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春の特別展「赤羽雲庭展」、狂犬病予防注射 集合注射会場
の案内、防犯・防災に新たな補助金、かすがい熟年大学

春日井の魅力写真コンクール入賞作品春日井の魅力写真コンクール入賞作品
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おいでよ交通児童遊園＆D51蒸気機関車設置40周年記念

内　容▶○ＤＡＩＫＩによるマジックショー○模
型電車の展示・運行○子どもスタッフに
よる遊びコーナー○“イモムシゆめちゃ
ん”の引き車○Ｄ51蒸気機関車設置40周
年記念行事式典○元機関士のトーク＆ク
イズ○汽笛を聴く会○Ｄ51の写真展示

協　力▶春日井市D51792蒸気機関車保存会

レクリエーションスポーツ祭

楽しいレクリエーションスポーツが大集合。「レクスポチャレンジ」ではレクリエーションスポー
ツの得点ゲームに挑戦、「レクスポ体験」では正式なレクリエーションスポーツや昔の遊びを体験
でき、「対戦しようレクスポゲーム」では勝敗を競って遊べます。

レクスポチャレンジ
時　間▶午前9時20分～午後1時30分(受け付け

は0時30分まで)
種　目▶○屋内…カローリングはじめ11種目

○屋外…ディスクゴルフはじめ4種目
(屋外は雨天中止)

レクリエーションで遊ぼう（集団ゲーム）
時　間▶午前9時20分～午後1時30分(受け付け

は0時30分まで)

レクスポ体験
時　間▶午前10時～正午、午後0時30分～2時30分
種　目▶スポーツチャンバラ(整理券配布)、スポ

ーツ吹矢(小学生以上)、昔の遊び体験、
スナッグゴルフ(雨天中止)

時　間▶午後2時～3時30分(受け付けは3時まで)
種　目▶ドッヂビー、ショートテニス、ミニテ

ニス
対戦しようレクスポゲーム
時　間▶午後2時～3時30分(受

け付けは3時まで)
種　目▶カローリング、ラダ

ーゲッター、ボッチ
ャ、ディスコン

市制70周年記念事業市制70周年記念事業
みんなで参加しよう！みんなで参加しよう！

市制70周年記念事業市制70周年記念事業
みんなで参加しよう！みんなで参加しよう！

みんなであそぼう

5月5日(祝)午前10時～午後3時　交通児童遊園（☎81-1301）5月5日(祝)午前10時～午後3時　交通児童遊園（☎81-1301）5月5日(祝)午前10時～午後3時　交通児童遊園（☎81-1301）5月5日(祝)午前10時～午後3時　交通児童遊園（☎81-1301）

5月19日(日)午前9時～午後3時30分　総合体育館（☎84-7101）5月19日(日)午前9時～午後3時30分　総合体育館（☎84-7101）5月19日(日)午前9時～午後3時30分　総合体育館（☎84-7101）5月19日(日)午前9時～午後3時30分　総合体育館（☎84-7101）

※上靴を持ってきてください

※駐車台数に限りがあります。できる限り公共交通機関を利用してください
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集　合▶グリーンピア春日井芝生広場で午前9時から受け付け　※駐車場
に限りがあるので、公共交通機関か乗り合わせで来てください

コース▶築水の森・みろくの森散策路①健脚コース6.2㎞②標準コース3.9
㎞　※険しい山道があるので、山歩きができる服装・靴で参加
してください

問い合わせ▶公園緑地課(☎85－6281)　※当日の開催案内は、午前7時30分以
降☎0180－99－5111(一部携帯電話、PHSなどからは利用不可)

問い合わせ▶食育推進給食会(☎32－9400)

緑と花のフェスティバル
東部丘陵の豊かな自然の中、「緑と花」がテーマのフェスティバル

第1会場…グリーンピア春日井（☎92-8711）第1会場…グリーンピア春日井（☎92-8711）第1会場…グリーンピア春日井（☎92-8711）（☎92-8711）

第2会場…少年自然の家（☎92-8211）第2会場…少年自然の家（☎92-8211）第2会場…少年自然の家（☎92-8211）（☎92-8211）

4月29日(祝)～5月12日(日)
午前10時～午後4時

天野麻里絵のガーデニング教室
と　き▶5月3日(祝)午前11時から、
　　　　午後2時から

月　日▶月　日▶5月3日(祝)～6日(休)5月3日(祝)～6日(休)
内　容▶内　容▶花苗、園芸資材・雑花苗、園芸資材・雑

貨のアウトレット、貨のアウトレット、
バザールなどバザールなど

緑と花のにぎわい市
月　日▶5月3日(祝)～6日(休)
内　容▶花苗、園芸資材・雑

貨のアウトレット、
バザールなど

道風くんの植物クイズ
と　き▶5月3日(祝)午後1時から、12日(日)午後3

時から

ウォーク大会

給食レストラン
時　間▶午前11時～午後2時
内　容▶○カレーシチューとサボテンき

しめんサラダ○シェフのサイコ
ロステーキ風丼とサボテンきし
めんスープ各120食限定230円

軽トラ市
ＪＡ・名城大学による野菜、花、卵などの販売

4月29日(祝)午前10時から(雨天中止4月29日(祝)午前10時から(雨天中止)4月29日(祝)午前10時から(雨天中止)4月29日(祝)午前10時から(雨天中止)

と　き▶5月3日(祝) ･ 5日(祝)午前11時
        30分から、午後1時30分から

ホテルプラザ勝川大鹿シェフの調理実演ホテルプラザ勝川大鹿シェフの調理実演ホテルプラザ勝川大鹿シェフの調理実演

※詳しくは市ホームページを
見てください

○グリーンピアコンサート○スタンプラリ
ー○ハンギングバスケット展○野外教育セ
ンター写生大会作品展○草木染め体験○寄
せ植え体験○地震体験○リボンレイワーク
ショップ○野点茶会○フードコート

○デジカメ575…その場で投稿、
展示○セルフガイドツアー…各
自資料を基に自然体験

他にもイベント盛りだくさん！他にもイベント盛りだくさん！

他にも…他にも…

他にもイベント盛りだくさん！

他にも…

○学校給食の歴史、調理器具の展示○食育
事業の紹介○体力チェックコーナー

○自然体験コーナー ○自然体験コーナー 午前10時～午後3時午前10時～午後3時
○自然体験ツアー ○自然体験ツアー 1日3回30分1日3回30分
○火おこし体験・タイムトライア○火おこし体験・タイムトライア
                ル                 ル 午前10時～午後3時 1人50円午前10時～午後3時 1人50円
○ネイチャークラフト ○ネイチャークラフト 午前10時～午後3時 1人100円午前10時～午後3時 1人100円

