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４月1日から資源・ごみの分別が一部変わります！
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桃の節句を祝う色鮮やかなひな飾り（グリーンピア春日井）桃の節句を祝う色鮮やかなひな飾り（グリーンピア春日井）

情報あ・ら・か・る・と
知多公民館が新しくなります、サボテンフェア、
全国高等学校剣道選抜大会など



問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6222）
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燃やせる
ごみ

透明または
半透明の袋

（指定袋）
（指定袋）

燃やせない
ごみ

燃やせない
ごみ

透明（文字 緑色）

（指定袋）

黄色

青色

●ごみ減量推進課　●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
●ささえ愛センター　●総合福祉センター　●グリーンパレス春日井　●レディヤンかすがい
●清掃事業所　●クリーンセンター

ごみの減量と資源化促進のため、平成25年4月から「プラスチック製容器包装」と「金
属類（小型家電を含む）」の資源収集を開始します。資源・ごみの分別区分変更をまと
めると、次のとおりです。分別収集の実施前にいま一度、確認をお願いします。

※市ホームページにも掲載しています

●ごみ減量推進課　●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
●ささえ愛センター ●総合福祉センター ●グリーンパレス春日井 ●レディヤンかすがい

資源・ごみの出し方便利帳や環境カレンダーは、次の公共施設でも配布しています。

※今までどおり毎週出す
ことはできなくなります

ため、平成25年4月から「プラスチック製チ ク製ごみの減量と資源化促進のため
資源収集を開始 す 資源 ご 分属類（小型家電を含 ）」 資

4月1日から
資源・ごみの分別が
一部変わります！

4月1日から
資源・ごみの分別が
一部変わります！
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い
分別区分変

りです。分別収集の実施前にいま一度、確認をお願いしますめると、次のとおりです
の資源収集を開始します。資源・ごみの分属類（小型家電を含む）」の資

す 分別収集の実施前にいま 度 確認をお願めると 次のとおりです

の、何が変わるの？

「資源・ごみの出し方便利帳」を見てください。
改訂したものを平成25年2月に全世帯に配布しました。

 「2013年版環境カレンダー」 を見てください。
平成24年12月15日号広報に併せて配布しました。

黄色 ※今までどおり毎週
ことはできなくなり

源・ごみの出し方便利帳」を見てくださ
したものを平成25年2月に全世帯に配布しましたものを平成25年2月に全世帯に配布しま

透明（文字 緑色）

2013年版環境カレンダー」 を見てください。
成24年12月15日号広報に併せて配布しました成24年12月15日号広報に併せて配布しました。

どう分けるの？いつ集めるの？

プラスチック
製容器包装（プ
ラ容器）を今ま

での燃やせないご
みの日に資源とし
て集めます。

金属類（小型
家電を含む）
を今までの危

険ごみの日に資源
として集めます。
※「危険ごみ」は「金
属類（小型家電を含
む）」に変わります

汚れの落ちな
いプラ容器や
30cm以下の

プラスチック製品
を燃やせるごみと
して集めます。

燃やせないご
みの収集回数
を週1回から

月2回に変更しま
す。

レトルト食品
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広報春日井 平成25年3月15日号広報春日井 平成25年3月15日号　 3広報春日井 平成25年3月15日号　 3

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

犬の飼い主は、年1回、4月1日から6月30日までの間に、愛犬(生後91日以上)に狂犬病予防注射を受けさ犬の飼い主は、年1回、4月1日から6月30日までの間に、愛犬(生後91日以上)に狂犬病予防注射を受けさ
せることが義務付けられています。近くの動物病院か集合注射会場で予防注射を受けさせてください。せることが義務付けられています。近くの動物病院か集合注射会場で予防注射を受けさせてください。
なお、注射は屋外の集合注射より衛生的なことから、動物病院で受けさせることを勧めます。なお、注射は屋外の集合注射より衛生的なことから、動物病院で受けさせることを勧めます。

犬の飼い主は、年1回、4月1日から6月30日までの間に、愛犬(生後91日以上)に狂犬病予防注射を受けさ
せることが義務付けられています。近くの動物病院か集合注射会場で予防注射を受けさせてください。
なお、注射は屋外の集合注射より衛生的なことから、動物病院で受けさせることを勧めます。

　注射を受けさせる際には、ふんの始末ができる用意をし、犬には首輪とリード
をつけ、制止できる人が連れてきてください。飼い主が犬を制止できないときや
問診の結果により、注射ができないこともあります。また、市から郵送された｢狂
犬病予防注射・登録確認通知書｣を持参してください。

注意注意注意

　登録や注射済票交付は、次の動物病院で行うことができます(登録手数料3000円、
注射済票交付手数料550円)。詳細は各動物病院へ問い合わせてください。

※集合注射は5月13日(月)から17日(金)までの5日間実施します。時間、会場などの
詳細は4月15日号の広報春日井でお知らせします

病院名 電話番号 病院名 電話番号

朝宮動物病院(柏原町4) 81－0080 花井動物病院(鳥居松町2) 89－2489

王子動物病院(小野町4) 82－9009 林獣医科病院(押沢台5) 92－5182

かすがい動物病院(如意申町2) 32－4400 ハル ペッツクリニック(柏井町5) 27－7888

高蔵寺ペットクリニック(坂下町1) 93－9130 ふじもり動物病院(六軒屋町2) 87－7017

サクマ動物病院(旭町1) 31－0998 平成動物病院(二子町2) 36－1236

しのぎ動物病院(篠木町2) 82－6522 みわしペットクリニック(瑞穂通2) 57－0384

獣医臨床情報サービス(小野町4) 81－3540 吉永動物病院(岩野町1) 83－2848

神領ビーイング動物病院(神領町2) 83－3377 よしだ動物病院(稲口町3) 29－7073

杉本獣医科病院(白山町6) 51－2777 若草動物病院(八幡町) 34－0960

桃花園動物病院(東山町1) 83－9101 犬山動物病院(犬山市羽黒) 67－1267

中村犬猫病院(高山町1) 31－7074 きっこ動物病院
(名古屋市守山区)

052－
736－2367西川ふれあい動物病院(東野町西3) 82－8234

ネオポリス動物病院(庄名町) 51－2011 よしざき動物病院(小牧市中央) 73－2137

登録と狂犬病予防注射を登録と狂犬病予防注射を
あなたの愛犬にあなたの愛犬に

登録と狂犬病予防注射を登録と狂犬病予防注射を
あなたの愛犬にあなたの愛犬に

動物病院での接種動物病院での接種動物病院での接種



4 　広報春日井 平成25年３月15日号

前期市民講座前期市民講座前期市民講座
対　象 ▼市内在住か在勤、在学の人
申し込み ▼ 3月31日（日）〈必着〉までに、往復はがき（1講

座につき1人1枚）に講座名、住所、氏名（ふり
がな）、性別、年齢、電話番号を書いて、各
施設へ　※託児付き講座（2歳以上の未就学
児）の託児を希望する人は、子どもの氏名（ふ
りがな）・年齢を記入。講座名に★のある親
子講座の申し込みは、いずれか1講座とし、
子どもの氏名（ふりがな）・性別・年齢も明記。
また、持ち物が購入可の講座で、希望する
人は「本希望」と明記

抽　選 ▼定員を超えた講座は、4月9日（火）に各施設で
公開抽選を行い、4月10日（水）から応募者全員
に抽選結果を通知　※講座名に◆のある講
座が抽選になった場合は、平成24年度の同
じ市民講座を受講しなかった人を優先

