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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

　　6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

13日・27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

14日・28日（火） 9：00～18：30 5日・19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

1日・15日（水） 9：00～18：30 5日・19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

8日・22日（水） 9：00～18：30 毎週（月） 9：00～21：00

6月の納税

市県民税　全期分・第1期分

納期限　6/30（木）

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。

問/税務課　☎（45）6263

観光情報はこちら！

大府市観光協会

市民体育大会　弓道

▼日時　7/17（日）　9：00　

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の高校生
以上の方

▼種目　団体戦（1チーム3人）＝男女別
　　　　個人戦＝男女別

▼料金　無料

▼申込　6/2（木）～7/7（木）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/スポーツ協会弓道部長　星川　

☎090（7853）1606 
糸taikai.obukyudo@gmail.com 

市民体育大会　卓球

▼日時　7/24（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　団体戦＝一般男女別 
　　　（3ダブルス・1チーム3～4人）　 
　　　個人戦＝小学生シングルス

　　　　（小学4年生以上）

▼料金　１チーム2000円 
　　　（当日集金・小学生無料）

▼申込　6/2（木）～7/3（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）

会長杯　ボウリング大会

▼日時　6/26（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）＝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　当日の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

ポンプ車操法の技術を競う 
消防団消防操法大会

▼日時　6/5（日）　9：00～11：35

▼場所　メディアス体育館おおぶ駐車場
問/消防総務課　☎（47）2207

市民体育大会　ソフトボール

▼日時　7/17（日）　9：00（予備日7/24（日））

▼場所　横根グラウンド

▼対象　市内在住・在勤・在学の方で構
成するチーム

▼種目　一般男子（監督含め20人以内）

▼料金　1チーム5000円（当日集金）

▼申込　6/2（木）～7/1（金）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

市民ペタンク大会

▼日時　7/16（土）　17：45（雨天中止）

▼場所　横根グラウンド

▼対象　市内在住・在勤・在学の小学5 
年生以上の方で構成するチーム

　（1チーム3人・小学生は保護者と同一
チームで参加）

▼料金　無料

▼申込　6/8（水）～7/6（水）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

大人のためのおはなし会 
いじめ・戦争・再生

▼日時　7/1（金）　10：00～11：30

▼場所　アローブ

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　6/13（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

外国にルーツを持つ親子の交流会 
クリアンサの会

至学館大学の学生とゲームや工作など
を行います。

▼日時　6/26（日）　10：00～12：00

▼場所　北山公民館

▼対象　外国にルーツを持つ小学生とそ
の保護者

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　6/2（木）から電話・メール（件名に 
催し名、本文に参加者全員の氏名・住所・ 
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crianca.no.kai@gmail.com

文協音楽祭

市内7団体による合唱・演奏をします。

▼日時　7/3（日）　13：30～15：30

▼場所　愛三文化会館

▼定員　800人（先着順）

▼料金　無料
問/文化協会　☎（48）6188

平和の大切さを考える 
おおぶ平和映画祭

沖縄返還50年を迎えることから、沖縄 
にちなんだ作品①『かんからさんしん』 
②『生きろ　島田叡－戦中最後の沖縄県
知事』　③『あゝひめゆりの塔』を上映し
ます。②の佐古忠彦監督のトークイベン
トもあります。

▼日時　8/7（日）　9：30～17：00

▼場所　アローブ
▼定員　315人（先着順）

▼料金　一般500円　中学生以下100円 
　　　（全席自由・就学前児入場不可）

▼申込　6/10（金）から申込先・アローブへ。
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
問・申込先/地域福祉課　☎（45）6228

今 生かされている命を考える　
東日本大震災 語り部が伝える　

▼日時　6/12（日）　10：00～12：00

▼場所　コラビア（ZOOMでの参加可）

▼定員　30人（先着順）

▼料金　100円
　　　　（当日集金・ZOOMの場合は無料）

▼申込　6/2（木）から電話または直接申
込先へ。

※詳細は、コラビアウェブサイトをご覧
ください。
問・申込先/コラビア　☎（44）8500

ミニコンサート 
おおぶの杜のパーカッションの夕べ

▼日時　7/29（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　6/20（月）からアローブウェブサ
イトまたは直接申込先へ。

