

4 /25（日）

元彼の遺言状
新川帆立 / 宝島社
推し、燃ゆ
宇佐見りん / 河出書房新社
今度生まれたら
内館牧子 / 講談社
ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人
東野圭吾 / 光文社
5. 逆ソクラテス
伊坂幸太郎 / 集英社

図書館イベント
11:00 〜

（低学年まで）4 /4（日）・10（土）

14:00 〜

（高学年まで）毎週（土）（4 /10を除く）

14:00 〜

ストーリー・テリング（5歳以上）4 /10（土）

10:30 〜

わらべうた

4 /8（木）・22（木）

11:00 〜

紙芝居

4 /24（土）

11:00 〜

▶図書館ウェブサイトの「電子図書館」からご覧いただけます

4 月の休館日 4 /19（月）

◆もうすぐママ◆ 5 / 10（月）までのイベント

4 /13（火）・27（火） 10:00〜10:50
子どもステーション
市内在住の多胎児とその保護者 各10組
開催日前日の13:00〜16:30に予約専用ウェブサイトから

1.
2.
3.
4.

4 /6（火）・20（火）・21（水）・28（水）

電子図書館の「子育て特集」

日
所
対
申

2月予約ランキング

読み聞かせ

としょかん情報

さくらんぼの会（多胎児交流会）

離乳食の話を聞きます。試食の提供はありません。
10:00〜11:15
日 4 /8(木）
所 保健センター
対 7〜8カ月児とその保護者 24組（最小催行人数10組）
申 保健センター ☎（47）8000

※4月に予約を開始する5月実施のイベントは
ありません

企画広報課 ☎（45）6214

「悪のいきもの図鑑」
竹内久美子 / 著 もじゃクッキー / イラスト 平凡社

◆赤ちゃんママ◆ 5 / 10（月）までのイベント

離乳食教室

お口の健康が与える赤ちゃんへの影響、バランスのよい
もくよく
食事、正しい沐浴の仕方について、インスタライブで配
信します。質問タイムもあります。
※この講座は、ご自宅での視聴となります（予約不要）。
日 4 /15（木） 9:30〜10:30
対 妊婦とそのパートナー
問 保健センター

2020
2020

◆赤ちゃんママ◆5 / 10（月）までのイベント

☎（48）1808

死library@allobu.jp

開館時間：9:00〜20:00

http://library.allobu.jp/

みんなで体操（無料・要申込）
10：00〜11：00
4 /16（金）
気軽にできるストレッチや体操をします。
場所 ミューいしがせ
定員 20人（先着順）
申込 保健センター ☎（47）8000
コグニバイク使い方講習会（無料・要申込）
応相談 1時間程度
利用方法の説明と利用者登録をします。
場所 保健センター
申込 保健センター ☎（47）8000

申込方法は
こちらから

休日当番医
4 /4（日）
4 /11（日）

4 /29（木）

加藤内科・胃腸科
中央町6-91

☎（46）8900

木村皮フ科
長根町4-120

☎（47）2730

尾関眼科クリニック
横根町名高山46-1 ☎（44）0007

いまむらクリニック
共和町7-68-3

☎（45）5565

田中整形外科クリニック
長草町山口57-2

☎（47）1181

発熱などで受診・相談する場合は？
①かかりつけ医または上の「休日当番医」の診療
時間内に連絡し、指示を受けてください。
②それ以外の時間帯は、迷わず「受診・相談セ
ンター（24時間態勢）☎052（856）0315」に
連絡してください。

診療時間 9：00〜12：00
※当日の問合せは、各医療機関へ。
※診療時間外に急病人が出た場合は、県救急医療
情報センター（☎（33）1133）へ。
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ゼントする場面
も♡
プレ
を