中 央 公 民 館 〒486－091３柏原町1－97－1（☎３３－1111）

知 多 公 民 館 〒486－0947知多町4－64－1（☎３2－8988）

鷹 来 公 民 館 〒486－0809町屋町３610－1（☎84－7071）

坂 下 公 民 館 〒480－0３05坂下町4－250－1（☎88－5555）

東部市民センター 〒487－0011中央台2－2－1（☎92－8511）

味美ふれあいセンター 〒486－0958西本町1－15－1（☎３1－３522）

高蔵寺ふれあいセンター 〒487－001３高蔵寺町３－2－1（☎51－0002）

南部ふれあいセンター 〒486－092３下条町666－6（☎85－7878）

西部ふれあいセンター 〒486－0904宮町３－8－2 （☎３３－0808）

講…講師　対…対象　定…定員　受…受講料　教…教材費　持…持ち物

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

中
　
　
央
　
　
公
　
　
民
　
　
館

聴いて音楽・歌っ
て音楽

エピソード・解説付きのクラ
シック音楽鑑賞と、日本や外国
の愛唱歌を歌う

5／1～8／21の
水曜日(8回)

10:00～
11:３0

講  稲田真由美　定  ３0人　受  2000円

◆
初めての韓国語教室

韓国語の文字から学習する 5／10～6／28の 
金曜日（8回）

 9:00～
10:３0

講  金ドヨン　定  20人　受  2000円　
教  2205円

◆
初めてのパソコン
講座

ワードとデジカメ写真の編集に
ついて学ぶ

5／12～6／３0の 
日曜日（8回）

 9:３0～
11:３0

講  NPO法人けやきフォーラム　
定  ３0人　受  2000円　教  200円　
持  パソコン（ある人のみ）

免疫力アップ法！
やさしい気功

気功と簡単な体操で暑さを軽減
し、免疫力を上げる

5／15～7／３の 
水曜日（8回）

1３:３0～
15:00

講  大島ひろ絵　定  ３0人　受  2000円
持  上靴

パステル画入門
写真やスケッチをもとに基礎技
法の習得から独自の作品制作ま
で行う

5／17～9／6の 
金曜日（8回）

10:00～
11:３0

講  伊藤幸照　定  24人　受  2000円　
教  2３00円　持  タオル

初めての仏像彫刻
「童もんじゅ」を彫
る

学問の仏さま、かわいい「童文
殊」を彫る

5／18～8／３1の 
土曜日（8回）

10:00～
12:00

講  柿崎圓祐　定  16人　受  2000円
教  1800円　持  彫刻刃（印刃）、エプ
ロン、軍手、定規

◆
デジタル一眼レフ
カメラ撮影入門

デジタル一眼レフカメラの基礎
知識と撮影の基礎を学ぶ

6／27～8／1の 
木曜日（6回）

 9:３0～
11:３0

講  丹羽省吾　定  ３0人　受  1500円
教  500円　持  デジタル一眼レフカメ
ラ、取扱説明書

南
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

ペンの運筆法から
実用文字へ♪

楷書・行書の運筆法、実用文字
を学ぶ

5／7～7／16の
火曜日(6回)

10:00～
12:00

講  石黒直子　定  25人　受  1500円　
教  100円　持  ボールペン

★ 
ふれあい親子体操
①②

ゲームなどを通して、集団への
溶け込みと友達づくりをする

5／10～6／28の
金曜日(8回)

①10:00
～10:50
②11:10
～12:00

講  大石公也　対  2歳以上の未就園児
とその保護者　定  各３0組　持  上靴
※①②の別も明記

平家物語
義経血涙の腰越状 5／11～9／14の

土曜日(8回)
10:00～
11:３0

講  いのぐち泰子　定  60人　受  2000
円　持  岩波文庫「平家物語(4)」※90３
円で購入可。事前申し込み



広報春日井 平成25年３月15日号 5

鷹
　
来
　
公
　
民
　
館

楽しいファブリッ
クステンシル

袋物やマット、洋服など自分の
好きな物にステンシル（型染め）
をして暮らしを楽しむ

5／10～8／2３の
金曜日(8回)

10:00～
11:３0

講  鈴木幸枝　定  20人　受  2000円
教  2000円　持  筆拭き用タオル、敷
物（机用）、水入れ（豆腐の空き容器
でも可）

初めての日本画
日本の伝統美術である日本画を
描く

5／14～7／2３の
火曜日(6回)

10:00～
11:３0

講  臼井治　定  20人　受  1500円　
教  ３000円

骨盤を整えるヨガ
美容と健康のため、ヨガで骨盤
の位置を整える

5／15～7／17の
水曜日(6回)

14:00～
15:３0

講  川口慶子　定  15人　受  1500円　
持  ヨガマット（バスタオルでも可）

★
親子で体操ゲーム

親子一緒に遊びも交え、スキン
シップを楽しみながら体操をす
る

5／15～8／21の
水曜日(8回)

10:00～
11:３0

講  NPO法人アイディアＣ体創協会
対  2歳以上の未就園児とその保護者
定  ３5組

紀貫之の土佐日記
を読む

紀貫之が土佐から都までの船の
旅を綴った「土佐日記」を読む

5／16～8／1の
木曜日(7回)

10:00～
11:３0

講  宮地桂子　定  ３0人　受  1750円　
持  岩波文庫「土左日記」（鈴木知太郎
校注）※567円で購入可。事前申し込
み

古典説話文学
バラエティに富んだ古典説話
「宇治拾遺物語」を学ぶ

5／18～9／7の
土曜日(8回)

14:00～
15:３0

講森まさし　定  40人　受  2000円
持  角川ソフィア文庫「宇治拾遺物
語」※940円で購入可。事前申し込み

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

知
　
多
　
公
　
民
　
館
　

中高年のためのエ
クササイズ教室

エクササイズボールなどを使っ
て健康づくりに必要な運動を習
得する

5／1～8／21の
水曜日(8回)

1３:３0～
15:00

講  市民サービス公社職員　定  20人
受  2000円

おもしろ古代史～
「続日本紀」の世界

聖武天皇の悲願「大仏建立」によ
る民への救いについて

5／7～9／３の
火曜日(8回)

14:00～
15:３0

講いのぐち泰子　定  50人　受  2000
円　持  講談社学術文庫「続日本紀」
上

★
親子ふれあい体操

親子で体操やゲームをしながら
集団への溶け込みと友達づくり
を覚える

5／8～8／28の
水曜日(8回)

10:00～
11:３0

講  NPO法人アイディアＣ体創協会
対  2歳以上の未就園児とその保護者
定  ３5組

漢字を読む
漢字の読みや意味を楽しく学ぶ 5／10～8／2３の

金曜日(8回)
10:00～
11:３0

講  岩田鎭人　定  40人　受  2000円　

春日井の歴史散歩
「庄内川に沿って」

勝川橋周辺から高蔵寺、鹿乗橋
周辺まで庄内川沿いの史跡や伝
説を訪ねる

5／14～8／27の
火曜日(8回)

10:00～
11:３0

講  村中治彦　定  50人　受  2000円 

くらしの中の書～
実用書プラス筆で
気楽に遊ぼう

好きな詩や言葉を書いて部屋に
飾る

5／16～8／22の
木曜日(8回)

10:00～
11:３0

講  後藤抱琴　定  15人　受  2000円
持  書道用具一式 

西
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

★ 
親子で楽しくリト
ミック！

音楽で遊びながら、子どもの能
力を引き出し、協調性を身に付
ける

5／15～6／19の
水曜日(6回)

10:３0～
11:３0

講  山下里恵　対  2歳以上の未就園児
とその保護者　 定  ３5組　持  上靴

はじめてみよう！
暮らしの中の実用
書道（筆ペン可）

冠婚葬祭から簡単な手紙まで普
段の暮らしの中で利用できる書
道を学ぶ

5／21～6／25の
火曜日(6回)

10:00～
12:00

講  小嶋恵泉　定  20人　受  1500円　
教  1000円　持  書道の道具、筆ペン
など

輪になって踊ろう
♪楽しく踊る民踊

若い人から年配の人まで、幅広
い人気のある盆踊り（佐渡おけ
さ）を学ぶ

5／26～6／３0の
日曜日(6回)