※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

夏のいきもの観察会

▼日時　7/10（日）　9：30～11：30

▼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　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　6/13（月）～30（木）に市ウェブサイ 
トの申込フォームまたは直接申込先へ。

問・申込先/環境課　☎（45）6223

鈴木バイオリンpresents 
ロビーコンサート

鈴木バイオリン製造㈱代表取締役社長 
の小野田祐真さんらが『愛の挨拶』・『チャ 
ルダッシュ』などをバイオリンとピアノで 
演奏します。

▼日時　6/17（金）　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

毅景色・顔の表情がすてきです。（表紙　30代）
毅 個人としても何かできることがないか考えるきっかけになりました。
（特集「平和都市宣言自治体として、できることを」　30代）
毅 かわいい！　警察犬が一緒に来てくれるとみんなやる気になる。私の学
校にも来てほしい。（学び舎探訪　10代）
毅 桜は各所見に行ったのですが、別の方の視点で見る光景もすてきでし
た。（Photo Topics　40代）
毅 健康都市おおぶにピッタリの人がいるんだなと思いました。大府高校が
もっと有名になると良いと思いました。（夢キラリ人　50代）

5月号
　「水道料金の基本料金の無償化」など、大府市の
ニュースが新聞、テレビで報道されることが増えてき
ました。広報担当職員はいかに情報をたくさんの人に
届けられるかという使命があります。先月号のウクラ
イナ避難民への支援特集や平和をイメージした表紙な
どは、その時世に合わせて広報職員みんなで知恵を出
し合い生まれたもので、読者の皆さんから反響があり
ました。「広報担当職員として何ができるのか」。今後
も皆さんの力になれるよう、模索し続けます。（D）

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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市ウェブサイト イベントカレンダー

市民講師企画講座 子どもの体力向上　親子で楽しむ運動遊び

▶ 対象　市内在住・在勤・在学の方

▶申込　6/2（木）～6/16（木）に①は市ウェブサイトの申込フォーム、②③は電話または直接各申込先へ。

※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。

▶ 対象　市内在住の2歳以上の就園前児とその保護者（両親での参加可）

▶定員　各10組（先着順）

▶料金　無料

▶申込　6/2（木）から直接各申込先へ。

講座名 日時 定員（先着順） 料金（初回集金） 場所・申込先

①
実家の相続で子世代が

後悔しないための秘訣を学ぶ
6/22・29・7/6の（水）
10：00～11：30（全3回）

10人 900円
共長公民館
☎（46）4931

② スポーツウエルネス吹矢
7/2（土）・9（土）

13：30～15：30（全2回）
10人 100円

横根公民館
☎（46）7722

③ 基礎から学ぼうフラダンス
7/6～8/31の（水）

10：00～11：00（全5回）
10人 1500円

東山公民館
☎（47）1498

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。

日時 場所・申込先

7/2（土）

10：30～11：00

神田児童老人福祉センター
☎（48）8822

7/4（月）
大府児童老人福祉センター

☎（46）1090

運行状況は
こちらから

バスは
今どこ？

エンジョイ　コラビア 
ぼくとわたしの夏休み大作戦

市民活動団体・個人が、学び・もの作
り・食・体験のイベントを行います。

▼期間　7/21（木）～31（日）

▼場所　コラビア・森岡公民館

▼申込　7/2（土）　9：00から直接または
10：00から電話で申込先へ。

※各企画の内容・定員などの詳細は、コ
ラビアウェブサイトをご覧ください。
問・申込先/コラビア　☎（44）8500

認知症の方のつどい　コスモス
クラブ　ボッチャをしよう

▼日時　6/20（月）　14：00～15：30

▼場所　共長公民館

▼対象　認知症の方（疑われる方・若年性
認知症の方を含む）とその家族

▼料金　無料

▼申込　6/2（木）から電話または直接申
込先へ。
問・申込先/高齢障がい支援課　☎（45）6289

認知症介護家族交流会

▼日時　6/9（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　無料
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

