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【報告事項】

１．大府市議会５月臨時会報告

平成３０年度大府市議会人事

三宅よしのりの役職および所属委員会等

大府市議会副議長
 

２．大府市議会

【会 期】平成３０年６月１日（金）～

【議 案】

【主な議案】

 

１）大府市税条例等の一部改正について⇒
◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。

 

概要  １．市たばこ税の税率を段階的に改定する。
 

 

 

 

    

    

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上

げます。 

さて、６月１８日に大阪府北部において地震が発生し、人的被害を

はじめ家屋の全半壊などの大きな被害に見舞われました。中でも建築

基準を満たさないブロック塀の倒壊により、幼い命が奪われるという

痛ましい事故は、「地域社会における安全」という観点で全国に波紋を

広げました。

また、７月初旬には西日本を中心とする数十年に一度とも言われる

記録的豪雨が各地に甚大な被害をもたらし、尊い人命や家屋、財産、

日常生活までも奪われ、その被害は日々拡大を見せています。被

れた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い人命救助

と復旧・復興を切に望むところであります。

自然災害の脅威を決して風化させることなく、大府市としても日常生活、地域社会における危険個

所の発見と対策に最優先で取り組

断、確実な行動をとっていただきますようお願い申し上げます。

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容について報告をさせていただきます。
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【報告事項】 

１．大府市議会５月臨時会報告

平成３０年度大府市議会人事

三宅よしのりの役職および所属委員会等

大府市議会副議長

２．大府市議会 6 月定例会報告

期】平成３０年６月１日（金）～

案】◎報告：４件

【主な議案】 

１）大府市税条例等の一部改正について⇒
◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。

１．市たばこ税の税率を段階的に改定する。

 

税率/1,000

※この条例では「税率」の改定ですが、気になるのは１箱あたりの値上げ額です。

平成３１年は消費税が１０％になることから見送られますが

ら３回に渡り、
 

    ２．加熱式たばこの課税方式を見直し、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に

換算する方式とし、５年間かけて段階的に移行する。

    ３．旧３級品の紙巻きたばこに係る税率改正の延期（半年間）

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上

 

