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市の所有財産に広告を出しませんか(Ｐ２)

新年を祝う茶会「初釜」で一服（高蔵寺ふれあいセンター）新年を祝う茶会「初釜」で一服（高蔵寺ふれあいセンター）



2 　広報春日井 平成25年2月15日号

市では、所有する財産を広告媒体として活用し、財源を確保するために有料広告を募集しています。
詳しい内容については、各担当課に問い合わせるか、市ホームページを見てください。

掲載期間▶4月～7月(1学期分)
規　格▶1色刷り・黒、縦3.5㎝×横6㎝
掲載料▶入札により決定
申し込み▶2月15日(金)～25日(月)に、学校

給食センター(☎85－6342)へ
　　　   ※入札は3月6日(水)に実施

学校給食献立表学校給食献立表学校給食献立表学校給食献立表学校給食献立表

掲載期間▶ 4月1日(月)～平成26年3月31日
(月)　 ※1か月単位で申し込み可

掲載位置▶トップページ
掲載料▶1枠月額2万円
申し込み▶3月8日(金)までに、広報広聴課

(☎85－6037)へ

市ホームページバナー市ホームページバナー市ホームページバナー市ホームページバナー市ホームページバナー

掲載期間▶3か月を単位として1年以内
規　格▶ラッピングフィルム(再剝離可

能なもの)、縦0.9ｍ×横1.4ｍ以
内

掲載料▶1台月額8000円
申し込み ▶清掃事業所(☎84－3211)へ

清掃車両(ごみ収集車)清掃車両(ごみ収集車)清掃車両(ごみ収集車)清掃車両(ごみ収集車)清掃車両(ごみ収集車)

障がい福祉サービスガイド障がい福祉サービスガイド障がい福祉サービスガイド障がい福祉サービスガイド障がい福祉サービスガイド
掲載期間▶おおむね5月～平成26年4月(新

しいサービスガイドを作成す
るまで)

規　格▶1色刷り・黒、縦7㎝×横9㎝
掲載料▶1枠年間2万円
申し込み▶3月22日(金)までに、障がい福祉

課(☎85－6186)へ
　　　　※葬祭関係の広告は掲載不可

市の所有財産に市の所有財産に市の所有財産に市の所有財産に市の所有財産に
広告を出しませんか広告を出しませんか広告を出しませんか広告を出しませんか広告を出しませんか

掲載期間▶4月1日(月)～平成26年3月31日(月)
規　格▶表面…縦3㎝×横8.5㎝、裏面…縦8.5

㎝×横8.5㎝
掲載料▶入札により決定
申し込み▶2月25日(月)までに、市民課(☎85－

6143)へ
　　　　※入札は3月6日(水)に実施

市民課番号札市民課番号札市民課番号札市民課番号札市民課番号札

掲載期間▶4月1日(月)～平成26年3月31日(月)
　　　　※3か月を単位とし、複数月の申

し込み可
規　格▶ラッピングフィルム(再剝離可能

なもの)① 縦0.5m×横1.5m② 縦
0.4m×横1.1m

掲載料▶①1枠月額4000円②1枠月額3000円
申し込み▶2月28日(木)までに、高齢福祉課(☎

85－6364)へ　
　　　　※葬祭関係の広告は掲載不可

福祉の里バス福祉の里バス福祉の里バス福祉の里バス福祉の里バス

募集中！

契約期間▶4月1日(月)～平成26年3月31日(月)
業　務▶○広告の募集○広告掲載申込書

の提出など
規　格▶裏表紙…縦13㎝×横9㎝
申し込み▶3月1日(金)～15日(金)に、広報広聴

課(☎85－6036)へ

他にもあります。市ホームページの
「広告事業のお知らせ」を見てください。

広報春日井の広告取扱業者広報春日井の広告取扱業者広報春日井の広告取扱業者
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1/12
㊏

防火防災の決意を新たに
（サンフロッグ春日井駐車場）

　年頭にあたり、市消防本部や消防団、自主防
災会、少年・幼年消防クラブなど540人が参加
し、消防出初式が行われました。
　大勢の人が見学に訪れる中、一日消防隊長
を務めた小学1年生の堀佑誠くんと下里珠卯
さんは「今年一年、大きな災害が起こらず、市
民の皆さんが幸せに暮らせますように」と安
全安心を願いました。