モリゾー・キッコロと自然体験
5月3日(祝)～5日(祝)
○自然体験コーナー 午前10時～午後3時
○自然体験ツアー 1日3回30分
○火おこし体験・タイムトライアル
          午前10時～午後3時 1人50円
○ネイチャークラフト 午前10時～午後3時 1人100円

学校給食を懐かしみ、楽しかった学校生活を感じてもらえる給食レストランを開店します。学校給食を懐かしみ、楽しかった学校生活を感じてもらえる給食レストランを開店します。学校給食を懐かしみ、楽しかった学校生活を感じてもらえる給食レストランを開店します。

他にも…他にも…他にも…

5月3日(祝)～6日(休)午前10時～午後4時　少年自然の家5月3日(祝)～6日(休)午前10時～午後4時　少年自然の家5月3日(祝)～6日(休)午前10時～午後4時　少年自然の家5月3日(祝)～6日(休)午前10時～午後4時　少年自然の家

食育フェスティバル～学校給食展



市では市内企業の活動を支援する３５の助成制度を用意しています。その中から、中小企業や個人事業主にも使いや
すい助成制度と、制度を活用し成長する企業を紹介します。

　その他の助成制度は、市役所や商工会議所で配布している企業支援ガイドや市のホームページ、かすがい
産業ナビ(http://www.kasugai－snavi.jp)で案内しています。気軽に問い合わせてください。

あなたの会社にも使える助成金がありますあなたの会社にも使える助成金があります

◉ 販路開拓、技術開発、人材育成に対する支援

◉ 資金調達に対する支援

利用者の声：㈱エイジレス（八幡町）
　当社は2年前に設立され、販促商品やキャラクター製品の企画製造および販
売を手掛けています。設立直後の資金が乏しい時期に取引拡大のため創業資金
融資を受け、創業支援利子補給事業を利用しました。
　おかげで大手の取引先も開拓でき、順調に事業を展開しています。今後はマー
ケティング支援事業なども利用して更なる事業成長を目指したいと思います。

問い合わせ▶企業活動支援課（☎85－6247）、経済振興課（☎85－6246）、春日井商工会議所（☎81－4141）

利用者の声：日本パーミル㈱（如意申町）
　当社は防水材・シーリング材の製造販売を行う化学メーカーです。このたび
新素材である酸化チタンナノチューブの工業化と新製品開発に成功し、その特
許出願費用の助成を受けました。今後はこの新製品に関する展示会出展などを
予定しており、その際にはまた市の助成を活用して新事業の成長を図ってまい
ります。

事業名 助成額とその限度額助成を受けられるとき

国内特許権、PCT出願、国内実用新案権の出
願および出願審査請求手続きを行うとき

中小企業大学校、中部職業能力開発促進セン
ター、国・県などの公的機関、商工会議所また
は商工会が実施する研修などを受講するとき

国内外の展示会・見本市などへ出展するとき

受講料の50%
1回10万円まで

特許庁手数料と弁理士費用の50%
1回10万円まで、年50万円まで

小間料の50%
1回30万円まで、年50万円まで

マーケティング支援
事業(小間料)

知的財産権取得事業

研修事業

事業名 助成額とその限度額助成を受けられるとき

日本政策金融公庫または市内の金融機
関から創業資金の融資を受けるとき

小規模企業等振興資金の融資を受ける
とき

日本政策金融公庫から小規模事業者経
営改善資金（マル経）融資を受けるとき

通常資金…信用保証料の90%
小口資金…信用保証料の100%
いずれも50万円まで

支払利子額の50%　
10万円まで（第1回支払日より12月以内）

支払利子額の100%　
年10万円まで（第1回支払日より36月以内）

創業支援利子補給事業

小規模企業等振興資金融
資信用保証料助成事業

小規模事業者経営改善資
金(マル経)利子補給事業
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3/15
㊎

地域のために活躍する
「ボニター」を目指して
（市役所）

　防犯・防災のボランティア「ボニター」を目
指す人のため、ボニター養成講座が開かれま
した。参加した皆さんは、ホームセキュリティ
ー対策や災害図上訓練（DIG）などの講座を受
講し、真剣な表情で取り組んでいました。
　講座の修了後は、「ボニター」として安全な
まちづくり協議会会長である市長から委嘱を
受け、今後地域の安全リーダーとして活動し
ていきます。

3/19
㊋

経験を生かして国際貢献
（市役所）

　市内在住の近澤克一さんがJICAシニア海外
ボランティアとして南米のチリへ派遣される
こととなり、出発を前にして市長を表敬訪問さ
れました。
　国内と海外で生産技術や経営に取り組んで
きた経験を生かし、「現地の人の要望をよく聞
きながら発展に貢献したい」と抱負を語りました。

3/21
㊍

段ボール船に乗って
冒険へ出発！
（かすがいげんきっ子センター）

　市内の段ボール製造業者から強化段ボー
ルで作られた船が寄贈され、げんきっ子セン
ターに展示されました。
　カラフルで大きな船に、「海賊船だ」「滑り
台も付いているよ」と子どもたちは大喜び。
楽しい仕掛けがいっぱいの船で夢中になっ
て遊びました。

3/27㊌
～28㊍

高校剣士による熱い戦い
（総合体育館）

　第1回大会から春日井市で開催され、高校剣
士の間で｢剣道の甲子園｣と呼ばれる全国高等
学校剣道選抜大会。各都道府県の代表として
96校が出場し、天翔旗を目指して熱戦を繰り
広げました。開会式では市長と中部大学剣道
部顧問・渡邉香氏による公開演武も行われま
した。
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情報あ・ら・か・る・と

～

と　き▶前期…4月26日(金)～5月19日(日)、後期…5
月21日(火)～6月9日(日)午前9時～午後4時
30分〈月曜日(祝休日の場合は翌日)休館〉

内　容▶驥山館収蔵の作品を中心に、「暮山巍峨」
「凛厳」など赤羽雲庭の代表作を2期に分け
て展示

観覧料▶一般500円、高校・大学生300円

春の特別展「赤羽雲庭展」

ところ・問い合わせ▶道風記念館（☎82－6110）

費　用▶3300円〈狂犬病予防集合注射料金2750円(消費税含む)、
注射済票交付手数料550円〉　※新たに未登録の犬を飼
い始めた場合は、別途登録手数料3000円が必要