さて、６月１８日に大阪府北部において地震が発生し、人的被害を

はじめ家屋の全半壊などの大きな被害に見舞われました。中でも建築

基準を満たさないブロック塀の倒壊により、幼い命が奪われるという

痛ましい事故は、「地域社会における安全」という観点で全国に波紋を

広げました。 

また、７月初旬には西日本を中心とする数十年に一度とも言われる

記録的豪雨が各地に甚大な被害をもたらし、尊い人命や家屋、財産、

日常生活までも奪われ、その被害は日々拡大を見せています。被

れた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い人命救助

と復旧・復興を切に望むところであります。

自然災害の脅威を決して風化させることなく、大府市としても日常生活、地域社会における危険個

所の発見と対策に最優先で取り組

断、確実な行動をとっていただきますようお願い申し上げます。

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容について報告をさせていただきます。

 や け 

１．大府市議会５月臨時会報告

平成３０年度大府市議会人事

三宅よしのりの役職および所属委員会等

大府市議会副議長 ／ 

月定例会報告

期】平成３０年６月１日（金）～

◎報告：４件 ◎条例：３件

１）大府市税条例等の一部改正について⇒
◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。

１．市たばこ税の税率を段階的に改定する。

/1,000 本 

この条例では「税率」の改定ですが、気になるのは１箱あたりの値上げ額です。

平成３１年は消費税が１０％になることから見送られますが

３回に渡り、１本当たり１円（１箱２０円）の値上げ予定されています。

２．加熱式たばこの課税方式を見直し、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に

換算する方式とし、５年間かけて段階的に移行する。

３．旧３級品の紙巻きたばこに係る税率改正の延期（半年間）

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上

さて、６月１８日に大阪府北部において地震が発生し、人的被害を

はじめ家屋の全半壊などの大きな被害に見舞われました。中でも建築

基準を満たさないブロック塀の倒壊により、幼い命が奪われるという

痛ましい事故は、「地域社会における安全」という観点で全国に波紋を

また、７月初旬には西日本を中心とする数十年に一度とも言われる

記録的豪雨が各地に甚大な被害をもたらし、尊い人命や家屋、財産、

日常生活までも奪われ、その被害は日々拡大を見せています。被

れた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い人命救助

と復旧・復興を切に望むところであります。

自然災害の脅威を決して風化させることなく、大府市としても日常生活、地域社会における危険個

所の発見と対策に最優先で取り組

断、確実な行動をとっていただきますようお願い申し上げます。

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容について報告をさせていただきます。

１．大府市議会５月臨時会報告 

平成３０年度大府市議会人事 

三宅よしのりの役職および所属委員会等 

 建設消防委員会

月定例会報告 

期】平成３０年６月１日（金）～

◎条例：３件 ◎補正予算：１件

１）大府市税条例等の一部改正について⇒
◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。

１．市たばこ税の税率を段階的に改定する。

現行 

5,262 円

この条例では「税率」の改定ですが、気になるのは１箱あたりの値上げ額です。

平成３１年は消費税が１０％になることから見送られますが

１本当たり１円（１箱２０円）の値上げ予定されています。

２．加熱式たばこの課税方式を見直し、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に

換算する方式とし、５年間かけて段階的に移行する。

３．旧３級品の紙巻きたばこに係る税率改正の延期（半年間）

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上

さて、６月１８日に大阪府北部において地震が発生し、人的被害を

はじめ家屋の全半壊などの大きな被害に見舞われました。中でも建築

基準を満たさないブロック塀の倒壊により、幼い命が奪われるという

痛ましい事故は、「地域社会における安全」という観点で全国に波紋を

また、７月初旬には西日本を中心とする数十年に一度とも言われる

記録的豪雨が各地に甚大な被害をもたらし、尊い人命や家屋、財産、

日常生活までも奪われ、その被害は日々拡大を見せています。被

れた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い人命救助

と復旧・復興を切に望むところであります。

自然災害の脅威を決して風化させることなく、大府市としても日常生活、地域社会における危険個

所の発見と対策に最優先で取り組みます。皆様

断、確実な行動をとっていただきますようお願い申し上げます。

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容について報告をさせていただきます。

後援会だより

佳   

 

建設消防委員会 ／ 

期】平成３０年６月１日（金）～6 月 2２日（金）２２日間

◎補正予算：１件

具体的内容

１）大府市税条例等の一部改正について⇒ （原案可決）
◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。