1/13
㊐

号砲とともに輝かしい
新年のスタートを
（総合体育館）

　今年で31回目を迎える「新春春日井マラソ
ン大会」。7247人のランナーが参加し、それぞ
れのペースで新春のまちを元気に駆け抜けま
した。

1/14
㊗

感謝と誇りを胸に、
未来へ
（総合体育館）

　平成25年成人式が行われ、2240人が参加し
ました。人生の節目を迎えた新成人は、これ
までの日々の感謝と春日井で育った誇りを胸
に、これからの人生への決意を誓いました。
　スクリーンに各中学校の卒業アルバムの写
真が映し出されると、懐かしさで喚声が上が
り、思い出話に花が咲きました。

1/22
㊋

一流の人に触れる！
Ｊリーガーにドキドキ
（高森台中学校）

　高森台中学校開校35周年を記念し、名古屋
グランパスエイトの高木義成選手を招いて職
業講話が行われました。生徒たちは、プロスポ
ーツ選手という憧れの夢を叶えた人生の大先
輩の話に興味津々。リフティングなどの実演
やサッカー部の生徒とのＰＫ対決もあり、楽
しいひとときを過ごしました。



4 　広報春日井 平成25年2月15日号

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。

青少年女性センター運営委員会の公開
と き▶ 3月7日(木)午後7時から
定 員▶ 10人(先着順)
ところ・問い合わせ▶レディヤンかすがい(☎85

－4188)

環境審議会の公開
と き▶ 3月13日(水)午前10時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 3月6日(水)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

放課後なかよし教室が変わります
　保護者や地域の人に協力いただき、子どもたち
を健やかに育むため、平成25年度から保護者の皆
さんに次のことをお願いします。
○月1回以上の参加をお願いして、スタッフと一
緒に子どもたちを見守っていただきます。○子ど
もと保護者の参加予定をカードに記入し、提出し
ていただきます。
問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6441)

麻しん風しん混合ワクチン(ＭＲ)の接種
対 象▶ ○1期…1歳以上2歳未満(2歳の誕生日の

前々日まで)○2期…小学校就学前の1年
間にある人(平成18年4月2日～ 19年4月1
日生まれ)○3期…中学1年生に相当する
年齢の人(平成11年4月2日～ 12年4月1日
生まれ)○4期…高校3年生に相当する年
齢の人(平成6年4月2日～ 7年4月1日生ま
れ)

対象期間▶ 2・3・4期に当たる人は平成25年3月31日
(日)まで　※母子健康手帳などで接種歴
を確認し、未接種の人は速やかに接種を
受けてください。対象期間を過ぎると任
意接種(有料)となります。接種券が手元
にない場合は連絡してください

問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6168)

道風記念館館蔵品展｢めぐる季節の書表現｣
と き▶ 2月19日(火) ～ 4月21日(日)午前9時～午後

4時30分
内 容▶ 井原雲涯、阪正臣、荻原井泉水、相澤春

洋など、四季折々の風物の美しさを表現
した近現代書作品29点と平成手鑑第2帖
を展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
展示品解説
と き▶ 3月3日(日)、4月7日(日) 午前10時30分～

11時、 午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

｢安野光雅 絵と文学の出会い｣展関連企画
平家物語 朗読会
と き▶ 2月20日～ 3月13日の毎週水曜日午後2時

から
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 安野光雅書き下ろしの口語訳を原画の前

で朗読。耳と目で鑑賞する
出 演▶ かすがい朗読研究会
費 用▶ 小学生以上は展覧会入場料
赤ちゃんとギャラリーさんぽ
と き▶ 2月22日(金)、3月8日(金)午前11時～午後

1時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 子連れでも気兼ねせず鑑賞できる｢赤ち

ゃんが泣いても気にしないでタイム｣
費 用▶ 小学生以上は展覧会入場料
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

落合公園駐車場は、公園や落合公園駐車場は、公園や
体育館などの利用者のため体育館などの利用者のため
のものです。利用者以外ののものです。利用者以外の
駐車はご遠慮ください。駐車はご遠慮ください。

