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　　8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

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 1日・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 1日・15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

11日・25日（水） 9：00～18：30 毎週（月） 9：00～21：00

8月の納税

市県民税　第2期分
国民健康保険税　第2期分

納期限　8/31（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・
スマホでも納付いただけます。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

市民体育大会　ボウリング

▼日時　8/22（日）　10：00

▼場所　名古屋グランドボウル（名古屋市 
緑区大高町）

▼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・ジュニアは 
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

市民体育大会　テニス

▼日時　8/29（日）　9：00（予備日9/5（日））

▼場所　市営テニスコート（長草町）

▼対象　市内在住・在勤・在学の高校生 
以上の方で構成された6人のチーム

▼種目　ダブルス団体戦（1チーム3ペア）

▼料金　1チーム3000円（当日集金）

▼申込　8/2（月）～15（日）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。

問・申込先/スポーツ協会テニス部長　小野﨑 
☎（47）5354　糸onozaki@obu-t.com

市民体育大会　陸上競技 
（兼愛知駅伝選手選考会）

▼日時　10/3（日）　8：30（雨天決行）

▼場所　至学館大学グラウンド

▼対象　市内在住・在勤・在学の小学3年 
生以上の方

▼種目　1人2種目以内
　　　　（小学3年生は4年生で出場）
●50㍍＝小学4年生以下男女別
●100㍍＝一般男女別、壮年男子（A40～ 
59歳・B60歳以上）、中学生男女別（1年 
生、2・3年生別）、小学5年生男女別、 
同6年生男女別

●1000㍍＝小学4～6年生男女別
●3000㍍＝一般男女別、壮年男子（A 
40～59歳・B60歳以上）、中学生男女別

●走幅跳＝一般男女別、壮年男子（A40～ 
59歳・B60歳以上）、中学生男女別（1 
年生、2・3年生別）、小学生男女別（学 
年別）

●走高跳＝一般男女別、中学生男女別 
（1年生、2・3年生別）、小学生男女別 
（学年別）
●砲丸投＝一般男女別、壮年男子（A40～ 
59歳・B60歳以上）、中学生男女別（1 
年生、2・3年生別）

▼料金　500円（当日集金、小・中学生 
1種目100円）

▼申込　8/2（月）～9/3（金）に直接スポーツ 
協会（メディアス体育館おおぶ内）へ。

※小・中学生の個人での申込は、保護者 
の承諾、小学生の参加は当日保護者の 
送迎が必要です。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

知多北地区ミニテニス大会

▼日時　9/12（日）　9：30

▼場所　東海市民体育館
　　　　（東海市高横須賀町）

▼対象　大府市・東海市・知多市・東浦町 
在住・在勤・在学の中学生以上の方で 
構成された男女または女性同士のペア 
（高校生以下の方は、保護者の同意が 
必要）

▼種目　一般・フレンドリー（初心者向け）

▼料金　1ペア1000円（申込時集金）

▼申込　8/20（金）までに直接申込先へ。
※申込書は、申込先・メディアス体育館 
おおぶ・市ウェブサイトに用意してい 
ます。
問・申込先/健康都市スポーツ推進課 

☎（45）6233

市長杯　バレーボール大会

▼日時　9/19（日）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の方を選手 
として1人以上含むチーム

▼種目　男女別6人制

▼料金　1チーム2000円（当日集金）

▼申込　8/2（月）～9/12（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/スポーツ協会バレーボール部　仙道 

☎090（1095）4176

卓球秋季交流大会

▼日時　10/5（火）　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　ダブルス戦（ペアは当日抽選）

▼料金　1人750円（当日集金）

▼申込　8/24（火）～9/14（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）

おたのしみ上映会 
くるみ割り人形

▼日時　8/28（土）　14：30～16：00

▼場所　アローブ

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料
▼申込　8/2（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