▼日時　6/19（日）　①10：00～10：50 
　　　　　　　　②11：00～12：00

▼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（①は当事者が40歳以上　②は
当事者が全世代）

▼定員　各15人（先着順）

▼料金　無料
問/福祉総合相談室　☎（45）6219

愛知万博メモリアル　 
愛知駅伝　合同練習会

愛知駅伝への出場を目指し、走り方・
トレーニング方法などを学びます。

▼日にち　7/16～9/24の（土）（全10回）

▼場所　あいち健康の森公園ほか

▼対象　市内在住の小学4年生～高校生

▼料金　無料

▼申込　6/2（木）～7/31（日）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

協働事業の公開審査会

協働企画提案事業・NPO法人立ち上が
り支援事業に応募のあった市民活動団体
の公開審査を行います。市の推進する協
働事業の一環として適当と認められた場
合、必要な経費の一部をひとまちおうえ
ん基金から市が補助します。

▼日時　6/18（土）　13：30～15：30

▼場所　コラビア

▼定員　8人（先着順）

▼料金　無料
問/協働推進課　☎（45）6215

多文化子育てサロン 
いろいろな国の言葉で遊ぼう

言葉遊びやゲームを行います。

▼日時　6/18（土）　10：00～11：30

▼場所　ミューいしがせ

▼対象　4歳～小学3年生の子どもとその 
保護者（兄弟での参加可）

▼定員　15組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　6/2（木）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 
死oia@ma.medias.ne.jp

少年少女バスケットボール教室 
トップ選手に習おう

ファイティングイーグルス名古屋の選
手・コーチからバスケットボールの基本
を学びます。

▼日時　7/9（土）　9：30～11：30

▼場所　メディアス体育館おおぶ　

▼対象　市内在住または市内クラブ所属
の小学4～6年生

▼定員　100人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　6/2（木）～24（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

ミニテニス体験会

▼日時　6/11（土）・7/23（土）・9/17（土）・ 
　　　10/8（土）・11/19（土）・3/18（土）

　　　　9：30～11：30
▼場所　大府体育センター

▼対象　市内在住・在勤・在学の中学生
以上の方

▼定員　各18人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　6 / 2（木）から各開催日前日の 
12：00までに市ウェブサイトの申込
フォームへ。

※ラケットの貸し出しあり。
問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

フレ☆ガク　 
国際チャレンジ企画

国際関係団体などと公民館まつりなど
へのブース出展を企画します。

▼日時　6/11（土）　10：00～11：30

▼場所　至学館大学

▼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）
▼申込　6/2（木）から市ウェブサイトの

　申込フォームまたは直接申込先へ。
※2回目以降の日程は、初回に決定。
問・申込先/神田公民館　☎（46）2620

歯科医師などと食育推進員コラボ
企画　噛むカム幼児教室

歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士から、
幼児期のお口や食事について学びます。

▼日時　7/14・10/13・1/19の（木） 
　　　10：00～11：20（全3回）

▼場所　保健センター

▼対象　市内在住の4月1日時点で2歳の
子どもとその保護者

▼定員　12組（先着順）

▼料金　各回100円（各回集金）

▼申込　6/2（木）～7/8（金）に電話・メール
（件名に講座名、本文に氏名・住所・連
絡先）または直接申込先へ。

※託児あり（予約制）
問・申込先/健康増進課　☎（47）8000　 

糸hkn-c@city.obu.lg.jp

知って得する健康講座　 
いつでもどこでもできる健康体操

▼日時　7/5（火）　13：30～15：00

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　20人（先着順）

▼料金　330円（申込時集金）

▼申込　6/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

季節の和菓子作り教室　 
くずまんじゅうの作り方を学ぼう

▼日時　6/18（土）　14：00～16：00

▼場所　神田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　12人（先着順）

▼料金　1530円（当日集金）

▼申込　6/2（木）から電話または直接申
込先へ。
問・申込先/神田公民館　☎（46）2620

シニア健康づくり講習会

▼日時　6/28～7/26の（火）　 
　　　16：00～17：00（全4回）

▼場所　北山公民館

▼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　6/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