落合公園駐車場は、公園や
体育館などの利用者のため
のものです。利用者以外の
駐車はご遠慮ください。

収蔵品展｢ひなまつり｣
と き▶ 2月16日(土) ～ 3月10日(日)〈月曜日は休

館〉午前9時～午後4時30分
ところ▶ 中央公民館
内 容▶ 親王飾りや御殿飾りなどひなまつりに関

する資料を展示
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)
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民俗巡回展示｢そうだ！旅に出よう！ ｣
月日・ところ▶2月21日(木) ～ 3月12日(火)・高蔵

寺ふれあいセンター、3月20日(祝) ～ 31
日(日)・坂下公民館　※坂下公民館は月
曜休館。3月31日(日)は午後3時まで

内 容▶ 故長谷川徳武元文化財保護審議会委員か
ら寄贈された昭和初期の観光パンフレッ
トや駅弁掛け紙など旅行に関する資料を
展示

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

展示｢災害に備えて｣
と き▶ 2月22日(金) ～ 3月8日(金)〈休館日を除く〉

午前9時～午後8時
内 容▶ もし自分が災害にあったらどうしますか？

過去の災害も参考に、知っていると役に
立つ情報などを紹介

ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

公民館まつり
中央公民館(☎33－1111)
月 日▶ 2月23日(土) ～ 27日(水)
内 容▶ ○作品展示…23日(土) ～ 27日(水)午前9時

～午後5時　※25日(月)も開場○芸能発
表会(どじょうすくい踊り、社交ダンス
など)…24日(日)午前9時25分～午後0時30
分

知多公民館(☎32－8988)
月 日▶ 3月8日(金) ～ 10日(日)
内 容▶ 〇作品展示…8日(金) ～ 10日(日)午前9時

～午後5時(最終日は3時まで)〇煎茶に親
しむ、歌謡教室、ミニライブ、演劇…9
日(土)午前9時～午後2時30分〇芸能発表
会…10日(日)午前9時30分～ 11時55分

鷹来公民館(☎84－7071)
月 日▶ 3月10日(日)・12日(火) ～ 17日(日)
内 容▶ 〇芸能・体育発表会…10日(日)午前9時30

分～午後3時〇作品展示…12日(火) ～ 17
日(日)午前9時～午後5時(最終日は3時ま
で)

坂下公民館(☎88－5555)
月 日▶ 3月10日(日)・13日(水) ～ 17日(日)
内 容▶ 〇芸能発表会…10日(日)午前9時30分か

ら〇茶席、生け花展示…10日(日)午前10
時～午後3時〇作品展示…13日(水) ～ 17
日(日)午前9時～午後5時(最終日は正午ま
で)

｢緑と花の休憩所｣植え替え説明会
と き▶ 2月23日(土)・24日(日)午後1時30分から(約

30分)
内 容▶ 春の装いに植え替えを行った｢緑と花の

休憩所｣、そのテーマやデザインの工夫、
使用した花類の特徴、自宅で植える際の
注意事項などの説明

定 員▶ 各30人(当日先着順)　※開催時間の10分
前までに緑と花の休憩所インフォメーシ
ョン前に集合

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92
－8711)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 2月24日(日)午前9時30分～正午
内 容▶ ベル、サドル、タイヤなどの提供(部品

の取り外しは各自)
台 数▶ 12台程度(先着順)
持ち物▶ 工具
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 3月3日(日)午後1時30分までに申し込み、

2時から抽選(立ち会いが必要)
対 象▶ 市内在住の人
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※配達は1点1000円で、1階玄関
まで(共同住宅は1階敷地部分まで)

3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(祝)・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(祝)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～

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)
※鷹来公民館、坂下公民館は休み



6 　広報春日井 平成25年2月15日号

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。

からだの中身を知ってみよう！
と き▶ 3月12日(火) ～ 17日(日)午前9時～午後9時

30分
内 容▶ 体組成計により内臓脂肪などを測定し、

運動アドバイスを受ける
対 象▶ 高校生か同年齢以上の人
費 用▶ トレーニング室使用料。トレーニング室

未登録者は200円の登録料も必要
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

市少年少女バドミントン大会(小中高生)
と き▶ 3月16日(土)・17日(日)・23日(土)午前8時

15分～午後5時
種 目▶ 16日…中学生シングルス・高校生ダブル

ス、17日…小学生シングルス・ダブルス、
23日…中学生ダブルス・高校生シングル
ス

対 象▶ 市内在住か在学もしくは連盟が認めた小
中高生

費 用▶ 参加料(1人1種目)小中学生500円、高校生
700円

ところ・申し込み▶3月8日(金)〈必着〉までに、は
がきに大会名、種目、参加者全員の住所
・氏名・年齢・経験年数、代表者の電話
番号を書いて、〒486－0804鷹来町4196
－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

