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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

　　5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 ▶アピタパワー大府店　南側駐車場

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

5月の納税

軽自動車税　全期分

納期限　5/31（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。クレジットカードで
の納付は、令和3年度で終了しました。
問/税務課　☎（45）6263

市民体育大会　サッカー

▼日時　7/3（日）～9/11（日）　9：00

▼場所　横根多目的グラウンドほか

▼対象　代表者が20歳以上の社会人で、
市内在住・在勤・在学の方を7人以上
含み、公認審判員（4級以上）が1人以上
在籍するチーム

▼種目　一般（男女問わず）

▼料金　1チーム2000円（当日集金）

▼申込　5/2（月）～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/スポーツ協会サッカー部長　花田 

☎080（5164）1680

会長杯　剣道大会

▼日時　5/29（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＝段・級別トーナメント

▼料金　250円
　　　　（当日集金・中学生以下100円） 

▼申込　5/2（月）～13（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/スポーツ協会剣道部長　深谷　 
☎（48）4768

会長杯　陸上競技大会

▼日時　7/3（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）
●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、
小学5年生男女別、同6年生男女別

●1500㍍＝一般女子、中学生男女別
●3000㍍＝一般男子、壮年男子（A40～
59歳・B60歳以上）

●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、
小学4年生以下男女別、同5年生男女
別、同6年生男女別

●走高跳＝一般男女別、壮年男子（A40～
59歳・B60歳以上）、中学生男女別

●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

▼料金　1000円（当日集金、小・中学生
　1種目100円）

▼申込　5/2（月）～6/3（金）にスポーツ協会
ウェブサイトまたは直接スポーツ協会
（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
付き添いが必要。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

会長杯　バドミントン大会

▼日時　6/5（日）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　一般（連盟に所属する方・当日
加入可（別途会費））、市内在住または
市内クラブ所属の小・中学生

▼種目　ダブルス＝一般（年代・男女別）
　シングルス＝小学生（学年・男女別）　

▼料金　1人800円
　　　　（当日集金・小学生300円）

▼申込　5/2（月）～20（金）にスポーツ協会 
ウェブサイトまたは直接スポーツ協会 
（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/スポーツ協会バドミントン部　近藤 

☎090（8549）1469 

市長杯　ソフトボール大会

▼日時　6/5（日）　9：00（予備日6/19（日））

▼場所　横根グラウンド

▼対象　市内在住・在勤の方で構成する
チーム

▼種目　一般男子（監督以下20人以内）

▼料金　1チーム5000円（当日集金）

▼申込　5/27（金）までに電話で申込先へ。
※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/スポーツ協会ソフトボール部　加藤

☎090（1470）9496

市長杯　テニス大会

▼日時　6/5（日）　9：00（予備日6/12（日））

▼場所　市営テニスコート

▼対象　市内在住・在勤・在学の高校生
以上の男性

▼種目　男子ダブルス

▼料金　1チーム2500円（当日集金）

▼申込　5/2（月）～17（火）にスポーツ協会
ウェブサイトまたは直接スポーツ協会
（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/スポーツ協会テニス部長　小野﨑 