狂犬病予防注射 集合注射会場の案内

集合注射会場での接種集合注射会場での接種集合注射会場での接種集合注射会場での接種集合注射会場での接種

　昭和時代を代表する書家の一人。王羲昭和時代を代表する書家の一人。王羲
之・王献之の書法を深く学んで、その点之・王献之の書法を深く学んで、その点
画の妙を生かした書を書き、さらに蘇軾画の妙を生かした書を書き、さらに蘇軾
をはじめとする宋代の書に傾倒した。やをはじめとする宋代の書に傾倒した。や
がてそれらの古典かがてそれらの古典か
ら離れて全く独自のら離れて全く独自の
書風を打ち立てる。書風を打ち立てる。
高い技術に裏付けら高い技術に裏付けら
れ、気迫に満ちた書れ、気迫に満ちた書
は、今も私たちに大は、今も私たちに大
きな感銘を与え続けきな感銘を与え続け
ている。ている。

○ふんの始末のできる用意をして、
犬には首輪とリードを付け、制止
できる人が連れて来てください。
○問診の結果などにより、注射で
きないこともあります。
○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

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

犬の飼い主は、毎年1回4月1日から6月30日までに、愛犬(生後91日以上)の狂犬病予防注射接種が義務付
けられています。注射は、かかりつけや近くの動物病院か集合注射会場で受けてください。狂犬病予防
注射は、衛生面などから、かかりつけや近くの動物病院での接種を勧めます。登録や注射済票交付の手
続きができる動物病院は、3月15日号の広報春日井を見てください。

月日 時間 場所

5/13(月)
10:30～11:30  総合体育館駐車場
13:00～14:00  神屋公園(神屋町)

5/14(火)
10:30～11:30  東部市民センターホール専用駐車場
13:00～14:00  下市場公園(下市場町)

5/15(水)
10:00～11:30  白山運動広場(白山町)
13:00～14:00  牛山公園(牛山町)

5/16(木)
10:00～11:30  東部市民センターホール専用駐車場
13:00～14:00  南部ふれあいセンター

5/17(金)
10:00～11:30  総合体育館駐車場
13:00～14:00  市民球場駐車場

と　き▶5月12日(日)午後1時30分～3時
講　師▶書道文化研究家・西嶋慎一

講演会
「赤羽雲庭の世界」「赤羽雲庭の世界」「赤羽雲庭の世界」

「赤羽雲庭は二王をどう捉えたか」「赤羽雲庭は二王をどう捉えたか」「赤羽雲庭は二王をどう捉えたか」
と　き▶5月26日(日)午後1時30分～3時
講　師▶驥山館館長・川村龍洲

赤羽雲庭 (1912～1975)

暮山巍峨(驥山館蔵)

※飼い犬が死亡したときや、住所
地、飼い主などの登録内容に変更
がありましたら、環境保全課まで
連絡してください
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かすがい熟年大学
ところ▶文化フォーラム春日井など
講　師▶近隣大学教授、市民病院医師ほか
対　象▶市内在住か在勤、在学で昭和28年4月1

日以前に生まれた人
費　用▶受講料4000円　※健康科学コースは実

技講座の保険料として別途100円が必要

コース 月日 時間 定員(抽選) 演題(講師の都合により変更になる場合あり)

生活 6/19､7/3 ･ 17 ･ 31､
8/7 ･ 28､ 9/11 ･ 25､
10/9 ･ 23､11/6 ･ 20､
12/4の水曜日(13回)

10 : 00～
11 : 30 150人

○オーケストラの聴きどころ○証券市場と株式会社のしく
み○ストレスとつき合う～ストレス対処で豊かな人生を築
く○若々しく生きるために○介護社会の現状と課題○環境
家計簿にチャレンジ！　など

歴史 14:00～
15 : 3 0 150人

○日本古代史○地図から読む歴史○織田信長の天下取り○
武家の棟梁と王権○韓国歴史ドラマから学ぶ～朝鮮王朝興
亡史○異民族交流のインド史　など

文学 6/20､7/4 ･ 18､8/1･8 ･
29､ 9/12 ･ 26､10/10 ･
24､11/7 ･ 21､12/5の
木曜日(13回)

10 : 00～
11 : 3 0 100人

○栄花物語○紫式部とその文学○松尾芭蕉～その人生と俳
諧○近現代文学作品を読む○小説「春香伝」の世界～女は愛
嬌(あいきょう)か○シルクロードの民族と文学　など

健康
科学

14:00～
15 : 3 0 100人

○イチローは脳をどう鍛えたか○スポーツと食事○肥満を
科学する○高血圧について○日本人の寿命と健康○実技講
座4回　など

～

講演会講演会
「赤羽雲庭の世界」「赤羽雲庭の世界」

「赤羽雲庭は二王をどう捉えたか」「赤羽雲庭は二王をどう捉えたか」

防犯・防災に新たな補助金
対　象▶「春日井市区町内会助成金」の交付を受

けている区、町内会、自治会が設置す
る防犯カメラの費用(本体、設置工事、
調整、看板)　※維持や管理に要する費
用、地代および占用料、操作指導料、
ダミーカメラは不可

補助額▶設置費用の1/2(1000円未満の端数切り捨
て)で、交付を受けた年度以降3年度以内
で50万円を上限　※1団体につき、年度
内1回限り

防犯カメラ設置費補助防犯カメラ設置費補助 備蓄食糧の購入費などの補助備蓄食糧の購入費などの補助
対　象▶独自の防災マニュアルを作成し、これ

に基づいた防災体制などが整備され、
防災訓練を計画または実施している区、
町内会、自治会、自治消防団、自主防
災会の①備蓄食糧、保存水、毛布、簡
易トイレ、給水用ポリ容器(防災マニュ
アルに備蓄品の記載があること)の購入
費②地域防災マニュアルの印刷製本費

補助額▶費用の1/2(1000円未満の端数切り捨て)
で5万円を上限　※1団体につき、3年度
内1回限り

申し込み▶4月30日(火)〈必着〉までに、往復はがき
(1人1枚)にコース名、住所、氏名(ふり
がな)、年齢、性別、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所生涯学習課
(☎85－6447)へ　※申し込みは1人1コ
ースのみ

申し込み▶5月1日(水)から、所定の様式(市民安全課、市ホームページ、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、必要書類を添付して直接、市民安
全課(☎85－6072)へ　※申請の締め切りは、11月29日(金)まで(予算の範囲内で先着順)