アトリウム音楽祭【夏・秋】出演団体
月 日▶ アトリウム音楽祭【夏】6月23日(日)、【秋】

9月7日(土)・8日(日)
対 象▶ 市内外で活動している音楽団体
費 用▶ 運営協力費(1団体)5000円
申し込み▶ 2月24日(日)〈必着〉までに、申込用紙(か

すがい市民文化財団ホームページ、市
の主な施設に用意)に記入して、郵送か
ファクス、Ｅメールで、〒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
matsuri@kasugai－bunka.jp)へ　※3月7
日(木)午後7時から抽選会

 ホームページ　http://www.kasugai－
bunka.jp

かすがい市民文化財団友の会ＰiＰi会員
　かすがい市民文化財団主
催イベントのチケット先行
予約や割引価格での購入が
できる友の会会員を募集し
ています。今入会すると｢の
だめカンタービレの音楽会｣
や｢松竹大歌舞伎｣など人気
公演の先行予約に間に合い
ます。
会員期間▶ 入会日から1年後の月末まで(1年間)
年会費▶ レギュラー会員2000円(チケットの先行

予約・割引購入は2枚まで)、ゴールド会
員3000円(4枚まで)、プラチナ会員1万円
(20枚まで)

申し込み▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ
で受け付け中　※電話での入会も受け付
け可

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

ミニコンサート
と き▶ 3月3日(日)午後3時～ 3時20分
内 容▶ オカリナ演奏
出 演▶ おたまじゃくし
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

ひな祭り会
と き▶ 3月3日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ ブラックパネルシアター ｢みにくいアヒ

ルの子｣など
出 演▶ グループゆう
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

3月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①6日(水)②

19日(火)・南部ふれ
あいセンター、③
4日(月)・鷹来子ど
もの家、③7日(木)
・坂下公民館、③15
日(金)・上条区集会所(上条町8)、③18日
(月)・グリーンパレス春日井、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①②どちらも参加可

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)
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どんぐりコラボレーション運営ボランティア
と き▶ 3月16日(土)午後0時30分～ 4時20分
活動内容▶ どんぐりコラボレーションの会場準備、

入場者受け付け、会場案内、駐車場整理
など

対象・人数▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上の人・
5人程度

ところ・申し込み▶2月28日(木)〈必着〉までに、
所定の用紙(東部市民センター、市役所
情報コーナー、ささえ愛センター、各
ふれあいセンター、各公民館に用意)
に記入して、直接か郵送、ファクス
で、〒487－0011中央台2－2－1、東部
市民センター (☎92－8511、ＦＡＸ91－
1994)へ

放課後なかよし教室臨時職員
勤務場所▶ 市立小学校内にある放課後なかよし教

室
勤務内容▶ ①運営指導者…放課後なかよし教室の運

営、児童の見守りなど②協力者…運営指
導者の補助

勤務日▶ 給食または弁当のある平日の午後1時40
分～ 4時40分

対 象▶ ①教員免許か保育士資格を持っている人
②資格要件なし

賃金(時給)▶ ①1030円②880円　※通勤手当として1通
勤230円支給

任 用▶ 欠員などに応じて登録者の中から任用
 ※事前に面接を実施
登録有効期間▶4月1日～平成26年3月31日
申し込み▶ 申込書(学校教育課、市ホームページに

用意)、写真(縦4㎝×横3㎝)を持って、直
接学校教育課(☎85－6441)へ　※運営指
導者を希望する人は教員免許状か保育士
証も必要(結婚などで氏名が変わったと
きは、戸籍抄本など確認できるものが必
要)