10:00～
12:00

講  野村豊乃　定  40人　受  1500円　

ゆったりフラダン
ス講座

主に初心者を対象に、ゆったり
としたフラダンスを学ぶ

6／1３～7／18の
木曜日(6回)

10:３0～
12:00

講  山口奈緒子　定  ３0人　受  1500円
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坂
　
下
　
公
　
民
　
館

◆
初級パソコン講座

ワードとインターネットの基本
操作から活用までを楽しく学ぶ

5／9～6／27の
木曜日(8回)

1３:３0～
15:３0

講  NPO法人けやきフォーラム　定
 16人　 受  2000円　 教  200円　 持  ワ
ードを内蔵したパソコン、接続コー
ド

はじめてのハワイ
アンキルト

ハワイアンキルトでコースタ
ー、ポーチ、トートバッグを作
る

5／10～8／16の
金曜日(8回)

1３:３0～
15:３0

講  祖山美由紀　定  15人　受  2000円
教  5000円　持  裁縫道具、紙切り用
はさみ、定規

◆
楽しい体育遊び

幼児期の運動能力に合わせた
（マット、鉄棒、跳び箱）運動を
行い楽しく遊ぶ

5／11～6／22の
土曜日(6回)

10:00～
11:３0

講  石橋満　対  新年中・新年長の園
児　定  20人　持  上靴

村絵図から春日井
を探る

江戸時代の村絵図から春日井の
歴史と地域の特色を探る

5／14～6／18の
火曜日(6回)

10:00～
11:３0

講  櫻井芳昭　定  ３0人　受  1500円

楽しく学ぶ韓国語
講座

ハングルの読み方と実用会話を
学ぶ

5／14～7／2の
火曜日(8回)

14:00～
15:３0

講  柳舟葉　定  ３0人　受  2000円　
持  明日香出版社「はじめての韓国
語」※1680円で購入可。 事前申し込
み

骨盤エクササイズ
腰回りの深層筋を効率よく動か
しながら歪みや姿勢の改善を行
う

5／15～6／19の
水曜日(6回)

1３:00～
14:３0

講  秋葉弥生　定  ３0人　受  1500円　

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー

源氏物語の世界
千年にわたって読み継がれてき
た古典文学「源氏物語」の「浮舟」
を読む

4／24～8／7の
水曜日(8回)

10:00～
11:３0

講  嘉藤久美子　定  70人　受  2000円
持  新潮社「源氏物語八」※３150円で
購入可。事前申し込み

ホームメイドパン
作り教室

家庭でできる、いろいろなパン
の作り方を学ぶ

5／8～7／24の
水曜日(6回)

10:00～
12:３0

講  森幸代　定  24人　受  1500円
教  5000円　持  エプロン、布巾、持
ち帰り用の容器

みるみるうまくなる
ボールペン字講座

文字を書くポイントを､基礎か
ら学ぶ

5／12～6／2３の
日曜日(6回)

10:00～
11:３0

講  小林春華　定  25人　受  1500円　
教  1000円　持  ボールペン

深読み見直し郷土
史－内々神社

内々神社について、信仰や伝説、
文化財などを原点から総合的に
見直す

5／14～8／20の
火曜日(8回)

10:00～
11:３0

講  髙橋敏明　定  50人　受  2000円

高
蔵
寺
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

老化を防ぐ食事～
お話と実習

老化を防ぐ料理を、テーマごと
に講話と実習で楽しく学ぶ

4／22～8／5の
月曜日(8回)

10:00～
12:00

講  大石三恵　定  24人　受  2000円　
教  6400円　持  エプロン、布巾2枚

春日井の近代史話
夢と希望を抱いて新しい近代社
会を開いた郷土の先覚者の足跡
を学ぶ

5／8～8／21の
水曜日(8回)

10:00～
11:３0

講  村中治彦　定  50人　受  2000円

健康ヨーガ(託児
付き）

深くゆっくり呼吸をしながら、
普段動かさない部位を刺激し、
心と体をリラックスさせる

5／1３～7／8の
月曜日(6回)

10:00～
11:３0

講  武田みどり　定  40人(託児 6人)
受  1500円　持  ヨガマット（ある人の
み）　※マット持参の有無も明記

味
美
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

楽しいあみもの教
室

段染めの糸を横編みにして色の
変化を楽しむ。サマーセーター
やベストを作る

5／9～6／20の
木曜日(6回)

10:00～
12:00

講  丹羽悦子　対  かぎ針の細編み・
長編みのできる人　定  20人
受  1500円　教  5700円　持  かぎ針（5
号）、とじ針（小）、 はさみ

初歩から習うフラ
ダンス

誰でも安心して参加できる初心
者向けのフラダンス講座

5／14～6／18の
火曜日(6回)

14:00～
15:３0

講  大石チカ子　定  ３0人　受  1500円
持  上靴

シェフ大鹿の料理
講座

市民講座で好評の「シェフ大鹿
の料理講座」201３年度の新作を
公開する

5／15～6／19の
水曜日(6回)

10:00～
12:３0

講  大鹿裕司　定  24人　受  1500円
教  6000円　持  エプロン、調理用布
巾、手拭き用タオル(2本)、持ち帰
り用の容器
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2/7
㊍

　みどりね会による「お琴の講座」が行われまし
た。初めて琴に触れる人も多く、譜面を読むこと
や爪の扱いに苦心している様子でしたが、最後
には「さくら」などの曲が弾けるまでに上達し、
美しい琴の調べを楽しみました。

初めてでも弾けた！
みやびな琴の調べ
（文化フォーラム春日井）

2/16㊏
～17㊐

　「読む」「書く」「残す」。文章の楽しさを学ぶ自
分史フェスタが2日間にわたり開催されました。
　「美味しい写真の撮り方」講座では、自分のカ
メラを使い、文章を彩る料理写真のスキルアッ
プを目指し、プロの技術を教わりました。

ひと工夫で料理が輝く
撮影術を学ぼう
（文化フォーラム春日井）

2/8
㊎

2/6
㊌

サボテンで
エコクッキング
（東邦ガスクッキングサロン春日井）
　環境に配慮した食生活「エコな買い物、料理、
片付け」を学ぶ料理教室が、かすがい環境まち
づくりパートナーシップ会議の主催で開かれ
ました。
　参加者は、地元のサボテンを使ったドライ
カレー、そばサラダ、クレープの3品を手際良
く作り、出来栄えに大満足の様子。「サボテン
を育てており、料理方法が知りたくて参加し
ました。早速家で挑戦したいです」と新しいレ
シピの発見を喜んでいました。

表現する「ダンス」を
楽しもう
（西山小学校）
　実績のあるアーティストが芸術を通じて
地域と交流を図るアウトリーチ活動。その一
環として、プロのダンスユニット「セレノグ
ラフィカ」を講師に招き、西山小学校の2年生
がコンテンポラリーダンスを体験しました。
 2班に分かれ、表現したダンスを当て合う
「なぞなぞダンス合戦」では、「ボウリングを
するうさぎ」や「クロールをするカニ」などの
課題に、児童たちは身体で表現する喜びを感
じていました。
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問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

と　き▶と　き▶○予選リーグ…3月27日(水)午前10時から○予選リーグ…3月27日(水)午前10時から
　　　　○決勝トーナメント…3月28日(木)午前9時から　　　　○決勝トーナメント…3月28日(木)午前9時から
ところ▶ところ▶総合体育館総合体育館
入場料▶入場料▶大人1日1000円(前売りは800円、2日通し券は1500円)、高大人1日1000円(前売りは800円、2日通し券は1500円)、高

校生以下1日500円(前売りは400円、2日通し券は750円)　校生以下1日500円(前売りは400円、2日通し券は750円)　
※未就学児は無料。通し券は前売りのみ※未就学児は無料。通し券は前売りのみ