開講式・合同講座は6月12日(水)、閉講式・合同講座は12月18日(水)に開催
※開講式・合同講座はこの広報の14ページに詳しく掲載しています
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青少年の居場所づくりの助成
　中高生などの青少年が参加し活動する居場所と
なる事業を、市内で継続して実施する団体に助成
をします。
助成金額▶ 1団体当たり年額10万円を限度(3年を上

限)
申し込み▶ 5月31日(金)までに、子ども政策課(☎85

－6151)へ

子育て支援サークルの助成
　地域における子育て支援を推進するため、サー
クルを運営する者以外を対象として、親子がとも
に交流する場や子育てに関する情報の提供などを
行うサークルにその活動に係る経費を助成しま
す。
助成金額▶ 1団体当たり年額10万円を限度(3回を上

限)
申し込み▶ 5月31日(金)までに、子ども政策課(☎85

－6206)へ

障がい者の居場所・交流の場づくり事業助成
　市内の障がい者が気軽に参加できる交流の場や
スポーツ・文化・レクリエーション活動の場など
を継続的に提供する団体に、運営経費を助成しま
す。
助成金額▶ 1団体当たり年額10万円を限度
申し込み▶ 5月31日(金)までに、障がい福祉課(☎85

－6186)へ

不用品の無償譲渡の情報を紹介しています
　家庭で不用になった家具や日用品、電気製品な
どを無償で提供できる人や譲り受けたい人は、エ
コメッセ春日井内の｢リサイクルプラザ情報掲示
板｣を活用してください。
対 象▶ 市内在住で、不用品の提供者は品物を3

か月間保管できる人　※品物は修理の必
要のない物に限定

取り扱わない物▶ガス・石油暖房器具、布団、靴、
本、レコード、ＣＤ、オートバイ、貴金
属類、動植物、不動産など

問い合わせ▶ エコメッセ春日井(☎88－8999)

手話通訳者の設置日を追加します
　障がい福祉課の手話通訳者の設置日は、月・水
・金曜日ですが、4月から、月曜日が休日になる
場合は、翌日の火曜日に振り替えて設置します。
時 間▶ 午前9時～正午
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)

微小粒子状物質(ＰＭ2.5)に注意してください
　大気中に浮遊する小さな粒子のうち、大きさが
2.5マイクロメートル以下の非常に小さな物質を
ＰＭ2.5といいます。
　市では、県から注意喚起の発令がされた場合、
市役所や各ふれあいセンターなどに注意喚起情報
を掲示するとともに、安全安心情報ネットワーク
に情報配信登録をした皆さんにその状況を配信し
ます。
　注意喚起情報発令中は、外出や屋外での長時間
の激しい運動をできるだけ減らす、窓の開放を減
らすなど注意しましょう。また、外出する場合は、
マスクを着用するなどの対策をとるようにしてく
ださい。特に、呼吸器系や循環器系に疾患のある
人や小さな子ども、高齢の人は、体調に応じてよ
り慎重に行動するよう心掛けてください。詳細に
ついては市ホームページを見てください。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎51－6110)

光化学スモッグに注意してください
　市では、光化学スモッグ注意報などが発令され
ると、市役所や各ふれあいセンターなどに速報板
を掲示するとともに、安全安心情報ネットワーク
でその状況を配信しています。また、県では光化
学スモッグ情報メール配信サービスで発令状況を
配信しています。
　屋外で活動する人は、情報に注意し、被害の未
然防止に努めてください。また、目がチカチカし
たり、喉に痛みを感じたりしたときは洗眼やうが
いをし、環境保全課(☎85－6217)か県春日井保健
所(☎31－2188)へ連絡してください。詳細につい
ては市ホームページを見てください。

難病患者等の障がい福祉サービスについて
　4月に施行された障害者総合支援法では、障が
い者の範囲に難病患者等が加わります。難病患者
等の対象範囲や利用できる障がい福祉サービスに
ついては問い合わせてください。
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6213)

登録は簡単！こちらから

安全安心情報・気象情報・消防情報を配信

▼QRコード

安全安心情報ネットワーク安全安心情報ネットワーク安全安心情報ネットワーク安全安心情報ネットワーク安全安心情報ネットワーク

携帯電話から
https://service.sugumail.com/kasugai/
パソコンから
https://service.sugumail.com/kasugai/member/
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高齢者肺炎球菌ワクチンの接種費用補助
　肺炎にかかりやすく重症化しやすい高齢者の感
染予防のために、肺炎球菌ワクチンの接種費用の
一部補助を行っています。
対 象▶ ○市内在住の75歳以上の人○市内在住の

60歳以上75歳未満で、心臓、腎臓、呼吸
器の機能や、ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に身体障がい者手帳1級相
当の障がいがある人

補助額▶ 1回につき3000円(生活保護受給者は7500
円)を上限

申請方法▶ 指定医療機関で接種する場合は、印鑑、
身分証、身体障がい者手帳(60 ～ 74歳の
人)を持って、各指定医療機関へ、指定
医療機関以外で接種した場合は、接種し
た年度の翌年度の4月30日までに、領収
書、印鑑、身分証、身体障がい者手帳(60
～ 74歳の人)を持って、健康増進課(☎85
－6168)へ

夜コン｢春日井ＧＯＴＥＮ(ガッテン)春日井でんガナ」
　昼コン＆夜コン150回記念の特別編として30分
拡大した豪華版を開催
と き▶ 4月19日(金)午後7時～ 8時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ ＧＯＮＮＡ〈浅岡栄子(マリンバ)、木村勇

介、小林辰哉、佐藤翔太(和太鼓など)〉
曲 目▶ ｢Ｆunny bee｣｢みんなの歌～唱歌メドレー

～｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

ジョギング大会
と き▶ 4月21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)

ハンギングバスケット展
と き▶ 4月28日(日) ～ 5月12日(日)午前9時～午後

6時(最終日は2時まで)　
内 容▶ 応募作品をマスター部門、一般部門、キ

ッズ部門ごとに展示
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▶ 4月28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)

こどもの読書週間
ブラックパネルシアターとお話し会
と き▶ 4月28日(日)午前11時～正午
図書館探検
と き▶ 4月28日(日)午後2時～2時30分、5月4日