エコメッセ春日井　☎88－5006
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 3月2日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 西村聖治
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、雑巾2枚
申し込み▶ 2月19日(火)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～春の草花の育て方
と き▶ 3月2日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 土屋照二
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
園芸教室～ツバキの上手な育て方
と き▶ 3月10日(日)午後2時～ 4時
講 師▶ 佐藤晴美
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
子ども教室～動物飼育体験
と き▶ 3月20日(祝)・26日(火)午前10時～午後2

時
講 師▶ なかよし生き物倶楽部プチＺＯＯ職員
対象・定員▶ 小学1 ～ 3年生・各10人(抽選)
持ち物▶ 長靴、帽子、弁当、軍手、雨天の場合は

雨具
継続教室｢野辺の生け花教室｣～園内を散策して
四季折々の草花を鑑賞し、生け花を生ける
と き▶ 4月～平成26年3月の第1日曜日(5月・12

月・1月は第3日曜日、9月は第3土曜日)〈12
回〉午前9時30分～正午

講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費1万4000円
持ち物▶ はさみ、花包み
継続教室｢植物画教室｣～植物画の基礎を学ぶ
と き▶ 4月～ 10月の第1・3日曜日(5月は第2・3

日曜日)〈14回〉午前9時45分～ 11時45分
講 師▶ 小池昇司
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3500円、教材費1万円
継続教室｢デジタル写真教室｣～撮影の基本から
パソコンで簡単な画像処理
と き▶ 4月～平成26年3月の第4金曜日(12回)午

前10時～正午
講 師▶ 垣内博
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円
持ち物▶ ノートパソコンとデジタルカメラ(携帯

電話のカメラ機能は不可)
 

申し込み▶ ｢園芸教室｣は2月19日(火)から電話で、
それ以外は2月28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、｢子ども教室｣
は希望日、学年、保護者名も書いて、
〒487－0001細野町3249－1へ　※｢継続
教室｣の詳細は市ホームページを見てく
ださい
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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。

東部市民センター　☎92－8511
目線の高さで花飾りを～華やぎのあるハンギング
バスケットづくりと多肉植物の飾りを楽しむ
と き▶ 3月11日(月)・18日(月)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 八木昌子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費6000円
持ち物▶ 花ばさみ、エプロン、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 2月28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)、
電話番号を書いて、〒487－0011中央台2
－2－1へ

市民病院　☎57－0057
市民公開講座｢慢性関節リウマチ治療の現状につ
いて｣｢腰部脊椎管狭窄症について｣
と き▶ 3月2日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 市民病院副院長・種田陽一、同病院整形

外科第二部長・泉田誠
定 員▶ 120人(抽選)
申し込み▶ 2月25日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)かＥメールに講座名、住所、氏名、
電話番号を書いて、〒486－8510鷹来町1
－1－1、Ｅメールkouza@hospital.kasug
ai.aichi.jpへ

健康増進課　☎85－6164
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 3月8日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1～ 5歳の子どもが

いる保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
申し込み▶ 2月20日(水)から、電話で

消防総務課　☎85－6374
上級救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当てや、傷病者の管理方法を学ぶ
と き▶ 3月16日(土)午前9時～午後5時
ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 2月18日(月)から、電話で

介護保険課　☎85－6187
脳トレセミナー ｢認知症予防のための学習療法｣
～簡単な読み書き・計算
と き▶ 4月5日～ 9月27日の金曜日(4月12日、5月

3日、8月16日を除く23回)午前9時30分～
11時30分のうちの30分程度

ところ▶ 総合福祉センター
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上で、介護保険法によ

る要介護認定または要支援認定を受けて
いない人・30人(先着順)

費 用▶ 教材費5000円
申し込み▶ 2月18日(月) ～ 3月8日(金)に、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
セラバンドで転倒予防
と き▶ 2月21日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑
講 師▶ 理学療法士・後藤文彦、松元貴文
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ 運動靴
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ
｢食｣を通じて免疫力を高めよう！～ビタミン満点
クッキング
と き▶ 2月22日(金)午前

10時～ 11時30分
ところ▶ 鷹来公民館
講 師▶ 管理栄養士・米

森伴枝
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 参加料200円
持ち物▶ エプロン、布巾
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ
｢折り紙工作｣～手先を使って頭の体操
と き▶ 2月27日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 2月18日(月)午前9時から、社会福祉協議