１．市たばこ税の税率を段階的に改定する。

H30.10.1

円 5,692

この条例では「税率」の改定ですが、気になるのは１箱あたりの値上げ額です。

平成３１年は消費税が１０％になることから見送られますが

１本当たり１円（１箱２０円）の値上げ予定されています。

２．加熱式たばこの課税方式を見直し、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に

換算する方式とし、５年間かけて段階的に移行する。

３．旧３級品の紙巻きたばこに係る税率改正の延期（半年間）

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上

さて、６月１８日に大阪府北部において地震が発生し、人的被害を

はじめ家屋の全半壊などの大きな被害に見舞われました。中でも建築

基準を満たさないブロック塀の倒壊により、幼い命が奪われるという

痛ましい事故は、「地域社会における安全」という観点で全国に波紋を

また、７月初旬には西日本を中心とする数十年に一度とも言われる

記録的豪雨が各地に甚大な被害をもたらし、尊い人命や家屋、財産、

日常生活までも奪われ、その被害は日々拡大を見せています。被

れた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い人命救助

と復旧・復興を切に望むところであります。 

自然災害の脅威を決して風化させることなく、大府市としても日常生活、地域社会における危険個

皆様も災害発生時には「自分の命を守るため」の冷静な判

断、確実な行動をとっていただきますようお願い申し上げます。

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容について報告をさせていただきます。

後援会だより

   典 

 議会広報委員会（委員長）

２日（金）２２日間

◎補正予算：１件 ◎人事：２件

具体的内容 

（原案可決） 

◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。 

１．市たばこ税の税率を段階的に改定する。 

H30.10.1～ 

5,692 円 

この条例では「税率」の改定ですが、気になるのは１箱あたりの値上げ額です。

平成３１年は消費税が１０％になることから見送られますが

１本当たり１円（１箱２０円）の値上げ予定されています。

２．加熱式たばこの課税方式を見直し、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に

換算する方式とし、５年間かけて段階的に移行する。

３．旧３級品の紙巻きたばこに係る税率改正の延期（半年間）

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上

さて、６月１８日に大阪府北部において地震が発生し、人的被害を

はじめ家屋の全半壊などの大きな被害に見舞われました。中でも建築

基準を満たさないブロック塀の倒壊により、幼い命が奪われるという

痛ましい事故は、「地域社会における安全」という観点で全国に波紋を

また、７月初旬には西日本を中心とする数十年に一度とも言われる

記録的豪雨が各地に甚大な被害をもたらし、尊い人命や家屋、財産、

日常生活までも奪われ、その被害は日々拡大を見せています。被災さ

れた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い人命救助

自然災害の脅威を決して風化させることなく、大府市としても日常生活、地域社会における危険個

も災害発生時には「自分の命を守るため」の冷静な判

断、確実な行動をとっていただきますようお願い申し上げます。 

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容について報告をさせていただきます。

後援会だより 

議会広報委員会（委員長）

２日（金）２２日間 

◎人事：２件

H32.10.1

6,122 円

この条例では「税率」の改定ですが、気になるのは１箱あたりの値上げ額です。

平成３１年は消費税が１０％になることから見送られますが、

１本当たり１円（１箱２０円）の値上げ予定されています。

２．加熱式たばこの課税方式を見直し、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に

換算する方式とし、５年間かけて段階的に移行する。 

３．旧３級品の紙巻きたばこに係る税率改正の延期（半年間） 

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上

さて、６月１８日に大阪府北部において地震が発生し、人的被害を

はじめ家屋の全半壊などの大きな被害に見舞われました。中でも建築

基準を満たさないブロック塀の倒壊により、幼い命が奪われるという

痛ましい事故は、「地域社会における安全」という観点で全国に波紋を

また、７月初旬には西日本を中心とする数十年に一度とも言われる

記録的豪雨が各地に甚大な被害をもたらし、尊い人命や家屋、財産、

災さ

れた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い人命救助

自然災害の脅威を決して風化させることなく、大府市としても日常生活、地域社会における危険個

も災害発生時には「自分の命を守るため」の冷静な判

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容について報告をさせていただきます。

大府市議会議員

No.34

発

事務所

議会広報委員会（委員長） 

◎人事：２件  

H32.10.1～ H33.10.1

円 6,552

この条例では「税率」の改定ですが、気になるのは１箱あたりの値上げ額です。

、平成３０年１０月か

１本当たり１円（１箱２０円）の値上げ予定されています。

２．加熱式たばこの課税方式を見直し、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に

自然災害の脅威を決して風化させることなく、大府市としても日常生活、地域社会における危険個

も災害発生時には「自分の命を守るため」の冷静な判

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容について報告をさせていただきます。

大府市議会議員  三宅
みやけ

No.34 2018

発 行 三宅よしのり

事務所 〒474-0061

大府市共和町四丁目

TEL：0562

 

H33.10.1～ 

6,552 円 

この条例では「税率」の改定ですが、気になるのは１箱あたりの値上げ額です。 

平成３０年１０月か

１本当たり１円（１箱２０円）の値上げ予定されています。 

２．加熱式たばこの課税方式を見直し、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に

自然災害の脅威を決して風化させることなく、大府市としても日常生活、地域社会における危険個

も災害発生時には「自分の命を守るため」の冷静な判

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容について報告をさせていただきます。 

三宅
みやけ

 佳
よし

典
のり

2018 年 7 月 

よしのり後援会 

0061 

大府市共和町四丁目 

282 番地

0562-47-1450 

典
のり
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具体的内容 
 

２）土地区画整理事業施行に伴う町及び字の区域の変更について⇒ （原案可決） 
  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