サプ
ラ

結
先生に 婚祝いの
花
ズで
束
イ

お祝いプレートで
サプライズはいかが

JR大府駅構内１階
▶物産ショップ
10:00〜18:00
☎（51）4329

大府小学校

▶KURUTOカフェ
9:00〜20:00
☎（77）4197

≘࠰ဃ࣬ⅳЈ↝⇈∑⇶∆
3月5日、大府小学校で5年生の学年レクリエーションが行われ、子
どもたちは仲間との楽しいひとときを過ごしました。
午前には、世界中でパフォーマンスを披露する文字職人の杉浦誠司
さんを講師に招き、生きることの楽しさや喜び、夢をもつことの大切
さを学びました。最後に杉浦さんから子どもたちへ、「今を楽しんで生
きていれば夢の方からやってくる」とすてきな言葉が贈られました。
午後は、新型コロナの影響により、林間学習ができなかった子ども
たちのためにキャンドルファイヤーを開催。子どもたちはキャンドル
の光の周りで輪になって踊ったり、ゲームを楽しんだりしました。ク
ラス別の出し物では、担任の先生の秘密を暴露するクラスも（笑）。先
生と子どもたちの仲の良さが垣間見えました。フィナーレでは、光の
舞が披露され、この日一日のレクリエーションが締めくくられました。

↤↾↤↾ⅼ↙ↂ

▲コースデザートのメッセージ付きプレート

【健康情報】

定休日
毎月1日
（土日祝の場合は翌平日）
※新型コロナウイルス感
染症の影響で、営業時
間を変更することがあ
ります。

大切な人との記念日などにおすすめの、
KURUTOのメッセージ付きプレート。コー
スメニューのデザートをメッセージ付きプ
レートに無料で変更することができます。
予約時に、メッセージプレート希望の旨を
お伝えください。コースご利用の方限定で、
ホールケーキのご予約も承っています。ぜ
ひご利用ください。
4 / 27（火）〜5 / 5（水）にKURUTO3周年記
念イベントを開催！ 1000円以上のレシー
トで豪華抽選くじに参加できます。

健康講座をYouTubeで配信中
いつでもどこでも見ることができます。
vol.1 「機能性食品の選び方」
vol.2 本人・家族を中心とした認知症予防
vol.3 大府市子どもから始める減塩作戦
vol.4 お酒との上手な付き合い方
KURUTO おおぶ
公式チャンネル

管理栄養士によるカウンセリング
毎週木曜日、管理栄養士が食事や栄養、体
に関するカウンセリングを行い、食生活改
善などをサポートしています。電話または
KURUTOウェブサイトからご予約ください。
カウンセリング
予約サイト

vol.

12
大府市国際交流員

材料（4 人分）
焼きふ
28㌘
砂糖
大さじ１強
サラダ油
大さじ１
きな粉
大さじ１と 1/2
A 砂糖
大さじ１強
塩
少々
作り方
① 焼きふはサラダ油を全体にからめて砂糖をまぶ
す。
② 180℃のオーブンで 5〜6 分焼く。
③ を全て合わせたものに②をからめる。

焼くときに焦がさないようにするのがポイントです。とて
も簡単にできておいしいので、ぜひ作ってみてください。

ケビン・ハンフリーズ

⇿⇮⇰∆↝ࡃ↮ⅲ↓ↀ
最近、梶田町にベトナムの食材店ができたと聞き、行ってきま
した。オーナーの夫婦に、大府で店を開いた理由を聞くと「東南ア
ジア人が多いのに、その国の食材販売店がないから」と話します。
ご主人のタンさんは2009年に来日。当時は、日本がベトナムから
エンジニアを受け入れ始めた頃で、タンさんはベトナムの大学を
卒業後、エンジニアとして来日。大阪府、岡山県に住んだ後、愛
▲ベトナムの食材店の経営を始めたオーナー家族
知県に引っ越してきました。
タンさんは、食材店を開店する前、日本企業にベトナム人を紹介する会社を経営していました。背景にあるのは、近年の来
日ベトナム人の急増です。平成26年、市内のベトナム人の人口は約200人でしたが、現在1000人を超え、市内で最も多く
なりました。
ところが、コロナ禍で外国人の入国が難しくなり、タンさんは職業紹介の会社を廃業せざるを得ませんでした。食材店とい
う、全く別の業界にチャレンジするタンさんですが、「外国人が日本で自営業をすることは難しいけれど、知らないことがあ
ればネットで調べる。助けてくれる日本人の友人もいる」と話します。
日本に外国人が増えるにつれ、いろいろな国の店も増えてくるでしょう。市民の皆さんも、いろいろな国の店に行き、その
国の文化に触れてみてはいかがでしょうか。私は、この変化を楽しみ、応援できたらと思います。