会地域包括支援センター (予防教室受け
付け専用ダイヤル☎87－5399)へ

認知症予防教室｢手芸で春を感じましょう｣～指
先を使って楽しくすてきな作品を作ろう
と き▶ 3月1日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 介護サービスセンター
講 師▶ 仲野千代子
定 員▶ 15人(先着順)
持ち物▶ 裁縫道具
申し込み▶ 地域包括支援センター中切(☎56－8611)

へ
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定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 3月3日(日) ～ 7日(木)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶平成5年3月2日までに生まれ、平

成24年12月1日までに春日井市に転入の
届け出をし、その日から登録基準日まで
引き続き住民基本台帳に記録されている
人

登録基準日▶ 平成25年3月1日
登録日▶ 平成25年3月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

軽自動車などの廃車や名義変更の手続き
バイクや軽自動車などの廃車や名義変更は3月中
に
　軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税され
ます。廃棄・譲渡・盗難などで、すでに車両を所
有していない人は、必ずそれぞれの届け出先で所
定の手続きをしてください。
　毎年3月は軽自動車などの廃車や名義変更の届
け出が集中し、窓口が大変混雑します。できる限
り3月中旬ごろまでに手続きを済ませてください。
また、他市町村から転入した車両も住所変更・ナ
ンバープレートの変更などの手続きが必要です。

車種 届け出先
原動機付自転車(125cc
以下)、小型特殊自動車
(農耕作業用を含む)

市民税課(☎85－6092)

軽二輪(125cc超250cc
以下)

軽自動車協会小牧分室(小牧市新
小木3－36、☎43－1406)

二輪の小型自動車
(250cc超)

愛知運輸支局小牧自動車検査登
録事務所(小牧市新小木3－32、
☎050－5540－2048)

軽三輪、軽四輪 軽自動車検査協会小牧支所(小牧
市新小木3－36、☎75－3464)

不登校・ひきこもりフォーラム
と き▶ 2月23日(土)午後1時～ 4時30分　
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ ○基調講演｢寄り添い、見守り、こころ

を寄せる｣密蔵院住職・田村圓心○パネ
ルディスカッション｢地域の居場所、心
の居場所｣居場所活動スタッフほか○グ
ループシェア(座談会)｢ふれあい、ささえ
愛、想いを言葉に｣

対象・定員▶ 不登校・引きこもりに悩んでいる人や
その家族、支援者および関心のある人・
100人程度(当日先着順)

問い合わせ▶ ＮＰＯ法人こころとまなびどっとこむ
(☎052－452－1136)、県春日井保健所健
康支援課(☎31－0750)

予備自衛官補募集
　普段は一般社会人や学生である人が所定の訓練
を経た後、予備自衛官として採用される制度です。
※訓練開始は7月以降
種 目▶ ①一般②技能
試験日▶ 4月12日(金) ～ 15日(月)の指定された1日
応募資格▶ ①日本国籍を有する18歳以上34歳未満の

人(7月1日現在)②18歳以上で語学、医療
技術、整備などの国家資格など保有する
技能に応じ、53歳から55歳未満の人

申し込み▶ 願書を請求の上、4月3日(水)までに、自
衛隊愛知地方協力本部小牧地域事務所
(☎73－2190)へ

 ホームページ　http://www.mod.go.jp/
pco/aichi/

自衛官募集
種 目▶ ①自衛隊幹部候補生②自衛隊幹部候補生

(歯科)③自衛隊幹部候補生(薬剤科)
試験日▶ 5月11日(土)〈飛行要員希望者のみ12日

(日)も〉
応募資格▶ 日本国籍を有し、平成26年4月1日現在、①

22歳以上26歳未満の人②20歳以上30歳未
満で、学校教育法に基づく大学で正規の
歯学課程を修了した人(平成26年3月卒業
見込み含む)③20歳以上26歳未満で、学校
教育法に基づく大学で正規の薬学課程を
修了した人(平成26年3月卒業見込み含む)

申し込み▶ 願書を請求の上、4月26日(金)までに、自
衛隊愛知地方協力本部小牧地域事務所
(☎73－2190)へ

 ホームページ　http://www.mod.go.jp/
pco/aichi/

スマホ手に
車や自転車
事故のもと
交通安全スローガン
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ところ と　き 展示名 出品者