☎（47）5354

市長杯　バレーボール大会

▼日時　①6/5（日）　②6/12（日）　9：00
▼場所　体育センター

▼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　①一般女子　②一般男子（6人制）

▼料金　1チーム2000円（当日集金）

▼申込　5/2（月）～22（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

5
ごみゼロ

30運動

神田（横根・北崎）・北山・東山・共長・ 
吉田・石ケ瀬の各地区で清掃活動を行い 
ます。

▼日時　5/29（日）　7：00～9：00
　（地域によって時間は異なります。雨天
中止・小雨決行）

※530運動の日は、『「健康都市おおぶ」 
みんなで美しいまちをつくる条例』で 
規定されている市民行動の日にあたり 
ます。

問/協働推進課　☎（45）6215

文協まつり

盆栽・山野草・川柳・短歌・俳句・草木染・
絵画・かな書道・写真・ヒョウタン・生け花・
陶芸・手彫りガラスの作品を展示します。

▼日時　5/28（土）・29（日）　9：30～16：00

▼場所　愛三文化会館

▼料金　無料

芸能祭

詩吟・剣詩舞・民踊・日舞・歌謡舞踊・
三味線・太極拳・ダンスを披露します。

▼日時　5/29（日）　12：30～17：00

▼場所　愛三文化会館

▼料金　無料
※終了後、来場者には卵パックをプレゼ
ントします。

問/文化協会　☎（48）6188

市役所ロビーコンサート 
オカリナでお届けする癒しの音

キャンディーブルーの４人が「OVER　
THE　RAINBOW」「MY　ONE　AND　
ONLY　LOVE」「CANDY」などを演奏
します。

▼日時　5/30（月）　12：15～12：50

▼場所　市役所1階市民健康ロビー

▼料金　無料
問/文化交流課　☎（45）6266

芸術祭　リア王

大府ゆかりの俳優・鈴木林蔵さんの主
演で、シェイクスピア四大悲劇の一つ
『リア王』を上演します。

▼日時　6/11（土）　13：30～15：30

▼場所　愛三文化会館 

▼定員　800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・就学
前児入場不可）

▼申込　5/2（月）から愛三文化会館・文化 
交流課・アローブ・ミューいしがせ・ 
KURUTOおおぶ・セブンイレブン・チ 
ケットぴあ（Pコード512-226）で販売。

※託児（3カ月～就学前児・1人1000円）
を希望する方は、6/8（水）までにネット
ワーク大府（☎（85）7028）へ。
問・申込先/愛三文化会館　☎（48）6151

毅 写真が毎度きれいに撮れていてすごく好きで
す。（表紙　20代）
毅 市の財政状況や予算状況がよく分かりました。
（特集「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」　40代）
毅 講座などの案内を楽しみにしています。（情報
パック　50代）

4月号

総合治水を理解しよう　ビジュアルボードフェア

▼期間　7/26（火）～8/1（月）

▼場所　市役所1階市民健康ロビー

5/15（日）～21（土）　総合治水推進週間

　総合治水とは、河川の改修だけでなく、ため池・田畑の保全などに

よる雨水の流出抑制や洪水時の避難警戒態勢の確立などの対策を組

み合わせたものです。

● 浄化槽などを利用した雨水貯留浸透施設の設置費用の一部を補助

する制度があります。詳細は、水道工務課 （☎（45）6239）へ。

問/水緑公園課　☎（45）6236

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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企画展　紙の魔術師　太田隆司
ペーパーアート展second

昭和の暮らしを紙で表現する太田隆司
さんの作品を展示します。

▼日時　5/28（土）～6/26（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

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「ひきこもりの理解と対応」
と家族交流会を行います。

▼日時　5/15（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

大府企業就職フェア

①新卒者向け23社・②再就職者向け
16社の市内優良企業が出展します。

▼日時　5/28（土）　13：00～16：00

▼場所　市役所地下多目的ホール

▼対象　①令和５年3月に大学・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
※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

盆踊りに備えよう　民踊講習会

▼日時　6/4（土）　10：00～12：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼料金　無料

▼持ち物　上履き・うちわ
問/文化交流課　☎（45）6266

エコキッズ

緑のカーテン・エコキャップアート・
芋堀りなどを通じて、環境について学び
ます。

▼日時　5/14（土）　14：00～15：30
　8/3（水）・11/5（土）　9：30～12：00
（全3回）

▼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　10組（先着順）

▼料金　1人100円（当日集金）

▼申込　5/2（月）から直接申込先へ。
問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

フレガク　お洒落講座

美容・健康の知識、個人に合わせたス 
キンケア・メイクアップ・似合う色など 
を学びます。

▼日時　6/4（土）・18（土）
　　　　10：00～12：00（全2回）

▼場所　共長公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の39歳以
下の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　660円（初回集金）

