
2022.7 202022.721

7月　公共資源ステーション　
▶北山公民館　駐車場 ▶ドミー大府店　店舗北側
11日・25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
12日・26日（火） 9：00～18：30 3日・17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
6日・20日（水） 9：00～18：30 3日・17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
13日・27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　8/1（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、コンビニやスマ
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（木）に加入して
いる世帯の世帯主の方に発送予定です。

問/税務課　☎（45）6263

市公式SNSで市の情報を発信中

大府市観光協会
新型コロナウイルス
感染症に関する情報

市民体育大会　バレーボール

▼日時　8/21（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　無料

▼申込　7/2（土）～8/7（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部　仙道　 
☎090（1095）4176

市民体育大会　ソフトテニス

▼日時　7/30（土）　9：00
　　　　（予備日7/31（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
以上の方

▼種目　団体戦（当日参加者による混成）

▼料金　無料

▼申込　7 / 2（土）～23（土）にFAX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テニス部　後藤　 
☎090（3308）1450　℻(48)5944

市民体育大会　柔道

▼日時　9/4（日）　9：00

▼場所　大府中学校武道場

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼種目　個人戦＝一般・中学生（体重別）、 
小学生（学年別・女子は1学年下でも可） 
団体戦＝一般・中学生・小学生

▼料金　無料

▼申込　7/2（土）～8/18（木）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/スポーツ協会柔道部長　原田　☎（47）3989

市民体育大会　 
グラウンド・ゴルフ

▼日時　8/21（日）　18：00
　　　　（予備日8/28（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（土）～31（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/スポーツ協会グラウンド・ゴルフ協会長 
水津　☎090（2570）6938

金婚・ダイヤモンド婚を祝う会

▼日時　11/24（木）　10：00

▼場所　市役所地下多目的ホール

▼対象　ダイヤモンド婚＝昭和37年1月 
1日～12月31日に婚姻し、大府市に 
住民登録のある夫婦

　金婚＝昭和47年1月1日～12月31日に 
婚姻し、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（水）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、市ウェブサイト・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 
問・申込先/社会福祉協議会　☎（48）1805

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「親亡き後について」と家族 
交流会を行います。

▼日時　7/17（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

高血圧相談会

高血圧に影響する食塩摂取量と血圧を 
下げる効果がある野菜・果物摂取量のバ 
ランスを尿検査で測定します。

▼日時　8/5（金）・9/14（水）
　　　　9：00～10：00または
　　　　10：30～11：30（全2回）

▼場所　保健センター
▼対象　15歳以上の市内在住の方で血圧 

が気になる方
▼定員　各10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/4（月）～22（金）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　
✉hkn-c@city.obu.lg.jp

上映会　すみっコぐらし　

▼日時　8/14（日）　14：30～16：00

▼場所　アローブ

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/20（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

小さな子どもたちに贈るセリフの
ない演劇　ファミリエ－家族－

▼日時　8/6（土）　11：00～11：35

▼場所　アローブ

▼定員　100人（先着順）

▼料金　一般2000円　2歳～中学生500円 
　　　（全席指定・申込時集金）

▼申込　7/2（土）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

王滝村支援森林間伐 
ボランティアバスツアー

森林間伐作業に加え、村の観光業を 
買い物で支援します。今夏にオープン予 
定のさとテラス三岳（長野県木曽町）も見
学します。

▼日時　9/6（火）　7：50～17：30

▼場所　長野県王滝村

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　15人（抽選）

▼料金　無料（別途昼食・買い物代）

▼申込　7/2（土）～14（木）に電話で申込先 
または市ウェブサイトの申込フォームへ。

※1人で2人分まで申込可。定員を超えた 
場合、7/27（水）　9：30に市役所2階 
201会議室で抽選を行います（見学可）。

問・申込先/文化交流課　☎（45）6266

自転車に乗る時は、交通ルールを守りましょう

自転車利用中の交通ルール
⃝原則、車道の左側を通行しましょう
⃝歩道は歩行者優先なので、安全を確保して通行しましょう
万が一の事故に備えて
⃝ヘルメットを着用し、損害賠償保険などに加入しましょう
問/危機管理課　☎（45）6320　東海警察署　☎（33）0110

7/11（月）～20（水） 
夏の交通安全県民運動期間

問/環境課　☎（45）6223

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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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

おぶちゃん多機能ボールペンおぶちゃん多機能ボールペン
KURUTOおおぶ・
市役所企画広報課で販売中

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

企画展　紙のぺてん師 
あいばまさやすペーパーアート展

昭和の自動車を紙で表現するあいばま 
さやすさんの作品を展示します。

▼日時　7/16（土）～8/14（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

おおぶシネマパラダイス　 
ジョバンニの島

▼日時　7/30（土）　14：00～15：45

▼場所　歴史民俗資料館

▼定員　50人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/2（土）から電話または直接申込 
先へ。