(祝)午前11時～11時30分、5月11日(土)午
後2時～2時30分

定 員▶ 各10人(先着順、親子での参加も可)　※3
階お話の部屋前に集合

録音・点字図書作成、対面読書体験
と き▶ 4月29日(祝)午前11時～午後3時
小学生のためのブックトーク
と き▶ 5月4日(祝)午後1時～ 2時
新美南吉の読書会
と き▶ 5月4日(祝)午後2時～ 3時
大型絵本の読み聞かせ
と き▶ 5月5日(祝)午前11時～ 11時30分赤ちゃん

向け、午後1時30分～ 2時幼児向け、午
後3時～ 3時30分小学生向け

クイズに挑戦
と き▶ 5月6日(休)午前11時～午後0時30分、午後

1時30分～ 3時
腹話術と楽しい手品
と き▶ 5月12日(日)午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)
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松竹大歌舞伎
と き▶ 7月15日(祝)①正午か

ら②午後5時から(公
演時間3時間20分)

ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市川亀治郎改め四代

目市川猿之助襲名披
露公演

出 演▶ 市川猿之助、中村梅
玉、市川右近、市川
門之助ほか

演 目▶ ｢毛抜｣｢襲名披露口上｣｢義経千本桜・川
連法眼館の場｣　※夜の部は、｢毛抜｣と
｢義経千本桜｣の順番が入替

入場料▶ Ｓ席7500円、Ａ席6500円、Ｂ席5500円、
Ｃ席3500円(全席指定、乳幼児可、3歳以
上有料)

電話先行予約▶4月20日(土)午前10時～午後5時チ
ケットぴあ(☎052－320－9955)または、
午前10時～午後11時59分(☎0570－02－
9917)

入場券▶ 4月27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

 ※電話予約、インターネット予約もあり
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

市民体操大会
と き▶ 5月11日(土)午前10時～午後3時30分
器械体操種目▶○小学生男女…連盟作成の規定演

技○中学生男女…自由演技
新体操女子種目▶○小学生発表会○小学4年生以

上競技会…リボン○中学生個人…リボン
・ロープ○中学生団体…フープ5

※演技申告書を当日6部提出。旧ルールで行う
対 象▶ 市内在住か在学の小中学生
費 用▶ 参加料(1人)200円
ところ・申し込み▶4月23日(火)〈必着〉までに、

所定の用紙(総合体育館に用意)に記入し
て、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市体操連盟・伊藤(☎84－6921)

5月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①15日(水)②22日(水)・南部ふれ

あいセンター、③16日(木)・坂下公民館、
③17日(金)・東野公民館、③20日(月)・グ
リーンパレス春日井、③21日(火)・高森
台団地第一集会所、③27日(月)・鷹来子
どもの家、午前10時～ 11時30分　※東
野公民館と高森台団地第一集会所は駐車
場がありません

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)

温水プール無料開放
と き▶ 5月1日(水)午後1時～ 8時30分　※当日は

入場制限をする場合あり
ところ▶ サンフロッグ春日井
持ち物▶ 水泳帽、100円硬貨(ロッカー代、使用後

に返却)
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6242)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 5月5日(祝)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)

5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) 10

(金)・24(金)10：30～

図書館
1(水)・11(土)11：00～、18(土)・
25(土)15：00～、8(水)・15(水)・
22(水)15：30～

図書館(語り聞かせの会) 11(土)15：00～

東部市民センター 3(祝)・10(金)・17(金)・24(金)
15：30～、25(土)14：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 3(祝)10：30～

味美ふれあいセンター 11(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 11(土)14：00～
南部ふれあいセンター 15(水)16：15～
西部ふれあいセンター 11(土)11：00～
知多公民館 1(水)15：30～
鷹来公民館 11(土)13：30～
中央公民館 11(土)11：00～
グリーンパレス春日井 18(土)14：00～

※坂下公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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地域福祉計画推進協議会の委員
任 期▶ 委嘱の日から2年
内 容▶ 地域福祉施策の円滑な推進を図るため、

年1回程度開催される協議会で意見を述
べる

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市
の附属機関などの委員になっていない人
・3人

申し込み▶ 5月15日(水)〈必着〉までに、所定の用紙
(高齢福祉課、市ホームページ、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などに用意)
に記入して、直接か郵送、ファクス、Ｅ
メールで、〒486－8686春日井市役所高
齢福祉課(☎85－6184、ＦＡＸ84－5764、
Ｅメールkorei@city.kasugai.lg.jp)へ

　　　　※書類と面接により審査・選考。選考結
果は後日、文書で通知

投票事務臨時職員の新規登録者
と き▶ 投票日の前日2時間程度と投票日の午前

6時30分～午後8時30分　※今夏には、
参議院議員通常選挙が予定されていま
す

ところ▶ 市内各投票所
内 容▶ 受け付け事務など
賃 金▶ 選挙1回につき1万2900円
対 象▶ 20歳以上65歳未満の人　※以前に登録を

した人は、再登録不要
申し込み▶ 5月10日(金)までに、市販の履歴書に記入

して、直接、市選挙管理委員会(☎85－
6071)へ

市民納涼まつり納涼夜店
と き▶ 7月20日(土)午後6時～ 8時30分(予定)
ところ▶ 落合公園
費 用▶ 出店料など1小間4万円(コンセント1つに

つき別途2000円)
小間数▶ 40小間程度(抽選)
申し込み▶ 5月10日(金)までに、申込用紙(市民活動

推進課、市ホームページに用意)に記入
して、市民活動推進課内、納涼まつり実
行委員会事務局(☎85－6622)へ　※出店
条件などは市ホームページを見てくださ
い

平成25年7月1日採用の市職員(正規)
職 種▶ ①社会福祉士②精神保健福祉士③歯科衛

生士
採用人数▶ ①2人②③1人
受験資格▶ 昭和57年4月2日以降に生まれた人で、①

～③の受験する職種の資格を有している
人

試 験▶ ○第1次…教養試験・性格検査(5月中旬
ごろ)○第2次…面接試験(5月下旬ごろ)

申込期間▶ 4月15日(月) ～ 30日(火)
問い合わせ▶ 人事課(☎85－6021)
※詳しくは市ホームページを見てください

市民納涼まつり協賛
　7月20日(土)に落合公園で行われる納涼まつりの
協賛をお願いします。
個人
協賛名 内容 金額 締め切り

個人協賛シート
(先着500人)

花火を間近で見る
ことができる観覧
席の入場券を1枚
進呈

2000円 6月28日(金)

花火玉願い事
メッセージ
(先着30人)

