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所得税の確定申告と市・県民税の申告は3月15日（金）が期限です
災害時の避難所生活を考える
PHOTO スケッチ
情報あ・ら・か・る・と
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市制70周年記念事業スポーツイベント、学校体育館・
武道場解放の受け付けなど

うっすらと雪化粧をまとったハニワ道（ふれあい緑道）うっすらと雪化粧をまとったハニワ道（ふれあい緑道）

情報あ・ら・か・る・と



　申告書や申告の手引きなどは、市民
税課、坂下出張所、東部市民センター、
各ふれあいセンター、各公民館で1月
31日（木）以降に配布します。数に限り
がありますので、申告書が作成できる
国税庁のホームページを利用してくださ
い。

自宅のパソコンで申告書
が作成・印刷できます

　公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額（公
的年金以外の年金・給与・配当・一時所得など）が20万円以下であるときは、所得税の確定申告をする
必要はありません。　※所得税の還付を受けるための確定申告書は提出することができます
　なお、確定申告をしないと、これまで確定申告をすることで市・県民税の計算に適用されていた各
種所得控除（医療費控除や社会保険料控除など）が適用されなくなります。確定申告が必要ない人でも、
「市・県民税の申告」をすることで、市・県民税を減額できる場合がありますので、「公的年金等の源
泉徴収票」に記載されている所得控除以外の各種所得控除を受ける場合は、「市・県民税の申告」をしてく
ださい。
　ただし、所得が公的年金だけで次の条件にあてはまる人は、市・県民税の申告をする必要はありません。
①昭和23年１月１日以前生まれの人で、公的年金等の収入が152万円以下の人
②昭和23年１月２日以後生まれの人で、公的年金等の収入が102万円以下の人

　給与や年金の源泉徴収票（原本）、印鑑（認め印可）、所得税の還付を受ける場合は還付金の振込先の分かるも
の（金融機関名と口座番号、申告者本人の口座に限る）。その他に次の書類が必要です。また、昨年の確定申告書
の控えなどの参考資料がある人は持参してください。

公的年金を受給している人へ公的年金を受給している人へ

春日井会場 小牧会場
2月14日（木）～ 3月15日（金）〈土・日曜日を除く〉午
前9時～午後4時
グリーンパレス春日井　※はあとふるライナー（東環
状線）など公共交通機関を利用してください

開設期間▶

ところ▶

2月14日（木）～ 4月1日（月）〈土・日曜日、祝日
を除く。ただし、2月24日（日）、3月3日（日）は
開設〉午前9時～午後5時（できるだけ4時まで
に来てください）　
小牧市公民館（小牧市小牧）
※所得税の申告・相談…3月15日（金）まで、
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・
相談…4月1日（月）まで

開設期間▶

ところ▶
各会場とも混雑状況により、案内を早めに終了する
場合があります。なお、小牧会場開設期間中、小牧
税務署では申告書の作成指導を行っていません。

※今年は、アスナルホール（金山総合駅北口アスナル金山）での申告受け付けは行いません

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コ
ーナー」では、自動計算で申告書が作成・印刷
でき、納税（還付）金額も分かります。また、e‒Tax（国税電子申告・
納税システム）を利用して申告した場合には、所得税から最高
3000円を控除することができます（平成19～ 23年分の申告で控除
を受けた人を除く）。利用には税務署への事前の開始届出書の提
出（インターネットでも可）やインターネットに接続可能なパソコ
ンのほか住民基本台帳カード、電子証明書、ICカードリーダライ
ター（3000円程度）が必要です。

2月14日（木）～3月15日（金） 〈土・日曜日を除く〉午前8時30分～正午、午後1時～5時
期間開始直後と終了直前は、混雑が予想されます。また、申告書は郵送でも提出できます。
市役所市民税課　
 所得税の確定申告は市役所では受け付けできません。

と　き▶

ところ▶

平成25年１月１日現在、市内に住所があって、平成24年中に所得があった人。
ただし、次の人は市・県民税の申告の必要はありません。
○平成24年分の所得税の確定申告（還付申告を含む）をした人
○所得が給与所得だけで、勤務先などから市へ給与支払報告書が提出されている人
○所得が公的年金等に係る雑所得だけで、年金支払報告書（公的年金等の源泉徴収票）に記載されている所得控除
以外に追加する所得控除がない人

市・県民税の申告が必要な人市・県民税の申告が必要な人

○事業や不動産の収入がある人、土地や建物を売った人などで、平成24年中の所得の合計額から所得控除の合計額
を差し引き、その金額を基に算出した税額が、配当控除の額および年末調整により受けた住宅借入金等特別控除の
額の合計額を超える人
○平成24年中の給与収入金額が2000万円を超える人
○1か所から給与を受けていて、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
○2か所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整を受けなかった給与収入金額とその他の所得の合計額が
20万円を超える人　など

所得税の確定申告が必要な人所得税の確定申告が必要な人

　源泉徴収票の源泉徴収税額に記入のある人で
○年金所得者で、国民健康保険税などの所得控除を受ける人
○給与所得者で、医療費控除や新たに住宅借入金等特別控除などを受ける人
○会社を中途退職し、年末調整を受けられなかった人
○国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄附をした人　など

確定申告をすることで、所得税の還付が受けられる場合がある人確定申告をすることで、所得税の還付が受けられる場合がある人

申告書などの配布申告書などの配布

所得税の確定申告と
市・県民税の申告は
所得税の確定申告と
市・県民税の申告は

所得税の確定申告

市・県民税の申告金
【Fri】

が期限ですが期限です3 月15日3 月15日3 月15日3 月15日

問い合わせ▶所得税の確定申告・・・小牧税務署（☎72－2111）、市･県民税の申告…市民税課（☎85－6093）

※事業所得や不動産所得のある人は、収支内訳書または青色申告決算書の添付が必要です

社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除
障がい者控除

医療費控除

住宅借入金等特別控除
寄附金控除

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書 など
生命保険料支払証明書
地震保険料支払証明書
身体障がい者手帳や療育手帳、障がい者控除対象者認定書 など
支払った医療費の領収書や医療費を補てんする保険金などが分かるもの
※医療費の合計金額をあらかじめ計算しておいてください
税務署発行の「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」を参照してください
寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証　など

必要な書類など控除名

所得税の確定申告や市・県民税の申告に必要な物所得税の確定申告や市・県民税の申告に必要な物
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　申告書や申告の手引きなどは、市民
税課、坂下出張所、東部市民センター、
各ふれあいセンター、各公民館で1月
31日（木）以降に配布します。数に限り
がありますので、申告書が作成できる
国税庁のホームページを利用してくださ
い。

自宅のパソコンで申告書
が作成・印刷できます

　公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額（公
的年金以外の年金・給与・配当・一時所得など）が20万円以下であるときは、所得税の確定申告をする
必要はありません。　※所得税の還付を受けるための確定申告書は提出することができます
　なお、確定申告をしないと、これまで確定申告をすることで市・県民税の計算に適用されていた各
種所得控除（医療費控除や社会保険料控除など）が適用されなくなります。確定申告が必要ない人でも、
「市・県民税の申告」をすることで、市・県民税を減額できる場合がありますので、「公的年金等の源
泉徴収票」に記載されている所得控除以外の各種所得控除を受ける場合は、「市・県民税の申告」をしてく
ださい。
　ただし、所得が公的年金だけで次の条件にあてはまる人は、市・県民税の申告をする必要はありません。
①昭和23年１月１日以前生まれの人で、公的年金等の収入が152万円以下の人
②昭和23年１月２日以後生まれの人で、公的年金等の収入が102万円以下の人

　給与や年金の源泉徴収票（原本）、印鑑（認め印可）、所得税の還付を受ける場合は還付金の振込先の分かるも
の（金融機関名と口座番号、申告者本人の口座に限る）。その他に次の書類が必要です。また、昨年の確定申告書
の控えなどの参考資料がある人は持参してください。

