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┌─────────────────────────────────
1｜ 「コラビア」最新情報
└─────────────────────────────────
◆愛知県「まん延防止等重点措置」によるコラビア開館時間
会議室、印刷室、団体活動室、交流スペースの利用について
2021年8月8日（日）～8月31日（火）
9：00～20：00
・館内での飲食禁止（マイボトルOK）
・定員規制なし（一部活動内容により規制あり)
◆2021年度後期

団体活動室利用申請のご案内

コラビア館内の団体活動室の令和 3年度後期（10月1日から3月31日まで）の
利用団体を募集します。
継続利用を希望の団体も、改めて申請して頂きますようお願いいたします。
利用を希望する団体はコラビアスタッフまでお申し出ください。
締め切りは8月17日（火）です。
◆【お盆期間中の休館日のお知らせ】
8月13日（金）～16日（月）
┌─────────────────────────────────
2｜ 「コラビア」今後の予定
└─────────────────────────────────
◆コラビア交流会2021出展団体募集！
「できます」「求めます」のパネルを展示して、活動を知ってもらいたい人、
活動を広げたい人、活動のヒントが欲しい人、いろんな人と楽しくつなが
ろう！みなさんのエントリーお待ちしてます！
日 時：10月23日（土）13：00～16：00（開場10：00）
会 場：大府市役所多目的ホール
内 容：ステージ発表、PR展示、名刺交換、マッチング企画など
エントリー期間：8月1日（日）～9月19日（日）まで
エントリー方法：コラビアにエントリー用紙を提出、またはＦＡＸでお送りください。
※詳細はお問合せください。
問合せ：0562-44-8500（コラビア）
┌──────────────────────────────────
３｜ 「こらび庵」ランチオープン日
└──────────────────────────────────
◆お待たせいたしました。10月からランチ再開します。
10月から待ちに待ったこらび庵ワンディシェフ活動が再開いたします。
メニューカレンダーが出来次第お知らせします。
再開キャンペーンも考えておりますのでご期待ください。
皆様のお越しをお待ちしています。
┌─────────────────────────────────
4｜ 登録団体イベント情報
└─────────────────────────────────
◆みんなでシトラスリボンを作ろう！
シトラスリボンプロジェクトは、新型コロナウイルスに感染した方や、医
療従事者などへの差別・偏見をなくすための取組として全国的な活動とし
て広がっています。 少しでも早い終息を願い、思いやりの輪を広げる活動
に一緒に参加しませんか？

日 時：8月21日（土） 10：00～12：00
会 場：社協会館（大府市東新町一丁目219番地）
対象者：市民
材料費：無料
定 員：20名
主 催：大府市社会福祉協議会
問合せ：電話：0562-48-1805 FAX：0562-46-9560
メール：obu-fuku@ma.medias.ne.jp
詳 細：https://www.obu-shakyo.com/
◆第59回大府ふれあい食堂
料理教室、トウモロコシごはん弁当（予定）を作ります
日 時：8月21日（土） 9：45～12：30（受付9：15～）
会 場：大府市北山公民館 調理室
対象者：大府市内在住、在学、在勤の方 （子ども(15歳以下、学生（学生証
提示のこと：高校生まで）、親子（15歳以下の子どもと親）、60歳以上
材料費：子ども100円、大人(高校生から)400円
定 員：4組（予約制、先着順)（定員に達し次第、募集を締め切らせて頂きます）
主 催：大府ふれあい食堂
申込み：0562-48-6015 北山公民館休館日 毎月第2、4月曜日
問合せ：090-3881-0609（内田）
詳 細：http://obu.genki365.net/gnko04/pub/sheet.php?id=52774
◆親子で楽しむパネルシアター「くれよんのくろくん」＆工作
親子でパネルシアターを楽しんだ後はオリジナルバッグにクレヨンでお絵かき。
お子さん一人につきオリジナルバッグを1つお持ち帰りいただけます。
日 時：8月21日（土）①9:45～10:30 ②11:00～11:45
会 場：おおぶ文化交流の杜ギャラリーallobu2
対象者：親子（３歳以上の子供とその保護者）
材料費：500円
定 員：各部10組
締 切：先着順
申込み：窓口、電話、FAX,メールのいずれかで事前にお申し込みください
主 催：Baby Step
問合せ：090-6652-6233（Baby Step事務局）
詳 細：https://www.kokuchpro.com/event/babystep0821/
◆みんなでプラネタリウム2021年度パート①
今年の夏は自宅でフライングプラネタリウム。
リアルタイムな解説とともに大府市ならではのプラネタリウムが見られます。
日 時：8月21日（土）19:00～20:00
会 場：YouTube配信
参加費：無料
主 催：みんなでプラネタリウム実行委員会
問合せ：090-4211-0265（松下）
◆市民芸人育成プログラム～吉本興業㈱×大府市～
吉本興業㈱のお笑い芸人育成スクール・ＮＳＣの講師と名古屋よしもと所属
芸人から、漫才やコントのネタの作り方・演じ方を学びます。
プロの芸人を目指したい方も、人前で話すのが少し上手になりたい方も、
どなたでもご参加いただけます。大府でＮＳＣさながらの講義を受けて笑い
のスキルアップをしてみませんか。
日