花火玉にメッセー
ジを貼り付け、打
ち上げる。後日メ
ッセージを貼り付
けた花火玉のレプ
リカを進呈。さら
に、個人協賛シー
トの入場券を2枚
進呈

1万円 6月21日(金)

一言メッセージ
(先着10人)

パンフレットと市
ホームページに名
前・メッセージを掲
載(名前・メッセー
ジともに20文字以
内)。さらに、個人
協賛シートの入場
券を2枚進呈

1万円 6月7日(金)

協 賛 箱
市内公共施設に設
置し、協賛を募る

－ 7月20日(土)

企業
内 容▶ 企業協賛の募集内容の詳細は、市ホーム

ページを見てください

申し込み▶ 申込用紙(市民活動推進
課、市ホームページに
用意)に記入して、市民
活動推進課内、納涼ま
つり実行委員会事務局
(☎85－6622)へ
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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。

西部ふれあいセンター  ☎33－0808
つくってみよう！緑のカーテン～ゴーヤを使い屋
外実習を交えて、ネット張りや苗植え、追肥の方
法などを学ぶ
と き▶ 5月16日(木)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 緑の相談員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
持ち物▶ 軍手、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 4月26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、電話番号を書いて、〒486－0904
宮町3－8－2へ

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
緑のカーテン講座～設置から育成方法まで
と き▶ 5月10日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 緑の相談員
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
持ち物▶ 軍手、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 4月24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

鷹来公民館　☎84－7071
緑のカーテン育成講座～設置から育成方法まで
と き▶ 5月14日(火)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 緑の相談員
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
持ち物▶ 軍手、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 4月28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、〒486－0809
町屋町3610－1へ

東部市民センター　☎92－8511
外国人のための日本語講座①入門クラス②初級ク
ラス
と き▶ ①5月12日～平成26年3月9日の日曜日②5

月19日～平成26年3月16日の日曜日(各20
回)午前10時～正午

講 師▶ ①野々山美津子②三浦智佐美
対象・定員▶ 市内在住か在勤で15歳以上の人・各20人

(先着順)
費 用▶ 教材費(テキストを購入する人のみ)①

4210円②4281円
基礎から学べる大正琴～ ｢ふるさと｣｢春の小川｣
などを弾く
と き▶ 5月13日～ 6月3日の毎週月曜日(4回)午後

1時30分～ 3時
講 師▶ 新芝えつ子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ 大正琴(貸し出し可)
 
申し込み▶ ｢外国人のための日本語講座｣は講座初日

の午前10時に直接、会場へ(以後随時受
け付け)、｢基礎から学べる大正琴｣は5月
1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)、電
話番号、貸し出し希望の有無を書いて、
〒487－0011中央台2－2－1へ

知多公民館　☎32－8988
親子パン作り教室～コアラ、クマ、ウサギなどの
動物パンを作る
と き▶ 5月12日(日)午前10時～正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・10組(抽

選)
費 用▶ 材料費(1人)500円
持ち物▶ エプロン、三角巾、布巾2枚、20㎝四方

の持ち帰り用の箱
発酵食品を生かした家庭料理～発酵食品をより多
く食事に取り入れる
と き▶ 5月15日・29日、6月5日・19日の水曜日(4

回)午前10時～正午
講 師▶ 大石陽子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・27人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料費3000円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、手拭きタオル、三

角巾
 
申し込み▶ いずれも4月30日(火)〈必着〉までに、往

復はがき(1組1枚)に講座名、住所、参加
者全員の氏名・年齢、電話番号を書いて、
〒486－0947知多町4－64－1へ

任期付職員(弁護士)
採用時期▶ 7月1日(月)
採用人数▶ 2人
受験資格▶ 弁護士資格を有し司法修習を終えている

人
試 験▶ ○第1次…書類審査○第2次…面接試験(5

月中旬ごろ)
申込期間▶ 4月15日(月) ～ 30日(火)
問い合わせ▶ 人事課(☎85－6021)
※詳しくは市ホームページを見てください
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エコメッセ春日井　☎88－5006
バッグ作り教室～不用な衣類でバッグを作る
と き▶ 5月11日(土)・18日(土)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 岩田正子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 不用となった衣類2～ 3点、裁縫道具
押し絵教室～ ｢だるまと童とにらめっこ｣を作る
と き▶ 5月17日(金)・24日(金)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 中野綾子
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1200円
持ち物▶ 手芸用接着剤、目打ち、洗濯挟み(小)5個

・(大)2個、手拭きタオル
 
申し込み▶ いずれも4月19日(金)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
緑のカーテン講座～設置から育成方法まで
と き▶ 5月8日(水)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 緑の相談員
対象・定員▶ 市内在住の人・48人(抽選)
持ち物▶ 軍手、持ち帰り用の袋
春！桜シフォンケーキ＆京都の美味しいほうじ茶で
と き▶ 5月17日(金)午前10時～正午
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、ハンドミキサー (あ

る人のみ)、持ち帰りの袋
 
申し込み▶ ｢緑のカーテン講座｣は4月24日(水)〈必

着〉までに、｢春！桜シフォンケーキ＆京
都の美味しいほうじ茶で｣は4月30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)、年齢、電
話番号を書いて、〒480－0305坂下町4－
250－1へ

中央公民館　☎33－1111
癒やしの楽しいハワイアン フラ(託児付き)～ハ
ワイアンソングに合わせて、ハワイの美しい自然
をフラで表現する
と き▶ 5月10日～ 31日の毎週金曜日(4回)午前10

時30分～正午
講 師▶ 近藤ケハウラニ信子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ スカート(ジャージでも可)
外国人のための日本語講座～初心者と初級者のク
ラスに分かれて日本語を学ぶ
と き▶ 5月12日～平成26年3月9日の日曜日(8月・

12月は休講)〈28回〉午前10時～正午
講 師▶ 春日井国際交流会・ＫＩＦ
対 象▶ 市内在住か在勤で15歳以上の人
費 用▶ テキスト代4725円
スマイル＆美ボディレッスン～美しい姿勢・歩き
方や、ツボ押し、ストレッチ、リンパマッサージ
で、｢顔・体・心｣を自分で磨く美容法を学ぶ
と き▶ 5月14日(火)・28日(火)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 伊藤朱見
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ ヨガマットかバスタオル、大きめの手