公的年金を受給している人へ公的年金を受給している人へ

春日井会場 小牧会場
2月14日（木）～ 3月15日（金）〈土・日曜日を除く〉午
前9時～午後4時
グリーンパレス春日井　※はあとふるライナー（東環
状線）など公共交通機関を利用してください

開設期間▶

ところ▶

2月14日（木）～ 4月1日（月）〈土・日曜日、祝日
を除く。ただし、2月24日（日）、3月3日（日）は
開設〉午前9時～午後5時（できるだけ4時まで
に来てください）　
小牧市公民館（小牧市小牧）
※所得税の申告・相談…3月15日（金）まで、
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・
相談…4月1日（月）まで

開設期間▶

ところ▶
各会場とも混雑状況により、案内を早めに終了する
場合があります。なお、小牧会場開設期間中、小牧
税務署では申告書の作成指導を行っていません。

※今年は、アスナルホール（金山総合駅北口アスナル金山）での申告受け付けは行いません

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コ
ーナー」では、自動計算で申告書が作成・印刷
でき、納税（還付）金額も分かります。また、e‒Tax（国税電子申告・
納税システム）を利用して申告した場合には、所得税から最高
3000円を控除することができます（平成19～ 23年分の申告で控除
を受けた人を除く）。利用には税務署への事前の開始届出書の提
出（インターネットでも可）やインターネットに接続可能なパソコ
ンのほか住民基本台帳カード、電子証明書、ICカードリーダライ
ター（3000円程度）が必要です。

2月14日（木）～3月15日（金） 〈土・日曜日を除く〉午前8時30分～正午、午後1時～5時
期間開始直後と終了直前は、混雑が予想されます。また、申告書は郵送でも提出できます。
市役所市民税課　
 所得税の確定申告は市役所では受け付けできません。

と　き▶

ところ▶

平成25年１月１日現在、市内に住所があって、平成24年中に所得があった人。
ただし、次の人は市・県民税の申告の必要はありません。
○平成24年分の所得税の確定申告（還付申告を含む）をした人
○所得が給与所得だけで、勤務先などから市へ給与支払報告書が提出されている人
○所得が公的年金等に係る雑所得だけで、年金支払報告書（公的年金等の源泉徴収票）に記載されている所得控除
以外に追加する所得控除がない人

市・県民税の申告が必要な人市・県民税の申告が必要な人

○事業や不動産の収入がある人、土地や建物を売った人などで、平成24年中の所得の合計額から所得控除の合計額
を差し引き、その金額を基に算出した税額が、配当控除の額および年末調整により受けた住宅借入金等特別控除の
額の合計額を超える人
○平成24年中の給与収入金額が2000万円を超える人
○1か所から給与を受けていて、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
○2か所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整を受けなかった給与収入金額とその他の所得の合計額が
20万円を超える人　など

所得税の確定申告が必要な人所得税の確定申告が必要な人

　源泉徴収票の源泉徴収税額に記入のある人で
○年金所得者で、国民健康保険税などの所得控除を受ける人
○給与所得者で、医療費控除や新たに住宅借入金等特別控除などを受ける人
○会社を中途退職し、年末調整を受けられなかった人
○国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄附をした人　など

確定申告をすることで、所得税の還付が受けられる場合がある人確定申告をすることで、所得税の還付が受けられる場合がある人

申告書などの配布申告書などの配布

所得税の確定申告と
市・県民税の申告は
所得税の確定申告と
市・県民税の申告は

所得税の確定申告

市・県民税の申告金
【Fri】

が期限ですが期限です3 月15日3 月15日3 月15日3 月15日

問い合わせ▶所得税の確定申告・・・小牧税務署（☎72－2111）、市･県民税の申告…市民税課（☎85－6093）

※事業所得や不動産所得のある人は、収支内訳書または青色申告決算書の添付が必要です

社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除
障がい者控除

医療費控除

住宅借入金等特別控除
寄附金控除

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書 など
生命保険料支払証明書
地震保険料支払証明書
身体障がい者手帳や療育手帳、障がい者控除対象者認定書 など
支払った医療費の領収書や医療費を補てんする保険金などが分かるもの
※医療費の合計金額をあらかじめ計算しておいてください
税務署発行の「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」を参照してください
寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証　など

必要な書類など控除名

所得税の確定申告や市・県民税の申告に必要な物所得税の確定申告や市・県民税の申告に必要な物
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避難所生活を考えるの守られる人から
守る人へ

守られる人から
守る人へ

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6072）

　市では、民間企業などと災害時の支援協力に関する協定をこれまで
に54件締結し、防災体制の強化に努めています。昨年11月に締結した
協定を紹介します。

　災害時に、市に対して被害情報、救援情報などの
情報提供や災害応急対策に必要な援助を行います。
災害時に 市に対して被害情報 救援情報などの

公益社団法人隊友会愛知県隊友会春日井支部

　災害時に、市に対してエアセルマット（つぶ
つぶシート：ポリエチレン緩衝材）を提供します。
災害時に 市に対してエアセルマット（つぶ

㈱和泉

災害への備えは十分できていますか。いつ起こるか分からない大地震などに備えて、食料などの非常用品を準備するのはも
ちろんのこと、災害が発生した後のことを日頃からシミュレーションしておくことが大切です。今回は避難所生活について考え
ます。

みんなで協力して運営する避難所生活みんなで協力して運営する避難所生活

避難所生活で配慮が必要なこと（東日本大震災の教訓から）

　市では、小学校39校と中部大学を｢指定避難所｣としています。大規
模地震が発生した場合に、自宅が倒壊するなど、指定避難所で生活を
送らなければならないかもしれません。避難所の管理や運営は、市職
員だけでなく、避難者の皆さんで自治組織を結成し、互いに助け合い
ながら自主的に行うことになります。

・男女のニーズの違い（女性専用の物干し場、更衣室、授乳室など） ・避難生活者の心のケア
・衛生面（汚物集積場、風邪のまん延）・避難所運営における女性の参画 ・ペットの避難　など

　この訓練では、避難者の年齢や性別、国籍やそ
れぞれが抱える事情が書かれたカードを、避難所
の体育館や教室に見立てた平面図に配置していき
ます。
　炊き出し場や仮設トイレの配置、災害時に援護
が必要となる人に配慮した部屋割りなどに対して、
みんなで意見を出し合いながら、ゲーム感覚で避
難所の運営を学ぶことができます。
　区・町内会・自治会の皆さんなどへＨＵＧセッ
トの貸し出しを行っていますので、希望する場合
は市民安全課（☎85－6072）へ問い合わせてくださ
い。

避難所生活を考えよう！ＨＵＧで模擬体験避難所生活を考えよう！ＨＵＧで模擬体験

　ＨＵＧ（ハグ）とは、Hinanzyo（避難所）、Unei（運
営）、Ｇame（ゲーム）の略で、避難所で起こる出来
事に、どう対応していくかを模擬体験できる参加型
の図上訓練です。

災害時の支援協力の協定を結んでいます災害時の支援協力の協定を結んでいます

・
・

・
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12/12
㊌

12/8
㊏

歌声、口笛
響き渡るステージ
（レディヤンかすがい）
　男女共同参画や青少年活動などを広く知っ
てもらおうとレディヤン祭が開催されました。
　春日井児童合唱団のコーラスで始まった舞
台発表では、昨年4月に世界口笛大会で入賞し
た高田みずほさんも演奏し、来場者は澄んだ
音色に聞き入っていました。
　午後からはビーズのアクセサリー作製やフ
ォークダンス体験など
の教室を多くの人が楽
しみました。

12/1
㊏

　愛知万博のメモリアルイベントとして、毎年
行われる愛知県市町村対抗駅伝競走大会。9区間
29.4㎞のコースを舞台に、県内の市町村54チーム
が優勝を目指して競い合いました。春日井市代
表チームも、懸命な走りでたすきをつなげ、結果
は市の部で昨年の17位から躍進し、14位になり
ました。