※「給食5つ星レシピ」は今号で最終回を迎えます。長い間ご愛読していただき、ありがとうございました。
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次号からは、「おおぶきっちん」と題して、旬の野菜・果物を使ったレシピを紹介します。
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3

５

大府北中学校から募金の寄贈

2

登校中の生徒に呼び掛け

上 大府北中学校生徒会役員の
皆さん
下 岡村市長が感謝の気持ちを
伝えました

19

夢のくるまコンテスト
モデルカー贈呈式

子どものアイデアが形に

市役所で大府北中学校生徒会の皆さんから「新型コ

市役所で「第27回夢のくるまコンテスト」のモデ

ロナ対策に」と募金31,003円の寄贈がありました。

ルカー贈呈式が開催され、グランプリ・準グラン

この募金は、生徒会役員の皆さんが「新型コロナ

プリに輝いた作品のモデルカーが受賞者に贈呈さ

ウイルスの影響で困っている市民のためになにか

れました。モデルカーは㈱豊田自動織機長草工場の

できることはないか」と朝早く登校し、登校中の生

カーモデラーが製作。『癒しのイルカー』でグランプ

徒に呼び掛け集めたものです。

リを受賞した西山舞里乃さんは「想像以上の作品で

寄付金は新型コロナウイルス感染症対策基金に積
み立て、新型コロナ対策に役立てられる予定です。

す。つやつやな車で、とてもうれしい」と感想を話 上 グランプリ・西山舞里乃さ
んの「癒しのイルカー」
しました。
下 準グランプリ・服部蒼大
さんの「スポーツ CAR」

▲岡村市長に寄付金を手渡す鈴木愛理生徒会長

３

▲モデルカーを製作したカーモデラーと受賞者

3

フジバカマ株分け講座

３

１

旅する蝶の飛来を願って

ワクチン集団接種
シミュレーション

2

接種の流れを確認

長距離を移動する蝶「アサギマダラ」を飛来させるため二ツ池
公園でフジバカマの苗植えが行われ、参加者には自宅でもフジ
バカマが栽培できるように株分けされた芽が配られました。
フジバカマは秋の七草の一つとして万葉の時代から人々に親

市役所地下多目的ホールで、新型コロナウイルスワクチン集団
接種のシミュレーションが開催されました。

21

２

どぶろくまつり

500年を超える伝統行事
527回目となる、市無形民俗文化財のどぶろくまつりが長草
天神社で開催されました。今年は新型コロナウイルス感染症防止

ランドセルカバー贈呈

15

新１年生の安全を守る
市役所で東海大府交通安全協会から、市内の新小学１年生に
使ってもらうようランドセルカバーが岡村市長に手渡されました。

事前に課題を把握し、ワクチン接種を円滑に行うために、市健康

のため、参加者や規模を制限して神事のみ実施され、恒例の振る

づくり・食育推進協議会の会員と市職員が医師役と患者役を務め、

舞い酒などは見送られました。どぶろくの仕込みを担当した酒元

「くるまにちゅうい」と書かれているほか、市公式マスコットキャ

贈られたランドセルカバーは、遠くからでも目立つ黄色地で、

しまれてきた多年

ワクチン接種の流れ

西山組委員長の深谷

ラクター「おぶちゃ

生の植物であり、8

を確認しました。

昭弘さんは「今年は

ん」と 愛 知 県 警 察

月から10月にかけ

市は集団接種のほ

例年にない甘いどぶ

シンボルマスコッ

て 直 径5 ㍉ 程 度 の

かに、国立長寿医療

ろくが仕上がった

ト「コノハけいぶ」も

白っぽい小さな花

研究センターなどの

が、味の評価をして

プリントされてい

を多数咲かせます。

市内の医療機関で行

いただけないことが

ます。

う個別接種も予定し

残念」と話しました。

ています。
▲株分けを体験する参加者

#セレトナ #河津桜 #メジロ

▲本番を想定して真剣に取り組みます

#河津桜とカメラマン #春の訪れ

#東山小学校付近 #梅の花と光佄

大府のいいところを発見したら、「#obu̲style」でどんどん投稿してね♡
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健康都市おおぶの魅力をたっぷり発信中♡
2021.4