▼申込　5/7（土）から市ウェブサイトの
申込フォームへ。

問/共長公民館　☎（46）4931

いただきまんぷく食堂 
ちまき作りと染め紙工作

▼日時　5/28（土）　①9：30～11：30
　　　　②13：30～15：30

▼場所　北山公民館

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

▼定員　各6組（先着順）

▼料金　1人300円
　　　　（当日集金・中学生以下無料）

▼申込　5/2（月）　9：00から市ウェブサ 
イトの申込フォームへ。

問/北山公民館　☎（48）6015

ハイカラプラス　高齢者の初級
シンプルスマホ講座

▼日時　5/23（月）・30（月）
　　　　10：00～12：00（全2回）

▼場所　長草公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の60歳以
上の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　5/6（金）から直接申込先へ。
※この事業は、ソフトバンク㈱の協力を
得て実施します。
問・申込先/長草公民館　☎（48）5444

子ども落語教室　大府の笑学校

立川志の太郎さんから、落語や大喜利 
を学びます。

▼日時　6/5～8/21の（日）・9/3（土）
　　　　13：30～15：30
　　　　発表会　9/11（日）　（全9回）

▼場所　市役所会議室ほか

▼対象　市内在住の小学生

▼定員　10人程度（学年などを考慮の上
選考）

▼料金　1000円（初回集金）

▼申込　5/25（水）までに電話・メール（件 
名に講座名、本文に・氏名・住所・学校 
名・学年・保護者氏名・連絡先を明記）
または直接申込先へ。
問・申込先/文化交流課　☎（45）6266　

糸bunka@city.obu.lg.jp

サツマイモを育てて収穫しよう　
親子ふれあい農業体験

▼日時　5/28～11/5の（土）　 
　　　10：00～11：30（全4回）

▼場所　神田公民館
▼対象　市内在住の6歳以上の子どもと

その保護者

▼定員　7組（先着順）

▼料金　1組500円（初回集金）

▼申込　5/2（月）　9：00から市ウェブサ
イトの申込フォームへ。

※2回目以降は、苗の生育状況などにより
日程変更する場合があります。

問/神田公民館　☎（46）2620

講座名 日時 場所 料金（初回集金）

①　介護職員初任者研修
6/29～10/26の（水）
9：30～17：30（全16回）

未来ケアカレッジ
（名古屋市中村区椿町）

6600円

②　パソコン初級
7/2～10/15の（土）

10：00～15：40（全15回）
ヒューマンアカデミー
（名古屋市中村区名駅）

2365円

▶ 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（①は

自宅学習が40.5時間可能な方）

▶定員　各20人（抽選）

▶申込　5/6（金）～27（金）に直接申込先へ。

※ ②は託児(無料)あり。料金は全て交通費・昼食代を除く。

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

おおぶ・あったか認知症カフェ

カフェ名 日時 場所
料金

（当日集金）

なごみ庵 第3（水） 10：00～12：00 社会福祉協議会 100円

あんずカフェ 第2（土） 10：00～11：00 共和病院 無料

カフェくちなし 第2（日） 10：00～11：00 認知症介護研究・研修大府センター 無料

コミュニティカフェみちくさ 第1・3（金） 9：00～11：00 こもれび（ネットワークみやび内） 350円

ふるさと 第3（金） 10：00～11：30 はっぴいわん大府「長草横丁」 200円

問/高齢障がい支援課　☎（45）6289

認知症の方やその家族をはじめ、誰でも参加できる憩いの場所です。交流やレクリエーションなどを行います。

▶申込　当日直接会場へ。 　※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

財源確保などのため、有料広告を掲載しています。広告内容は、市が推奨するものではありませんので、広告主へ直接お問い合わせください。

広告

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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大府の魅力発信中

ランニングことはじめ

足の構造を学び、正しいランニングを
身に付けます。

▼日時　6/18（土）・7/2（土）　 
　　　9：00～11：00（全2回）

▼場所　長草公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　660円（初回集金）

▼申込　5/6（金）から直接申込先へ。
問・申込先/長草公民館　☎（48）5444

子ども体力向上プログラム　
チャレンジさかあがり教室

▼日時　6/4・11・18の（土）　 
　　　15：00～16：00（全3回）

▼場所　横根公民館

▼対象　市内在住の小学生

▼定員　12人（抽選）

▼料金　無料

▼申込　5/6（金）～8（日）に電話または直接
申込先へ。
問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