時：8月21日～9月11日の土曜日（全4回）
①14:00～16:00 ②18:00～20:00
会 場：①大府公民館（中央町四丁目195番地） ②共長公民館（共和町二丁目8番地の2）
対 象：大府市在住・在勤・在学の方を１名以上含むピン・コンビ・トリオなど
定 員：各会場20名
参加費：無料
申込み：申込書に必要事項を記入のうえ、郵送または直接協働推進課窓口へ
主 催：大府市役所 協働推進課
問合せ：0562-45-6215 メールアドレス kyodo@city.obu.lg.jp
詳 細：http://obu.genki365.net/gnko04/pub/sheet.php?id=52778
◆「サロンサポーター応援講座」参加者募集
サロンの活動に興味や関心がある人を応援するために、サロンについて学び、
大府市内の常設サロンを見学・体験するバスツアーを開催します。
活動者や利用者のお話を聞き、楽しく体験し、一緒に活動しませんか？
日 時：8月24日（火）10:00～12:00、8月31日（火）10:00～11:30
場 所：大府市ふれ愛サポートセンター「スピカ」
参加費：無料
定 員：20名（先着順）
締 切：7月30日（金）
申込み：社会福祉法人 大府市社会福祉協議会の窓口、電話、FAX、メール
主 催：大府市社会福祉協議会
問合せ：0562-48-1805（社会福祉協議会）
詳 細：https://www.obu-shakyo.com/event/ct8016/

◆モッタイナイＢＯＸ31日まで延長です
捨てるにはモッタイナイ、誰かに使ってもらいたい文房具、日用品、お
もちゃなどなどをお持ちください。 寄付または、ボックス内にあるもの
と交換できます。 物々交換という形でリユースしてみませんか。
日 時：7月20日（火）～8月31日（火）
会 場：大府市民活動センター【コラビア】
主 催：Re.(アール・イー)
問合せ：090-7033-2272Re.（アール・イー）※連絡はメッセージのみ対応。
詳 細：http://obu.genki365.net/gnko04/pub/sheet.php?id=52798
◆多文化子育てサロン（全7回）
日