入場券▶入場券▶3月23日(土)まで、チケットぴあ、セブンイレブン、サ3月23日(土)まで、チケットぴあ、セブンイレブン、サ
ークルＫ・サンクスで販売。当日は総合体育館で販売ークルＫ・サンクスで販売。当日は総合体育館で販売

と　き▶○予選リーグ…3月27日(水)午前10時から
　　　　○決勝トーナメント…3月28日(木)午前9時から
ところ▶総合体育館
入場料▶大人1日1000円(前売りは800円、2日通し券は1500円)、高

校生以下1日500円(前売りは400円、2日通し券は750円)　
※未就学児は無料。通し券は前売りのみ

入場券▶3月23日(土)まで、チケットぴあ、セブンイレブン、サ
ークルＫ・サンクスで販売。当日は総合体育館で販売

第1回から春日井で開催されている全国高等学校剣道選抜大会。「剣道の甲子園」とも呼ばれるこの大第1回から春日井で開催されている全国高等学校剣道選抜大会。「剣道の甲子園」とも呼ばれるこの大
会は、全国各地から予選を勝ち抜いた男女各48校の剣士が集結し、天翔旗を目指して戦います。高校会は、全国各地から予選を勝ち抜いた男女各48校の剣士が集結し、天翔旗を目指して戦います。高校
生の若さみなぎる熱戦を、間近で観戦してみませんか。生の若さみなぎる熱戦を、間近で観戦してみませんか。

第1回から春日井で開催されている全国高等学校剣道選抜大会。「剣道の甲子園」とも呼ばれるこの大
会は、全国各地から予選を勝ち抜いた男女各48校の剣士が集結し、天翔旗を目指して戦います。高校
生の若さみなぎる熱戦を、間近で観戦してみませんか。

全国高等学校剣道選抜大会

問い合わせ▶生涯学習課（☎85－6447）問い合わせ▶生涯学習課（☎85－6447）

昭和50年1月に開設した知多公民館は、耐震補強が必要と判断されたため、現在の公民館の西側(准
看護学校跡地)に新たに建て替え整備します。安心して利用できる地域の生涯学習の拠点として、平
成26年1月に開館を予定しています。

知多公民館が新しくなります

施設概要▶鉄骨造2階建て
1階…大集会室、小集会室、多目的集会室、図書コ

ーナー、展示・交流スペース、赤ちゃんほっ
とスペース、多目的トイレなど

2階…ホール(バスケットボール1面、またはバレーボ
ール2面可能)、防災備蓄倉庫など

サボテンフェア

問い合わせ▶経済振興課内、市観光協会（☎85－6244）

展示・即売・体験コーナー展示・即売・体験コーナー
○全国の珍しいサボテン、大型サボテンの展示
○サボテンの絵コンクール表彰式・応募作品展
示○鑑賞用サボテンの即売○サボテン寄せ植え
体験

サボテンフードコーナーサボテンフードコーナー
○春日井コロッケ、ラーメ
ン、焼きそばなどのサボテ
ングルメや、アイスクリー
ム、ういろ、ラスクなどサ
ボテンを使った食品の販売

と　き▶と　き▶4月6日(土)～7日(日)午前10時～午後4時(雨天決行)4月6日(土)～7日(日)午前10時～午後4時(雨天決行)
ところ▶ところ▶落合公園落合公園

サボテンふわふわや
ステージイベントも
あるよ！

ふれあい緑道を散歩しな
がら、会場に来てね！

※駐車場の一部が会場となり
ますので、臨時駐車場とし
て東野小学校、松原小学校
を利用してください(雨天の
場合は利用できません)
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　詳しくは、ＦＤＡのコールセンター(☎0570－55－
0489)に問い合わせるか、ホームページ(http://www.
fujidreamairlines.com/)を見てください。

高知高知

3月31日(日)から高知便が運航を開始します。旅行やビジネスにぜひ利用してください。

県営名古屋空港空港に高知便が就航します
青森

問い合わせ▶企画政策課（☎85－6031）

いわて
花巻

新潟

熊本

福岡

不法投棄を発見したら通報してください

問い合わせ▶清掃事業所（☎84－3211）

不法投棄を防止するた
め、市民、事業者、市が
連携して監視活動に取
り組んでいます。

　今年2月には、地域の人たちと協力してテレビや自
転車、家具などが不法に投棄されていないかパトロ
ールを行い、その防止対策を検討しました。

　3月は引っ越しの多い時季です。家庭で要
らなくなった物は適正に処分してください。
また、不法投棄を発見したら、投棄物の種
類や投棄者の車両の特徴などを連絡してく
ださい。
　環境悪化や火災の原因となる不法投棄を
なくすには、地域の皆さんの監視の目が必
要です。皆さんの協力で、不法投棄のない
まちにしましょう。

市制70周年記念市民協働事業 参加者募集

　10月13日(日)に文化フォーラムで開催するファ
ッションショーに出演するモデルを募集します。
国内外で活躍する現役モデルによるウオーキング
レッスンなど、憧れのモデル体験ができます。
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 5000円(10回のレッスン料)
募集要項▶専用ホームページ、企画政策課、東部

市民センターなどに用意
申し込み▶ 4月5日(金)〈必着〉までに専用ホームペ

ージからか、往復はがきに住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所企画政策課へ

専用ホームページ▶http://kasugai.love－mytown.
                     com/show/
問い合わせ▶ f ip’s with you・沖(☎84－5831)

　春日井の魅力が詰まった俳句、短歌、詩、
エッセイの文芸作品や写真を募集します。入
賞作品は、10月に開催する東部文化祭で展示し
ます。
募集要項▶企画政策課、市ホームページ、市役

所情報コーナー、東部市民センター、
各ふれあいセンター、各公民館に用意

申し込み▶ ○文芸作品…6月30日(日)までに郵送
で、〒487－0005押沢台7－13－10､ 福
田へ○写真作品…8月31日(土)までに郵
送で、〒487－0033岩成台2－3－12､
金澤へ

問い合わせ▶ 陽台の会・福田(☎91－3147)

「みんなでさぐる春日井の魅力」
～文芸・写真コンテストと見学会～

LOVE マイ タウン プロジェクト　
かすがい「ザ・コンテスト70」
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問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

希少野生動植物種の紹介希少野生動植物種の紹介希少野生動植物種の紹介希少野生動植物種の紹介希少野生動植物種の紹介
「シデコブシ、ヒメカンアオイ、ギフチョウ」「シデコブシ、ヒメカンアオイ、ギフチョウ」「シデコブシ、ヒメカンアオイ、ギフチョウ」「シデコブシ、ヒメカンアオイ、ギフチョウ」

市が特に保護する必要があるとして指定した希少な野生動植物を紹介します。

　シデコブシは、谷あい
や沢すじの緩やかな斜面
や山裾の湧水湿地に生育
し、市内北東部にある湧
水湿地の環境を指標する
代表的な種です。早春に
美しい花を咲かせます。

国では準絶滅危惧、愛知県では
絶滅危惧Ⅱ類と評価されていま
す。
　ヒメカンアオイは、明るい樹
林の林床に生育し、ギフチョウ

の幼虫の食草として知られており、丘陵地の樹林
環境でギフチョウが生息しやすい場所の指標とな
ります。
　ギフチョウは、丘陵地の明るい雑木林で、食草
のヒメカンアオイなどや吸蜜植物が生育する場
所に生息し、雑木林の良
好性を示す指標となりま
す。春に成虫の姿を見る
ことができます。国では
絶滅危惧Ⅱ類、愛知県で
は準絶滅危惧と評価され
ています。
　

