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　七福神を祭る7カ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進呈します（先着順・数

量限定）。

　愛三文化会館開館30周年を記念して秋川雅史さんを招き、日本や世界の名曲を

オーケストラと合唱で奏でるコンサートを開催します。

　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つ全ての御朱印を

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　1/30（日）　9：00～16：00

　　　　（受付は10：30まで）

▼場所　KURUTOおおぶ前

▼定員　150人（先着順）

▼料金　無料

▼日時　2/26（土）　15：00～17：00

▼場所　愛三文化会館

▼定員　793人（先着順）

▼料金　一般2000円・高校生以下1000円

　　　　（当日はプラス500円・全席指定・未就学児入場不可）

▼  申込　1/14（金）から愛三文化会館・文化交流課・ミューいしがせ・アローブ・

KURUTOおおぶ・セブンイレブン・チケットぴあ（Pコード208-624）で販売。

※ 車いす席を希望する方は、愛三文化会館またはチケットぴあへ。託児（3カ月～ 

就学前児・1人1000円）を希望する方は、2/23（水）までにネットワーク大府（☎ 

（85）7028）へ。宝くじの助成により、特別料金となっています。

　1/30（日）　9：00～16：00

　普門寺（横根町）－大黒尊天

　光善寺（北崎町）－辨財尊天

　大日寺（月見町）－壽老尊天

　賢聖院（北崎町）－布袋尊天

　淨通院（追分町）－恵比寿尊天

　地蔵院（中央町）－福禄壽尊天

　地蔵寺（長草町）－毘沙門尊天

日時

場所

問/観光協会（商工労政課内）　☎（45）6227

問・申込先/愛三文化会館　☎（48）6151

大府七福神めぐり

宝くじ文化公演

秋川雅史・杜の音シンガーズ　ハートフルコンサート

くるっとおおぶ　開運ウォーキング

※ 御朱印（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）

▲秋川雅史
　（テノール歌手）

▲杜の音シンガーズ（混声合唱団） ▲家田厚志（指揮者） ▲N響団友オーケストラ
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

　　1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

10日・24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

11日・25日（火） 9：00～18：30 16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

5日・19日（水） 9：00～18：30 16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

12日・26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（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。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
※1/2（日）・3（月）は、お休み

特別展 
モノづくり都市　新居浜展

都市間交流都市である愛媛県新居浜市 
の歴史と文化を展示・紹介します。

▼日時　1/22（土）～3/6（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

ミニ企画展 
歴史民俗資料館ひなまつり

ひなまつりを通して伝統文化に親しん 
でもらうため、ひな人形を展示します。 
2/5（土）から開催する県内の博物館・資料 
館を巡る「ひなまつりスタンプ・シールラ 
リー」の一会場です。

▼日時　1/29（土）～3/6（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

拉致問題パネル展

重大な人権侵害である日本人拉致問題 
についてのパネル展を開催します。

▼日時　2/7（月）～13（日）

▼場所　市役所市民健康ロビー

▼料金　無料
問/福祉総合相談室　☎（45）6219

人権映画会 
映画上映と特定失踪者の家族の声

映画『めぐみへの誓い』（野伏翔監督）の 
上映と特定失踪者（北朝鮮による拉致の可 
能性を排除できない失踪者）の家族である 
吉見美保さん（市内在住）からのメッセー 
ジを通じて、人権の大切さを考えます。

▼日時　2/11（金）　13：30～

▼場所　アローブ

▼対象　小学生以上の方
▼定員　150人（先着順・全席指定）

▼料金　無料

▼申込　1/4（火）から電話または直接申込 
先へ。

※車いす席希望の方は、申込時に申し出 
てください。

問・申込先/福祉総合相談室　☎（45）6219

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「不登校やひきこもり状態 
からの職業選択　子どもの希望と親の希 
望」と家族交流会を行います。