時：9月11日（土）25日（土）、10月17日（日）、11月14日（日）、
12月12日 （日）、1月16日（日）、2月13日（日）10：00～11：30
会 場：北山公民館、石ヶ瀬会館、大府市役所
対 象：0から7歳の子どもとその保護者（年齢を越える兄弟の参加可）
定 員：親子20組程度
参加費：無料
申込み：電話・メール
主 催：大府市国際交流協会
問合せ：080-4525-5931
詳 細：http://obu.genki365.net/gnko04/pub/sheet.php?id=52800
※開催状況は主催団体に確認して下さい。
┌─────────────────────────────────
5｜ 助成金情報
（コラビアでは申請の仕方や書き方などの相談受付もしております）
└─────────────────────────────────
◆2021年度 スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム
～コミュニティスポーツによる健やかな暮らしと文化の醸成～
募集内容：【一般】地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの実現につな
がるコミュニティスポーツ
【特定】心身の障がいや長期療養などにより社会参加が困難な
状況にある人と共に楽しめるコミュニティスポーツ
対
象：団体としての活動実績がある日本国内に活動拠点のある民間の
非営利団体（法人格は不問）。スポーツ分野を専門とする団体
以外の団体も応募できます。
チャレンジコース：50万円以下、1年間（4月～翌3月）
地域におけるコミュニティスポーツのチャレンジと、その後の
自立・発展をめざすもの
アドバンスコース：300万円以下、2年間4月～翌々3月）
地域を超えたコミュニティスポーツの展開や、特定の地域にお
けるコミュニティスポーツの深化をめざすもの
締
切：9月22日（水）必着
詳
細：https://skzaidan.or.jp/news/697/
お問合せ：TEL：03-5925-8660 FAX：03-3352-2021
E-mail：sports@am.sumitomolife.co.jp
◆公園・夢プラン大賞2021
募集内容：「実現した夢」部門 公園で行われた素敵なイベントや活動
で、思いの伝わるものや地域や街の活性化に関わったもの
「やりたい夢」部門 公園で「やってみたい！」「できたら
いいな」という楽しいイベントや活動のアイデア
対
象：「実現した夢」部門 過去5年間(2017年1月1日以降)に公園で
実施された市民が主体となったイベントや活動で、個人・
グループ・団体・企業は問わず、自薦・他薦も問いません。
「やりたい夢」部門 どなたでも応募可能です。指定管理者
等の公園管理に携わる方のアイデアも大歓迎です。
締
切：9月30日(木)
詳
細：https://yumeplan.prfj.or.jp/index.html
申込み・問合せ：TEL： 03-6674-1188（担当：高橋、森崎）
FAX： 03-6674-1190
E-mail： yumeplan＠prfj.or.jp
◆新型コロナウイルス感染拡大防止対応に関する助成金情報
愛知県社会福祉協議会ボランティアセンターのホームページに活動支援
等の助成金情報が掲載されています。
詳

細：http://aichivc.jp/corona.html

┌─────────────────────────────────
6｜じろちゃんのひとりごと
└─────────────────────────────────
７月末日
いや～、連日アツいアツい日が続きますね、オリンピックも気温も。
今回のオリンピック開催に関してはイロイロと思う所もありますが
それでも日本人選手が頑張ってメダルを獲得する姿をテレビで観ると
嬉しいですよね。

実はオリンピック開催前にコラビアスタッフ間で
「今回のオリンピックで日本はいくつの金メダルが獲れるか？」と
予想し合いをしました。
僕は頭をフル回転させ、熟考を重ね13個と予想。
えぇ、開催一週間ほどで越えました。
最終的に金メダルは何個獲得をするんでしょうね？
僕の予想では、50個です！（ヤケクソ）
┌─────────────────────────────────
7｜ センター概要
└─────────────────────────────────
☆会議室利用状況
http://npo-aichi.sub.jp/obcc/staff/shisetu/
☆大府市民活動支援サイト
http://obu.genki365.net/
☆コラビア Facebook
https://www.facebook.com/collabia/
☆こらび庵 Facebook
https://www.facebook.com/collabialunch/
☆コラビア公式LINEアカウント ID：＠282kshxj
友達登録、お願いします
－お願い－
※このメールは登録団体をはじめ、各関係者やボランティアの皆さんに、大府市民
活動センターの≪最新情報≫をお届けしています。もしご迷惑なら誠にお手数ですが、
このメールに「返信」で、「本文」に「メルマガ中止」と入力してご送信下さい。
できるだけ早く、配信リストから削除させていただきます。
★☆★・☆★☆
大府市民活動センター【コラビア】
（指定管理者：認定特定非営利活動法人愛知ネット）
https://www.collabia.jp/
E-mail:collabia@ma.medias.ne.jp
住所:〒474-0038 大府市森岡町四丁目8番地
TEL:0562-44-8500
FAX:0562-44-8511
★☆★・☆★☆