高齢者のための簡単ヨガ講座

▼日時　5/26・6/9・23の（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　5/3（火）から直接申込先へ。
問・申込先/長草公民館　☎（48）5444

市内在住の外国人と作る　 
インドネシア料理交流会

▼日時　6/12（日）　10：00～13：00

▼場所　大府公民館

▼定員　15人（先着順）

▼料金　500円（当日集金）

▼申込　5/2（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

女性防災士から学ぶ　 
防災セミナー

▼日時　5/28（土）・6/4（土） 
　　　10：00～11：00（全2回）

▼場所　DAIWA防災学習センター　

▼対象　市内在住・在勤・在学の中学生
以上の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　5/6（金）～27（金）に電話または直 
接申込先へ。

※1回のみの参加も可。
問・申込先/DAIWA防災学習センター　

☎（46）2200

本場の英会話で日本文化を学ぼう

▼日時　7/5～9/13の（火）　
　　　　19：00～20：15（全8回）

▼場所　大府公民館・ZOOM（オンライン）　

▼対象　協会に入会する方（別途会費）

▼定員　10人（先着順）

▼料金　1万2500円（申込後集金）

▼申込　5/2（月）からメールで申込先へ。
※レベルは、英検準2級程度です。受講 
者が少ないときは、開講しない場合が 
あります。

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

醸
かも

せ師から学ぶ　醤
ひしお

作り講座

▼日時　5/12（木）　10：00～12：00

▼場所　ミューいしがせ

▼対象　市内在住の方　

▼定員　15人（先着順）

▼料金　500円（当日集金）

▼申込　5/2（月）～10（火）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

運動や食事から見直す　 
ロコモ予防講座

▼日時　①測定会　6/16（木）
　10：00～11：00または11：00～12：00
　②講義　7/6（水）　13：15～15：00（全2回）

▼場所　①保健センター
　　　　②ミューいしがせ

▼対象　市内在住の方　

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　5/2（月）～6/9（木）に電話または
直接申込先へ。
問・申込先/健康増進課　☎（47）8000

知北霊園墓地１次募集

▼募集区画数　①4.0平方㍍＝10区画
　　　　　　　②3.2平方㍍＝20区画
　　　　　　　（抽選）

▼永代使用料　①60万円　②48万円

▼維持管理料　年3300円
　　　　　　　（1年未満でも1年とみなす）

▼応募資格　次の全てに該当する方
●令和4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在住
し、現在、墓地・納骨堂に納骨してい 
ない親族の遺骨を自宅などで保管して 
いる方（分骨・改葬は対象外）

●現在、知北霊園の墓地を使用していな
い世帯

▼必要書類
●申請書
●世帯全員の住民票の写し 
（全記載で3カ月以内のもの）
●火葬許可証またはこれに準ずる書類
（コピー不可）
● 戸籍謄（抄）本（申請者と死亡者の続柄
が分かるもの）

▼申込　5/11（水）～20（金）（土・日曜日も 
受付可）　9：00～17：00に本人または 
家族が必要書類を持参の上、申込先へ。

▼抽選日時　5/31（火）　9：00

▼抽選場所　知北平和公園組合管理事務所
※1世帯につき1区画のみ応募可。遺骨の
ない方は、7月中旬に行う予定の2次
募集に応募してください。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