たすきをつないだ駅伝
14位と大健闘
（モリコロパーク）

ピンに狙いを定めて
（グランドボウル）

　老人クラブの会員同士の交流や健康増進を
目的に、今回で2回目となる「春日井いきいき
クラブボウリング大会」が開催されました。
　21クラブから106人が参加し、一球一球を真
剣に投げ込んでいました。歓声や拍手が湧き、
ハイタッチなども見られ、参加した人たちは
和気あいあいとした雰囲気の中、親睦を深め
ました。
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情報あ・ら・か・る・と

スポーツイベント

と　き▶9月21日(土)午前7時30分から・22日(日)
午前8時から〈予備日9月23日(祝)〉

ところ▶市民球場
種　目▶軟式野球(小学生・中学生・一般男子

の部)、ソフトボール(中学生女子・
一般男子・一般女子の部)

対象・定員▶市内在住か在勤、在学で構成された
市軟式野球連盟、市ソフトボール連
盟に加盟していないチーム・計12チ
ーム(抽選)

内　容▶西軍・東軍のチームに分かれて行う
70イニングの対抗戦(1チーム3イニン
グ)　※試合日は後日決定(他に各連
盟の加盟チームも参加)

申し込み▶1月31日(木)〈必着〉までに、
往復はがきに大会名、種
目、チーム名、代表者の住
所・氏名・電話番号を書
いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館(☎84
－7101)へ

練習日▶3月～12月の日曜日午前
(月2回程度)

　12月22日(日)に開催する松村
亜矢子(北京オリンピック日本代
表)のシンクロショーに参加する
市民を募集します。

ところ・申し込み▶2月15日(金)〈必着〉までに、往
復はがきに種目(①～④の別も)、住所、
氏名(ふりがな)、年齢(学年)、性別、電話
番号を書いて、〒486－0804鷹来町4286、
サンフロッグ春日井(☎56－2277)へ

※年齢・学年は平成25年4月1日現在。ダンス申
込者は3月10日(日)午前11時よりオーディション

いずれも、インターネットでも申し込み可
ホームページ　http://www.s－kousya
－kasugai.or.jp/

対象 定員 条件

シ
ン
ク
ロ

①小学3～中学1
年生 各20人

(抽選)

自由形、平泳ぎ、
背泳ぎがそれぞ
れ50ｍ以上泳げ
る人

②高校生か同年
齢以上の男性

ダ
ン
ス

③小学1～中学3
年生

各20人
前方転回、ブリ
ッジ、側転がで
きる人④高校生か同年

齢以上の人

学校体育館・武道場開放の受け付け
皆さんの健康の保持増進・体力の向上を図るため、スポーツ活動の場として市立小中学校の体育館や武
道場を開放しています。

施　設 時　　　間 利 用 料

小学校の
体育館

○月～金曜日…午後6
時～9時
○土・日曜日…午前9時
～正午、午後1時～4時、
午後6時～9時

1回500円
(丸田小、
出川小は
800円)

中学校の
体育館 午後7時～9時 1回800円

中学校の
武道場 午後7時～9時 1回500円

開放日時▶ 4月1日～平成26年3月15日(12月29日～1月3
日と学校などの使用日を除く)

対　象▶市内在住か在勤の人で構成する次の条件
を満たす10人以上の団体

　　　　○成人の責任者1人と副責任者2人がいる
○年間を通して決まった曜日、時間、種
目で毎週使用する○営利目的での使用、
政治活動、宗教活動を行わない

申し込み▶1月17日(木)～31日(木)〈月曜日は除く〉午前
8時30分～午後5時に、所定の用紙(総合体
育館に用意)に記入して、総合体育館(☎84
－7101)へ　※郵送での申し込みは不可

市制70周年記念事業市制70周年記念事業市制70周年記念事業市制70周年記念事業市制70周年記念事業

松村亜矢子シンクロナイズド松村亜矢子シンクロナイズド
スイミングショー出演者募集スイミングショー出演者募集

7070イニングスベースボール大会イニングスベースボール大会松村亜矢子シンクロナイズド松村亜矢子シンクロナイズド
スイミングショー出演者募集スイミングショー出演者募集

7070イニングスベースボール大会イニングスベースボール大会松村亜矢子シンクロナイズド
スイミングショー出演者募集

70イニングスベースボール大会
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２月16日(土)２月16日(土) ２月17日(日)２月17日(日)

ところ▶文化フォーラム春日井
申し込み▶1月31日(木)〈必着〉までに、はがきかファク

ス、Eメールに講座名(「文章を書く人のた
めの1日体験講座」は①～④の別も)、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号を書いて、〒486
－0844鳥居松町5－44、かすがい市民文化
財団(☎85－6868、ＦＡＸ82－0213、 Eメー
ルws1@kasugai－bunka.jp)へ　

ここから始める
「読む」「書く」「残す」の8講座

文化財課が行ってきた自然とくらしの関わりについての聞き取りの
調査報告書の内容を展示で紹介します。(調査報告書は1500円で販売)

２月16日(土)２月16日(土) ２月17日(日)２月17日(日)

時　間▶③午前10時～11時30分④午後2時～3
時30分

講　師▶③自分史センター相談員・芳賀倫子
④中日新聞春日井支局長・井上昇治

定　員▶各30人(先着順)
費　用▶受講料各500円

文章を書く人のための1日体験講座
～③エッセイ編 ④記事・コラム編

自分史フェスタ

時　間▶①午前9時30分～11時②午
後2時～3時30分

講　師▶①自分史センター相談員・
安藤錦風②自分史聴き書き
の会・中﨑光男 ほか

定　員▶各30人(先着順)
費　用▶①のみ受講料500円

文章を書く人のための1日体験講座
～①エンディングノート編 ②聴き書き編

時　間▶午前11時～午後4時
費　用▶参加料一部有料(300円から)

つくって楽しい、読んで役立つ、あなただけの
本を手作り！製本体験工房(自由参加)

時　間▶午前9時30分～11時30分
講　師▶小山洋人
定　員▶30人(先着順)
費　用▶受講料500円

100ページ100部ならつくれる！
失敗しない本づくり 時　間▶午前9時30分～11時30分

講　師▶鈴木浩介　　定　員▶30人(先着順)
費　用▶受講料500円

簡単、ひと工夫で料理が輝く！
美味しい写真の撮り方

時　間▶午後2時～5時
講　師▶はまのゆか
定　員▶30人(先着順)
費　用▶受講料1000円

エッセイにイラストを添えよう！
絵本作家のイラスト塾

時　間▶午後2時～4時
講　師▶金沢大学教授・大友信秀
定　員▶30人(先着順)
費　用▶受講料500円

あなたの文章をワンランクアップ
させる！著作権講座

２月16日(土) ２月17日(日)

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

とき・ところ▶1月19日(土)～2月10日(日)〈月曜日を除く〉午前9時～
午後4時30分・中央公民館、2月20日(水)～3月7日(木)〈土曜日
を除く〉午前9時～午後5時(水曜日のみ7時まで)・市役所市
民ホール

調査報告書「春日井の自然と人々のくらし」から
民俗企画展民俗企画展
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市の催しや講座などへの直接か電話での申し込みで、時間の記載がないものは午前8時30分から受け付けます。

蜜蜂を飼育している人は届け出が必要です
　養蜂振興法が改正され、趣味で蜜蜂を飼育して
いる人も新たに届け出が必要となります。ただし、
次の場合は届け出の対象外です。
○農作物などの花粉受精のため、数か月間のみ一
時的に飼育する場合○大学などの研究機関で、外
界に蜜蜂が飛翔することがないよう、密閉構造の
飼育管理設備で飼育する場合○自然巣洞、重箱式
巣箱など、反復利用可能な巣枠などを用いないで
蜜蜂の飼育を行い、蜂蜜、蜜蜂などの販売をして
いない場合
届け出▶ 1月31日(木)までに、蜜蜂飼育届(農政課、

県ホームページに用意)に記入して、農
政課(☎85－6236)か、県尾張農林水産事
務所農政課(☎052－961－1599)へ

 ホームページ　http://www.pref.aichi.
jp/0000054534.html

小学校に入学する人に就学通知書を送付
　入学する小学校を指定した｢就学通知書｣を1月
末までに送付します。届かないときは、学校教育
課へ連絡してください。　※外国籍で入学を希望
し、まだ教育委員会に申請していない人や、転居
予定の人は、連絡してください
対 象▶ 平成18年4月2日～ 19年4月1日生まれの