３）平成３０年度大府市一般会計補正予算（第１号）⇒ （原案可決） 
（補正前）３１，１８１，０００千円  （補正額）８３，６１１千円              

（補正後）３１，２６４，６１１千円 
   

主な項目  
                      

種別 補正予算額 補正内容 

① 民生費 43,702 千円 民間保育所整備補助金増額 

② 衛生費 512 千円 インフルエンザ予防接種事故の対策費 

③ 土木費 12,885 千円 橋梁点検・補修費 

④ 消防費 19,218 千円 防火水槽撤去費用等 

⑤ 教育費 1,398 千円 給食室移設に伴う用地購入に関する手続き 
 

解説 
 

土
木
費 

昨今発生している自然災害への対応として、橋梁の点検方法で「近視目視」の一部項目

が「打音検査」に変更となったことから再点検が必要となり、その結果、東海道新幹線

の線路をまたぐ橋梁の補修が必要となりました。 

消
防
費 

市内には、民地を借用しての防火水槽等が多く存在します。今回は、土地の所有者から

家の建て替えを機に、防火水槽撤去の申し出がなされたことによるものです。もちろん

防火水槽ですので、撤去による消火活動への影響が心配されるところですが、付近には

消火栓、防火水槽がありますのでご安心ください。 

教
育
費 

北山小学校において、生徒数の増加や給食室の老朽化への対応が必要となったことから、

給食室の建て替えが計画されています。今回、その建て替えにともなう土地の購入を前

提とした調査測量等の費用が発生しました。 

 

変更の背景 
 

農地及び山林の区画整理に伴い、境界線に

ズレが生じたことから、見直しが必要とな

りました。 
 

変更箇所 
 

基本的には道路に沿って区切られますが、

変更は最小限に留め、右図網掛け部分の町

及び字が変更になります。 
 

 

影響及び今後の対応 
 

この共和西土地区画整理地内で、１０７筆※

が変更になります。平成３１年秋頃に対象

となるご家庭に通知する予定です。 

運転免許証や銀行など、住所変更の手続き

が必要となります。 
 

※筆とは、一般的には「一区画」に相当し

ますが、場合によっては一区画で２筆以

上の場合もあります。 
 

変更時期 
 

平成３２年４月頃を予定しています。



 

４）意見書⇒
 

核兵器のない世界を求める意見書
 

概要 

  平成２９年７月、国連において「核兵器禁止条約」が１２２か国

  大府市は、平成２２年に「平和首長会議」へ加盟、平成２８年には「平和都市宣言」を全会一

致で可決し、恒久平和を願い、核兵器などの脅威のない平和な社会の実現を強く訴えてい

そのような中、唯一の被爆国

は国内外に失望を招いて

 
 

３．くらしの相談
 

 カーブミラー設置の相談
 

  相談内容と対応

共和町４丁目の上徳交差点の南にある、信号のな

い交差点において、

く、反対方向の視認性が悪

とから、左右の視認性を確保するために、設置場所

の見直しと、カーブミラーの増設を

施され

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．トピックス
 

 『ＫＵＲＵＴＯおおぶ
 

大府駅が現在の駅舎となったのは、

４０年前の

舎１階に本屋、喫茶店がありましたが、

約２０年前に

ッターで閉ざされていました。

ゴールデンウィーク前

レモニーでは

内覧会が行われ

『KURUTO

とコラボした

揃えています。また、

ちゃんグッズの販売なども行っていま

すので、是非訪れてみて下さい。

 

）意見書⇒ （採択）

核兵器のない世界を求める意見書

平成２９年７月、国連において「核兵器禁止条約」が１２２か国

大府市は、平成２２年に「平和首長会議」へ加盟、平成２８年には「平和都市宣言」を全会一

致で可決し、恒久平和を願い、核兵器などの脅威のない平和な社会の実現を強く訴えてい

そのような中、唯一の被爆国

は国内外に失望を招いて

３．くらしの相談 

カーブミラー設置の相談

相談内容と対応 

共和町４丁目の上徳交差点の南にある、信号のな

い交差点において、

く、反対方向の視認性が悪

とから、左右の視認性を確保するために、設置場所

の見直しと、カーブミラーの増設を

施されました。

                                

４．トピックス 

ＫＵＲＵＴＯおおぶ

大府駅が現在の駅舎となったのは、

４０年前の昭和５３年９月

舎１階に本屋、喫茶店がありましたが、

約２０年前に閉店と

ッターで閉ざされていました。

ゴールデンウィーク前

レモニーでは、ネーミングの表彰式

内覧会が行われました。

KURUTO おおぶ』は、

とコラボしたヘルシー

ています。また、

ちゃんグッズの販売なども行っていま

すので、是非訪れてみて下さい。

対応前 

（採択） 

核兵器のない世界を求める意見書

平成２９年７月、国連において「核兵器禁止条約」が１２２か国

大府市は、平成２２年に「平和首長会議」へ加盟、平成２８年には「平和都市宣言」を全会一

致で可決し、恒久平和を願い、核兵器などの脅威のない平和な社会の実現を強く訴えてい

そのような中、唯一の被爆国

は国内外に失望を招いており

 