▶対象　市内在住・在勤・在学の方（⑦は3～18カ月の首の座った乳児とその保護者）

▶申込　①～⑥は5/2（月）から　⑦⑧は5/3（火）から直接各申込先へ（③は市ウェブサイトの申込フォームのみ）。

※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。

市民講師企画講座
講座名 日時

定員 
（先着順）

料金 
（初回集金）

場所･申込先

① タイ式ヨガ講座 5/16～9/19の（月）　 13：30～15：00（全10回） 8人 3600円
大府公民館
☎（48）1007

②
水野愛子監修　表情筋 

トレーニング＆心美学
5/24（火）　 10：30～12：00 10人 300円

大府公民館
☎（48）1007

③
おひとり弁当を作る 

おばあちゃんの知恵袋
5/25～9/22の（水）・（木）　10：00～12：00（全5回） 8人 4500円

共長公民館
☎（46）4931

④ ベーシックヨガ 6/3～9/30の（金）　 13：30～15：00（全10回） 16人 3000円
大府公民館
☎（48）1007

⑤ バランスボール 6/10～8/26の（金）　 13：30～14：30（全6回） 10人 3900円
吉田公民館
☎（46）2123

⑥
スポーツウエルネス 

吹矢教室
6/18（土）・25（土）　 13：30～15：30（全2回） 10人 100円

吉田公民館
☎（46）2123

⑦
赤ちゃんと踊ろう 

ベビーダンス1
6/8（水）　 10：30～11：30 10組 300円

長草公民館
☎（48）5444

⑧
基礎から学ぼう 

フラダンス
6/8～7/27の（水） 11：00～12：00（全5回） 10人 1500円

横根公民館
☎（46）7722

市民講師企画講座（後期）講師募集 問/協働推進課　☎（45）6215

▶開催時期　10月～2月

▶開催回数　10回以内（1回あたり90～120分）

▶開催場所　市内公民館

▶講師料　受講者から1人1回300円以内を受領できます。

▶応募資格　18歳以上の方

▶ 申込　事前連絡の上、5/27（金）までに申込書を直接各

公民館へ。

※申込書は、各公民館・市ウェブサイトに用意しています。

お笑い算数 

問/横根公民館　☎（46）7722　共長公民館　☎（46）4931

▶日時　5/28（土）　①10：00～12：00　②14：00～16：00

▶場所　横根公民館

▶対象　市内在住の小学5・6年生、中学生

▶定員　各35人（先着順）

▶料金　無料

▶申込　5/2（月）から市ウェブサイトの申込フォームへ。

永
ながたまさよし

田雅宜記念算数数学講座「ながラボ」第1弾　

永田雅宜さん（1927～2008）

市出身の数学者。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。

数学の面白さ・魅力を広める日本お笑い数学協会の方から、

お笑いで算数・数学の楽しさを学びます。

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

差し押さえた財産の 
インターネット公売

税収・税負担の公平性を確保するため、 
紀尾井町戦略研究所㈱（KSI）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 
18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

▼参加申込締切　5/10（火）　23：00

▼入札（競り売り）期間　
　5/17（火）　13：00～5/19（木）　23：00

▼最高価格申込者（落札者）決定日時　
5/20（金）　10：00

▼買受代金納付期限　5/27（金）　14：30

▼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

中学生「平和大使」 
沖縄派遣参加者募集

戦時中に沖縄県で起きた事実を学び、
戦争の悲惨さ・平和の大切さを伝える
中学生「平和大使」沖縄派遣の参加者を
募集します。

▼日にち　7/28（木）・29（金）

▼場所　沖縄県読谷村ほか（チビチリガマ・ 
沖縄県平和祈念資料館など）

▼対象　市内在住の中学2年生

▼定員　8人（選考）

▼料金　無料

▼申込　5/11（水）までに申込書に必要事 
項を記入の上、直接申込先へ（市内中 
学校の生徒は、学校経由で応募してく 
ださい）。

※申込書は、申込先・市ウェブサイトに 
用意しています。派遣前に事前勉強会 
を開催します。派遣後には報告書を作 
成し、報告会などに出席します。
問・申込先/地域福祉課　☎（45）6228

赤十字運動月間　 
日本赤十字社　社資募集

日本赤十字社では、赤十字の災害救護
事業・血液事業・医療事業の貴重な財源
となる活動資金（社資）を募集します。

▼申込　5月に自治区を通じて行う募集
にご協力いただくか、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/日本赤十字社大府市地区 
（地域福祉課内）　☎（45）6228