子ども
問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6441)

納涼まつり・春日井まつりの日程が決定
春日井市民納涼まつり
月 日▶ 7月20日(土)　
            ※開催時間は未定
ところ▶ 落合公園
春日井まつり
月 日▶ 10月18日(金)〈前夜祭〉、10月19日(土)・

20日(日)　※開催時間は未定
ところ▶ 市役所庁舎とその周辺
問い合わせ▶ 市民活動推進課(☎85－6622)

要介護認定者の障がい者控除について
　平成24年12月31日現在、対象となる人に｢障が
い者控除対象者認定書｣を1月下旬に送付します。
この認定書により障がい者手帳などを持っていな
い人でも、確定申告(または、市・県民税申告)の
際、｢障がい者控除｣の適用を受けることができま
す。障がい者手帳を持っている人で、手帳と認定
書の認定理由(障がい者と特別障がい者)が違う場
合は、控除額の多い方を申告できます。　※平成
24年中に亡くなった要介護認定者で対象に該当す
る人についても、申請により交付できます。申請
時に印鑑と申請者の身分を確認できる書類(運転
免許証など)が必要になり、申請から交付まで2週
間程度かかります
対 象▶ 65歳以上で要介護1～ 5の認定を受けて

いて、障がい高齢者か認知症高齢者の日
常生活自立度など一定の基準を満たす人

問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6197)

常任委員会
と き▶ ○文教経済委員会…2月4日(月)○厚生委

員会…2月5日(火)○建設委員会…2月6日
(水)○総務委員会…2月7日(木)いずれも
午前9時から　※開催しない場合や日程
が変更になる場合あり

ところ▶ 市役所全員協議会室
　傍聴を希望する人は当日午前8時30分から8時45
分までに議会事務局へ　※定員は5人(抽選)
問い合わせ▶ 議事課(☎85－6492)

松河戸土地区画整理保留地随時受付の変更
整理番号 画地番号 地積(㎡) 分譲価格(円)
① 43－7－2 191.25 2448万
② 50－3－5 102.66 1057万3980
③ 82－6－1 172.00 1926万4000
④ 92－18 436.66 2969万2880
⑤ 91－2 124.53 1270万2060

変更内容▶ 今回の保留地は、第三者に譲渡(建売分
譲など)が可能　※譲渡する場合は、事
前に市の承認を受けること

資 格▶ 次のいずれも満たす人○納税義務を怠っ
ていない○保留地購入代金を契約時に一
括で納入できる○未成年者・成年被後見
人・被保佐人・被補助人・復権を得てい
ない破産者でない　※法人についても準
ずる

注意事項▶ ○分譲する保留地は、土地区画整理事業
が完了するまで登記不可○分譲する保留
地は、現状のまま引き渡し○区画整理が
完了するまでに地積に変更が生じたとき
は、分譲価格の㎡単価で清算○個人が自
己用住宅地として購入する場合や建売住
宅を購入する場合保留地ローン制度あり

申し込み▶ 保留地買受申請書(都市整備課、市ホー
ムページに用意)に記入して、1月29日(火)
午前9時～ 9時30分に市役所701会議室へ
(複数申し込みのときは抽選)　※それ以
降の受け付けは、1月29日午後1時から都
市整備課(☎85－6306)へ　
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「笑ing  打ing  ジャズing」「笑ing  打ing  ジャズing」「笑ing  打ing  ジャズing」「笑ing  打ing  ジャズing」「笑ing  打ing  ジャズing」

と　き▶3月16日(土)午後1時30分開演(1時開場)
出　演▶愛知大学落語研究会、ポリゴン楽団、

田口美郷
入場料▶500円(全自由席)　※ＰiＰi会員は前売

り券のみ450円
入場券▶1月18日(金)から、東部市民センター、

文化フォーラム春日井・文化情報プ
ラザで販売

7人の市民ボランティアと東部市民センターが、企画の段階からアイデア
を出し合いながら作り上げた協働イベントです。今回は、学生落語とジャ
ズ・パーカッション演奏の二部構成で実施します。

ところ・問い合わせ▶東部市民センター（☎92－8511）

ニュータウンきずな事業  どんぐりコラボレーション

～わらって たたいて、～わらって たたいて、
すいんぐしましょ～すいんぐしましょ～

ポリゴン楽団ポリゴン楽団

愛知大学落語研究会愛知大学落語研究会

ポリゴン楽団

愛知大学落語研究会

田口美郷田口美郷田口美郷

～わらって たたいて、
すいんぐしましょ～

高齢者虐待防止連絡協議会の公開
と き▶ 2月14日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6364)

わくわく！ふれあいワールド
外国人と英語で話そう～あなたの英語力の腕試し
と き▶ 1月27日(日)①午前10時～10時50分②午

前11時～11時50分
定 員▶ 各16人(先着順)
ところ・申し込み▶1月17日(木)～22日(火)〈月曜

日を除く〉午前9時～午後5時に、ささえ
愛センター内、国際交流ルーム(☎56－
1944)へ

2月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①6日(水)②19日(火)・南部ふれあ

いセンター、③4日(月)・グリーンパレス
春日井、③15日(金)・上条区集会所(上条
町8)、③18日(月)・鷹来子どもの家、③
21日(木)・坂下公民館、午前10時～11時
30分　※途中の入退場も可

内 容▶ 保育士などが行う子育て支援サロン(参
加者が多い場合は入場制限もあり)

対 象▶ ①0～1歳児②2歳児③0～2歳児とその保
護者　※0～1歳児と2歳児の両方の児童
がいる場合はどちらも参加可

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)

卓球大会
と き▶ 2月10日(日)午後2時～4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16

人(先着順)
ところ・申し込み▶1月19日(土)

午前9時から、かすが
いげんきっ子センター
(☎35－3501)へ

東部公民館囲碁大会
と き▶ 2月11日(祝)午前9時～午後5時
内 容▶ スイス方式で全員4回対戦する
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・64人(抽選)
費 用▶ 参加負担金500円
ところ・申し込み▶1月29日

(火)〈必着〉までに、
往 復 は が き(1人1
枚)に大会名、住所、
氏名(ふりがな)、電
話番号、段・級を
書いて、〒487－0011中央台2－2－1、東
部市民センター(☎92－8511)へ

協 力▶ Ｎ・Ｔ囲碁同好会
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市の催しや講座などへの直接か電話での申し込みで、時間の記載がないものは午前8時30分から受け付けます。

あそびむしくらぶ きさらぎ
おこしものをつくろう
と き▶ 2月22日(金)午前10時～正午
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)300円
ところ・申し込み▶1月30日(水)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、住所、参加者全員
の氏名(ふりがな)・性別・年齢、電話番
号を書いて、〒487－0031廻間町1102－1、
少年自然の家(☎92－8211)へ　※インタ
ーネットでも申し込み可

 ホームページ　http://www.s－kousya
－kasugai.or.jp/natures/index.html

協 力▶ 子育て支援サークル はじめの一歩

オセロ大会
と き▶ 2月24日(日)午前9時30分～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・32人(抽選)
ところ・申し込み▶2月7日(木)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に大会名、住所、氏名
(ふりがな)、学校名、学
年、保護者の氏名、電
話番号を書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61、
児童センター (☎87－
6866)へ

2月の紙芝居とお話を聞く会
ところ とき

文化フォーラム春日井
(赤ちゃんのためのおはな
し会)

8(金)・22(金)10：30～

図書館
2(土)・16(土)・23(土)15：00～、
6(水)・9(土)11：00～、13(水)
・20(水)・27(水)15：30～

図書館(語り聞かせの会) 9(土)15：00～

東部市民センター 1(金)・8(金)・15(金)・22(金)
15：30～、23(土)14：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 1(金)10：30～

