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　　7月　公共資源ステーション　問/環境課　☎（45）6223

▶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 ▶アピタ大府店　南側駐車場

14日・21日（水） 9：00～18：30 毎週（月） 9：00～21：00

7月の納税

国民健康保険税　全期分・第1期分
固定資産税・都市計画税　第2期分

納期限　8/2（月）

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・
スマホでも納付いただけます。国民健
康保険税納税通知書は7/14（水）に加入
している世帯の世帯主に発送予定です。

問/税務課　☎（45）6263
※保健センターでの7/28（水）の回収は、7/21（水）に変更しています。

市長杯　卓球大会

▼日時　9/5（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　混合ダブルス＝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　7/25（日）～8/15（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）

市民体育大会　バレーボール

▼日時　8/8（日）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の方を選手 
として1人以上含むチーム

▼種目　男女別（1チーム6人）

▼料金　無料

▼申込　7/2（金）～31（土）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/スポーツ協会バレー部　仙道 
☎090（1095）4176

市民体育大会 
グラウンド・ゴルフ

▼日時　8/21（土）　18：00 
　　　（予備日：8/29（日））

▼場所　横根グラウンド

▼対象　市内在住・在勤・在学の中学生以 
上の方

▼種目　個人戦＝男女別

▼料金　無料

▼申込　7/2（金）～31（土）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/スポーツ協会グラウンド・ゴルフ協会長 
水津　☎（47）8625

金婚・ダイヤモンド婚を祝う会

▼日時　11/26（金）　10：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　ダイヤモンド婚＝昭和36年1月 
1日～12月31日に婚姻入籍し、大府 
市に住民登録のある夫婦　金婚＝昭和 
46年1月1日～12月31日に婚姻入籍 
し、大府市に住民登録のある夫婦

※昨年度以前に金婚・ダイヤモンド婚を 
迎え、式典に参加したことがない夫婦 
も対象になります。

▼申込　8/31（火）までに申込書と戸籍謄 
本など婚姻関係を証明できるもの（本 
籍が市外にある方のみ）を持参の上、申 
込先へ。

※申込書は、申込先に用意しています。
問・申込先/高齢障がい支援課　☎（45）6289 

社会福祉協議会　☎（48）1805

コラビア朝市

市民活動団体が野菜・焼き菓子・コー 
ヒー豆・手作り品・福島県の特産品などを 
販売します。

▼日時　7/25（日）　9：00～12：00

▼場所　コラビア
※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

市民文化交流イベント 
夢幻百物語

等身大人形劇「蛇恋」と江戸時代の怪談 
トークライブを行います。

▼日時　9/20（月）　15：30～18：00

▼場所　アローブ

▼定員　150人（先着順）

▼料金　2000円（申込時集金・全席指定）

▼申込　7/5（月）から直接申込先または 
アローブ図書館ウェブサイトで販売。

問・申込先/アローブ図書館　☎（48）1808

ミニコンサート　打楽器＆ピアノ 
アンサンブル　コラボックル

▼日時　8/20（金）　18：30～19：30

▼場所　アローブ

▼定員　150人（先着順）

▼料金　100円（申込時集金）

▼申込　7/13（火）から直接申込先または 
アローブウェブサイトで販売。

※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

人恋し岳人酔い村 
イノシシと権 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。

▼日時　9/19（日）
　　　　①13：30～　②17：30～

▼場所　アローブ

▼定員　各150人（先着順）

▼料金　一般2000円・中学生以下1000円 
　　　（全席指定・3歳未満入場不可）

▼申込　7/3（土）からアローブ・愛三文化 
会館・文化交流課で販売（2/11の延期 
公演のため、既に購入済みのチケット 
はそのまま使えます）。

※車いす席を希望する方は、アローブで 
購入してください。託児（3カ月～就 
学前児・1人500円）を希望する方は、 
9/16（木）までにネットワーク大府（☎ 
（85）7028）へ。

問/アローブ　☎（48）5155

原爆パネル展

原爆の被爆者の証言と写真を組み合わ 
せたパネルを展示します。

▼期間　7/27（火）～8/9（月）

▼場所　市役所市民健康ロビー
問/地域福祉課　☎（45）6228

内田新哉イラスト展

▼日時　7/17（土）～9/5（日）
　　　　9：00～18：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼料金　無料