波多野茂提供

髙橋匡司提供
波多野茂提供

その4その4
（最終回）（最終回）

子育て支援施設で身体計測ができます

かすがいげんきっ子センター(勝川町8) ･ 交通児童遊園(弥生町2)
児童センター(浅山町1) ･ 市子育て支援センター(八田町2)
神屋子育て支援センター(神屋町)・子育て応援広場キッコロ(四ツ家町)
東部子育てセンター(中央台2)

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6170）

平成25年4月から、乳幼児健康相談での身体計測(自由計測)はなく
なります。それに伴い、次の子育て支援施設で身体計測(自由計測)
ができるようになります。　※乳幼児健康相談は、引き続き行いま
す(予約制)。日程は広報15日号の子育て情報などを見てください

市民美術展覧会の作品を募集
部 門▶ 日本画、洋画・版画、書、彫塑工芸、写真
応募規約▶ 各部門とも1人1点　※作品は自作で未発表(教室・

サークルなどでの発表作品を除く)のものに限る
応募資格▶ 市内在住か在勤、在学(サークル・教室などを含む)

で高校生以上の人
賞 ▶ 市長賞、市制70周年記念賞、財団理事長賞、教育

委員会賞、市議会議長賞、観光協会会長賞など
搬入日▶ 8月3日(土)午前9時～午後5時か4日(日)午前9時～正午
申し込み▶ 7月2日(火)～15日(祝)〈必着〉に、所定の用紙(文化フ

ォーラム春日井、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、各公民
館などに用意)に記入して、〒486－0844鳥居松町5
－44、かすがい市民文化財団(☎85－6868)へ

北洞榮昭
(春日井市)

ポスター チラシ

福島梨加
(名古屋市立工芸高3)

ポスターとチラシが決定しましたポスターとチラシが決定しましたポスターとチラシが決定しました



広報春日井 平成25年3月15日号 11

投票区の一部が変わります
　藤山台小学校と藤山台東小学校の統合に伴い、
平成25年4月1日以降の選挙から、藤山台投票区と
藤山台東投票区が統合し、藤山台投票区となりま
す。
投票所▶ 藤山台小学校(現：藤山台東小学校)
対象区域▶ 藤山台1～ 3、9・10丁目
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

4月から組織の一部が変わります
　まちづくり推進部の都市拠点整備課を都市政策
課に統合します。
問い合わせ▶ 総務課(☎85－6068)

4月から育成医療の窓口が変わります
　4月1日から、自立支援医療費(育成医療)の支給
の申請、変更など手続きの窓口が、春日井保健所
から市役所に変わります。
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)

暮らしいきいき資金融資あっ旋制度
条 件▶ 次の全てに該当している人○20歳以上66

歳未満かつ完済時71歳未満である○市内
に引き続き1年以上在住している○返済
可能な継続・安定した収入がある○市税
を滞納していない○金融機関や信用保証
会社の審査に合格する

あっ旋金額▶ 10万円以上50万円以内　※担保は不要。
ただし、保証会社の保証料の負担が必要
(利率に含む)。また、保証人などは保証
会社が要請する場合は必要

利 率▶ 年7.5％ (うち4.0％を市が補助)
返 済▶ 元利均等払いで6か月以上5年以内
問い合わせ▶ 市民活動推進課(☎85－6616)

屋外グラウンドのナイター利用について
照明時間▶ ○4月15日～ 5月…午後6時30分～ 8時30

分○6月～ 8月…午後7時～ 9時○9月～
10月…午後6時30分～ 8時30分

ところ▶ 中央公園グラウンド、繁田公園グラウン
ド

利用料金▶ (1回)1万6480円
申し込み▶ 利用したい月の1か月前の1日から利用日

の3日前までに、所定の用紙(スポーツ課
に用意)に記入し、料金を添えて、スポ
ーツ課(☎84－7117)へ

文化情報プラザの営業時間について
　4月2日(火)から、文化フォーラム春日井・文化
情報プラザの営業時間は、午前9時から午後7時ま
でになります。
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

出土品展｢土器のうつりかわり｣
と き▶ 3月16日(土) ～ 5月12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▶ 生活様式の変化に伴う土器の形の変化や

土器に見られる文様について紹介。土器
に触れるコーナーやワークシートなど遊
んで学べる体験コーナーも設置

関連企画｢土器の模様をうつして、しおりをつく
ろう！ ｣
と き▶ 3月23日、4月6日・20日・27日の土曜日

午前10時～ 11時30分、午後1時30分～ 3
時

定 員▶ 各20人(当日先着順)
費 用▶ 参加料1人100円
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

ジョギング大会
と き▶ 3月24日(日)午前8時30分から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町)
種 目▶ 2㎞、4㎞、8㎞
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
費 用▶ 参加料300円(小中学生100円)
申し込み▶ 当日午前8時30分から、会場で
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・岡本(☎080－2618－

8455)

王子杯ソフトテニス大会
と き▶ 4月7日(日)午前9時から〈予備日4月14日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の団体戦(3組で1チーム6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟に登録して

いる人(当日登録可)
費 用▶ 参加料(1チーム)高校生以上3000円、中学

生1800円
申し込み▶ 3月24日(日)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、代表者の住所・電話番号、
参加者全員の氏名を書いて、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－
9417)
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連盟会長杯硬式テニス大会
と き▶ 4月21日(日)午前9時から〈予備日4月28日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子、壮年男子(45歳以上)の

各ダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で平成25年度連盟

登録をした人(当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 4月6日(土)〈必着〉までに、往復はがきに

大会名、種目、2人の住所・氏名・年齢
・電話番号・勤務先か学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

4月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①10日(水)②17日(水)・南部ふれあ

いセンター、③15日(月)・グリーンパレ
ス春日井、③18日(木)・坂下公民館、③
22日(月)・鷹来子どもの家、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)

4月の紙芝居とお話しを聞く会
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)

12(金)・26(金)10：30～

図書館
3(水)・13(土)11：00～、6(土)・
20(土)・27(土)15：00～、10(水)
・17(水)・24(水)15：30～

図書館(語り聞かせの会) 13(土)15：00～

東部市民センター 5(金)・12(金)・19(金)・26(金)
15：30～、27(土)14：30～

東部市民センター(赤ちゃ
んのためのおはなし会) 5(金)10：30～

味美ふれあいセンター 13(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 13(土)14：00～
南部ふれあいセンター 17(水)16：15～
西部ふれあいセンター 13(土)11：00～
知多公民館 3(水)15：30～
鷹来公民館 13(土)13：30～
坂下公民館 6(土)14：00～
中央公民館 13(土)11：00～
グリーンパレス春日井 20(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

オセロ大会
と き▶ 4月20日(土)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▶4月4日(木)午前9時から、かす

がいげんきっ子センター (☎35－3501)へ

市制 70 周年記念事業
茂木大輔の生で聴く
“のだめカンタービレ”“のだめカンタービレ”の音楽会音楽会
曲 目▶ 祝典序曲｢1812年｣(チャイコフスキー )、組曲

｢展覧会の絵｣(ムソルグスキー /ラベル編)、ピ
アノ協奏曲第2番(ラフマニノフ)※Aプロ、バ
イオリン協奏曲(チャイコフスキー )※Bプロ

出 演▶ 茂木大輔(指揮)、名古屋フィルハーモニー交響
楽団、内匠慧
※Aプロ、渡辺
玲子※Bプロ

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

入場料▶ いずれもＳ席5000円、
Ａ席4500円(全席指定、
未就学児入場不可)

　　　　※Ａ席は映像の見えに
くい、ステージ前方の
席となります

特別先行予約▶3月23日(土)午前10時～ 24日
(日)午前0時に、チケットぴあ特電
で受け付け(☎0570－02－9917)

一般発売▶ 3月30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、セブンチケット、ローソン
チケットで販売　※インターネッ
ト・電話予約もあり