カーブミラー設置の相談 

 

共和町４丁目の上徳交差点の南にある、信号のな

い交差点において、「一方向のカーブミラーしかな

く、反対方向の視認性が悪

とから、左右の視認性を確保するために、設置場所

の見直しと、カーブミラーの増設を

。 

                                

ＫＵＲＵＴＯおおぶ』がオープンしました

大府駅が現在の駅舎となったのは、

昭和５３年９月。

舎１階に本屋、喫茶店がありましたが、

閉店となり、ずっとシャ

ッターで閉ざされていました。

ゴールデンウィーク前のオープン

ネーミングの表彰式

ました。 

おおぶ』は、「タニタ」

ヘルシーメニューを

ています。また、観光案内、おぶ

ちゃんグッズの販売なども行っていま

すので、是非訪れてみて下さい。

核兵器のない世界を求める意見書 （全会一致）※市民クラブ提案

平成２９年７月、国連において「核兵器禁止条約」が１２２か国

大府市は、平成２２年に「平和首長会議」へ加盟、平成２８年には「平和都市宣言」を全会一

致で可決し、恒久平和を願い、核兵器などの脅威のない平和な社会の実現を強く訴えてい

そのような中、唯一の被爆国でありながら

おり、国に対しなお一層の役割を果たすよう強く求め

共和町４丁目の上徳交差点の南にある、信号のな

一方向のカーブミラーしかな

く、反対方向の視認性が悪い」との相談があった

とから、左右の視認性を確保するために、設置場所

の見直しと、カーブミラーの増設を市

                                

がオープンしました

大府駅が現在の駅舎となったのは、

。当時は駅

舎１階に本屋、喫茶店がありましたが、

なり、ずっとシャ

ッターで閉ざされていました。 

オープンセ

ネーミングの表彰式と

「タニタ」

メニューを取り

観光案内、おぶ

ちゃんグッズの販売なども行っていま

すので、是非訪れてみて下さい。 

（全会一致）※市民クラブ提案

平成２９年７月、国連において「核兵器禁止条約」が１２２か国

大府市は、平成２２年に「平和首長会議」へ加盟、平成２８年には「平和都市宣言」を全会一

致で可決し、恒久平和を願い、核兵器などの脅威のない平和な社会の実現を強く訴えてい

でありながら、核兵器禁止条約への

、国に対しなお一層の役割を果たすよう強く求め

共和町４丁目の上徳交差点の南にある、信号のな

一方向のカーブミラーしかな

い」との相談があった

とから、左右の視認性を確保するために、設置場所

市に要請し、実

                                

がオープンしました  

セレモニー

増設 

（全会一致）※市民クラブ提案

平成２９年７月、国連において「核兵器禁止条約」が１２２か国

大府市は、平成２２年に「平和首長会議」へ加盟、平成２８年には「平和都市宣言」を全会一

致で可決し、恒久平和を願い、核兵器などの脅威のない平和な社会の実現を強く訴えてい

、核兵器禁止条約への

、国に対しなお一層の役割を果たすよう強く求め

共和町４丁目の上徳交差点の南にある、信号のな

一方向のカーブミラーしかな

い」との相談があったこ

とから、左右の視認性を確保するために、設置場所

に要請し、実

                                

セレモニー 

対応後

（全会一致）※市民クラブ提案 

平成２９年７月、国連において「核兵器禁止条約」が１２２か国の賛成により

大府市は、平成２２年に「平和首長会議」へ加盟、平成２８年には「平和都市宣言」を全会一

致で可決し、恒久平和を願い、核兵器などの脅威のない平和な社会の実現を強く訴えてい

、核兵器禁止条約への採択に参加

、国に対しなお一層の役割を果たすよう強く求め

                                現在の状況

対応後 

の賛成により採択され

大府市は、平成２２年に「平和首長会議」へ加盟、平成２８年には「平和都市宣言」を全会一

致で可決し、恒久平和を願い、核兵器などの脅威のない平和な社会の実現を強く訴えてい

参加しないという

、国に対しなお一層の役割を果たすよう強く求めました

現在の状況 

ネーミング表彰式

移設 

採択されました。

大府市は、平成２２年に「平和首長会議」へ加盟、平成２８年には「平和都市宣言」を全会一

致で可決し、恒久平和を願い、核兵器などの脅威のない平和な社会の実現を強く訴えています。

しないという事態

ました。 

 