※1人で3人分まで申込可。
問・申込先/歴史民俗資料館　☎（48）1809

市役所ロビーコンサート 
見上げてごらん夜の星を

FLUTE TRIO argentの3人が、『星に 
願いを』『ホール・ニュー・ワールド』『青い 
月の神話』などをフルートで演奏します。

▼日時　7/14（木）　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

おおぶ・あったか認知症カフェ　
オンライン教室

12/18（日）にオンラインで開催するお 
おぶ・あったか認知症カフェに向けて、
ZOOMの使い方などを学びます。

▼日時
①8/1（月）・8（月）　14：00～15：30
②8/5（金）・12（金）　10：00～11：30

▼場所　①認知症介護研究・研修大府セ 
ンター　②ミューいしがせ

▼対象　スマホ・パソコン・タブレットを 
持参できる方（持参できない方は、ご
相談ください）。

▼定員　各10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/4（月）～15（金）に電話または直 
接申込先へ。

問・申込先/高齢障がい支援課　☎（45）6289

鈴木バイオリン製造㈱ 
本社工房見学　

▼日時　7/28（木）　①10:00～10:45
　　　　②11:00～11:45

▼場所　鈴木バイオリン製造㈱（桃山町）

▼対象　市内在住の中学生以上の方

▼定員　各５人（先着順）

▼料金　1100円
　　　　（当日集金・プチギフト付き）

▼申込　7/4（月）～15（金）に直接申込先へ。
問・申込先/文化交流課　☎（45）6266

世界に広がったサダコ・オリヅル　
世界の児童画・写真展

▼日時　7/28（木）～8/14（日）　
　　　　9：00～20：00

▼場所　アローブ

▼料金　無料

世界に広がったサダコ・オリヅル 
うみのしほさん講演会

▼日時　8/6（土）　14：00～16：00

▼場所　アローブ

▼対象　小学5年生以上の方

▼定員　50人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/20（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

昔のあそび　竹と木のおもちゃ展

遊友・竹伝倶楽部会員制作の竹鉄砲・ 
竹とんぼ・竹馬などを展示します。作品 
に触れ、実際に遊べます。

▼日時　7/30（土）～8/9（火）　
　　　　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

沖縄戦パネル展

激しい地上戦の様子を記録したパネル 
や、多くの子どもが犠牲となった対馬丸 
事件に関するパネルを展示します。

▼日時　7/28（木）～8/7（日）
　　　　9：00～22：00（7日は17：00まで）

▼場所　アローブ
▼料金　無料

問/地域福祉課　☎（45）6228

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

大学連携講座　おおぶアカデミー
問・申込先/協働推進課　☎（45）6215

▶ 対象　市内在住・在勤・在学の方
▶料金　無料

▶ 申込　7/2（土）から市ウェブサイトの申込フォーム
または直接申込先・各公民館へ。

講座名 日時 定員（先着順） 協力大学など 場所・問・申込先

① 石器のはなし
 7/16（土）

10：00～11：30

各20人

南山大学
上峯篤史准教授

共長公民館
☎（46）4931

②
運動で未来をつくろう

健康寿命を延ばす
 7/17（日）

10：00～11：30
中京大学

湯浅景元名誉教授
長草公民館

☎（48）5444

③ ストレス解消を超える生き方をめざして
 7/17（日）

13：30～15：00
名古屋工業大学
鷲見克典教授

長草公民館
☎（48）5444

④ 日本書紀の呪縛
 7/23（土）

10：00～11：30
名古屋市立大学
吉田一彦教授

東山公民館
☎（47）1498

募集・その他 講座・講習大会・催し
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お求めは、
KURUTOおおぶ・
市役所企画広報課で！

おぶちゃん
LINEスタンプ
販売中

子どもの体力向上　 
親子で楽しむ運動遊び

▼日時　8/20（土）　10：30～11：00

▼場所　北山児童センター

▼対象　市内在住の2歳以上の就園前児 
とその保護者

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/20（水）から直接申込先へ。
問・申込先/北山児童センター　☎（48）2771

醸
かも

せ師と食育推進員コラボ企画　
麹納豆講座

醸せ師から麹納豆の仕込みと活用法を 
学び、実際に作ります。

▼日時　8/2（火）　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　7/12（火）～26（火）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。

問・申込先/健康増進課　☎（47）8000　
✉hkn-c@city.obu.lg.jp

リフレッシュヨガ教室

▼日時　8/6～9/10の（土）　
　　　　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（当日集金）

▼申込　7 / 9（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

知って得する健康講座　 
癒しのヨガ体操

▼日時　8/5（金）　18：30～20：00

▼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　7/2（土）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