子どもの近視予防プロジェクト
参加者募集

目について学びながら、親子で生活習 
慣の改善に取り組む近視予防プロジェク
トの参加者を募集します。

▼期間　6/11（土）～2/12（日）

▼対象　市内在住の小学1～3年生とその 
保護者で、次の全てを満たす方

毅プロジェクト公式LINEから連絡を受け 
取れる方

毅6/11（土）・12（日）のいずれかで事業説明 
会・測定会に参加できる方

▼定員　100組（抽選）

▼料金　無料

▼申込　5/20（金）までに市ウェブサイト 
の申込フォームへ。

問/健康都市スポーツ推進課　 
☎（45）6233

▶出品資格　作品を制作できる方

▶ 出品規格　 

●幅3㍍・奥行き1㍍・高さ2㍍以内かつ100㌔㌘以内で、 

　2人以上が座ることができるもの 

●安全性・耐久性に配慮したもの

▶副賞　優秀者にQUOカード5万円分

OBU city, Aichi

コンテスト
　市の特徴や風景を連想させ、思わず写真を撮りたくなる「すわるアート（座ることのできるアート作品）」の

デザインを募集します。優秀者には実際に作品を制作していただき、翌年3月に鞍流瀬川緑道に設置します。

▶ 申込　5/9（月）～9/30（金）に申込書に必要事項を記入し、

デザイン画を添えて郵送・メールまたは直接申込先へ。

※ 申込書は、申込先・市ウェブサイトに用意しています。

優秀者の作品制作に係る経費は事前に助成します（上限

50万円）。詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

問・申込先/都市政策課　☎（45）6221　死toshi@city.obu.lg.jp　〒474－8701住所不要

応募期間　

5.9（mon）～9.30（fri)

▶ 応募資格　Adobe Illustratorでの作品の提出ができる方（手

書き作品をスキャンしたものなどによる応募の場合、採用候

補から外れることがあります）

▶ 賞金　採用作品（1点）：10万円、優秀作品（3点）：1万円

▶ 申込　4/18～6/30（木）に市ウェブサイト経由によるWEB応

募または申込先に郵送してください。

▶ 注意事項　 

毅ブランドマークとは市のキャッチコピーを添えて 

　市のイメージを視覚的に表現したものです。 

毅採用した作品については、市ビジュアルプロモー 

　ションマークとして名称を変えて使用します。

※詳細は、市ウェブサイトでご確認ください。

問・申込先/企画広報課　☎（45）6214　〒474－8701住所不要

会計年度任用職員募集
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

①
学校給食
調理員

8人
週3～5日

平日　9：00～14：30
市内 

小・中学校
不要

週5日  　1000円/時間 
週3・4日　970円/時間

6/1（水）以降 5/16（月）

②
放課後クラブ
主任指導員

若干人
週5日 

11：00～19：00
市内 

放課後クラブ
要 16万9300円/月 6/1（水） 5/18（水）

③
放課後クラブ
指導員

30人

週2～5日 
平日　14：00～19：00
土曜　  7：45～19：00　
長期休業期間
7:15～19：00 
（各4時間程度）

市内 
放課後クラブ

不要
資格あり　1150円/時間 
資格なし　1100円/時間

応相談 随時受付

問・申込先/学校教育課　①☎（46）3332　②③☎（46）3331

▼  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。

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

運行状況は
こちらから

バスは
今どこ？

大府市

友だち登録はこちらから友だち登録はこちらから

最新情報をお届けします

買い物支援ガイドを 
リニューアルしました

買い物に困難さを感じる方の利便性
の向上や市内の商業振興のため、便利な
買い物支援サービス（自宅配達・移動販
売・買い物代行）や市の高齢者福祉サー
ビスをまとめた買い物
支援ガイドをリニュー
アルしました。

▼配布施設　商工労政課・愛三文化会館・ 
アローブ・各公民館・いきいきプラザ・ 
コラビア・ミューいしがせ・各児童（老 
人福祉）センター・子どもステーション・ 
商工会議所・ワークプラザおおぶ・KU 
RUTOおおぶ

※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

Jアラートの全国一斉情報伝達 
試験を行います

「Jアラート」は、地震・津波・武力攻撃 
などの災害時に、国から送られる緊急情
報を瞬時に伝達するシステムです。次の
日時にＪアラートの全国一斉情報伝達試
験が実施され、同報無線と防災ラジオか
ら放送が流れます。