ネーミング表彰式 

 

 

た。 

大府市は、平成２２年に「平和首長会議」へ加盟、平成２８年には「平和都市宣言」を全会一

。

事態
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今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

  是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三宅よしのり後援会事務所

くらしの相談室

［電話］0562

［住所］〒

大府市共和町４丁目

～お気軽にお立ち寄りください～

4/1 消防団入隊団式

6/3 大府市消防操法大会

５．その他の活動 

７月までの間に出席・参加させて頂いた主な行事です。様々な場所でご挨拶させて頂きました。

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

 

三宅よしのり後援会事務所
 

愛三工業労働組合内
 

くらしの相談室

0562-47-1450

［住所］〒474-0061

大府市共和町４丁目

～お気軽にお立ち寄りください～

昨年のふれあい祭りの様子

消防団入隊団式

大府市消防操法大会

 

月までの間に出席・参加させて頂いた主な行事です。様々な場所でご挨拶させて頂きました。

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

 

三宅よしのり後援会事務所
 

愛三工業労働組合内 
 

くらしの相談室 

1450 

0061 

大府市共和町４丁目 282

～お気軽にお立ち寄りください～

昨年のふれあい祭りの様子

４月 

消防団入隊団式 

6 月 

4/2 パスポート申請開始

大府市消防操法大会 6/16 モデル地区発会式

月までの間に出席・参加させて頂いた主な行事です。様々な場所でご挨拶させて頂きました。

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

三宅よしのり後援会事務所 

282 番地 

～お気軽にお立ち寄りください～ 

昨年のふれあい祭りの様子

パスポート申請開始

モデル地区発会式

月までの間に出席・参加させて頂いた主な行事です。様々な場所でご挨拶させて頂きました。

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

 

後援会事務所

〔くらしの相談室〕

昨年のふれあい祭りの様子 

 

パスポート申請開始 5/19

モデル地区発会式 

月までの間に出席・参加させて頂いた主な行事です。様々な場所でご挨拶させて頂きました。

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

 

 

後援会事務所 

〔くらしの相談室〕 

上徳 

共和町５

至:名古屋

         

☆各種プレイコーナー
(うなぎつかみ･金魚すくい

☆工作コーナー
(プラパン･ルームプレート

☆社会貢献コーナー
(高原野菜販売・チャリティーバザーなど

☆野外ステージ

 7 月

5/19 吉田区民運動会

豊田市議会来訪

(2019WC

月までの間に出席・参加させて頂いた主な行事です。様々な場所でご挨拶させて頂きました。

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

愛三工業

国道

共和町４

共和町５北

共和町５ 共和町２

名古屋 

至:大府

茶屋 

201８年
１０：００

アイサンスポーツセンター内

         

☆各種プレイコーナー
うなぎつかみ･金魚すくい

☆工作コーナー 
プラパン･ルームプレート

☆社会貢献コーナー
高原野菜販売・チャリティーバザーなど

☆野外ステージ(キャラクターショーなど

5

月 

吉田区民運動会 

豊田市議会来訪 

(2019WC 開催地) 

月までの間に出席・参加させて頂いた主な行事です。様々な場所でご挨拶させて頂きました。

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

愛三工業 

国道 23 号 

共和町４ 

共和町５北 

共和町２ 

共
和 

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線 

共和

大府 

８年 8 月 2６日
１０：００～１５：００

アイサンスポーツセンター内

         及び第１駐車場

☆各種プレイコーナー 
うなぎつかみ･金魚すくい など

 
プラパン･ルームプレート 

☆社会貢献コーナー 
高原野菜販売・チャリティーバザーなど

キャラクターショーなど

5 月 

 5/29 安心安全協会総会

月までの間に出席・参加させて頂いた主な行事です。様々な場所でご挨拶させて頂きました。

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。 

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。 

共栄町３ 

共栄町

至:大府

至:豊明共和 IC 

６日(日) 
１５：００ 

アイサンスポーツセンター内 

及び第１駐車場 

など) 

 など) 

高原野菜販売・チャリティーバザーなど)

キャラクターショーなど) 

安心安全協会総会

月までの間に出席・参加させて頂いた主な行事です。様々な場所でご挨拶させて頂きました。 

 

共栄町 

大府 

豊明 

 

) 

 

安心安全協会総会 