ココにもイタリア 
オリーブ写真展

▼日時　8/20（金）～9/19（日）
　　　　9：00～20：00（最終日15：00まで）

▼場所　アローブ

▼料金　無料
問/アローブ　☎（48）5155

鈴木政吉像除幕式

かつて大府の地に建立されていた日本 
のバイオリン王と呼ばれる鈴木政吉さん 
の像を修復し、愛三文化会館に設置する 
にあたり除幕式を開催します。式典後に 
は、鈴木バイオリンカルテットによるコ 
ンサートを行います。

▼日時　8/8（日）　10：00～11：00

▼場所　愛三文化会館
▼料金　無料

問/文化交流課　☎（45）6266

おおぶシネマパラダイス 
「赤毛のアン」上映会

▼日時　9/5（日）　14：00～15：30

▼場所　歴史民俗資料館

▼対象　市内在住の方

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/5（木）から直接申込先へ。
※1人につき、一世帯分のみ申し込みで 
きます。

問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

語り継ぐ戦争体験・大府の戦争
記録展示と話し合う会

B29の機体の一部を含めた戦争に関す 
る資料の展示と戦争体験について話し合 
う会を行います。

▼日時　8/13（金）～15（日）　9：00～18：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼料金　無料
問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

文協音楽祭（オンライン開催）

ハーモニカ楽友会「ひびき」、女声合唱 
団アマリリス、コーロ・ピアチェーレ、 
大府市民吹奏楽団、マンドリンアンサン 
ブル「エーデルワイス」、大府混声合唱団 
「赤とんぼ」、大府市楽友協会管弦楽団に 
よる合唱と演奏を愛三文化会 
館YouTubeチャンネルで配信 
します。

▼配信開始日時　8/13（金）　13：00～

▼料金　無料
問/文化協会　☎（48）6188

認知症介護家族交流会

▼日時　8/12（木）　13：30～15：30

▼場所　スピカ

▼対象　認知症の方を介護している家族

▼料金　100円（当日集金）
問/高齢障がい支援課　☎（45）6289

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「中学卒業後の進路について」 
と家族交流会を行います。

▼日時　8/15（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

毅 ちょうど子どもの遊び場を探していたため、児童センタ
ーに行ってみようと思いました。（20代　特集「児童セン
ターにおいで」）
毅 大府の魅力をたくさん知ることができる情報誌なので、
毎月楽しく読んでいます。（20代）

毅 数学者・永田先生からの問題の答えを掲載しているペー
ジが間違っていました。（30代　情報パック）
⇒ 広報おおぶ7月号No.1204で掲載した情報パックでの永田
雅宜氏顕彰記念講座の記事に掲載した答えの頁に誤りがあ
りました。正しくは「32頁」です。おわびして訂正します。

7月号

運動不足の解消にと、農家さんのお手伝いをする「健
けんこう

耕サ
ポーター」に登録しました。これまで自宅のプランターで
実った枝豆は10粒、イチゴは2粒（しかも味なし）という驚
異の記録を持つ私、学びの日々です。ここで自分の植え付
けた野菜が育っているのを見て、心からホッとしています。
サポーターとして畑や牛舎などでさまざまなお手伝いが

でき、農家さんとのひと時も楽しく、欠かせない楽しみに
なっています。興味が少しでもある方はぜひ。ひと汗かい
て運動不足は解消できますが、ご飯はとてもおいしくなり
いろいろプラスになりますよ（笑）。（加）

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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北山公民館ふれあいまつり