鏡
 
申し込み▶ ｢外国人のための日本語講座｣は5月12日

(日)午前10時に直接、それ以外は4月30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、｢癒やしの楽しいハワイアン フラ｣
で託児(2歳以上の未就園児)を希望する
人は子どもの氏名(ふりがな)・年齢も書
いて、〒486－0913柏原町1－97－1へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
はじめて学ぶ韓国語教室
と き▶ 5月21日～ 7月9日の毎週火曜日(8回)午前

10時30分～正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
申し込み▶ 4月30日(火)〈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

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会｢松の管理｣～マツのみどり摘みの仕
方、剪定(せんてい)方法を学ぶ
と き▶ ①5月18日(土)、10月5日(土)②5月19日

(日)、10月6日(日)〈各2回〉午前9時30分～
11時30分

講 師▶ 山中章
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各25人(抽選)
持ち物▶ 植木ばさみ(先の細いもの)
費 用▶ 受講料各500円
申し込み▶ 4月30日(火)〈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)、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0817東野町字落合池1へ
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かすがい市民文化財団　☎85－6868
エッセイ講座～シナリオライターがスパイスのき
いた執筆の技術を教えます
と き▶ 6月6日～ 8月8日の毎週木曜日(10回)午後

7時～ 9時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 芳賀倫子
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料5000円
申し込み▶ 5月17日(金)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクス、Ｅメールに住所、氏名、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ws1@kasugai－bunka.jpへ

生涯学習課　☎85－6447
｢大相撲と日本文化｣ ～大相
撲などのスポーツ中継で活
躍した元ＮＨＫアナウンサ
ーが、日本の伝統文化につ
いて語る
と き▶ 6月12日(水)午後2時

～ 3時40分
ところ▶ 市民会館
講 師▶ 日本福祉大学生涯学習センター名誉セン

ター長・杉山邦博
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・200人(抽選)
費 用▶ 受講料250円
申し込み▶ 4月30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)、
年齢、性別、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所生涯学習課へ　※か
すがい熟年大学開講式・合同講座の一環
として開催します。かすがい熟年大学を
受講する人は申し込みは不要

期　間▶5月～平成26年3月(11回)
内　容▶毎回テーマを変えて学習する

※講座の内容などは各施設で
異なります

対象・定員▶60歳以上の人・各50人(抽選)　
※坂下公民館は48人

費　用▶受講料2000円
申し込み▶4月26日(金)〈必着〉までに、往

復はがきに住所、氏名、年齢、
性別、電話番号、学級名を書
いて、各施設へ

と こ ろ 学 級 名 と　き
中央公民館(☎33－1111)
〒486－0913柏原町1－97－1

和楽路
(わらじ)

第3金曜日
13:30 ～ 15:00

知多公民館(☎32－8988)
〒486－0947知多町4－64－1 ことぶき 第3金曜日

10:00 ～ 11:30
鷹来公民館(☎84－7071)
〒486－0809町屋町3610－1 えびす 第4木曜日

10:00 ～ 11:30
坂下公民館(☎88－5555)
〒480－0305坂下町4－250－1

源敬
(げんけい)

第2金曜日
10:00 ～ 11:30

東部市民センター (☎92－8511)
〒487－0011中央台2－2－1 はいから 第2木曜日※

13:30 ～ 15:00

高齢者学級で学びませんか

※初回のみ第3木曜日

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～ろうや柿の育て方
と き▶ 5月6日(休)午前9時30分～正午
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
みろくの森自然観察会～大谷山、弥勒山、岩ヶ根、
弥勒大谷山腹
と き▶ 5月11日(土)午前9時30分～午後4時
 ※少雨決行。雨天の場合は、午前中のみ

研修室で講義
講 師▶ 波多野茂
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 弁当、帽子、雨具(少雨時)
子ども花育教室～母の日に贈る花のプレゼント作
り
と き▶ 5月11日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 花育アドバイザー
対象・定員▶ 小学生・20人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 園芸用はさみ、エプロン、持ち帰り用の

袋
イエイエ フラダンス教室
と き▶ 5月16日～ 6月20日の毎週木曜日(6回)午

前10時～正午
講 師▶ 熊谷有里子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ フレアスカートかパウスカート
 
申し込み▶ ｢子ども花育教室｣｢イエイエ フラダンス

教室｣は4月19日(金)から、それ以外は4月
20日(土)から、電話で



広報春日井 平成25年4月15日号 15

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
病院の検査で何がわかる？～自分の体を知り健康
管理
と き▶ 4月26日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 臨床検査技師・鶴田隆一
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ

サン・アビリティーズ春日井
ボッチャ講座
と き▶ 5月8日・22日、6月12日・19日の水曜日(4

回)午後7時～ 9時
講 師▶ 上級障がい者スポーツ指導員
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
ソフトバレーボール講座
と き▶ 5月16日・30日、6月6日・20日、7月4日

の木曜日(5回)午後7時～ 9時
講 師▶ 市バレーボール連盟
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ ｢ボッチャ講座｣は5月5日(祝)までに、｢ソ

フトバレーボール講座｣は5月12日(日)ま
でに、直接か電話、ファクスで、☎84－
2611、ＦＡＸ84－3005へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 5月17日～ 7月5日の毎週金曜日(8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2400円
申し込み▶ 4月30日(火)〈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▶ 5月21日(火)午前10時～午後1時
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
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▶ 4月17日(水)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
子育て支援ボランティア養成講座～乳幼児期の特
徴や絵本の選び方・読み方、応急手当てなどを学
ぶ
と き▶ 6月5日(水)・12日(水)・20日(木)・27日(木)、

7月3日(水)・10日(水)〈6回〉午前10時～11
時30分

対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
おいしいクッキング～野菜たっぷり冷やしうどん
と人参ゼリー
と き▶ 6月9日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
費 用▶ 材料費300円
 
申し込み▶ いずれも4月30日(火)〈消印有効〉までに、

往復はがき(1人1枚、きょうだいでの申
し込みは連名可)に講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、｢おいしいクッキン
グ｣は性別、学校名、学年、保護者名も
書いて、〒486－0945勝川町8－2858－1、
☎35－3501へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
美脚★エアロビクス教室(初心者～初級) ～美脚
を目指して脚を中心としたエアロビクスやストレ
ッチを行う
と き▶ 5月22日～ 6月12日の毎週水曜日(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▶ 4月30日(火)〈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

児童センター　☎87－6866
子ども空手教室
と き▶ 5月18日(土)・25日(土)、6月2日(日)・8日(土)