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

盆踊り講習会

ミューいしがせ講座

男女共同参画週間イベント

問/協働推進課　☎（45）6215

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

大府ばやし・小唄保存会、婦人会などから盆踊りを学びます。

※吉田・森岡地区は、開催しません。

開催地区 日時 場所

神田地区 7/2（土） 14：00～ 神田公民館

東山地区 7/15（金） 19：00～ 東山公民館

北山地区 7/16（土） 14：00～ 北山公民館

大府地区 7/18（月） 14：00～ 大府公民館

共長地区 7/28（木） 19：00～ 共長公民館

横根地区 7/29（金） 19：00～ 横根公民館

長草地区 8/11（木） 19：00～ 長草公民館

講座名 日時 対象
定員

（先着順）

ヨーガで

マインドフルネス

6/20（月）

10：00～11：30
女性 20人

ラジオDJと学ぶ

SDGs 

7/6（水）

10：00～12：00
一般 15人

講座名 日時 対象 定員（先着順）

女性が輝く社会をめざして

佐々木菜々子県副知事講演会
6/23（木）　10：00～12：00 一般 100人

ドキュメンタリー映画

『おっさんずルネッサンス』上映会
6/23（木）　13：30～15：00 一般 100人

ドラァグクイーンと考える

性の多様性
6/24（金）　10：00～12：00 一般 50人

働き方セミナー　

女性の登用･SDGsから考える企業成長
6/24（金）　13：30～15：00 一般 50人

男性保育士から学ぶ

パパと子どものふれあい遊び
6/25（土）　10：00～12：00 3歳以上の就学前児とその父親 20組

こんなまちにしたい　大府の未来

市議会議員トークショー
6/25（土）　13：30～15：00 一般 50人

▶ 場所　ミューいしがせ

▶料金　無料

▶申込　6/2（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。

Information

新型コロナウイルス

感染症に関する情報

いただきまんぷく食堂　 
七夕寿司ケーキと星空ライトつくり

▼日時　6/11（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・中学生以下は無料）

▼申込　6/2（木）　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

色鉛筆画講座　 
静物画を描いてみよう

▼日時　6/24～7/29の（金）　 
　　　14：00～15：30（全4回）

▼場所　共長公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　1320円（初回集金）

▼申込　6/2（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/共長公民館　☎（46）4931

クラフト講座 
クラフトバッグを作ろう

▼日時　7/7・14・21の（木）　 
　　　9：30～12：00（全3回）

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　10人（先着順）

▼料金　1990円（申込時集金）

▼申込　6/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

杜の学校　廃材をつかって 
ブローチをつくろう

▼日時　7/9（土）　10：00～12：00

▼場所　アローブ

▼対象　小学3～6年生

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　6/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

妖怪先生のあ・や・し・い 
実験教室

▼日時　7/10（日）　14：00～15：30

▼場所　アローブ

▼対象　小学3～6年生

▼定員　20人（抽選）

▼料金　無料

▼申込　6/2（木）～19（日）に直接申込先へ。
※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

大府子ども歌舞伎教室

新城山・臼子歌舞伎保存会会長の中村 
熊昇さんから、歌舞伎独特のセリフ回し・
所作・立ち回りを学びます。

▼日時　7/3（日）～8/27（土）　 
　　　18：00～20：00　 
　　　発表会　8/28（日）（全7回程度）

▼場所　市役所地下多目的ホールほか

▼対象　市内在住の小学生で、保護者の
送迎で参加できる方

▼定員　10人程度 
　　　（学年などを考慮の上選考）

▼料金　2000円（初回集金）

▼申込　6/20（月）までに保護者の方が
　申込書に必要事項を記入の上、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。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

フレ☆ガク　野菜たっぷりの 
おかずケーキ　ケーク・サレ

▼日時　6/25（土）　9：30～12：00

▼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　8人（先着順）

▼料金　910円 
　　　（当日集金・学生証提示で580円）

▼申込　6/2（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

ランニングイベント　 
トップアスリートに学ぼう

愛三工業㈱陸上競技部の選手・コーチ
から効果的なストレッチやトレーニング
方法をレベル別に学びます。

▼日時　7/23（土）　18：15～20：30 

▼場所　あいち健康の森公園

▼対象　市内在住・在勤・在学の高校生
以上の方

▼定員　25人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　6/6（月）～24（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　 
LINEの使い方教室　Android編

▼日時　7/15（金）　10：00～12：00　

▼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　6/2（木）から電話または直接申
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。iPhone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

ハイカラプラス　 
高齢者のためのスマホ講座

▼日時　7/8（金）　10：00～12：00

▼場所　共長公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の60歳以
上の方

▼定員　10人（先着順）
▼料金　無料

▼申込　6/2（木）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/共長公民館　☎（46）4931

募集・その他 講座・講習大会・催し
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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

ごみ出しには

黄色のごみ袋を

ご利用ください

環境課　☎（45）6223

パパ・ママのための 
子どもの安全講座

▼日時　7/3（日）　10：00～12：00

▼場所　共長公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方 
　　　（乳幼児の同伴可）

▼定員　12人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　6/2（木）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