例年より規模を縮小して、公民館利用 
団体や子どもの作品展示を中心に行います。

▼日時　9/11（土）　10：00～15：00
12（日）　9：30～12：00

▼場所　北山公民館・北山老人憩の家
※9/8（水）～12（日）は、公民館の使用がで 
きません。会場には駐車場がありませ 
んので、車での来場はご遠慮ください。

問/北山公民館　☎（48）6015

東山公民館ふれあいまつり

例年より規模を縮小して、公民館利用 
団体や子どもの作品展示を中心に行います。

▼日時　9/11（土）　10：00～15：00
12（日）　10：00～14：00

▼場所　東山公民館
※9/8（水）～13（月）は、公民館の使用がで 
きません。会場には駐車場がありませ 
んので、車での来場はご遠慮ください。

問/東山公民館　☎（47）1498

生ごみ分別収集モデル事業説明会

横根自治区在住の方を対象に説明会を 
開催します。

▼日時　9/4（土）・8（水）　19：00～20：00

▼場所　横根公民館

▼対象　9/1（水）～翌年3/31（木）に横根自 
治区在住の方（※）

※横根自治区が管轄する住所地などの詳 
細は、市ウェブサイトをご覧ください。

問/環境課　☎（45）6223

川のいきもの観察会 
鞍流瀬川にすむいきものを観察しよう

▼日時　9/12（日）　9：30～11：30

▼場所　鞍流瀬川

▼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　8/16（月）～31（火）に市ウェブサイ 
トの申込フォームへ。

問/環境課　☎（45）6223

じてんしゃ学校 
プロ選手から直接学ぼう

安全な自転車走行を練習した後、愛三 
レーシングチームの選手とロード走行を 
し、自転車整備のアドバイスを受けます。

▼日時　9/11（土）　8：30～13：00
　　　　（予備日：9/12（日））

▼集合場所　㈱豊田自動織機長草工場南 
社有地

▼対象　市内在住・在勤・在学またはそ 
の家族の中学生以上の方で、平均時速 
15㌔以上で1時間走行できる方

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/2（月）～20（金）に市ウェブサイ 
トの申込フォームへ。

※スポーツバイクの貸し出し 
があります（先着3人）。

問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

弓道教室

▼日時　9/24～10/15の（火）・（金）
　　　　18：00～20：30（全7回）

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の18歳以 
上の経験者

▼定員　10人（先着順）

▼料金　1400円（初回集金）

▼申込　8/2（月）～31（火）に直接スポーツ 
協会（メディアス体育館おおぶ内）へ。

※道具の貸し出しがあります。詳細は、 
スポーツ協会ウェブサイトをご覧くだ 
さい。

問/スポーツ協会弓道部長　星川 
☎090（7853）1606

100歳に挑戦　健康体操教室

▼日時　9/1～10/13の（水）
　　　　10：00～11：30（全4回）

▼場所　共長公民館

▼対象　市内在住・在勤の60歳以上の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/2（月）から直接申込先へ。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

リフレッシュヨガ教室

▼日時　8/29～9/19の（日）
　　　　9：30～11：00（全4回）

▼場所　共長公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　12人（先着順）

▼料金　1320円（申込時集金）

▼申込　8/2（月）から直接申込先へ。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

市民講師企画講座 
ゆったりヨガ

▼日時　9/2～30の（木）
　　　　11：00～12：15（全4回）

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　8人（先着順）

▼料金　1200円（初回集金）

▼申込　8/2（月）～16（月）に直接申込先へ。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

市民講師企画講座 
プリザーブドフラワーレッスン

▼日時　9/3（金）　10：00～13：00

▼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　3300円（当日集金）

▼申込　8/2（月）～16（月）に直接申込先へ。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

一閑張り教室　小皿を作ろう
▼日時　9/2（木）・16（木）

　　　　10：00～12：00（全2回）

▼場所　森岡公民館

▼対象　市内在住・在勤の60歳以上の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　800円（申込時集金）