▼日時　1/16（日）　10：00～12：00

▼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

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料
問/福祉総合相談室　☎（45）6219

地元企業就職フェア

①新卒者向け約80社・②再就職者向け 
約50社が出展します。職業適性検査・相 
談、大府市役所などによる行政説明セミ 
ナーも実施します。

▼日時　2/20（日）　①13：00～17：00
　　　　　　　　　②15：00～17：00

▼場所　ウインクあいち
　　　　（名古屋市中村区名駅）

▼対象　①令和5年3月以降に大学・大学 
院・短期大学・高等専門学校・専修学校 
（専門課程）・高等技術専門校を卒業予 
定の学生、卒業後3年以内の既卒者

　②若手社会人、転職・再就職を目指す方

▼料金　無料

▼申込　2/18（金）までに市ウェブサイト 
の申込フォームへ（行政説明セミナーは 
2/7(月)まで）。

※①は、企業ブース4～5社訪問でプリペ 
イドカード500円分、6社以上訪問で 
1000円分のプレゼントあり。詳細は、 
市ウェブサイトをご覧ください。

問/商工労政課　☎（45）6227

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（月）　110番の日

問/東海警察署　☎（33）0110

毅 オリンピックで応援していたので、選手が表紙にのっていて
うれしいです。（表紙　10歳未満）

毅 日本一の元気都市を目指して、公園整備や福祉施設に力を入
れておられる姿勢に感銘を受けました。これからも、元気で
住み良いOBUをお願いします。（市長の一言　40代）
毅 スポーツで活躍されている方が多くてうれしいし、元気をも
らえます！（おめでとうございます　30代）

毅 大府市の魅力がいろいろ見れて楽しかったです。色彩豊かな街
並みをぜひ訪れたいなと思いました。（Photo Topics　30代）

12月号

会長杯 
ビーチボールバレー大会

▼日時　2/20（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　一般女子の部・一般混合の部 
（コート内男子2人以内）

▼料金　1チーム1000円
　　　　（当日集金・中学生は無料）

▼申込　1/6（木）～28（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会長 

間瀬　☎090（7319）5643

市民体育大会　剣道

▼日時　3/6（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　1/15（土）～29（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/スポーツ協会剣道部長　深谷 
☎（48）4768

市生涯学習研究集会

日本福祉大学の原田正樹教授が、地域 
共生社会の実現に向けたこれからの生涯 
学習について講演します。

▼日時　1/13（木）　13：30～15：00

▼場所　市役所地下多目的ホール
問/大府公民館　☎（48）1007

ワールドグルメ 
世界の食と文化

大府市とその周辺に住む外国人が映像 
やパネルで自国の食べ物と文化を紹介し
ます。発表者との交流タイムやスタンプ
ラリー、お楽しみ抽選会もあります。 

▼日時　1/23（日）　13：00～15：30

▼場所　市役所地下多目的ホール

▼定員　100人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/4（火）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

大人のためのおはなし会 
孤独・メメント　モリ

▼日時　1/28（金）　10：00～11：30

▼場所　アローブ

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/5（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

あなたとわたしのつどい

おおぶ男女共同参画ネットワーク団体 
の活動発表、映画『オケ老人！』の上映会
を行います。

▼日時　2/19（土）　13：00～15：45

▼場所　愛三文化会館

▼料金　無料

▼申込　1/5（水）から子ども未来課で整理 
券（全席自由）を配布（なくなり次第終了）。

問/子ども未来課　☎（85）3320

企画展　成田郷子木版画展 
私の水族館PART35

リニューアルした2階歴民ギャラリー 
のこけら落としとして、市内在住の木版 
画家である成田郷子さんの作品を展示し 
ます。

▼日時　1/15（土）～2/13（日）
　　　　9：00～18：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼料金　無料

オープニングセレモニー 
アルパ演奏

▼日時　1/15（土）　14：00～15：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼定員　30人程度（先着順）