とき▶6月2日(日)　ところ▶市民会館
○Ａプログラム(Aプロ)…午前11時30分から
○Ｂプログラム(Bプロ)…午後3時30分から

Ａプロは春日井出身の新進気鋭の
ピアニスト・内匠慧、Ｂプロは世
界的バイオリニスト・渡辺玲子が
出演

Ⓒ二ノ宮知子/講談社

“のだめカンタービレ”“のだめカンタービレ”の音楽会音楽会“のだめカンタービレ”の音楽会

ⒸYuji Hori
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ハンギングバスケット展の作品
規 格▶ ○壁掛けタイプのハンギングバスケット

で、1人で持ち運びできるもの○縦・横
が60㎝以内のもの○使用植物は10種類
以内(同じ植物でも色違いは1種類とみな
す)　※器材は市販、オリジナルとも可

部 門▶ キッズ(小学生対象)、一般、マスター　
※詳しくは市ホームページを見てくださ
い

募集点数▶ 60点　※1人2点までで、1部門のみ
賞 ▶ 市長賞、教育委員会賞、中日新聞社賞など

申し込み▶ 4月15日(月)〈必着〉までに、はがきかフ
ァクスに参加部門、出展数、住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、キッズ部門は保護
者名も書いて、〒487－0001細野町3249
－1、グリーンピア春日井(☎92－8711、
ＦＡＸ92－8695)へ

潮見坂平和公園の墓所(随時募集)
区 画▶ 一般墓所(3㎡・4㎡)、芝生墓所(5㎡)、空

き区画(返還区画4㎡・6㎡・9㎡)
対 象▶ 市内在住で現在祭祀(さいし)をする遺骨

が手元にあり、1年以内に納骨をするた
めの墓所が必要な人　※分骨・改葬など
で墓所が必要な人は、別途一般募集をす
る予定

申込書▶ 3月24日(日)から、潮見坂平和公園管理事
務所で配布

申し込み▶ 4月2日(火)から、潮見坂平和公園管理事
務所(☎84－4444)へ

県立高校の屋外体育施設を開放
開放日▶ 学校教育などで使用しない土・日曜日、

祝休日
開放時間▶ 午前9時～正午、午後1時～ 4時
開放校▶ ○春日井…ソフトテニス、テニス○春日

井西…ソフトボール○春日井南…ソフト
ボール、テニス○春日井東…ソフトボー
ル、軟式野球○高蔵寺…ソフトテニス、
テニス、ソフトボール、軟式野球、硬式
野球、サッカー、ラグビー○春日井商業
…ソフトテニス、テニス、ソフトボール、
軟式野球、硬式野球○春日井工業…ソフ
トテニス、テニス、ソフトボール、軟式
野球

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人で構成し、成
人の責任者がいる10人以上の団体　※テ
ニスについてはこの限りではない。政治
・宗教・営利活動への利用は不可

申し込み▶ 3月26日(火)午後5時15分まで(月曜日を除
く)に、所定の用紙(スポーツ課に用意)
に記入して、直接、スポーツ課(☎84－
7117)へ

抽選日▶ 4月5日(金)午後7時から、総合体育館で(6
時40分から受け付け)

条例案に対する市民意見
春日井市工場立地に関する準則を定める条例(仮
称)案
　市では、雇用と税収に資する企業を誘致し、市
内における再投資の活性化、転出防止を図ること
を目的として、｢春日井市工場立地に関する準則
を定める条例(仮称)｣の制定を進めています。市民
の皆さんの意見を募集します。
資料の配布・閲覧場所▶企業活動支援課、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、各公民館など

提出先▶ 3月25日(月) ～ 4月24日(水)〈必着〉に、直
接か郵送、ファクス、Ｅメールで、意見、
住所、氏名を書いて、〒486－8686春日
井市役所企業活動支援課(☎85－6247、
ＦＡＸ84－8731、Ｅメールkigyo@city.
kasugai.lg.jp)へ　※意見に対する個別の
回答はしません。内容については、個人
が特定されない形で原則として公表しま
す

展示パネル・みんなの掲示板
内 容▶ ①展示パネル…写真や絵画、書道②みん

なの掲示板…発表会や会員募集のお知ら
せ　※②は個人での利用はできません

パネルサイズ▶①180㎝×180㎝、1枚②最大Ａ2判
まで

期 間▶ ①最大1か月②最大2か月
対 象▶ 市内在住か在勤の人
ところ・申し込み▶直接、福祉の里レインボープ

ラザ(☎88－7007)へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
旅先ふれあい英会話教室(初級編)
と き▶ 4月27日～ 6月1日の毎週土曜日(6回)午後

1時30分～ 3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2000円
申し込み▶ 3月30日(土)〈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
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少年自然の家　☎92－8211
里山体験｢田んぼと森の学校｣～米作りや森の手
入れを中心に里山の自然を五感を使って楽しむ
月 日▶ 4月20日(土)～21日(日)、5月25日(土)～26日

(日)、7月6日(土)、10月12日(土)～13日(日)、
10月26日(土)～27日(日)、11月23日(祝)～
24日(日)、平成26年1月11日(土)～12日(日)、
2月22日(土)～23日(日)、3月8日(土)～9日
(日)〈9回〉

対象・定員▶ 新小学4 ～ 6年生で、全日程参加できる
人・40人(抽選)

費 用▶ 受講料2万5000円(9回分の宿泊費、食費、
教材費を含む)

あそびむしくらぶ～四季を通して自然と遊びの中
から親子で新しい発見を楽しむ
と き▶ 5月7日、6月4日、7月2日、9月17日、10

月8日、11月5日、12月10日、平成26年1
月21日、2月18日、3月18日の火曜日(10回)
午前10時～ 11時30分(9月17日と2月18日
は正午まで)

対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)2200円
協 力▶ 子育て支援サークル はじめの一歩
 
申し込み▶ いずれも3月30日(土)〈必着〉までに、往

復はがきに講座名、住所、参加者全員の
氏名(ふりがな)・年齢・性別、電話番号、
｢里山体験｣は新学年も書いて、〒487－
0031廻間町1102－1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

中央公民館　☎33－1111
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布草履
を編む
と き▶ 4月20日(土)・27日(土)〈2回〉①午前9時30

分～ 11時30分②午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各8人(抽

グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～植物園内観察、岩船神社、
築水池周辺の丘陵
と き▶ 4月6日(土)午前9時30分～午後4時　※雨

天時は、午前中のみ講義
講 師▶ 波多野茂 
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 帽子、弁当
草木染教室～古(いにしえ)の色を染める
と き▶ 4月6日(土)午後1時～ 3時30分
講 師▶ 矢野美代子
定 員▶ 15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ エプロン、ビニール袋(30㎝×3枚)、ゴム手袋
園芸教室～夏果菜の栽培について
と き▶ 4月13日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森田隆史
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
園芸教室～庭木の病害虫対策教室
と き▶ 4月14日(日)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 緑の相談員
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
中級フラワーアレンジメント教室～母の日用ヨー
ロッパ風ブーケを作ろう
と き▶ 4月17日(水)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 松本洋一郎
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費4000円
持ち物▶ はさみ、巻き尺、ナイフ
園芸教室～ミニ盆栽の育て方
と き▶ 4月20日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 松井一尚
定 員▶ 15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 盆栽用枝切りばさみ、ピンセット、持ち

帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢みろくの森自然観察会｣｢草木染教室｣

｢夏果菜の栽培について｣｢庭木の病害虫
対策教室｣は3月19日(火)から、それ以外
は3月21日(木)から、電話で

選)
費 用▶ 受講料500円、教材費200円
持ち物▶ 約5㎝×130㎝の布30枚、裁縫用具、はさ

み
申し込み▶ 3月28日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名(①②の別も)、住所、氏
名(ふりがな)、電話番号を書いて、〒486
－0913柏原町1－97－1へ
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ハーモニー春日井　☎88－0677
初心者のためのサックス入門講座
と き▶ 4月10日～ 6月26日の第2・4水曜日(6回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 藤原愛子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ アルトサックス(約2万5000円で貸し出し