オンライン朗読ワークショップ 
本読み喫茶

舞台俳優が講師となり、参加者がZoom 
で自宅から『七人の墓友』のセリフを朗読 
します。

▼日時　8/13（土）　14：00～16：00

▼定員　10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/2（土）　9：00からアローブウェ 
ブサイトの申込フォームへ。

問/アローブ　☎（48）5155

市民講師企画講座　 
マタニティヨガ

▼日時　8/3～9/28の（水）　
　　　　11：00～12：15（全5回）

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の妊娠16週 
以降で健康な方

▼定員　６人（先着順）

▼料金　1500円（初回集金）

▼申込　7 / 2（土）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。

問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

市民講師企画講座　 
赤ちゃんと踊ろうベビーダンス

▼日時　8/3（水）　10：30～11：30

▼場所　長草公民館

▼対象　市内在住の3～18カ月の首の座っ 
た乳児とその保護者（在勤も可）

▼定員　10組（先着順）

▼料金　300円（当日集金）

▼申込　7/2（土）～16（土）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/長草公民館　☎（48）5444

己
おのれしょ

書 講座

▼日時　8/19（金）・9/2（金）　
　　　　13：30～15：30（全2回）

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　1160円（申込時集金）

▼申込　7/2（土）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

幼児教室

▼日時　8/1・8・29の（月）　 
　　　10：30～11：30（全3回）

▼場所　共長児童センター

▼対象　市内在住の2・3歳児とその保護者

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　7/4（月）から直接申込先へ。
問・申込先/共長児童センター　☎（48）4121

編物教室

▼日時　8/10・24・9/7の（水）　
　　　　9：30～11：30（全3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　990円（申込時集金）

▼申込　7/2（土）から直接申込先へ。
※申込時に見本を見て、教材を受講者が 

用意します。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

ポルトガル語入門

▼日時　8/12（金）～29（月）　
　　　　13：30～15：00（全4回）

▼場所　東山公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　8人（先着順）

▼料金　1320円（申込時集金）

▼申込　7/2（土）から直接申込先へ。
問・申込先/東山公民館　☎（47）1498

マザーズセミナー 
再就職支援編

再就職に向けて、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　7/26（火）　10：00～12：00

▼場所　市役所2階201会議室

▼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　7/4（月）～19（火）に電話・メール 
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 / 15（金）までに 
申し込みください。

問・申込先/商工労政課　☎（45）6227 
✉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　7/4（月）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。

柔道整復師から学ぶ 
疲れにとらわれないカラダ作り

▼日時　7/19（火）　10：00～11：30

▼対象　女性

▼定員　15人（先着順）

思春期対策講座　性教育 
自分で守る大切なからだ

▼日時　7/21（木）　14：00～16：00

▼対象　小学5年生～高校生またはその 
保護者

▼定員　30人（先着順）
問・申込先/ミューいしがせ　☎（48）0588 

✉misigase@ma.medias.ne.jp

はじめての性やいのちのお話し会

▼日時　7/30（土）　10：00～12：00

▼場所　コラビア

▼定員　25人（先着順）

▼料金　100円（当日集金）

▼申込　7/2（土）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

知北霊園墓地2次募集

▼募集区画数　①4.0平方㍍＝11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3300円
　　　　　　　（1年未満でも1年とみなす）

▼応募資格　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）

▼申込　7/11（月）～20（水）（土・日曜日も 
受付可）　9：00～17：00に申請者本人 
または家族が必要書類を持参の上、申 
込先へ。

▼抽選日時　7/29（金）　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。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

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、 
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　ニンテンドースイッチ・ゲー 
ムソフト７本セット・デジタルビデオ 
カメラ・ＤＶＤソフト・原動機付自転車

▼参加申込締切　8/2（火）　23：00

▼入札（競り売り）期間　
　8/9（火）　13：00～11（木）　23：00

▼最高価格申込者（落札者）決定日時　
8/12（金）　10：00

▼買受代金納付期限　
　8/19（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　

市役所でのピアノ演奏者募集

▼日時　水曜日　18：00～18：30

▼場所　市役所1階市民健康ロビー

▼申込　申込書に必要事項を記入の上、
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。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　
✉bunka@city.obu.lg.jp  〒474-8701住所不要

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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▶ 期間　9/1（木）～2/28（火）　（10/1（土）～1/31（火）には歩数対抗イベントを実施）
▶対象　市内在住・在勤・在学の18歳以上の方（高校生不可）で構成する複数人のチーム
▶定員　900人（応募多数の場合は、新規参加者を優先）
▶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　8/19（金）までに市ウェブサイトの申込フォームまたは申込書に必要事項を記入の上、郵送・FAX・メールまたは

直接申込先へ。
※ 申込書は、申込先・市役所1階市民健康ロビー・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。