▼料金　無料
問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

この色（紫）のごみ袋は

令和4年
3月末まで使えます
ごみ減量キャラクター

オブリーくん

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

少年少女レスリング教室

至学館大学レスリング部の選手・コー 
チからレスリングの基本を学びます。

▼日時　3/12（土）　13：00～14：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住の小学生

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/4（火）～21（金）に市ウェブサイ 
トの申込フォームへ。

問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

ランニングイベント 
トップアスリートと走ろう

愛三工業㈱陸上競技部の選手・コーチ 
による学年別の陸上教室とチャレンジ大 
会を行います。

▼日時　3/26（土）　9：15～11：30
　　　　（雨天中止）

▼場所　あいち健康の森公園

▼対象　市内在住の小学生

▼定員　50人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/7（金）～2/11（金）に市ウェブ 
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

ハイカラプラス 
スマホ体験教室　iPhone編

▼日時　①1/20（木）・27（木）
　　　　②2/10（木）・17（木）
　　　　10：00～12：00

▼場所　①横根公民館　②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（木）から直接各申込先へ。
　　　　（①は電話も可）
※この事業は、㈱ソフトバンクの市内各 
店の協力を得て実施します。アンドロ 
イド端末や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 
も参加できます。
問・申込先/横根公民館　☎（46）7722 

森岡公民館　☎（46）0435

心も体もリフレッシュ 
障がい者ダンス教室

▼日時　1/22～3/5の（土）
　　　　10:00～11:30（全4回）

▼場所　いきいきプラザ

▼対象　市内在住のおおむね小学生以上 
の障がいのある方とその付き添いの方

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/6（木） 9：00から電話または直 
接申込先へ。

問・申込先/いきいきプラザ　☎（44）2770

至学館大学体育学科の学生が 
教える　子ども体育塾

▼日時　1/8（土）・22（土）
　　　　14：00～15：00（全2回）

▼場所　北山公民館

▼対象　市内在住の小学1～4年生

▼定員　12人（先着順・最少催行人数5人）

▼料金　無料

▼申込　1/5（水） 10：00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

おおぶアカデミー 
インドの世界遺産の魅力

愛知工業大学の野々垣篤准教授から、世 
界遺産のラージャスターンの丘陵城塞群 
やヒンドゥーのマハーラージャ宮殿の建 
築の特徴を写真や図面を使って学びます。

▼日時　2/19（土）　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　無料

▼申込　1/6（木）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・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　2/19（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年生以上は子どものみの参加可）

▼定員　8組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/6（木）から電話または直接申込 
先へ。
問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

知って得する法律講座

司法書士から相続や遺言に関する仕組 
みなどを学びます。

▼日時　2/8（火）　13：30～15：00

▼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　330円（申込時集金）

▼申込　1/6（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　2/19（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　1/7（金）から直接申込先へ。
問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