可)
初心者のための津軽三味線入門講座
と き▶ 4月21日～ 6月16日の日曜日(5月5日、6月

9日を除く7回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 吉田定藏
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上の人

・15人(抽選)
費 用▶ 受講料1750円
持ち物▶ 津軽三味線(5000円で貸し出し可)
 
申し込み▶ いずれも3月28日(木)〈消印有効〉までに、

往復はがきに講座名、住所、氏名(ふり
がな)、年齢(学年)、電話番号、貸し出し
希望の人は｢貸出希望｣と書いて、〒480
－0302西尾町392へ

公園緑地課　☎85－6281
山菊づくり(文人)講習会
と き▶ 4月18日、5月16日、6月13日、7月18日、

8月15日、9月5日・19日の木曜日(7回)午
前9時30分～正午

ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 石井口丸男
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 苗を持ち帰る袋など
申し込み▶ 3月18日(月)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
楽しいマジック～あなたも不思議な世界にチャレ
ンジしてみませんか！
と き▶ 4月24日～ 6月5日の隔週水曜日(4回)午後

1時30分～ 3時
講 師▶ 浅井英雄
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費800円
持ち物▶ のり、はさみ
申し込み▶ 4月5日(金)〈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、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
季節の変わり目におこるうつ予防
と き▶ 3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▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ
心のおしゃれ～楽しい人生にしてみませんか
と き▶ 3月22日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 看護師・山川京子
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

介護保険課　☎85－6187
認知症予防グループ活動～認知症に強い脳を作る
料理のすすめ
と き▶ 4月24日～ 8月7日の毎週水曜日(16回)午

前10時～ 11時30分
ところ▶ ささえ愛センター
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・20人(先着順)

費 用▶ 教材費1000円、別途材料費など
申し込み▶ 3月18日(月) ～ 4月10日(水)に、電話で

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▶ 4月22日(月)午後1時～ 4時
ところ▶ 消防署
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・15人(先着順)
申し込み▶ 3月18日(月)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
春の装い｢クロシェの小花
コサージュとチョーカー ｣
(託児付き)
と き▶ 4月17日(水)・24日

(水)〈2回〉午後2時
～ 3時30分

講 師▶ 坂本ルイザ益美
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500円、教材費800円(レース針代

含む)　※レース針(2番～ 6番のいずれか)
を持っている人は申し出てください

申し込み▶ 3月21日(木)から、電話で
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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。

市体育協会加盟団体の講座
中国武術孫式太極拳(国際規定)
と き▶ 4月の毎週土曜日(4回)午前9時～ 10時
ところ▶ 南部ふれあいセンター
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2000円(教材費を含む)
持ち物▶ 上靴
問い合わせ▶ 市武術太極拳協会・浅見(☎090－1788－

6600)
子ども相撲教室
と き▶ 4月7日～ 10月27日の日曜日(24回)午後2

時～ 4時
ところ▶ 総合体育館相撲場
対 象▶ 小中学生
問い合わせ▶ 市相撲連盟・加藤(☎080－2622－9359)
シニアサッカー教室
と き▶ 4月10日～ 6月26日の第2・4水曜日(6回)

午後7時～ 9時
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で40歳以上の人(小

学生は同行可)　※小学生の子どもと一
緒に参加する人は30歳代でも可

費 用▶ 受講料大人2000円、小学生800円
持ち物▶ すねあて、ボール(5号)　※ある人のみ。

ボールは貸し出し可
問い合わせ▶ 市サッカー連盟・小原(☎090－1982－8482)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 4月13日(土)午前9時～午後4時
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で新小学4年生以

上の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、テニ

スシューズ、弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
 
申し込み▶ ｢中国武術孫式太極拳｣は3月26日(火)〈必

着〉までにはがきに、｢硬式テニス初心者
教室｣は4月6日(土)〈必着〉までに、往復
はがきに教室名、住所、氏名、年齢、電
話番号、｢硬式テニス初心者教室｣は経験
年数も、｢シニアサッカー教室｣は3月31
日(日)〈必着〉までに、往復はがきに教室
名、参加者全員の氏名・年齢・メールア
ドレス・経験年数、代表者の住所・電話
番号を書いて、〒486－0804鷹来町4196
－3、総合体育館へ、｢子ども相撲教室｣
は当日会場で随時受け付け

児童センター　☎87－6866
卓球教室
と き▶ 4月13日～ 5月11日の毎週土曜日(5回)午

前10時～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 野々山容充
対象・定員▶ 市内在住の新小学1～中学3年生・30人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ ラケット、上靴
申し込み▶ 4月3日(水)〈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)、
学校名、新学年、保護者名、電話番号を
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

固定資産税の縦覧・閲覧のお知らせ
縦覧
と き▶ 4月1日(月) ～ 30日(火)〈土・日曜日、祝

休日を除く〉午前8時30分～午後5時
内 容▶ 市内に土地・家屋を所有している納税者

が自己の資産との比較ができるように、
｢土地・家屋価格等縦覧帳簿｣を縦覧でき
る　※土地所有者は土地、家屋所有者は
家屋のみ

対 象▶ 固定資産税の納税者と同居の親族、納税
管理人など(代理人の場合は納税者の委
任状が必要)

閲覧
と き▶ 4月1日(月) ～ 30日(火)〈土・日曜日、祝

休日を除く〉午前8時30分～午後5時
内 容▶ 固定資産税の基礎となる土地・家屋・償

却資産の価格などが登録されている｢固
定資産課税台帳｣(名寄帳)を納税義務者
に限り無料(証明書は有料)で交付

対 象▶ 固定資産税の納税義務者と同居の親族、
納税管理人など(代理人の場合は納税義
務者の委任状が必要)　※借地人・借家
人(契約書の原本が必要)については有料

ところ・問い合わせ▶資産税課(☎85－6101)

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 4月1日(月)午前10時～午後4時
ところ▶ 市役所303会議室
内 容▶ 土地価格、地代、家賃、借地権、相続時

の土地の分割、不動産の有効利用など
問い合わせ▶ 公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

(☎052－241－6636)
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フリーマーケット出店者募集
と き▶ 4月28日(日) ～ 29日(祝)午前10時～午後4

時(雨天中止)
ところ▶ 勝川駅南口ビル・勝南プラザ前
内 容▶ ｢えきサイト勝南2013｣でのフリーマーケ

ット(家庭の不用品、手作り品など)
 ※営利目的の物は販売不可
ブース料▶ 1日につき1ブース(250㎝×150㎝)1000円
ブース数▶ 25ブース(先着順)
申し込み▶ 3月21日(木)午前9時から、勝川開発㈱〈☎

34－6800〉へ

4月～6月の県春日井保健所
とき 電話番号

食事療法相談(複数の疾
患を持つ人)〈予約制〉

4/9(火)・5/14(火)
・6/11(火)13：30～
15：00

31－2133

歯科相談(予約制)
4/18(木)・5/16(木)
・6/20(木)9：30～
11：00

メンタルヘルス相談(自
殺、ひきこもり、うつな
ど心の健康問題や心の病
気などに関する相談)

月～金曜日(祝休日を
除く)9：00～12：00、
13：00～ 16：30

31－0750自死遺族相談(残された人
が人に話せず抱えている
思いを伺います。匿名可)

月～金曜日(祝休日を
除く)9：00～12：00、
13：00～16：30

ひきこもりを考える親の
つどい(予約制)

4/9(火)・5/14(火)
・6/11(火)14：00～
15：30

血液検査(エイズ、肝炎
検査など)

毎週火曜日
9：30～ 11：00

31－2189
骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日10：00～ 15：00

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ 4月28日(日)、5月22日(水)、6月23日(日)