親子リズム体操教室

▼日時　6/30（木）・7/14（木）　 
　　　10：00～11：30（全2回）

▼場所　森岡公民館

▼対象　市内在住の2・3歳の子どもとそ
の保護者（在勤・在学も可）

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

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

戦国武将に学ぶ終活

▼日時　6/29（水）　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　330円（当日集金）

▼申込　6/2（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

城と武将

▼日時　6/24（金）・7/8（金）　 
　　　10：00～11：30（全2回）

▼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　660円（当日集金）

▼申込　6/2（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

プチこどものまち　 
企画運営者募集

小学生とプチこどものまちを企画・運
営して、公民館まつりを盛り上げる大人
スタッフを募集します。

▼応募資格　市内在住・在勤・在学の高
校生以上の方で、次の祭りに参加でき
る方　

　大府公民館まつり　9/24（土）・25（日）　
吉田公民館まつり　10/8（土）・9（日）

▼募集人数　各館10人 
　　　　　（先着順・両館参加可）

▼料金　無料

▼申込　6/2（木）～24（金）に市ウェブサイ 
トの申込フォームへ。

※各館でチームをつくり、5回程度の企
画運営会議を行います。

問/大府公民館　☎（48）1007　 
吉田公民館　☎（46）2123

緑のカーテンの作品募集

▼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・現地審査

▼申込　6/20（月）～7/20（水）に申込書に
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

野外教育センターを 
ご利用ください

▼期間　6/1（水）～9/30（金）

▼住所　新城市作手高里字保禄沢12

▼対象　知多半島5市5町に在住・在勤す
る方とその家族

▼利用時間　宿泊日の13：00～翌日の10： 
00（新型コロナの影響により、当面の 
間は、利用時間を10：00までとして
います）

▼施設内容　バンガロー（11室）・炊事場
（3カ所）・広場・シャワー室・トイレ

▼無料貸出品　調理道具・まき

▼料金　バンガロー1室1泊1300円
　　　　（申込時集金）

▼申込　宿泊予定日の7日前（土日祝日
の場合は直前の開庁日）までに直接申
込先へ。空き状況は、あいち共同利用
型施設予約システムで確認できます。
問・申込先/学校教育課　☎（46）3332

三世代住宅の新築などの工事費
補助制度をご利用ください

三世代同居・近居住宅の新築・増築・
リフォームに係る建築工事に要する費用
の一部を補助します（一部制度拡大）。

▼主な条件　親世帯が市内に1年以上継続 
して居住していること。子世帯は、親 
世帯と1年以上同居していないこと（三 
世代近居をする子世帯が、申請時に市 
内に居住している場合は、子世帯が自 
ら賃貸借契約を締結した住宅に居住し 
ているときに限る）など。

▼補助額　上限10万円
※追加補助制度（市内に本社を有する法人
　または市内に住所を有する個人事業者 
に建築工事を依頼した場合（20万円追 
加））があります。

▼申込　工事契約前に申請書に必要事項
を記入の上、直接申込先へ。

※申請書は、市ウェブサイトに用意して
います。
問・申込先/都市政策課　☎（45）6314

児童手当の現況届の提出が 
原則不要になります

令和4年度から、児童の養育状況が変
わっていなければ、現況届の提出が原則不
要になります。一部状況を確認する必要
のある方には、6月上旬に現況届を送付し
ますので、期日までに提出してください。
※児童手当法の改正により、新たに設け
　られた所得上限額以上の場合は、給付 
が受けられなくなります。詳細は、市 
ウェブサイトをご覧ください。

問/子ども未来課　☎（45）6229

ブロック塀などの除却費などの
補助制度をご利用ください

ブロック塀などの除却費などの一部を
補助します。

▼対象　市内に設置されたブロック塀な
どで、高さ1㍍以上のもの

※避難路の沿道・避難地に隣接する敷地
にあるものに限る。

▼補助額　（①②の両方を適用する場合
は30万円）

①除却・改修　ブロック塀などの除却・ 
改修費と、除却・改修するブロック塀
などの面積に1平方㍍当たり1万円を
乗じて得た額のいずれか少ない額の3
分の2（上限20万円）