LEDランタン工作教室

▼日時　1/23（日）　13：30～15：00

▼場所　共長公民館　

▼対象　市内在住の小学生とその保護者

▼定員　5組10人（先着順）

▼料金　500円（申込時集金）

▼申込　1/6（木）から直接申込先へ。
問・申込先/共長公民館　☎（46）4931

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。

※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

夜間管理指導員

2人
月10日程度
①平日

17：00～22：00
②日曜・祝日
9：00～17：00

大府公民館

不要
①990円/時間
②955円/時間

4/1（金） 1/25（火）

大府公民館
☎（48）1007

1人 北山公民館
北山公民館
☎（48）6015

土木作業員 1人
週5日

8：30～16：30
道路整備課・ 
市内道路一円

要 18万2710円/月 2月上旬 1/17（月）
道路整備課
☎（45）6231

埋蔵文化財専門員 1人
週5日

8：30～16：30
歴史民俗資料館 要 18万2710円/月

3/1（火）
以降

1/27（木）
歴史民俗資料館
☎（48）1809

※ 体験での参加も歓迎。詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

クラブ名 活動場所 主な活動内容 申込期間 連絡先

おひさま 大府児童老人福祉センター 親子体操・キッズイングリッシュなど 1/28（金）～2/4（金） ☎(46)1090

えぷろん 神田児童老人福祉センター 親子体操・手形アートと遊びなど 1/12（水）～2/4（金） ☎(48)8822

たんぽぽ 北山児童センター 親子遊び・親子工作・ベビーダンスなど 1/17（月）～2/4（金） ☎(48)2771

らっこ 東山児童老人福祉センター 親子体操・親子英語・大人ヨガなど 2/2（水）～12（土） ☎(44)8899

きらきらぼし 共和西児童老人福祉センター 乳幼児教室・幼児体操・ママ教室など 1/11（火）～2/6（日） ☎(48)1200

虹 共長児童センター 親子体操・親子英語・ヨガ・美骨ケアなど 1/25（火）～2/4（金） ☎(48)4121

たけのこ 吉田児童老人福祉センター 各種エクササイズ・陶芸・小物作りなど 2 /1（火）～12（土） ☎(46)5220

からしな 石ケ瀬児童老人福祉センター 幼児教室・ヨガ・創作劇遊びなど 1 /24（月）～2/10（木） ☎(44)4678

ファミリークラブ会員募集
　「地域の中で子育てを」を目的に、各児童（老人福祉）センターで、保護者が中心となって、自主的に活動する「ファミリーク
ラブ」の会員を募集します。

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。

広告

お求めは、
KURUTOおおぶ・
市役所企画広報課で！

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

ふるさと講座　南吉童話が紡ぐ
ペーパーアートの魅力

▼日時　2/5（土）　14：00～16：00

▼場所　アローブ

▼対象　小学生以上の方
　　　　（小学生は保護者同伴）

▼定員　30人（先着順）

▼料金　100円（当日集金）

▼申込　1/14（金）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

版画でおさかなを作ろう

魚をモチーフにした版画を作ります。 
作品は歴史民俗資料館に展示します。

▼日時　1/23（日）・1/30（日）
　　　　13：30～15：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼定員　各15人（先着順）

▼料金　330円
　　　　(申込時集金・小学生以下無料)

▼申込　1/7（金）から直接申込先へ。
問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

歴史講座　工都新居浜と海里山
の環境と暮らし

都市間交流都市である新居浜市につい 
て、世界遺産・近代産業都市・山車文化・ 
身体文化などさまざまな角度から学びます。

▼日時　2/5（土）　13：30～15：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/12（水）から直接申込先へ。
問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

多文化子育てサロン 
児童センターへ行こう

児童センターの紹介と保育士によるリ 
ズム遊びや読み聞かせを体験します。

▼日時　1/16（日）　10：00～11：00

▼場所　東山児童老人福祉センター

▼対象　就学前児とその保護者

▼定員　15組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/4（火）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

ファミリー・サポート講習会

消防署職員から乳幼児期における緊急 
時の対策と応急手当・AEDについて学び 
ます。

▼日時　1/31（月）　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　8人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/5（水）～17（月） 平日9：00～ 
17：00に直接申込先へ。

問・申込先/子どもステーション　☎（44）4541

就職支援セミナー　面接力UP編

採用担当者の心に残るような面接方法 
を学びます。

▼日時　1/19（水）　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　12人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　1/4（火）～14（金）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、1/11（火）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