▼申込　8/3（火）から直接申込先へ。
問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

▲
 対象　市内在住・在勤・在学の方

▲
 料金　無料

▲
 申込　①は8/2（月）、②～④は8/3（火）から直接各申込先または市ウェブサイトの申込フォームへ。

おおぶアカデミー　専門家からの貴重な講義

講座名 日時
定員

（先着順）
協力大学など 場所・問・申込先

① 江戸時代の知多木綿
8/28（土）

10：00～11：30
30人

日本福祉大学
曲田浩和教授

大府公民館　☎（48）1007

② 地獄絵の楽しみ
9/4（土）

14：00～15：30
30人

愛知教育大学
鷹巣純教授

神田公民館　☎（46）2620

③
幸（更）年期以降を
元気に過ごそう

9/25（土）
10：00～11：30

20人
名古屋市立大学
中垣明美准教授

東山公民館　☎（47）1498

④
姿勢改善トレーニングと

ストレッチ
9/25（土）

10：00～11：30
20人

名古屋リゾート&
スポーツ専門学校
吉田隆教員

森岡公民館　☎（46）0435

場所・申込先 日時 申込開始日

吉田児童老人福祉センター

☎（46）5220
9/1（水）

10：30～11：00
8/4（水）

東山児童老人福祉センター

☎（44）8899
9/8（水）

10：30～11：00
8/6（金）

▼  対象　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　申込開始日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。

子どもの体力向上　親子で楽しむ運動遊び
問/子ども未来課　☎（45）6229

① ② ③ ④

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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秋の夜長を柔らかく照らす 
ランプシェードを作ろう

▼日時　9/11（土）　10：00～12：00

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住の小学生とその保護者

▼定員　16人（先着順）

▼料金　1000円（申込時集金）

▼申込　8/2（月）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

楽しい科学実験教室

▼日時　9/18（土）　13：30～16：00

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住の小学3～6年生

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料
　　　　（別途教材費300円）

▼申込　8/2（月）から市ウェブ 
サイトの申込フォームへ。

問/大府公民館　☎(48)1007

いただきまんぷく食堂　スイー
トポテト作りとかるたで遊ぼう

▼日時　9/25（土）　13：30～15：30

▼場所　北山公民館

▼対象　市内在住の小・中学生とその保 
護者（小学3年生以上は子どものみの参 
加可）

▼定員　4組（先着順）

▼料金　300円（申込時集金・中学生以下 
は無料）

▼申込　8/3（火）から直接申込先へ。
問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

フレ☆ガク　青年海外協力隊員
から学ぶ国際理解講座

▼日時　8/28～12/25の（土）
　　　　15：00～16：30（全5回）

▼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　20人（先着順）

▼料金　1000円（学生証提示で無料）

▼申込　8/2（月）から直接申込先または市 
ウェブサイトの申込フォームへ。

問/北山公民館　☎（48）6015

人生100年時代 
シニアの資産運用入門講座

▼日時　9/18（土）　13：30～15：00

▼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　無料

▼申込　8/3（火）から電話または直接申込 
先へ。
問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

映画を通して生き方を見つめよう 
広げよう映画の楽しみ方

▼日時　9/21（火）・10/5（火）
　　　　13：30～16：00（全2回）

▼場所　ミューいしがせ

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/2（月）から電話・メールまたは 
直接申込先へ。

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

女性のための悩みごと相談員 
養成講座

▼日時　9/8（水）～11/10（水）
　　　　10：00～12：00(全5回)

▼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　8/2（月）から電話・メールまたは 
直接申込先へ。

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

ゲートキーパー養成講座

身近な人の悩みに気付き、勇気を出し 
て声を掛けられるよう、「ゲートキーパー」 
の役割や聴くスキルを学びます。

▼日時　9/13（月）　10：00～12：00

▼場所　市役所2階201・202会議室

▼対象　市内在住の方

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/5（木）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）または申込先へ。
問・申込先/健康増進課　☎（47）8000 
℻（48）6667　糸hkn-c@city.obu.lg.jp