市役所市民サロン （☎85－6073）
2/15（金）～21（木） 春の習作展 可燿会

2/23（土）～28（木） 写真作品展 フォトフレンズPLATZ
(プラッツ)

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）2/16（土）～28（木） 写真遊び・花あそび 二人展 立岡邦廣・岩崎菅子
西部ふれあいセンター（☎33－0808）2/17（日）～23（土） 水彩画作品展 西水会
坂下公民館 （☎88－5555）2/17（日）～27（水） フォトクラブ写輪作品展 フォトクラブ写輪

グリーンピア春日井（☎92－8711）
2/22（金）～24（日） デコパージュ展 ねむの花工房
2/27（水）～3/3（日） 写楽写真展 グリーンピア写楽

落合公園管理棟 （☎56－0414）2/27（水）～3/5（火） 植物画展 植物画同好会(美咲会)

※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

春日井さくらライオンズクラブ結成5周年事業
「女性の健康」子宮頸(けい)がんは予防できます！
とき▶2月17日(日)午後1時30分～3時30分(1時開
場)　ところ▶東部市民センター　内容▶○第
1部…講演「検診とワクチンのホントの話」医
師・今野良○第2部…二胡奏者チャンビンによ
るチャリティーコンサート　定員▶500人(先着
順)　入場料▶2000円　入場券▶文化フォーラ
ム春日井・文化情報プラザで販売中　問い合わ
せ▶春日井さくらライオンズクラブ事務局(☎
81－8455)

相続・遺言無料相談会
とき▶2月23日(土)午前10時～正午　ところ▶
東部市民センター　内容▶司法書士と税理士に
よる相談会　定員▶10人(先着順)　申し込み▶
2月22日(金)までに電話で、佐野司法書士事務所
(☎78－7442)へ

栄養士さんを囲んでのおしゃべり会
とき▶3月5日(火)午前10時～正午　ところ▶レ
ディヤンかすがい　内容▶栄養士と親同士の交
流　対象▶アレルギー(食物アレルギー、アト
ピー、ぜんそく)のある子どもとその保護者
※保護者のみの参加も可　申し込み▶3月3日
(日)までに、電話かファクスに氏名、電話番
号、参加人数、子どもの年齢、除去食を書いて、
春日井アレルギーの会・田中(☎・ＦＡＸ56－
5088)へ

姉妹都市市民の会「英会話講座」
とき▶4月～平成26年3月(40回)　ところ▶ささ
え愛センター　内容▶外国人講師から英会話
や姉妹都市の概要を学ぶ(全8クラス)　受講料
▶4万円(2万円の学生枠あり)　※別途教材費と
市民の会年会費が必要　申し込み▶3月8日(金)
〈消印有効〉までに、往復はがき(1人1枚)に必要
事項を書いて、〒460－0003名古屋市中区錦3
－6－17チサンマンション栄セントラルパーク
602、㈲コンベンションネットワーク(☎052－
963－8385)へ　※詳しくは姉妹都市市民の会
ホームページ(http://aichinet.ne.jp/̃kscca/)で
募集要項を見てください
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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)③27日(水)〈3回〉
9：30～11：30
保健センター

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
          
2/18(月)から、電話で

10日(日)10：00～12：00
保健センター

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)・50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)、15日(金)②8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
          
2/22(金)から、電話で

①5日(火)②7日(木)10：00～11：30
①保健センター②西部ふれあいセンター

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10月～11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
          
2/25(月)から、電話で

12日(火)10：00～11：30
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5月～6月生まれの乳児(第1子) 

とその保護者・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(祝)
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( )3月

地域経済地域経済元気
です！
元気
です！ NO.69

　3月末で「中小企業金融円滑化法」が終了となります。それに伴い金融機
関の動向も変化し、中小企業の資金繰りや経営戦略に影響が生じると考
えられます。
　中小企業の財務・経営課題解決に向け、税理士、中小企業診断士など
各分野の専門家と連携し、セミナーの開催や個別相談を行い支援します。
　ぜひ気軽に相談してください。

「中小企業経営力強化支援窓口」を開設します

2月15日（金）から2月15日（金）から

受付時間▶月～金曜日（祝休日を除く）午前9時～午後5時
ところ・問い合わせ▶春日井商工会議所(☎81－4141)
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