内田新哉イラストワークショップ

内田新哉さんから水彩画の基本や技法 
を学びます。

▼日時　8/22（日）　13：30～15：00
▼場所　歴史民俗資料館

▼定員　15人（先着順）

▼料金　330円（申込時集金）

▼申込　7/2（金）～29（木）に直接申込先へ。
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「県精神保健福祉センター 
の取り組みについて」と家族交流会を行
います。

▼日時　7/11（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（先着順）

▼料金　無料
問/福祉総合相談室　☎（45）6219

おおぶアカデミー 
アンデスの発掘

▼日時　7/31（土）　10：00～11：30

▼場所　共長公民館

▼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　7/2（金）から直接申込 
先または市ウェブサイトの
申し込みフォームへ。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

おおぶアカデミー 
夏の暑さに負けない健康な過ごし方

▼日時　8/21（土）　10：00～11：30

▼場所　共長公民館

▼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　7/2（金）から直接申込 
先または市ウェブサイトの
申し込みフォームへ。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

市民講師企画講座 
はじめましょうフラダンス

▼日時　7/27～9/21の（火）
　　　　10：00～11：00（全5回）

▼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・最少催行人数5人）

▼料金　1500円（当日集金）

▼申込　7/2（金）～16（金）に直接申込先へ。
問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

　今号の特集では、児童センターの取り組みを紹介しまし
た。取材をするため、カメラを片手に児童センターに行
くと、たくさんの子どもたちが楽しそうに遊んでいました。
カメラを向けると不思議そうに見つめてくる子や興味津々
で近づいてくる子、中にはキラースマイルで私を誘惑して
くる子まで（笑）　そこは幸せな空間でした♡　その無邪気
な姿を皆さんにもお届けできるように、特集にはたくさん
の子どもたちが登場しています。取材に協力してくれた皆
さん、本当にありがとうございました。（帆）

発売期間 7⁄13（火）～ 8⁄13（金）
公益財団法人愛知県市町村振興協会

新型コロナウイルス
感染症に関する情報

OBU×Instagram
＠obu_style
大府の魅力発信中

▶

鬼
頭
隆
さ
ん

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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おしゃれなかばん作り

▼日時　8/28（土）・9/4（土）
　　　　9：30～11：30（全2回）

▼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（申込時集金）

▼申込　7/2（金）から直接申込先へ。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

有松絞り教室（吉田）

▼日時　7/30～10/1の（金）
　　　　13：30～15：30（全6回）

▼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　1650円（申込時集金・別途教材費）

▼申込　7/2（金）から直接申込先へ。
※教材は、申込時に見本を見て決めます。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

有松絞り体験教室（森岡）

▼日時　8/4～9/15の（水）
　　　　10：00～12：00（全4回）

▼場所　森岡公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　1320円(申込時集金・別途教材費）

▼申込　7/3（土）から直接申込先へ
※教材は、申込時に見本を見て決めます。
問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

知ろう・やってみよう 
自分にとってのSDGs

▼日時　7/10（土）　14：00～16：00

▼場所　アローブ

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/2（金）から電話または直接申込 
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

カードゲームで 
SDGsを知っちゃおう

▼日時　7/25（日）　13：00～16：00

▼場所　コラビア

▼対象　中学生以上の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/2（金）から電話または直接申込 
先へ。
問・申込先/コラビア　☎（44）8500

クラウドファンディング 
初心者講座

▼日時　7/11（日）　10：00～12：00

▼場所　コラビア

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/2（金）から電話または直接申込 
先へ。

※ウェブ会議システム「Zoom」でも参加 
できます。
問・申込先/コラビア　☎（44）8500

水害からの学び、あなたは子ど
もをどう守る

▼日時　7/16（金）　10：00～12：00

▼場所　コラビア

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/2（金）から電話または直接申込 
先へ。

※ウェブ会議システム「Zoom」でも参加 
できます。
問・申込先/コラビア　☎（44）8500

就職支援セミナー 
面接力ＵＰ編

▼日時　7/20（火）　14：00～15：30 

▼場所　市役所地下会議室001

▼対象　再就職・転職を考えている方、就 
職活動を行っている大学生

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/2（金）～16（金）に電話・FAX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、7/13(火)までに申 
込先へ。
問・申込先/商工労政課　☎（45）6227 