味美ふれあいセンター 9(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 9(土)14：00～
南部ふれあいセンター 20(水)16：15～
西部ふれあいセンター 9(土)11：00～
知多公民館 6(水)15：30～
鷹来公民館 9(土)13：30～
坂下公民館 2(土)14：00～
中央公民館 9(土)11：00～
グリーンパレス春日井 16(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

ＨＩＤＥ－ＨＩＤＥ コンサート
と き▶ 4月21日(日)午後

2時から
ところ▶ 文化フォーラム

春日井・視聴覚
ホール

内 容▶ 邦楽界の新星Ｈ
ＩＤＥ－ＨＩＤ
Ｅ(ヒデヒデ)によるコンサート。歯切れ
の良い中棹(ちゅうざお)三味線と、躍動
感あふれる尺八が織りなす和の世界

入場料▶ 2500円(全自由席、未就学児不可、2人以
上でのセット割引あり)

入場券▶ 1月26日(土)から、文化フォーラム春日井
・文化情報プラザ、チケットぴあで販売

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

セレノグラフィカダンスワークショップ
と き▶ 2月7日(木)・8日(金)午後6時30分～ 9時、

9日(土)午後2時～ 4時30分、10日(日)・11
日(祝)午後3時～ 5時

ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ ダンスカンパニー・セレノグラフィカと

一緒にダンス作品を創り、公演で発表する
対象・定員▶ 全日程に参加できる人(経験不問)・30人

(先着順)　※小学3年生以上を推奨
申し込み▶ 2月3日(日)までに、ファクスかＥメール

に｢セレノグラフィカＷＳ申込｣、住所、
氏名(中学生以下は保護者の氏名も)、電
話番号、性別、年齢(学年)を書いて、か
すがい市民文化財団(☎85－6868、ＦＡ
Ｘ82－0213、Ｅメールws7@kasugai－
bunka.jp)へ

将棋大会
交通児童遊園
と き▶ 2月16日(土)午前9時30分～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
申し込み▶1月30日(水)午前9時から、☎81－1301へ

かすがいげんきっ子センター
と き▶ 2月16日(土)午後2時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・10人(先着順)
申し込み▶1月20日(日)午前9時から、☎35－3501へ
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市民サービス公社臨時職員
採 用▶ 平成25年4月1日
内 容▶ ①グリーンピア春日井(緑と花の休憩所)

内の補植、水やり、清掃などの維持管
理業務など②グリーンピア春日井や市
内の公園、緑地などの草刈り、低木の
刈り込みなどの維持管理と施設管理業
務など

対象・人員▶ 昭和22年4月2日以降に生まれ、普通自動
車運転免許を持っている人・①1人②10
人程度

勤 務▶ 4週間で14日程度(土・日曜日、祝日勤務
あり)　※勤務時間などの詳細は、ホー
ムページを見てください

 ホームページ　http://www.s－kousya
－kasugai.or.jp/

賃金(時給)▶ 1020円(②は業務内容により、時給860円
の場合あり)。交通費を1通勤につき230
円支給　※平成24年4月1日現在の金額

試 験▶ ○1次…2月8日(金)に総合体育館で基礎
体力測定○2次…2月下旬にグリーンパレ
ス春日井で面接

申し込み▶ 1月31日(木)まで(土・日曜日、祝日を除く)
の午前8時30分～午後5時に、市販の履歴
書(写真付き)に記入し、自動車運転免許
証を持って、本人が直接、グリーンパレ
ス春日井内、市民サービス公社庶務課(☎
85－4320)へ

公立春日井小牧看護専門学校臨時職員
勤務内容▶ ①学校事務補助業務、図書室業務②臨地

実習指導業務、看護教員補助業務
勤務場所▶ 公立春日井小牧看護専門学校、②は実習

施設も
任用期間▶ 4月1日(月) ～ 9月30日(月)〈勤務状況によ

り更新あり〉
対象・人員▶ ①司書の資格取得者で、簡単なパソコン

操作(ワード、エクセル、メールによる
データの送信など)ができる人・1人②看
護師か助産師として5年以上業務に従事
したことのある人・1人

勤 務▶ 月～金曜日〈国民の祝日(①は夏季休業期
間も)を除く〉①午前11時～午後5時②午
前8時30分～午後5時

賃金(時給)▶ ①920円②1450円　※交通費を1通勤につ
き230円支給

申し込み▶ 1月17日(木) ～ 2月7日(木)に、市販の履歴
書に記入し、①は司書資格を有すること
を証明する書類、②は看護師(助産師)免
許証の写しを添えて、直接、公立春日井
小牧看護専門学校(☎84－5611)へ　※後
日、面接を実施

市営住宅入居者
募集住宅▶ ①道場山住宅Ｂ棟②道場山住宅Ｄ棟③道

場山住宅Ｆ棟④上八田住宅Ａ棟⑤⑥⑦杁
ケ島住宅Ａ棟

募集戸数▶ ①2Ｋ(高齢、障がい)1戸②③2Ｋ(一般、
単身)各1戸④3ＤＫ(一般)1戸⑤⑥3ＤＫ(一
般)各1戸⑦2ＤＫ(母子・父子、子育て)1
戸〈2月19日(火)に抽選〉

構 造▶ ①②③鉄筋4階建て④鉄筋7階建て⑤⑥⑦
鉄筋3階建て

家 賃▶ ①7800 ～ 1万4500円 ②8700 ～ 1万6900
円③9800 ～ 1万7600円④2万8800 ～ 5万
6600円 ⑤ ⑥2万9800 ～ 5万8500円 ⑦2万
3600 ～ 4万6400円　※額は変更になる場
合あり

入居基準▶ 月額所得15万8000円(高齢者世帯などは
21万4000円)以下

入居可能日▶ 4月1日(月)
申込書▶ 1月17日(木)から住宅施設課、市役所情報

コーナー、坂下出張所、東部市民センタ
ー、各ふれあいセンター、ささえ愛セン
ターで配布

申し込み▶ 2月1日(金) ～ 12日(火)〈消印有効〉に、直
接か郵送で、申込書に記入し、添付はが
き2枚に50円切手を貼って、〒486－8686
春日井市役所住宅施設課(☎85－6294)へ

保育園の臨時職員登録者
登 録▶ 随時受け付け(欠員などに応じて登録者

の中から採用)
職 種▶ 1日勤務保育士(平日7時間30分＋土曜日

隔週勤務)、長時間保育対応保育士(平日
午前7時～ 10時、午後4時～ 7時の間の勤
務、土曜日午後勤務など)

勤務地▶ 市立保育園
賃金(時給)▶ 900円～ 1230円(資格、時間帯、勤務内容

に応じて)　※交通費を1通勤につき230
円支給

申し込み▶ 写 真(縦4㎝ × 横3
㎝)、印鑑、保育
士証を持って、直
接、保育課(☎85－
6205)へ　 ※ 履 歴
書は保育課指定の
ものを使用
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高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
バレンタインの手作りケーキ！～ベルギー産チョ
コを使ったガトー・ショコラを作る
と き▶ 2月6日(水)午前10時～午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1600円
持ち物▶ エプロン、布巾、ハンドミキサー (ある

人のみ)、21 ～ 25㎝四方の持ち帰り用の
容器

申し込み▶ 1月23日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
端布のリフォーム教室～端布でおしゃれな袋を作
る
と き▶ 2月1日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 洋裁道具
申し込み▶ 1月18日(金)から、電話で

市臨時職員登録者
任 用▶ 職員に欠員が生じたとき
職 種▶ ①一般事務②国民健康保険推進員③小学

校用務員④司書⑤現業員⑥社会福祉士⑦
精神保健福祉士⑧保健師⑨管理栄養士

賃金(時給)▶ ①②860円(②は能力給あり)③880円④
920円 ⑤1020円 ⑥ ⑦1270円 ⑧1390円 ⑨
1180円

登録有効期間▶6月30日(日)まで
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、直接、人事課

(☎85－6021)へ　※④⑥⑦⑧⑨に登録す
る場合は資格証の写しを持参してくださ
い

市文化協会の講座
お琴の講座～初めての人も弾いてみませんか
と き▶ 2月の毎週木曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 梶田景倭子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・10人(抽選)
費 用▶ 1000円
持ち物▶ 琴・爪(ない人には貸し出し可)
申し込み▶ 1月28日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号、用具の貸し出しを希望する
人は｢貸し出し希望｣と書いて、〒486－
8686春日井市役所文化課(☎85－6079)へ