▲岡村市長と東海大府交通安全協会青木均会長

▲どぶろくを奉納する神事

#RAV4 PHV #豊田自動織機長草工場寄贈

#大府みどり公園ミモザ #じゃれ合う兄弟

市公式インスタグラム

アカウント名

obu̲style

#愛知県広報コンクール #初4部門同時受賞

PLEASE
FOLLOW ME!
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子どもたちから
憧れられる選手になりたい

を引っ張った仲村光陽さん︒ 月から大学野

校
︵香川︶
野球部の副キャプテンとしてチーム

多くのプロ野球選手を輩出した尽誠学園高

た﹂
と県独自の大会に向けて苦しい練習に励

チームを鼓舞し︑励まし合って練習しまし

り︑弱音を吐いたりしないようにしました︒

球の強豪として知られる国学院大学に進学し︑

いう思いがけない知らせが届きます︒
﹁甲子

んでいたところに︑甲子園交流試合の開催と

園で試合できるという喜びでいっぱいになり

新たな場所での活躍に希望を膨らませます︒

仲村さんは野球経験を持つ父親の影響

で︑物心ついたときからバットを握ります︒ ました︒ 年間︑甲子園で校歌を歌えていな
際には
﹁父と同じユニホームを着て︑父の甲

小・中学と野球にのめり込み︑高校進学の

事勝利を収めました︒

えて練習に励みました﹂
と話し︑チームは見

かったので絶対に勝ちたいと気持ちを切り替

尽誠学園では厳しい寮生活にも耐え︑甲子

自分を磨いて実力をアピールしたい﹂
と悩ん

いました︒大学 年間で鍛え直して︑さらに

り︑自分をアピールする場がなくなってしま
園出場を目指して奮闘します︒そして︑勝て

だ末に︑次の活躍の場は大学と決めます︒

今後について
﹁一年生の春からレギュラー

位で

として活躍できるように頑張ります︒そし

た︒何のために今まで頑張ってきたのかと心

いた仲村さんは
﹁人生で一番つらい瞬間でし

み︑父親の記録を超えるために練習に励んで

春のセンバツの中止が決定︒夢の切符をつか

ます︒しかし︑新型コロナの影響で無情にも

に立ち︑観客を魅

バッターボックス

ロ野球選手として

村さん︒将来︑プ

る存在だと話す仲

を成長させてくれ

野球は自分自身

プロに行くというのが大きな目標です︒大

が折れかけました﹂
と失意のどん底に︒さら

了する姿が目に浮

合に懸ける思いが強くあり︑毎晩自主練習を

に追い打ちをかけるように夏の甲子園の中止

府では僕に憧れてくれる野球少年が増えて

が決定︒それでも副キャプテンとしてチーム

かびます︒
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くれるといいな﹂
と目を輝かせて話します︒

1
行っていました︒ホームランを打つことがで

年間試合に出続けて︑ドラフト

ホームランが決勝点となり︑尽誠学園にとっ

回に放った仲村さんの

4

て

会準決勝︒同点の

ば翌年春のセンバツ出場が濃厚となる四国大

をたたきました︒

卒業後の進路については
﹁甲子園がなくな

子園ベスト の記録を超えたい﹂
と父親の背

18

て 年ぶりのセンバツ出場を決めます︒
﹁試

5

きて本当に良かったです﹂
と当時を振り返り

4

■企画・編集 / 企画広報課

▲2020年甲子園交流試合（智弁和歌山戦）での打席

4

中を追って︑香川県の尽誠学園野球部の門

4

を引っ張る仲村さん︒
﹁しんどい姿を見せた

■電話 /0562(47)2111

大府みどり公園のミモザを背景にじゃれ合う風見燎くん・花ちゃんの兄弟。このミモザの
木は、姉妹都市であるオーストラリアのポート・フィリップ市から贈られたものです。金
色に輝くミモザを見るとうっとりしますね。
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仲村 光陽さん（東新町出身）