運行状況は
こちらから

バスは
今どこ？

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

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

▼  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

　　　　（②③④は自宅学習が40.5時間可能な方、⑪⑫はワード・エクセルの基本操作ができる方）

▼ 定員　各20人（⑤のみ40人・抽選）

▼ 申込　8/5（木）～27（金）に直接申込先へ。

※④⑤⑥⑦⑧⑨⑪は、託児（無料）あり。料金は、全て交通費・昼食代を除きます。

講座名 日時 場所 料金

① 調剤薬局事務
9/29～11/17の（水）

（全7回）
10：00～15：40

ニチイ
（名古屋市中村区名駅）

3600円

②

介護職員初任者研修
（自宅学習あり）

9/29～1/26の（水）
（全16回）

9：30～17：30
未来ケアカレッジ

（名古屋市中村区椿町）
6600円

③
10/2～1/29の（土）
（全17回）

9：30～16：30
三幸福祉カレッジ
（豊橋市駅前大通り）

6477円

④
10/10～2/27の（日）
（全16回）

9：30～16：30
特別養護老人ホームひまわり

（碧南市鷲林町）
6600円

⑤
一般用医薬品の
登録販売者

10/3～2/20の（日）
（全20回）

10：00～15：40
ニチイ

（名古屋市中村区名駅）
10000円

⑥

就職活動セミナー
出前講習

「教育費と社会保障制度
の基本セミナー」

10/10（日） 13：00～16：00
阿久比町中央公民館
（阿久比町卯坂）

無料

⑦ 10/13（水） 13：00～16：00
愛知県出来町庁舎

（名古屋市東区出来町）
無料

⑧ 10/24（日） 13：00～16：00
尾張旭市中央公民館
（尾張旭市東大道町）

無料

⑨ 10/31（日） 13：00～16：00
豊山町社会教育センター
（豊山町大字豊場）

無料

⑩ 日商簿記３級
10/23～2/5の（土）
（全15回）

10：00～15：40
ヒューマンアカデミー
（名古屋市中村区名駅）

3520円

⑪

パソコン中級

10/23～2/5の（土）
（全15回）

10：00～15：40
ヒューマンアカデミー
（名古屋市中村区名駅）

3740円

⑫
10/23～2/12の（土）
（全15回）

10：00～15：40
岡崎市中小企業・勤労者

支援センター
（岡崎市羽根町）

4000円

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

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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多文化子育てサロン 
ベトナムの子どもの日を楽しもう

ベトナム出身のパパ・ママからベトナ 
ムの文化・子育て・遊びについて学びます。

▼日時　8/29（日）　10：00～11：30

▼場所　北山公民館

▼対象　就学前児とその保護者

▼定員　20組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/2（月）から電話またはメールで 
申込先へ。

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

市民文化交流イベント 
寺子屋inとしょかん

能楽師から松尾芭蕉の「おくのほそ道」 
について学びます。

▼日時　8/22（日）　14：00～15：30

▼場所　アローブ

▼定員　50人（先着順）

▼料金　1000円（当日集金）

▼申込　8/2（月）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

市民文化交流イベント 
江戸時代の養生訓に学ぶ

名古屋学芸大学大学院教授の下方浩史 
さんから養生訓を学びます。

▼日時　9/11（土）　14：00～15：30

▼場所　アローブ

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/3（火）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

市役所「都市間交流コーナー」の
展示作成者を募集

市役所6階「都市間交流コーナー」で市 
の国内交流都市を紹介する展示を作成し 
たい団体などを募集します。

▼応募資格　交流都市（遠野市、王滝村、 
新城市、長浜市、小矢部市、新居浜市 
のいずれか）に関する展示（壁面制作・ 
工作物・絵画・写真など）の作成に関心 
のある団体または個人

▼募集団体数　2組程度（先着順）

▼展示期間　2カ月程度（応相談）

▼申込　電話・メール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 

糸bunka@city.obu.lg.jp

緑のカーテンの作品を募集

▼対象　市内に緑のカーテンを設置して 
いる個人または団体

▼募集部門　住宅部門・団体部門

▼審査　書類審査

▼応募方法　8/2（月）～13（金）に応募用紙 
に必要事項を記入し、写真を添えて郵 
送・メールまたは直接申込先へ。

※優秀作品は市ウェブサイトなどで紹介 
します。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 
糸kankyo@city.obu.lg.jp 
〒474-8701住所不要

マザーズセミナー 
再就職支援編

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　8/26（木）　10：00～12：00

▼場所　市役所地下会議室001・002

▼対象　妊娠・出産・育児・介護などで退 
職し、再就職を希望する方

▼定員　12人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　8/2（月）～23（月）に電話・メール・ 
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、8/19（木）までに申し 
込みください。
問・申込先/商工労政課　☎（45）6227 