問い合わせ▶ みどりね会・梶田(☎81－5551)

東部市民センター　☎92－8511
漢字を読む～漢字の読みや意味を楽しく学ぶ
と き▶ 2月8日～ 3月22日の隔週金曜日(4回)午前

10時～ 11時30分
講 師▶ 岩田鎭人
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 1000円
申し込み▶ 1月29日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒487－0011中央台2
－2－1へ

漢 読
学

楽

レディヤンかすがい　☎85－4188
オトコの料理教室＆収納術～収納も料理もできる
男になるための基礎を学ぶ①料理②収納術
と き▶ ①2月10日(日)・17日(日)・24日(日)〈3回〉

午前10時～午後0時30分②3月3日(日)午
前10時～ 11時30分

講 師▶ ①稲葉清美②立島雅代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・24人(抽

選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費2500円
持ち物▶ ①のみエプロン、布巾
申し込み▶ 1月27日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0844
鳥居松町2－247へ

?
!
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鷹来公民館　☎84－7071
子ども料理教室～ハート型のチョコクッキー作り
と き▶ 2月9日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・24人

(抽選)
費 用▶ 教材費700円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、持ち帰り用の容器、

上靴
愛情手作り通園・通学バッグ～子どもの好きな布
地を使って、レッスンバッグと上靴入れを作る
と き▶ 2月13日(水)・20日(水)・27日(水)〈3回〉午

前10時～ 11時30分
講 師▶ 平野直子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 受講料750円、材料費500円
持ち物▶ 生成り無地のキャンバス地(縦1m×横90

㎝)、ブロードプリント地(柄は自由、縦
80㎝×横90㎝)、裁縫用具、はさみ(布用
と紙用)、50㎝定規

ぼかし作り講座～生ごみを堆肥にする｢ぼかし｣を
作る
と き▶ 2月16日(土)午後2時～ 3時30分
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、雑巾、45ℓ用ビニール袋
 
申し込み▶ ｢子ども料理教室｣は1月27日(日)までに

往復はがき(1人1枚)に講座名、住所、氏
名(ふりがな)、性別、学年、電話番号を
書いて、〒486－0809町屋町3610－1へ、
それ以外は1月18日(金)から電話で

坂下公民館　☎88－5555
憧れの小顔を手にいれよう！～表情筋トレーニン
グ
と き▶ 2月12日(火)・26日(火)〈2回〉午前10時30

分～正午
講 師▶ 松下美奈子
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ 手鏡
申し込み▶ 1月27日(日)〈必着〉までに、

往復はがき(1人1枚)に講
座名、住所、氏名(ふりが
な)、年齢、性別、電話番
号、託児(2歳以上の未就学
児)希望者は子どもの名前
と年齢も書いて、〒480－
0305坂下町4－250－1へ

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会｢芝生の管理｣～芝生の手入れについ
て学ぶ
と き▶ 2月16日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 梶田芳樹
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料350円
申し込み▶ 1月31日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0817
東野町字落合池1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
ドライフラワー教室～プリザーブドフラワーを使
った置物
と き▶ 2月16日(土)午前10時～正午
講 師▶ 西出見雪
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1750円
持ち物▶ はさみ、持ち帰り用の袋
おしゃれ園芸教室～春の暖かさをリースに表現
と き▶ 2月21日(木)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ ハンギングマスター
定 員▶ 35人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用はさみ、エプロン、持ち帰り用の

袋
 
申し込み▶ ｢ドライフラワー教室｣は1月19日(土)か

ら電話で、｢おしゃれ園芸教室｣は1月31
日(木)〈必着〉までに往復はがき(1人1枚)
に教室名、住所、氏名(ふりがな)、電話
番号を書いて、〒487－0001細野町3249
－1へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
楽しい！！手打ちそば作り～手打ちそばの作り方
を学ぶ
と き▶ 2月16日(土)・23日(土)〈2回〉午前9時～正

午
講 師▶ 日本手打そば保存会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料500円、材料費1500円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、バンダナ、25㎝以

上のふた付きの持ち帰り用容器
申し込み▶ 1月18日(金)から、電話で
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ささえ愛センター　☎56－1943
日本語ボランティア講座～①心構えや基礎知識な
どを学ぶ②実践的な事例を交えて、よりレベルの
高い指導方法を学ぶ
と き▶ ①2月16日(土)②2月23日(土) 午前10時～

正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で18歳以上の①未

経験者を含む初心者②経験者・各50人
申し込み▶ 2月1日(金)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、受講希望日(両日も可)、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0837春見町3へ

文化財課　☎33－1113
親子体験教室｢まゆでおひなさまをつくろう！ ｣
と き▶ 2月17日(日)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 小学生とその保護者・15組(1組3人まで)

〈抽選〉
費 用▶ 参加料(1人)300円
申し込み▶ 1月31日(木)〈必着〉までに、

はがきかファクス、Ｅメール
に住所、氏名、電話番
号、学校名、学年、保
護者名を書いて、〒486
－0913柏原町1－97－
1、ＦＡＸ34－6484 、Ｅ
メールbunkazai@city.
kasugai.lg.jpへ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
鳥の眼になって…｢旅の絵本 かすがい編｣をつく
ろう！～ ｢安野光雅 絵と文学の出会い｣展関連企
画。春日井の街を高いところから見下ろし描く
と き▶ 2月24日(日)午前10時30分～午後3時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 建部弥希
対象・定員▶ 小学生以上の人・15人(抽選)　※小学3年

生以下は保護者同伴
費 用▶ 1000円(展覧会入場料含む)
申し込み▶ 2月10日(日)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクス、Ｅメールに講座名、住所、氏名(中
学生以下は保護者の氏名も)、年齢、性
別、電話番号を書いて、〒486－0844鳥
居松町5－44、ＦＡＸ82－0213、Ｅメー
ルws3@kasugai－bunka.jpへ

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
骨盤エクササイズ教室～骨盤のゆがみを正し、全
身を引き締めよう
と き▶ 2月19日～ 3月12日の毎週火曜日(4回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 稲川聡子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 1月26日(土)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒480－0304
神屋町字引沢57－1へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
栄養改善教室｢おいしく食べて免疫力アップ！ ｣
～冬こそ塩分に気を付けて
と き▶ 1月24日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 中切町公民館(中切町2)
講 師▶ 管理栄養士・伊藤雅代
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター中切(☎56－8611)

へ

ストレッチ体操で身体ぽかぽか！～身体を温め、
転びにくい身体を作る
と き▶ 1月29日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 市民サービス公社スポーツインストラク

ター
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ

手先を使って脳を活性化！～おひなさまを作る
と き▶ 2月2日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春

日井
講 師▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 40人(先着順)
持ち物▶ のり、はさみ
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井(☎32－1117)へ

「旅の絵本Ⅱ(改訂
版)」より／2006年 
(c)空想工房 2013
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市子育て支援センター (上八田保育園内)
親子教室｢お父さんといっしょ ｣
と き▶ 2月2日(土)午前10時 ～ 11

時30分
対象・定員▶ 1歳6か月以上の未就園児

と父親(母親同伴可)・15組
(先着順)

申し込み▶ 1月21日(月)午前9時から、
☎85－8824へ

総合福祉センター　☎84－3611
気功太極拳入門講座
と き▶ 2月の毎週火曜日(4回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 金田征子
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・40人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
基礎から学ぶ卓球教室
と き▶ 2月13日～ 3月6日の毎週水曜日(4回)午前

10時～ 11時30分
講 師▶ 野々山容充
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・20人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
持ち物▶ ラケット、上靴
ふれあい歌謡教室
と き▶ 2月17日(日)午前10時～正午
講 師▶ 日比野尚敬、井上文子
対象・定員▶ 市内在住の障がい者か60歳以上の人、18