▶ 期間　7/12（火）～25（月）
▶場所　市役所市民健康ロビー

▶ 日時　9/9（金）　10：00～19：00（所要時間約30分）
▶ 場所　市役所2階201～203会議室

6月号

⃝  息子とよく遊んでいる八ツ屋大池公園でのワンコと子どもたちの表情が何と
も言えず、ふんわりしていて好きです。（表紙　30代）

⃝ �条例制定に伴い、犬猫に関わる現場の人の声がよく伝わりました。読んでい
て、協力できることはないかと考えさせられました。（特集「人も動物も共生
できる社会へ」　30代）

⃝ �そのときの困り事に対して、支援をしてもらえてとても助かります。情報を小ま
めにキャッチするほうではないので、広報おおぶから情報を得られるのはありが
たいです。（特集「燃料価格・物価高騰に対する緊急支援を実施します」　20代）

　今号の特集に取り上げたOBU-1グランプリ。
実は、この大会に地元の友達が出場していまし
た。その友達は、小さい頃から「お笑い芸人に
俺はなる」と誓っていて、十数年後に本当に芸
人になり、地元で開催されるお笑いコンテスト
に出場するなんて想像できませんでした。予選
会場に駆け付け、彼のネタを見たとき、思わず
涙があふれました。夢を追いかけることの素晴
らしさ、挑戦し続けることのカッコよさを見せ
てくれた友達を今後も応援していきたいと思い
ます。（目指せ2代目チャンピオン　帆）

公安系公務員合同説明会

自衛隊など4機関の公安系公務員の採 
用制度について説明します。

▼日時　①7/16（土）　②7/23（土）・24（日）
　　　　9：00～12：30

▼場所　①東海市芸術劇場（東海市大田町） 
②半田地方合同庁舎（半田市宮路町）

▼定員　①70人（先着順）
　　　　②各30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　QRコードから申込フォームへ。
問/自衛隊半田地域事務所　☎0569（21）0004

住友重機械温水プール　 
多目的室の利用を再開しました

新型コロナの影響により、多目的室の 
利用を一時中止していましたが、上限20人 
として利用を再開します。

問/住友重機械温水プール　☎（44）0271

市ウクライナ避難民支援寄付金を 
募集します

ウクライナからの避難を余儀なくされ 
た方の避難生活を支援するため、寄付金 
の募集を開始しました。寄せられた寄付 
金は、ウクライナからの避難を余儀なく 
された方の生活支援を目的に活用します。

▼寄付金受付口座
⃝受取人口座名義：
　大府市ウクライナ避難民支援寄附金
⃝銀行名・支店名：
　三菱UFJ銀行・大府支店
⃝種別・口座番号：普通・0312546

問/文化交流課　☎（45）6266

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順次実施しま 
す。市内に設置した同報無線・防災ラジ 
オからテスト放送が流れます。

▼期間　7/11（月）～27（水）　10：00～17：00
問/危機管理課　☎（45）6320

歴史民俗資料館臨時休館の 
お知らせ

改修工事のため、10/2（日）～31（月）の 
期間、臨時休館します。ご不便をおかけ 
しますが、ご理解とご協力をお願いしま 
す。なお、埋蔵文化財に関するお問い合 
わせは、FAXで受け付けます。12月使 
用分の施設予約は、10/1（土）または11/1（火） 
以降に受け付けます。

問/歴史民俗資料館　☎（48）1809　 
℻（44）0033

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　7/10（日）・24（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

アローブへ
久米亮子さんから　絵画１点
新型コロナウイルス感染症対策基金へ
大府修景建設㈱から　36万円

健康プログラム参加チーム募集チームで楽しくウォーキング

問・申込先/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233　FAX（47）7320　✉kenspo＠city.obu.lg.jp　〒474-8701住所不要

　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。

　「健康都市おおぶ」ならではの表紙が盛りだくさん。ぜひ、ご覧ください。募集住宅（一般枠）

募集住宅（福祉枠）※

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 1万7400円～3万4800円 2戸

富士見 横根町羽根山53-2 中層耐火6階建3K 1万4000円～2万7500円 2戸

池之分 森岡町6-158 中層耐火4階建3DK 1万7000円～3万3400円 1戸

平地 吉田町5-100 中層耐火5階建2DK 1万7400円～3万4200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

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

※平地住宅（特定公共賃貸住宅）は、常時募集しています。

※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。福祉枠のみでの申込不可。

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 1万7800円～3万5100円 1戸

キックオフ説明会

市営住宅入居者募集 広報おおぶ表紙写真展
問・申込先/建設総務課　☎（85）3869 問/企画広報課　☎（45）6214

▶ 入居資格　市募集案内書で要確認
▶ 入居可能日　9/9（金）
▶ 募集案内書配布期間　7/4（月）～15（金）に直接申込先へ。

▶ 申込　7/11（月）～20（水）に直接申込先へ。
▶ 抽選日時　8/2（火）　10：00

募集・その他 講座・講習大会・催し