②建替え　フェンス・ブロック塀などの
新設費と、新設するフェンス・ブロッ
ク塀などの長さ1㍍当たり2万円を乗
じて得た額のいずれか少ない額の3分
の2（上限10万円）

▼申込　事前に申込先に連絡した後、工 
事契約前に申請書に必要書類を添えて、 
直接申込先へ。

※申請書は、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/都市政策課　☎（45）6314

ありがとうございました

大府市民球場へ
㈱矢場とんから　バッティングケージ2基
新型コロナウイルス感染症対策基金へ
タツミ化成㈱から　75万円
少年少女発明クラブへ
愛協産業㈱・愛三工業㈱・アイサンコンピュー
タサービス㈱・愛知金属工業㈱・愛知精工㈱・
アルメック㈱・いずみサポート㈱名古屋支社・
(一社)坂井会・イヅミ工業㈱・伊藤会計事務所・
オオブユニティ㈱・化成工業㈱・㈱浅井歯科技
研・㈱エスケイエム・㈱型善・㈱カワグチ・㈱
三恵シーアンドシー・㈱首藤鉄工所・㈱東海理
機・㈱東洋発酵・㈱豊田自動織機・㈱八神・㈱
花井組・㈱尾三熔材・㈱フカヤプレス・㈱富士
プレス・㈱松尾製作所・㈱名南製作所・㈱ワト
ワメディカル・コサカ精機㈱・シンセイ建設㈱・
住友重機械建機クレーン㈱名古屋工場・住友重
機械工業㈱名古屋製造所・デンソーテクノ㈱・
東海興業㈱・中島特殊鋼㈱・福富金属㈱・㈲三吉
金属工業所・㈲山本鈑金・㈲矢田化学工業から
計141万円
大東小へ
大洋産業㈱から　書籍68冊（20万円相当）
ウクライナ避難民支援寄付金へ
㈱八神から　30万円　
市区長会から　10万円
市農業委員会互助会から　2万円
市防火危険物安全協会から　50万円
商工会議所女性会から　5万円
ひとまちおうえん基金へ
㈱八神から　50万円
リネットジャパングループ㈱から　5万円
子ども・子育て応援基金へ
東海プラントエンジニアリング㈱から　20万円

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。 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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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