歳未満の人・各20人(先着順)
 
申し込み▶ いずれも1月31日(木)〈必着〉までに、｢ふ

れあい歌謡教室｣は直接か電話、ファク
スに、それ以外は往復はがきに住所、氏
名(ふりがな)、年齢、電話番号、身体
障がい者は障がい名も書いて、〒486－
0857浅山町1－2－61、ＦＡＸ84－3933へ
※身体障がい者は受講料無料。初回受付
時に障がい者手帳の提示が必要

子ども政策課　☎85－6170
Ｕターン育児塾(祖父母の育児教室)｢あなたもぜ
ひ新米パパママのサポーターに！ ｣～最新の育児
事情、もく浴などの育児方法を学ぶ
と き▶ 2月5日(火)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住で、もうすぐ孫が生まれる人か

乳児(1歳未満)の孫がいる人・20人(先着
順)　※新米パパママも同席可

申し込み▶ 1月18日(金)から、電話で

介護保険課　☎85－6187
歯 (゚ぱ)たからセミナー｢誤嚥(ごえん)性肺炎を予
防しよう！ ｣～講話と口腔(こうくう)機能のチェ
ック
と き▶ ①2月7日(木)②2月21日(木)③2月28日(木)

午後1時30分～ 3時
ところ▶ ①南部ふれあいセンター②保健センター

③健康管理センター
講 師▶ 市歯科医師会歯科医師
対象・定員▶ 市内在住か在勤で65歳以上の人・各30人

(先着順)
申し込み▶ 1月18日(金)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
育児講座～お父さんと遊ぼう(自由参加)
と き▶ 2月10日(日)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住の2～ 3歳児とその父親
問い合わせ▶ ☎35－3501

グリーンパレス春日井　☎84－0381
やさしいヨガ教室
と き▶ 2月16日～ 3月9日の毎週土曜日(4回)午前

10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 1月31日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、電話
番号、市外在住の人は勤務先か学校名も
書いて、〒486－0817東野町字落合池1－
2へ

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会～主に乳幼児や小児に対する応急
手当て
と き▶ 2月21日(木)午後1時～ 4時
ところ▶ 消防署南出張所
対象・定員▶ 市内在住か在勤、

在学で中学生以上
の人・10人(先着順)

申し込み▶ 1月18日(金)から、電
話で
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保健センター　☎91－3755
脂質異常症が気になる人の食事～具を挟む中華ま
んを作る
と き▶ 2月23日(土)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 保健センター管理栄養士
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料300円、材料費600円
持ち物▶ エプロン、布巾
申し込み▶ 1月31日(木)〈必着〉までに、はがき(1人1

枚)かファクスに講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒487
－0011中央台1－1－7、ＦＡＸ91－3739
へ

市体育協会加盟団体の講座
初心者女性ソフトテニス教室
と き▶ 2月8日～ 3月1日の毎週金曜日(4回)午前9

時30分～正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・50人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円
持ち物▶ ソフトテニスラケット(貸し出し可)、上

靴
問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－

9417)
室内硬式テニス初心者教室
と き▶ 2月14日(木)・21日(木)・28日(木)〈3回〉午

後6時30分～ 9時
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学4年生以上

の人
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、上靴
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
 
申し込み▶ ｢初心者女性ソフトテニス教室｣は1月23

日(水)〈必着〉までに、はがきに教室名、
住所、氏名、電話番号を、｢室内硬式テ
ニス初心者教室｣は2月7日(木)〈必着〉ま
でに、往復はがきに教室名、住所、氏名、
年齢、電話番号、経験年数を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ソフトエアロビクス教室
と き▶ 2月14日～ 3月7日の毎週木曜日(4回)午前

10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 1月31日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、電話
番号、市外在住の人は勤務先か学校名も
書いて、〒486－0817東野町字落合池1－
2へ

市公共下水道事業計画変更(案)
と き▶ 1月29日(火) ～ 2月12日(火)〈土・日曜日、

祝日は除く〉午前8時30分～午後5時15
分

ところ・問い合わせ▶企画経営課(☎85－6347)
 ※この変更案についての意見書は、縦

覧期間中に市長宛てに提出することが
可能

国有地一般競争入札
売却物件

所在地 面積(㎡)
味美上ノ町字丑渡2226－第1 249.32　　　　
上ノ町1－27外4筆 1340.41　　　　
上ノ町1－37－1 61.62　　　　
上ノ町1－49外2筆 922.31　　　　
上ノ町1－102外1筆 459.18　　　　
西本町3－68 159.63　　　　
西本町3－74－3 98.37　　　　
花長町2－14－6 180.61　　　　

※現況地目はすべて宅地
入札受付期間▶1月25日(金) ～ 31日(木)
問い合わせ▶ 東海財務局第4統括部門(☎052－951－

1710)
　詳しくは東海財務局ホームページを見てくださ
い。
ホームページ　http://tokai.mof.go.jp/
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多治見ビジネスフェア｢き｣業展
と き▶ 1月18日(金) ～ 19日(土)午前10時～午後5

時
ところ▶ セラミックパークＭＩＮＯ(多治見市東

町)
内 容▶ 岐阜県や愛知県などの110を超える企業

などの展示ブース、支援機関によるビジ
ネスセミナー、おいしい多治見グルメ、
大学による親子工作教室など

問い合わせ▶ 多治見市産業観光課〈☎0572－22－1111(内
線1346)〉

相続登記110番
と き▶ 2月2日(土)午前10時～午後3時
内 容▶ 遺産分割の方法や遺言書の書き方など

相続登記に関する電話相談(☎33－1900、
当日のみ)

問い合わせ▶ 県司法書士会春日井支部・前田(☎56－
6070)

極寒のエコツアー・エネルギーの地産地消
と き▶ 2月10日(日) 午前8時30分～午後4時30分

(少雨決行)
ところ▶ 岐阜県恵那市
集合場所▶ 市役所
内 容▶ 花白温泉周辺で行われている環境保全活

動の見学と活動に取り組む地域住民との
交流

対象・定員▶ 市内在住の人・24人(先着順)
費 用▶ 参加料1000円　※かすがい環境まちづく

りパートナーシップ会議会員は無料
持ち物▶ 雨具
申し込み▶ 1月18日(金)から電話で、環境政策課(☎

85－6216)へ
主 催▶ かすがい環境まちづくりパートナーシッ

プ会議

ひきこもりを考える家族の教室
と き▶ 2月12日(火)午後2時～ 4時　
内 容▶ 社会生活を営む上で困難を抱えているひ

きこもりへの理解を深め、対応を考える
講 演▶ ｢生きづらさを和らげるコミュニケーシ

ョン～家族と協同する支援～ ｣ＮＰＯ法
人なでしこの会・熊倉純一

対象・定員▶ 市内か小牧市在住で、ひきこもりの人を
抱える家族・20人(先着順)

ところ・申し込み▶1月15日(火) ～ 2月1日(金)〈土
・日曜日を除く〉に、県春日井保健所健
康支援課(☎31－0750)へ

職場のメンタルヘルス相談
と き▶ 2月14日(木)①午後4時～ 4時45分②午後4

時45分～ 5時30分(要予約)
内 容▶ うつ病や統合失調症などのこころの病を

抱える人の職場でのメンタルヘルス支援
についての相談　※精神科の医師が対応

対 象▶ こころの病を抱える従業員の職場復帰や
対応に悩む事業主、衛生管理者

ところ・申し込み▶1月15日(火) ～ 2月13日(水)〈土
・日曜日を除く〉に、県春日井保健所健
康支援課(☎31－0750)へ

中部大学キャンパスコンサート
と き▶ 2月16日(土)午後2時～ 4時(1時開場、開演

20分前よりプレ・コンサート・レクチャ
ー )

ところ▶ 中部大学・三浦幸平メモリアルホール(松
本町)

内 容▶ 伊藤香紀ピアノ・リサイタル
対象・定員▶ 中学生以上の人・500人(抽選)
申し込み▶ 2月1日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に演奏会名、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒487－8501松本町
1200、中部大学渉外部キャンパスコンサ
ートＫ係(☎51－5250)へ