ミューいしがせ講座

▼場所　ミューいしがせ

▼料金　無料

▼申込　1/6（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。

親子で異文化体験 
国際交流員ケビンと英語で楽しもう

▼日時　2/5（土）　10：00～12：00

▼対象　小学生とその保護者

▼定員　12組（先着順）

パパ力UP講座　命を守る防災視点
を取り入れた整理術

▼日時　1/15（土）　10：00～12：00

▼対象　子育て中のパパ、これからパパ 
になる予定のプレパパ

▼定員　10人（先着順）
問・申込先/ミューいしがせ　☎（48）0588 

糸misigase@ma.medias.ne.jp

不安や悩みを持つ女性のための
居場所サロン

▼対象　市内在住の女性（子どもの同伴可）

▼場所　ミューいしがせ

▼料金　無料

▼申込　1/6（木）からメールで居場所サロ 
ン担当　大橋（糸tunagarisaron2021 
@yahoo.co.jp）へ。

音楽を聴いて癒されよう 
ピアノ生演奏でマインドフルネス

▼日時　1/22（土）　10：00～11：00

▼定員　40人（先着順）

ミニハーブボール作りと 
温活セルフケアレッスン

▼日時　2/16（水）　10：00～11：30

▼定員　13人（先着順）
問/ミューいしがせ　☎（48）0588

※ 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をします。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3DK 2万400円～4万100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

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

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

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

北尾新田 北崎町1-150 中層耐火5階建2DK 1万7900円～3万5200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　3/11（金）

▼募集案内書配布期間　1/5（水）～19（水）

▼申込　1/12（水）～21（金）に直接申込先へ。

▼抽選日時　2/8（火）　10：00

市営住宅入居者募集 問・申込先/建設総務課　☎（85）3896

▼対象　次の①～⑤のいずれかに該当する方は、自動

的に名簿に掲載されますが、申し出により掲載しない

こともできます。対象ではない方で掲載を希望する方

も、申し出により名簿に掲載することができます。

①要介護認定が3～5の方

②要介護認定が1または2の方のうち

　毅65歳以上の単身世帯に属する方

　毅75歳以上の高齢者のみの世帯に属する方

③身体障害者手帳をお持ちの方（種別により1～3級）

④療育手帳（A判定）をお持ちの方

⑤精神保健福祉手帳（1級）をお持ちの方

▼届出方法

毅 避難行動要支援者名簿への情報掲載に同意しない

方は、1/31（月）までに拒否届出書と対象者と分か

る書類（身体障害者手帳・療育手帳など）を持参し、

申込先へ。

毅 対象ではない方で避難行動要支援者名簿への掲載

を希望する方は、1/31（月）までに申請書に必要事

項を記入の上、直接申込先へ。

避難行動要支援者名簿への登録を行います
問・申込先/地域福祉課　☎（45）6228

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

※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。

　市では、より多くの方を災害時に支援できるよう、避難行動要支援者名簿を作成し、避難支援等関係者に提

供しています。

※ 災害時には拒否届出書を提出した方も含めた名簿を避難支援等関係者へ提供します。

※ 既に拒否届出書を提出している方でも対象事由が変更または非該当となった場合は、再度拒否届出書の提出が必要に

なる場合があります。

※ 各種書類は、申込先・市ウェブサイトに用意しています。

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

新型コロナウイルス

感染症に関する情報

健康教室

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼料金　無料

頭をフル活用 
楽しいレクリエーション

頭と体を使った室内で行える簡単な運 
動やゲームをします。

▼日時　①②2/3（木） 10:00～11:30
　　　　③2/4（金） 10:00～11:30
　　　　④2/8（火） 14:00～15:30

▼場所　①北山公民館　②吉田公民館 
③大府公民館　④ミューいしがせ

▼定員　各30人（先着順）

▼申込　1/4（火）～31（月）に電話・メール 
（件名に講座名、本文に氏名・住所・連 
絡先・希望日時・場所を明記）または直 
接申込先へ。

生涯自分の足で歩くための 
足指ストレッチ

正しい靴の選び方・爪の切り方・足部 
ストレッチなどを学びます。

▼日時　2/24（木）　14:00～15:30

▼場所　長草公民館

▼定員　30人（先着順）

▼申込　1/4（火）～2/17（木）に電話・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。
問・申込先/健康増進課　☎(47)8000 