マイナンバーカードの申請をお手伝いします

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況を公表します

問/市民課　☎（45）6218

問/行政管理課　☎（45）6271

マイナンバーカード（顔写真付き）の作成について、職員がその場で写真撮影し、申請手続きをします。

　令和3年度の行政文書の開示請求件数は、46件でした。実施機関ごとの内訳は、表1の通りです。不服申立ては、1件あ

りました。

　令和3年度の個人情報取扱事務件数は、526件でした。自己情報開示請求などの件数は、14件でした。実施機関ごとの

内訳は、表2の通りです。不服申立ては、１件ありました。

※1件の開示請求に対し、複数の決定がされる場合があるため、表１・２とも実施状況の合計が請求件数の合計より多くなっています。

実施機関
開示請求実施状況 訂正請求実施状況

請求件数 開示 部分開示 不開示 不存在 請求件数 訂正 不訂正

市長 4 1 3 1 0 1 1 0

教育委員会 8 2 5 0 1 0 0 0

消防長 1 0 1 0 0 0 0 0

合計 13 3 9 1 1 1 1 0

　表1　情報公開制度の実施状況

　表2　個人情報保護制度の実施状況

実施機関 請求件数
実施状況

開示 部分開示  不開示 不存在 存否応答拒否 取下げ

市長 40 25 8 1 1 4 3

教育委員会 3 2 0 0 0 1 0

消防長 2 2 0 0 0 0 0

議会 1 1 0 0 0 0 0

合計 46 30 8 1 1 5 3

▶ 日時　6/1（水）～9/30（金）　①9：00～11：00　②14：00～16：00（閉庁日を除く）

▶場所　市民課

▶料金　無料

▶ 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）

※ 1人当たりの所要時間は、10～15分。15歳未満の方は、同一世帯の法定代理人と一緒にお越しください。状況により、

午前の受付を早めに締め切ることがあります。マイナンバーカードは、申請から交付までに約2カ月かかります。

情報公開制度の実施状況

個人情報保護制度の実施状況

おぶちゃん
LINEスタンプ
販売中

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

木造住宅耐震改修費補助制度を
ご利用ください

昭和56年5月31日以前に着工された木 
造住宅（プレハブ・ツーバイフォーなどは 
対象外）を対象に、次の事業を実施します。

▼申込期限　12/28（水）
木造住宅無料耐震診断

診断員を派遣して、耐震診断を行いま 
す。結果報告と評点結果によって、概算 
改修工事費を提示します。

▼申込　電話・FAX・郵送または直接申込先へ。
木造住宅耐震改修費補助

診断の結果、判定値1.0未満と判定された住
宅で、耐震性向上工事費の一部を補助します。

▼補助額　上限120万円
※追加補助制度（①市内に本社を有する法人 
または市内に住所を有する個人事業者に 
改修工事を依頼した場合（20万円追加）、
②障がい者世帯または居住者全員が65歳
以上の世帯の場合（20万円追加)）がありま
す。同時に三世代住宅支援事業の条件を満
たす場合は、さらに20万円（合計上限160
万円）の補助を受けられます。耐震改修を
2段階で工事するものに対して補助を行う
段階的耐震改修費補助制度もあります。

木造住宅解体工事費補助
診断の結果、判定値1.0未満の住宅解

体工事費の一部を補助します。

▼補助額　上限20万円
※追加補助制度（市内に本社を有する法 
人または市内に住所を有する個人事業 
者に解体工事を依頼した場合（10万円
追加））があります。
耐震シェルター整備費補助

診断の結果、「倒壊する可能性が高い」「倒
壊する可能性がある」と判定された建物（判定
値が0.4以下）で、65歳以上の方などが居住 
する住宅を対象に、耐震シェルターの購入、
運搬・設置に要する費用の一部を補助します。

▼補助額　上限30万円

▼申込　工事契約前に申請書を申込先へ 
提出し、計画の審査を受けてください 
（事前に耐震診断を行っている住宅が
対象、申請書提出前の契約・着工は補
助対象外）。

※申請書は、市ウェブサイトに用意して
います。非木造住宅の耐震診断・耐震
改修費も補助しています。
問・申込先/都市政策課　☎（45）6314　
℻（47）3347　〒474-8701住所不要

各種福祉手当をご存じですか

各種手当を受給するためには申請が必
要です。まだ申請をしていない方で対象 
となる方は各担当課までご相談ください。
いずれの手当も所得制限などがあります。

▼各種手当の対象（施設入所者を除く）
●児童扶養手当　離婚などで父か母がい
ないまたは父か母に重度の障がいがあ
る18歳以下の児童を監護・養育してい
る方など
●特別児童扶養手当　精神または体に障
がいを有する20歳未満の児童を家庭
で監護・養育している方など
●特別障害者手当　精神または体に著し
く重度の障がいを有するため、日常生
活において常時特別の介護を必要とす
る状態にある在宅の20歳以上の方
●障害児福祉手当　精神または体に重度
の障がいを有するため、日常生活にお
いて常時の介護を必要とする状態にあ
る在宅の20歳未満の方
●在宅重度障害者手当　重度の身体障
害者手帳または重度の療育手帳を有
する在宅の方で、手帳を初めて取得し
た年齢が65歳未満の方
●心身障がい者扶助料　障害者手帳を
有する方、要介護4・5の方
●特定疾病り患者扶助料　県発行の特
定疾患医療給付事業受給者票・小児慢
性特定疾病医療受給者証・市特定疾病
り患者扶助料支給条例施行規則別表
で定める疾病に該当する特定医療費
受給者証をお持ちの方

※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
問/子ども未来課（児童扶養手当） 

　☎（45）6229 
問/高齢障がい支援課（児童扶養手当以外）　

☎（85）3558

緊急地震速報が聞こえたら 
シェイクアウトを行いましょう

6/15（水）　10：00頃に、「Jアラート」 
による緊急地震速報の訓練放送を実施し 
ます。「Jアラート」は、地震・津波・武力 
攻撃などの災害時に、国から送られてく
る緊急情報を瞬時に情報伝達するシステ
ムです。同報無線や防災ラジオから緊急 
地震速報が流れたら、シェイクアウト（身 
を守る行動）の訓練を行いましょう。
※当日の気象状況などにより、放送を中
止する場合があります。

問/危機管理課　☎（45）6320

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　6/12（日）・26（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

募集・その他 講座・講習大会・催し