℻（47）7320

認知症への理解と介護知識の習得 
認知症家族支援プログラム

▼日時　8/19～1/20の（木） 
　　　13：00～15：30（全6回）

▼場所　スピカ

▼対象　認知症の方を介護している家族

▼料金　無料

▼申込　7/5（月）～8/12（木）に申込書に必 
要事項を記入の上、FAXまたは直接申 
込先へ。

※申込書は、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/高齢障がい支援課　☎（45）6289 
℻（47）3150

児童手当現況届の提出は 
お済みですか

児童手当を継続して受けるためには
毎年6月に現況届の提出が必要です。対
象者には、6月上旬に現況届を送付しま
したが、届いていない方は、子ども未来
課にご連絡ください。現況届がまだ手元
にある方は、6/1における状況を記入
の上、至急郵送または直接申込先へ。
問・申込先/子ども未来課　☎（45）6229

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。

広告

算数・数学と友達になろう　永田雅宜氏顕彰記念講座

▲

対象　市内在住の小学5・6年生、中学生　　

▲

定員　各20人　　

▲  

料金　無料

▲

申込　7/13（火）から直接各申込先または市ウェブサイトの申し込みフォームへ。

場所・申込先 日時

北山公民館　☎（48）6015 8/26（木）　10：00～11：30

森岡公民館　☎（46）0435 8/26（木）　13：30～15：00

横根公民館　☎（46）7722 8/27（金）　10：00～11：30

共長公民館　☎（46）4931 8/27（金）　13：30～15：00

おぶちゃん
LINEスタンプ
販売中

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

問/共長公民館　☎（46）4931

　ある家には子どもが2人いて、その年齢を足して2倍すると母親の年齢になります。15年後には、

子どもの年齢を足したのと母親の年齢とが同じになるそうです。現在の母親の年齢はいくつでしょう。

　　　　　　　 母親　　　　　　 子ども1　　子ども2
　　　　　　＝（　　＋　　）×２

　　　　　　＋15＝（　　＋15）＋（　　＋15）
問題から2つの計算式をつくることができます。
子どもを1人ずつではなく、2人にまとめて考えることが計算式を解くポイントです。

・・・・・答えは今号30頁へ。

ヒント

永田先生
からの

挑戦状

　永
ながた

田雅
まさよし

宜　数学者　1927年（昭和2年）～2008年（平成20年）
　「数学は覚えるものではなく考えて分かるもの」
　大府町峯畑（現若草町）生まれ。1960年代・70年代に可換環論と代数幾何学におい
て大きな業績を残した。「現代数学の父」と呼ばれたドイツ数学者のダフィット・ヒ

ルベルトが提唱し、半世紀解決ができなかった23の問題のうちの第14問を解決し、

世界に衝撃を与えた。小・中学生にも分かる数学の教育者としても知られる。

　大府が生んだ世界的数学者である永
ながたまさよし

田雅宜さんの功績をたたえ、永田さんの考えである「考えること、そし

てわかることは楽しい」を実感できる講座です。複雑な計算はしないので、計算が苦手な子でも大丈夫です。

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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知北霊園墓地2次募集

▼募集区画数　①4.0平方㍍＝19区画　
②3.2平方㍍＝32区画（抽選）

▼永代使用料　①60万円　②48万円

▼維持管理料　年額3300円（1年未満で 
も1年とみなします）

▼応募資格　令和3年1月1日以前から引 
き続き大府市・東海市・東浦町のいずれ 
かに住所を有し、現在知北霊園の墓地 
を使用していない方

▼申込　7/12（月）～21（水）（土・日も受付 
可）に本人または家族の方が必要書類
を持参の上、申込先へ。

▼必要書類
毅申請書
毅世帯全員の住民票の写し（全記載で3カ 
月以内のもの）

▼抽選日時　7/30（金）　9：00～

▼抽選場所　知北平和公園組合事務所
※1世帯につき、1区画のみ応募可。申請 
書は、申込先・環境課に用意しています。

問・申込先/知北平和公園組合　☎（48）5511

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　7/11（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

マイナンバーカードの申請を 
お手伝いします（写真撮影無料）

マイナンバーカード 
（顔写真付き）の作成申
請を職員がお手伝いし
ます。その場で無料で
写真撮影し、申請手続
きを行います。

▼日時　7/1（木）～9/30（木）　①9：00～ 
11：00　②14：00～16：00

▼場所　市役所1階市民課

▼持ち物　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）

▼申込　希望日の前開庁日までに、電話 
または直接申込先へ。

※マイナンバーカードの交付には申請し 
てから約2カ月程度かかります。

問・申込先/市民課　☎（45）6218

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次の期間に順次 
実施します。市内に設置した同報無線と
防災ラジオからテスト放送が流れます。