午後1時～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 参加者がゆっくり時間を過ごしながら、

互いの悩みを聞き、一緒に考える　※保
健所か市役所の相談員、地域の精神保健
福祉士も参加　

対 象▶ 身内に心の病の人を抱えている家族
費 用▶ ｢むつみ会｣会員以外の人は参加料200円
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)
主 催▶ 春日井地域精神障害者家族会｢むつみ会｣

うつ病家族懇談会
と き▶ 4月4日(木)午後1時30分～ 3時　　
内 容▶ うつ病についての正しい知識や情報を得

て、より良い対応を考え、家族同士が交
流し、支え合う機会を作る

対象・定員▶ ｢うつ病｣の人を抱えている家族・10人(先
着順)

ところ・申し込み▶県春日井保健所健康支援課(☎
31－0750)へ

さわやかウォーキング
と き▶ 4月6日(土)午前8時30分～ 11時受け付け
受付場所▶ ＪＲ神領駅
コース▶ ＪＲ神領駅→中部大学→尻冷し地蔵→退

休寺→サボテンフェア(落合公園)→ふれ
あい緑道→三ツ又ふれあい公園→正栄寺
→春日井駅 約12.3㎞

問い合わせ▶ ＪＲ東海テレフォンセンター (☎050－
3772－3910)

4月～6月の献血
とき ところ

4/13(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ第5駐車場
(ジャン

ボエンチョー前駐車場)
4/20(土)10：00～ 16：00 イオン春日井店
5/12(日)10：00～ 15：00 落合公園
6/1(土)10：00～ 16：00 バロー高蔵寺店
6/3(月)9：30～ 15：30 市役所
6/8(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店

対 象▶ 16 ～ 69歳の人　※65歳以上の人は健康
を考慮し、60 ～ 64歳の間に献血経験が
ある人に限定

問い合わせ▶ 日本赤十字社愛知県赤十字血液センター
(☎0561－84－1131)

国の教育ローン(日本政策金融公庫)
　入学時や在学中に必要となる資金を融資する公
的な制度です。
対 象▶ 高校・短大・大学・専修学校などに入学

・在学する人の保護者(所得制限あり)
融資額▶ 生徒・学生1人当たり300万円以内
返済期間▶ 15年以内
利 率▶ 年2.45％ (平成25年1月17日現在)
保 証▶ (財)教育資金融資保証基金の保証(連帯保

証人による保証も可)
問い合わせ▶ 教育ローンコールセンター (☎0570－

008656)、ＰＨＳ・公衆電話などからは(☎
03－5321－8656)〈平日午前9時～午後9
時、土曜日午前9時～午後5時〉

お年寄り
孫のお手本
いい横断
交通安全スローガン
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ところ と　き 展示名 出品者

グリーンピア春日井（☎92－8711）
3/15（金）～20（祝） 現代押し花アート展 千種の会
3/22（金）～24（日） シュンラン展 春日井古典園芸同好会
3/29（金）～31（日） カンアオイ展 東海葵会

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）3/15（金）～23（土） コミュニティ活動写真展 高座地区コミュニティ推進協議会
南部ふれあいセンター（☎85－7878）3/15（金）～27（水） 虹の会作品展 水彩画 虹の会

市役所市民サロン （☎85－6073）
3/16（土）～17（日） 沙羅の会いけ花展 沙羅の会
3/19（火）～24（日） きり絵作品展 きり絵友遊会
3/26（火）～30（土） 水彩画同好会の作品展 中央水彩会

東部市民センター （☎92－8511）
3/16（土）～17（日） かすが台こども絵画工作教室

てんらん会
かすが台こども絵画工作
教室

3/26（火）～30（土） 秀彩会作品展 秀彩会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）
3/16（土）～28（木） くれなゐ(紅) 林野虹月
3/30（土）～4/11（木) LIFE AND ARTS絵画展 社会福祉法人 恵泉会

文化フォーラム春日井（☎85－6868）
3/19（火）～24（日） 写研・春日井 写真展 写研・春日井
3/26（火）～31（日） パレットハウス創寛会総合展 創寛会

知多公民館 （☎32－8988）3/20（祝）～30（土） 林陽子版画遺作展 林典之
鷹来公民館 （☎84－7071）3/20（祝）～31（日） 四国八十八ヶ所仏画彫刻展 小川幸夫
レディヤンかすがい（☎85－4188）3/20（祝）～31（日） 伊勢型紙作品展 春日井伊勢型紙同好会
中央公民館 （☎33－1111）3/21（木）～4/21（日）古布の細工物展 古布の会

落合公園管理棟 （☎56－0414）
3/29（金）～31（日） おもと展 日本おもと協会 春日井支部
3/30（土）～4/14（日）花の写真展 安藤年孝

※展示時間は各施設に問い合わせてください

こどもサイエンス王国
とき▶3月24日(日)午前9時30分～午後5時(受け
付けは4時まで)　ところ▶中部大学(松本町)　
内容▶小中学生対象の触って遊べる展示と工作
教室　問い合わせ▶中部大学科学物理実験会
(ホームページ　http://www.isc.chubu.ac.jp/spe/)

春日井西高校吹奏楽部定期演奏会
とき▶3月27日(水)午後6時～8時(5時30分開場)
ところ▶小牧市市民会館(小牧市小牧)　内容▶
シンフォニック・ステージ、ドリルステージ、
ポップス・ステージ　定員▶1300人(当日先着順)
問い合わせ▶春日井西高校・橋本(☎32－9631)

春日丘高校吹奏楽部定期演奏会
とき▶3月29日(金)午後5時30分～8時(5時開場)
ところ▶アートピアホール(名古屋市中区)　内
容▶シンフォニック・ステージ、マーチング
ショー、ポップス・ステージ　定員▶500人(先
着順)　入場料▶500円(前売り400円)　入場券▶
いわま楽器、ヤマハプレイガイド、ファミリー
マートで販売中　問い合わせ▶春日丘高校・安
田(☎51－1131)

自然農法セミナー「夏野菜の植付けと育て方」
とき▶3月31日(日)、4月28日(日)〈2回〉午前10時
～正午　ところ▶ささえ愛センター　内容▶夏
野菜の特徴と管理方法を知って安全安心な野菜
作り　定員▶30人(先着順)　資料代▶各200円
申し込み▶3月15日(金)から開催日の前日まで
に、電話かファクス、 Eメールに住所、氏名、
電話番号を書いて、MOA自然農法春日井文化
事業団・早矢仕(☎・ＦＡＸ32－3868､ Eメール
voodoochile－67@snow.ocn.ne.jp)へ
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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4日(木)、18日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①3日(水)②10日(水)③17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
          
3/18(月)から、電話で

13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か月以

降)・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

①12日(金)、26日(金)②19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
持ち物▶母子健康手帳

モグモグ健康教室
          
3/21(木)から、電話で

①9日(火)②10日(水)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11月～12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、抱っこひも

カミカミ健康教室
          
3/25(月)から、電話で

①11日(木)②16日(火)10：00～11：30
①健康管理センター②保健センター

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6月～7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
             

①4日(木)②11日(木)③18日(木)
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 ①11日(木)②18日(木)③25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( )4月

地域経済地域経済元気
です！
元気
です！ NO.70

　市内どこでもサボテンを目にするこ
とができる風景づくりを目的に、厳選
した3種類のサボテンを各1000円（税込
み）で販売しています。ぜひ、この機
会に、サボテンに親しんでみませんか。
　申し込みから2週間程度で、近くの
中日新聞販売店がお届けします。

「どこでもサボテンプロジェクト」を展開中！

実生生産日本一の実生生産日本一の
春日井サボテンで春日井サボテンで

申し込み▶春日井商工会議所（☎81－4141）へ

健康健康
（ウチワサボテン）（ウチワサボテン）

開運開運
（ゴールデンバレル）（ゴールデンバレル）

癒し癒し
（寄せ植え）（寄せ植え）
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