｢緑の家｣の利用
　県コロニーの短期母子療育施設｢緑の家｣では、
心身の発達に心配のある子どもと、その保護者が
短期の宿泊を通してゆっくり付き合ったり、他の
家族と悩みなどを話し合う機会が持てます。さま
ざまな利用コースがありますので、直接問い合わ
せるか、ホームページを見てください。
申し込み▶ 県コロニー運用部療育支援課〈☎88－

0811(内線2218)、ＦＡＸ88－0964〉
 ホームページ　http://www.pref.aichi.

jp/hsc/ryoiku/sub.9.html

違法ドラッグは

薬物乱用防止スローガン

買わない！

  使わない！

　 かかわらない！
薬物
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ところ と　き 展示名 出品者

文化フォーラム春日井（☎85－6868）
1/16（水）～20（日） 以文会役員展 以文会本部

1/22（火）～27（日） パレットハウス 創寛会洋画選抜展 創寛会

東部市民センター （☎92－8511）1/16（水）～27（日） ニュータウン絵画の会作品展 ニュータウン絵画の会
南部ふれあいセンター（☎85－7878）1/16（水）～27（日） 水彩画と年賀状展 水彩画 火曜会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
1/17（木）～27（日） クレイクラフト展 マロウの会
1/30（水）～2/3（日）新春春日井植物画同好会作品展 春日井植物画同好会

市役所市民サロン （☎85－6073）
1/18（金）～24（木） 写真展 春日井写団ハッピネス・

写友春日井合同写真展
1/25（金）～31（木） H2クロッキー展 H2クロッキー会

坂下公民館 （☎88－5555）1/18（金）～24（木） 出張消費生活展 市消費生活展実行委員会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）1/19（土）～31（木） 押し花アート展 ふしぎな花倶楽部ビオ
ラの会

レディヤンかすがい（☎85－4188）1/19（土）～31（木） 水彩画展 金曜絵の会(午前の部)

落合公園管理棟 （☎56－0414）1/25（金）～27（日） 新春さつき盆栽展 近世さつき会、鷹来さ
つき会

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）1/30（水）～2/5（火）出張消費生活展 市消費生活展実行委員会
※展示時間は各施設に問い合わせてください

　掲載を希望する人は、掲載希望号の1か月前
までに、申請書(市ホームページに用意)に記
入し、後援等決定通知書の写しなどを添えて、
〒486－8686春日井市役所広報広聴課(☎85－
6036、ＦＡＸ84－7421)へ

バザー寄付の募集
　2月22日(金)に第一希望の家で東日本大震災被
災地復興支援バザーを開催します。家庭で不用と
なった生活雑貨、陶器(箱入りに限る)、玩具など
の寄付をお願いします。
募集期間▶ 2月1日(金)～15日(金)〈土・日曜日、祝日を

除く〉午前8時30分～午後5時に、第一希望
の家(☎84－4343)へ　※商品によっては受
け取りできない場合がありますので、必
ず事前に電話で問い合わせてください

ＡＥＤ講習会
と き▶ 2月6日(水)午後1時30分～4時30分
内 容▶ ＡＥＤ(自動体外式除細動器)の使い方、

心肺蘇生法など実技を交えながら学ぶ
講 師▶ 市消防本部救急救命士、保健所職員ほか
対象・定員▶ 市内か小牧市在住の中学生以上の人・30

人(先着順)
ところ・申し込み▶1月15日(火)～2月1日(金)に、

県春日井保健所総務企画課(☎31－2188)
へ

障害年金相談会
とき▶1月26日(土)、2月16日(土)、3月16日(土)午
前9時～午後5時　ところ▶グリーンパレス春日
井　内容▶社会保険労務士による無料障害年金
相談会　定員▶5人(先着順)　申し込み▶電話
で、社会保険労務士鈴木事務所(☎34－4680)へ

子育て講演会
とき▶2月17日(日)午前9時30分～11時30分(9時
開場)　ところ▶西部ふれあいセンター　講演
▶｢ありのままのあなたで～自己肯定感を育て
る｣NPO法人くすくす理事・小池肇子　※託児
あり。1月31日(木)までに申し込み　対象・定員
▶子育て中の父母・100人(当日先着順)　問い合
わせ▶第一そだち保育園(☎91－7356)
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行事名 とき・ところ 内容(参加は市内在住の人に限ります)

妊　

婦

プレママ講座
              

毎週火曜日10：00～11：00
市役所301会議室 母子健康手帳の交付と妊娠中の健康管理について

学ぶ
持ち物▶妊娠届出書7日(木)、21日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①6日(水)②13日(水)③20日(水)〈3回〉
9：30～11：30
健康管理センター

①妊娠中の生活・口腔(こうくう)衛生②分娩(ぶん
べん)呼吸法・妊婦体操③新生児の育児と栄養
対象・定員▶妊婦とその夫・30組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳、母と子のしおり、(①のみ

歯ブラシ、手鏡、タオル)

休日パパママ教室
          
1/16(水)から、電話で

23日(土)10：00～12：00
健康管理センター

妊婦疑似体験、育児体験などを通して父親の役割
を学ぶ
対象・定員▶初めてパパとママになる人(妊娠7～8か月

での参加を勧めます)・60組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳

乳
幼
児

乳幼児健康相談
歯っぴー歯科相談
          
常時受け付け

①1日(金)、8日(金)②15日(金)
9：30～11：00
①健康管理センター②保健センター

乳幼児の発育発達、母乳、離乳食、歯の相談、身
体計測
持ち物▶母子健康手帳
※身体計測のみの人は9：30～10：30(予約不要)

モグモグ健康教室
          
1/22(火)から、電話で

①5日(火)②22日(金)10：00～11：30
①レディヤンかすがい②保健センター

5か月ごろからの離乳食と食べさせ方について学ぶ
対象・定員▶平成24年9月～10月生まれの乳児(第1子)

とその保護者・各25組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳、バスタオル、おんぶひもなど

カミカミ健康教室
          
1/24(木)から、電話で

①7日(木)②14日(木)10：00～11：30
①保健センター②健康管理センター

9か月ごろからの離乳食と虫歯予防について学ぶ
対象・定員▶平成24年4月～5月生まれの乳児(第1子) 

とその保護者・各30組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳

ふれあい広場
             

①6日(水)②13日(水)③20日(水)
10：00～11：00
かすがいげんきっ子センター

親子で体操や触れ合い遊び、友達づくりなど
対　象▶①1歳児②2～3歳児③0歳児とその保護者
持ち物▶③のみバスタオル

ひよこ教室 ①7日(木)②14日(木)③21日(木)
10：00～11：00
児童センター

親子の触れ合いや楽しい遊びを通した友達づくり
対　象▶①０歳児②1歳児③2～3歳児とその保護者
持ち物▶①のみバスタオル

問い合わせ▶　 …子ども政策課(☎85－6170)､    …健康増進課(☎85－6164)､
　　　　　　　 …かすがいげんきっ子センター(☎35－3501)､   …児童センター(☎87－6866)

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

自由参加

児

自由参加

自由参加

子

子

子

子

健

健

か

か
子 健

児

の子育て情報 このコーナーでは、出産や育児に関してほぼ毎月行われる講座や催しについて
翌月の予定を掲載します。不定期の講座や催しは各種お知らせを見てください( )2月

新春講演会新春講演会新春講演会

と　き▶1月21日(月)午後3時
　　　　～4時30分
ところ▶ホテルプラザ勝川
定　員▶250人(先着順)
申し込み▶春日井商工会議所
　　　　(☎81－4141)へ
共　催▶春日井市

経歴　1949年生まれ
元ＮＨＫワシントン支局長。9.11同時多発
テロ事件に際しては11日間にわたる24時
間連続放送を担い、その冷静で的確な分
析は視聴者の圧倒的な支持を得た。現在、
外交ジャーナリスト、作家として活躍中。

慶応義塾大学大学院教授・手嶋 龍一

NO.68

東アジアの時代をどう生き抜くか
～中国の台頭と日米同盟～
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