▼期間　7/13（火）～30（金）
　　　　10：00～17：00 

問/危機管理課　☎（45）6320

同報無線による熱中症の 
注意喚起を行います

7/1（木）～9/30（木）に、環境省が発表す 
る暑さ指数が8：00時点で31℃を超えた 
場合、その日の9：00～10：00の間に同 
報無線による熱中症の注意喚起を行います。

▼放送内容　「こちらは広報おおぶです。 
大府市保健センターからお知らせします。 
本日は気温が高くなることが予想され 
ます。外出はなるべく控え、小まめに 
水分を補給しましょう。以上、大府市 
保健センターからのお知らせでした」

※危機管理課で販売している防災ラジオ 
にも、これらの情報が流れますので、 
ご承知おきください。

問/健康増進課　☎（47）8000

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、
大府コミュニティ推進協議会は、テン
ト・会議用テーブル・アンプ・複合機な
ど13品目を整備しました。

問/協働推進課　☎（45）6215

会計年度任用職員

▼  申込　申込期限までに必要書類を持参の上、申込先へ。

※契約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。

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

一般事務
（窓口業務）

若干人

週4日
平日　9：00～14：00
または 12：00～17：00

月1回程度
（水）　14：00～19：00
（日）　9：00～12：00

市民課 不要 950円/時間
8/2（月）
応相談

7/12（月）
市民課

☎（45）6218

給食調理員
兼用務員

1人
週5日

8：30～17：00 市立保育園 不要 14万830円/月 8/2（月） 7/15（木）
幼児教育保育課
☎（85）3895

看護師
(正看護師）

1人
週5日

8：30～17：00 市立保育園 要 17万9790円/月 8/2（月） 7/15（木）
幼児教育保育課
☎（85）3895

　歩数・消費カロリーなどが分かる活動量計や歩数計アプリを使った健康プログラムの参加チームを募集します。

▼期間　9/1（水）～3/31（木）（10/1（金）～1/27（木）にはチーム別歩数対抗イベントを実施）

▼応募資格　市内在住・在勤・在学の18歳以上の方（高校生不可）で構成する3～5人のチーム

▼定員　900人（応募多数の場合は新規参加者を優先します）

▼料金

● タニタ製 FeliCa 搭載活動量計（AM-150）またはスマホなどの歩数計アプリで参加する方　1000円

●新たに活動量計を購入して参加する方　3000円

▼  申込　8/20（金）までに市ウェブサイトの申し込みフォームまたは申込書に必要事項を記入の上、郵送・FAXまたは

直接申込先へ。

※ 申込書は、申込先・市役所市民健康ロビー・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。

　料金の支払い、プログラム説明会、測定会、栄養士などによる健康相談（希望者）を行います。

▼日時　次の①②のどちらかの日時で30分程度

　　　　① 9/10（金）　10：00～19：00 　② 9/11（土）　10：00～12：00

▼場所　市役所2階201～203会議室

チームで楽しくウォーキング　健康プログラム参加チーム募集
問・申込先/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

℻（47）7320

キックオフ説明会

※ 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。

住宅名 所在地 構造 家賃 公募戸数

北尾新田（多家族世帯向け） 北崎町1-150 中層耐火5階建4DK 2万4200円～4万7500円 1戸

北尾新田 北崎町1-150 中層耐火5階建2DK 1万7800円～3万5100円 1戸

富士見 横根町羽根山53-2 中層耐火5階建3K 1万4000円～2万7500円 1戸

池之分 森岡町6-158 中層耐火4階建3DK 1万7000円～3万3500円 1戸

殿ノ前1号棟 吉川町1-110 中層耐火5階建3K 1万2100円～2万3800円 1戸

平地 吉田町5-100 中層耐火5階建3DK 2万1900円～4万3000円 1戸

平地（特定公共賃貸住宅） 吉田町5-100 中層耐火5階建3DK 6万8000円 1戸

住宅名 所在地 構造 家賃 公募戸数

殿ノ前2号棟 吉川町1-110 中層耐火5階建3K 1万1300円～2万2300円 1戸

募集住宅（一般枠）

募集住宅（福祉枠※）

▲
 入居資格　募集案内書で要確認

▲

入居可能日　8/27（金）

▲

募集案内書配布期間　7/5（月）～16（金）に直接申込先へ。

▲

申込　7/12（月）～21（水）に直接申込先へ。

▲

抽選日時　8/4（水）　10：00

市営住宅入居者募集 問・申込先/建設総務課　☎（85）3896

※募集案内書は、申込先に用意しています。平地住宅（特定公共賃貸住宅）は、常時募集しています。

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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　ゼロカーボンシティの実現には、日常生活での脱炭素化が不可欠です。市は、移動の脱炭素化を目指して、電気自動車を導
入するとともに、電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の普及（自動車ゼロエミッション化）を推進します。