▼日時　5/18（水）　11：00頃
問/危機管理課　☎（45）6320

文化活動事業補助制度を 
ご利用ください

▼対象　市内に在住または活動の本拠を
置き、1年以上継続して文化活動の実
績がある個人または団体

▼対象事業　広く市民を対象に市内で開
催する公演・展示・自費出版物など、
対象経費の合計が5万円以上の文化芸
術活動事業

▼対象外事業　営利目的や宗教的・政治
的意図のあるもの、特定の個人や団体
を対象としたもの、教授所・教室が行
うおさらい会・発表会、学校・企業で
の文化活動事業など

▼対象経費　事業に要する経費のうち、
会場費、音響照明費、著作権使用料、
印刷費、駐車場整理・託児・受付謝礼、
看板制作費、案内状郵送料など

▼対象外経費　衣装費、運搬費、楽譜料、 
振付料、原稿料、出演料、マネジメン 
ト料、食糧費、記念品代、交通費、団 
体の運営費など

▼補助金額　補助対象経費から収入を引
いた額の2分の1以内（上限20万円）

▼事業の実施期間　4/1～翌年3/31（金）　

▼申込　5/6（金）～6/30（木）に申請書に
必要事項を記入の上、直接申込先へ。

※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

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　5/15（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

市立保育園などへ
　MICS化学㈱から
　防臭袋1万枚（15万円相当）
ひとまちおうえん基金へ
　共和病院から　1万円
　桂新堂㈱から　1万円
　㈱東海理機から　1万円
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30冊、紙芝居2冊

　（計5万円相当）
大倉公園・桃山公園へ
　成田守さんから　
　シダレザクラはじめ樹木15本

　わが家の長男は、激しい夜泣きとかんしゃ
くを兼ね備え、持ち前の持久力と声量をいか
んなく発揮し、一時は私たちを家庭崩壊一歩
手前まで追い込むつわものでした。そんな彼
も、この４月から幼稚園に通うこととなり、
心配が尽きませんでしたが、いざ登園すると
なると意気揚々と園バスに乗り込み、園での
様子も「いつも楽しそうで、とてもいい子に
している」とのことでした。新しい環境を楽
しむ姿に、わが子の成長と一抹の寂しさを感
じる春となりました。（福）

スをまとめた買い物
援ガイドをリニュー
ルしました。

避難に支援が必要な方の名簿と個別避難計画を作成します
問・申込先/地域福祉課　☎（45）6228

避難行動要支援者名簿への登録

個別避難計画の作成

　災害時に、より多くの方を支援できるように避難行動要支援者名簿（以下名

簿）を作成し、平常時から避難支援等関係者に提供しています。

　要支援者の避難の際に必要なより細かな情報を掲載した個別避難計画（以下計画）の

作成を推進します。作成した計画は、名簿と同様に避難支援等関係者に提供します。

▶ 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。該当しない方で掲載を希望する方も、

申し出により名簿への掲載ができます。

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 

●65歳以上の単身世帯に属する方 

●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 

●名簿への情報掲載に同意しない方 

　拒否届出書と必要書類を持参し、申込先へ。 

●対象ではない方で名簿への情報掲載を希望する方 

　申請書に必要事項を記入し、直接申込先へ。

▶ 名簿の提供先（避難支援等関係者） 

自主防災組織・民生児童委員・東海警察署・市消防本部・

　その他市長が認めた関係者

▶ 名簿情報の内容

　 氏名・生年月日・性別・住所・連絡先・避難支援を必要

とする事由（障がい部位など）・個別避難計画に関する

事項・その他必要な事項

※ 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。

▶ 対象

名簿に掲載されている方のうち、浸水想定区域・土砂

災害警戒区域などに居住する方（施設入所者を除く）ま

たは計画の作成を希望する方

▶ 作成方法　

　● 対象の方には、案内をお送りします。その後、民生児童

委員などが自宅を訪問し、計画について説明します。

　● 対象ではない方で計画の作成を希望する方は、電話で申

込先へ。

市ウェブサイト

表　障がいの種別と等級

障がいの種別 障がいの等級
視覚障がい 1級・2級
聴覚障がい 2級

肢体

不自由

上肢 1級・2級
下肢 1級・2級
体幹 1級・2級・3級

乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による運動

機能障がい

上肢機能 1級・2級

移動機能 1級・2級・3級

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

大会・催し 講座・講習 募集・その他 