糸hkn-c@city.obu.lg.jp

おおぶ一生元気ポイント事業を
終了します

市民の健康づくりへの
意識向上を図るため、平成
27年度から実施してきた
「おおぶ一生元気ポイント事業」は令和3
年度をもって終了します。令和4年度以
降、実施予定はありません。現在実施中
の「おおぶ一生元気ポイント2021」のポ
イント交換期限は、3/31（木）までです。

問/健康増進課　☎（47）8000

市民美術展作品募集

3/5（土）～13（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点に 
つき500円・学生は無料）

▼申込　1/12（水）～2/18（金）に申込書に 
必要事項を記入し、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

差し押さえた財産の 
インターネット公売

税収および税負担の公平性を確保する 
ため、KSI（紀尾井町戦略研究所㈱）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 
20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、行政機関の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　原動機付自転車

▼参加申込期間
　1/13（木） 13：00～2/1（火） 23：00

▼入札（競り売り）期間
　2/7（月） 13：00～2/9（水） 23：00

▼最高価格申込者（落札者）決定日時　
2/10（木）　10：00

▼買受代金納付期限　2/17（木）

▼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　1/19（水）　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、今までに受け 
たことがない方）

▼料金　無料
問/健康増進課　☎（47）8000

　明けましておめでとうございます。今号の16～18頁には「所得税・市県民税の申告相談」についてまとめ
ています。私事ですが、昨年、通院と医療費控除の申告を煩わしく思い、始めるはずだった歯科矯正を見
送ってしまい、心残りでした。今年こそは歯科矯正を始めて、コロナ禍でマスク生活が続いているうちに
キレイな歯並びを手に入れ、来年にはしっかりと確定申告をしたいと思います。（寺）

　生ごみの減量のため、生ごみを堆肥化してみませんか。

　コンポスト容器などの購入費を補助する制度があります。

▼対象　コンポスト容器・その他堆肥化容器

　　　　（1世帯につき各2基まで）

▼補助額　購入費の2分の1（1基につき上限3千円）

※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

問/環境課　☎（45）6223vol.5

大府流ゼロカーボン事例⑤　生ごみ堆肥化容器の補助制度

次回は3月号です。

　ごみ減量に生かすため、市では毎年1回、家庭から排出されるごみの

分別状況を調査しています。

　調査の結果、燃やせるごみのうち約2割は資源で、特に紙類やプラス

チック製容器包装が多く含まれていました。さらに、燃やせるごみに

含まれていた生ごみのうち約2割が未使用・未開封のまま捨てられた

食品でした。食品は必要な分だけ購入するようにしましょう。また、

水分をよく切ることで生ごみを減らすことができます。ごみの分別と

減量にご協力をお願いします。

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（火）～31（月）に申請書に必要 
事項を記入し、源泉徴収票（原本）など 
令和3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 
付の上、申込先へ。

※申請書などは、申込先と市内中学校に 
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　1/17（月）～28（金）
　　　　10：00～17：00

問/危機管理課　☎（45）6320

三井住友銀行の窓口における 
納付書の取り扱いが終了します

三井住友銀行の窓口における市税など
の納付書の取り扱いは、3/31（木）をもっ
て終了します。4/1（金）以降に窓口で納
付する場合は、納付書に記載の金融機関
など（三井住友銀行を除く）をご利用くだ
さい。なお、口座振替は、これまで通り
三井住友銀行の口座も利用できます。

問/会計課　☎（45）6240

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　1/9・23（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

●ひとまちおうえん基金へ
　名南カントリークラブから
　6万8000円
●市・アローブへ
　鈴木昭男さんから
　美術品（点音プレート）2点

燃やせるごみ

資源対象品資源対象品

その他

75.9％

23.0％23.0％

1.1％

燃やせるごみとして出されたものに
含まれる資源の割合

OBU×Instagram
＠obu_style
大府の魅力発信中

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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