問/環境課　☎（45）6223vol.2
大府流ゼロカーボン事例②　電気自動車を導入します

次回は9月号です。

　災害対策基本法の改正に伴い、避難に関する情報が変わりました。市が発令する避難情報は、「警戒レベル3 

高齢者等避難」「警戒レベル4 避難指示」「警戒レベル5 緊急安全確保」となります。

　水害や土砂災害の危険性がある地域にお住まいで高齢者など避難に時間がかかる方は、「警戒レベル3 高齢者

等避難」で避難してください。「警戒レベル4 避難指示」が発令されたら、危険な場所から全員避難してください。

　日頃から大府市防災ガイドブックを確認し、市が開設する避難所に限らず、水害や土砂災害の危険性がない親

戚・知人宅への避難をお願いします。

問・申込先/危機管理課　☎（45）6320
避難に関する情報が変わりました

警戒レベル 状況 住民がとるべき行動 市が発令する避難情報

5 災害発生または切迫 命の危険直ちに安全確保 緊急安全確保

4 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難 避難指示

3 災害のおそれあり
危険な場所から

高齢者などは避難
高齢者等避難

2 気象状況悪化 自らの避難行動を確認

1 今後気象状況悪化のおそれ 災害への心構えを高める

施設名 担当課

愛三文化会館 文化交流課 ☎（45）6266

大府市デイサービスセンター・長草デイサービスセンター 高齢障がい支援課 ☎（45）6289

石ケ瀬会館 子ども未来課 ☎（85）3320

【新】  東山児童老人福祉センター 子ども未来課 ☎（45）6229

スポーツ施設（メディアス体育館おおぶ・横根グラウンドなど） 健康都市スポーツ推進課 ☎（45）6233

二ツ池セレトナ（二ツ池公園） 水緑公園課 ☎（45）6236

※ 募集スケジュール・募集要領などの詳細は、募集施設を所管する担当課または市ウェブサイトでご確認ください。

　市は、施設の管理運営に指定管理者制度を導入しています。次の公共施設について、令和4年度からの管理

運営を希望する団体を募集します。

▼ 募集施設

公共施設の指定管理者募集
問/企画広報課　☎（45）6212

実践エコドライブ　地球への思いやり運転を　誰にでも今すぐできる運転技術と心掛けで「エコドライブ」を始めてみましょう
●ふんわりアクセル「eスタート」をしよう
　発進最初の5秒は時速20㌔を目安にすると、10％程度燃費改善
●加速・減速の少ない運転をしよう
　 無駄な加速・減速をしないスムーズな運転をすると、2～6％
　燃費改善

●エアコンを適切に使用しよう
　 車のエアコン（A/C）は冷却・除湿機能です。暖房のみのとき
はA/Cをオフにすると、12％程度燃費改善
●定期点検・整備をしよう
　タイヤの空気圧を適正に管理すると、2～4%燃費改善

痴漢・盗撮被害に注意！

　薄着になる夏の時期は、痴漢や盗撮被害が多く発生します。

●明るい道を選んで通りましょう

●防犯ブザーを携帯しましょう

●「ながら歩き」は絶対にやめましょう

※「ながら歩き」の危険性を動画でチェック

暑さで注意力が散漫になりがちです

●全ての座席でシートベルトを必ず着用しましょう

●しない　させない　飲酒運転

●車道のダイヤマークの先には横断歩道があります。

　速度を落として、横断者に注意しましょう

●自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう

7/1（木）～10（土）　「夏の安全なまちづくり県民運動」

問/危機管理課　☎（45）6320　東海警察署　☎（33）0110

7/11（日）～20（火）　「夏の交通安全県民運動」

警戒レベル4で
は必ず避難！

大会・催し 講座・講習 募集・その他 