℻（47）7320　糸shoko@city.obu.lg.jp

大府文化展作品募集

10/31（日）にメディアス体育館おおぶ 
で開催する大府文化展の出品作品を募集 
します。

▼出品規格　絵画（10号以内・仮額）・写 
真（A3以内・仮額）・書（半切まで）原則 
1人各1点まで。

▼料金　無料

▼申込　8/31（火）までに申込書に必要事 
項を記入の上、直接申込先へ。

※応募多数の場合、受け付けを制限する 
ことがあります。申込書は、申込先・ 
市ウェブサイトに用意しています。
問・申込先/文化交流課　☎（45）6266

中学生を対象に受験料無料の 
英語検定3級試験を実施します

▼日時　10/10（日）　14：40～16：00

▼場所　市役所会議室（市内の別会場に
なる場合あり。2次試験は日本英語検
定協会指定の場所）

▼対象　市内在住の中学生

▼料金　無料

▼申込　8/2（月）～31（火）に市ウェブサイト 
の申込フォームへ。

※英語検定受験料補助との併
用不可。市ウェブサイトで
の申込ができない方は、ご
相談ください。

問/学校教育課　☎（46）3332

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　8/8（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

●吉田保育園へ
　㈲一誠から　絵本19冊（2万円相当）
●市内保育園、小・中学校へ
　㈱オネストから　経口補水液45ケース 
（500㍉㍑×24本）（18万3千円相当）

住宅用火災警報器・家具転倒防
止金具を無料で取り付けます

▼日時　9/18（土）・19（日）
　　　　10：00～15：00

▼対象　市内在住で、住宅用火災警報 
器・家具転倒防止金具の取り付けが困 
難な方

▼料金　無料（住宅用火災警報器は実費 
負担）

▼申込　9/7（火）までに 
直接申込先へ。

※詳細は、商工会議所 
ウェブサイトをご覧く 
ださい。
問・申込先/商工会議所　☎（47）5000

市民活動でまちを元気に　各協働事業の交付団体が決定

表1　協働企画提案事業交付金交付団体の審査結果

表2　NPO法人立ち上がり支援事業補助金交付団体の審査結果

問/協働推進課　☎（45）6215

協働企画提案事業

NPO法人立ち上がり支援事業

　「地域課題の解決」をテーマに、営利

を目的としない市民活動を行っている

団体が企画提案した協働企画提案事

業を「公益性」「連携・協働性」「継続性」

「実現性」「先駆性」「応援ポイント」の6

項目の審査基準に基づいて審査した結

果、表1の通り決定しました。

団体名 得点 交付金額 提案内容

いただきまんぷく食堂 75点 16万5千円

子ども食堂の開設を目指し

た親子料理講座実施・食に

関する情報発信

おおぶフェアトレード

タウン推進委員会
81点 30万円

市のフェアトレードタウン

認定を目指した講座・映画

会などの実施

Baby Step 69点 24万2千円

パネルシアター・リズムあ

そび・絵本の読み聞かせの

実施

階
きざはし

58点 19万円

交通安全・環境・防災など

に関する講座、横断者優先

運動などの実施

団体名 得点 交付金額 提案内容

特定非営利活動法人

まなびサポート大府
83点 25万円

学習支援・講座などの実

施、子どもへの学習機会・

安心安全な居場所の提供

　協働の担い手となるNPOの育成・法

人化に向けた財政的な支援を行うた

め、NPO法人が実施する事業を「公益

性」「実現性」「継続性」の3項目の審査基

準に基づいて審査した結果、表2の通

り決定しました。

（提案発表順に掲載）

大府の旬を
お届けします！

と検索

大府市　Facebook

おぶちゃん
LINEスタンプ
販売中

　6/19に市役所で開催した審査会で次の事業について交付団体を決定し、必要資金をひとまちおうえん基金か

ら助成します。

広報おおぶ
スマートフォンで！

を

マチを好きになるアプリ

大会・催し 講座・講習 募集・その他 