・15日(土)〈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▶ 岡本康
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・50人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 5月8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、学年、保護者名、電話番号を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ
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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
硬式テニス初心者教室
と き▶ 5月11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)
市民弓道教室
と き▶ 5月11日～ 7月13日の毎週土曜日(10回)

午後6時30分～ 8時30分　※6月8日は9日
(日)に変更

ところ▶ 総合体育館
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6000円
持ち物▶ 弓具(貸し出し可)
問い合わせ▶ 市弓道協会・影山(☎31－5748)
 
申し込み▶ ｢硬式テニス初心者教室｣は5月2日(木)

〈必着〉までに、｢市民弓道教室｣は4月26
日(金)〈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、｢市民弓道教室｣は段位か級位も書
いて、〒486－0804鷹来町4196－3、総合
体育館へ

アースデー in 朝宮
と き▶ 4月27日(土)午前10時～午後3時
ところ▶ 朝宮公園
内 容▶ 環境をテーマにした祭り。ふわふわ遊具、

各種ワークショップ、大道芸、自然観察
会など

問い合わせ▶ 朝宮公園管理事務所(☎84－4991)

親子体操教室
と き▶ 4月30日(火)午後1時～ 2時
内 容▶ 子どもと一緒に全身を使ったリズム体操

やストレッチをする
講 師▶ 濱田隆儀
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1歳6か月以上の未就

園児とその保護者・20組(先着順)
費 用▶ 700円
持ち物▶ 室内用運動靴
ところ・申し込み▶4月18日(木)から、午前10時～

午後6時(水曜日、祝日を除く)に、ルネッ
クスポーツクラブ(☎34－6300)へ

総合華展
と き▶ 5月3日(祝) ～ 4日(祝)午前10時～午後4時

(4日は3時30分まで、琴席、呈茶席は両
日とも3時まで)

ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 市華道連盟協会員とその生徒によるいけ

花展　※琴の演奏、呈茶席もあり
問い合わせ▶ 市華道連盟協会・三輪(☎88－4212)

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 5月10日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター　
内 容▶ 患者交流会および家族懇談会
対象・定員▶ 神経系難病患者とその家族(パーキンソ

ン病、脊髄小脳変性症、多発性硬化症、
多系統萎縮症など)・30人(先着順)

申し込み▶ 4月17日(水) ～ 5月1日(水)に、県春日井保
健所(☎31－2133)へ

新しい手口の｢オレオレ詐欺｣に注意を
　県内では、今年に入り新しい手口の｢オレオレ
詐欺｣が発生していますので、注意してください。
手口
　息子を装った犯人から、「携帯電話や会社で必
要な小切手が入ったカバンをなくした。弁償しな
いと会社が倒産してしまう。お金を工面して欲し
い」などと電話があった後、「会社の部下がお金を
取りに行く」と言って現金の受け取り場所を指定
し、大金を手渡しさせる。
被害防止のポイント
○｢電話番号が変わった｣｢別の者が取りに行く｣は
詐欺○本当の息子かどうか、以前からの電話番号
に架け直して真実かどうか確認する○家族、警察、
金融機関などに相談する○不審な電話は、一度電
話を切って110番通報する
問い合わせ▶ 県警察本部生活安全総務課〈☎052－951

－1611(内線3037)〉

ヘルメット
ぼくのだいじな
おともだち
交通安全スローガン
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認知症市民講座
と き▶ 4月27日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢認知症の基礎知識｣医師・福井雅子
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(当日先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)か市認知症地域

連携の会事務局(☎88－0284)

かすがいいきいき体操指導者養成講座
と き▶ 5月14日(火)・28日(火)、6月11日(火)〈3回〉

午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ ささえ愛センター
対象・定員▶ 講座終了後、ボランティア団体｢かすが

いいきいき体操ひろめる会｣の会員とな
り、老人会、希望グループ、介護施設な
どで楽しく体操を広める活動のできる人
・20人(先着順)

申し込み▶ 4月18日(木) ～ 5月7日(火)に、介護保健課
(☎85－6187)へ

日商簿記検定
月 日▶ 6月9日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井(予定)
受験料▶ 1級7500円、2級4500円、3級2500円、4級

1600円
申し込み▶ 4月17日(水) ～ 5月8日(水)に、春日井商工

会議所(☎81－4141)へ　※1級のみ顔写
真(縦4.5㎝×横3.5㎝)が必要。インターネ
ットでも申し込み可〈受け付けは5月6日
(休)まで〉

ホームページ　http://www.kcci.or.jp/kentei.html

日商珠算能力検定
月 日▶ 6月23日(日)
受験料▶ 1級2040円、2級1530円、3級1330円
ところ・申し込み▶4月17日(水) ～ 5月8日(水)に、

春日井商工会議所(☎81－4141)へ　※顔
写真(縦4.5㎝×横3.5㎝)が必要

危険物取扱者試験
月 日▶ 6月23日(日)
ところ▶ 名城大学天白キャンパス(名古屋市天白

区)
内 容▶ 甲種、乙種第1～ 6類、丙種
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 5月13日(月) ～ 22日(水)に、受験願書〈4

月30日(火)から消防本部、消防署、各出
張所で配布〉に記入して、直接か郵送で、
〒461－0011名古屋市東区白壁1－50、消
防試験研究センターへ　※電子申請もあ
り〈受付期間5月10日(金)午前9時～ 19日
(日)午後5時〉

 ホームページ　http://www.shoubo－
shiken.or.jp

予備講習会
月 日▶ 6月17日(月)
ところ▶ 吹上ホール(名古屋市千種区)
費 用▶ 受講料4000円、テキスト代4000円(テキ

ストのみの購入も可)
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6387)

あゆみ相談
　特別な支援が必要な子どもの成長や発達につい
て、保護者や学校関係者が持っている疑問や悩み
の相談に応じ、教育的支援を行います。(予約制)
と き▶ 毎週水曜日(祝日は除く)午前9時30分～

11時
ところ▶ 総合福祉センター、県コロニー
対 象▶ 対象となる子どもの家族や学校関係者
相談員▶ 春日台養護学校あゆみ相談担当職員
申し込み▶ 春日台養護学校(☎88－0811)へ　※日時、

場所については、応相談

中部大学市民講座
メタボ研究最前線｢褐色脂肪細胞による肥満予防
からアンチエージングへ｣
と き▶ 5月18日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 中部大学(松本町)
内 容▶ 褐色脂肪細胞と老化研究の視点から最新

のメタボリックシンドローム研究を概説
する

講 師▶ 中部大学教授・山下均
定 員▶ 200人(先着順)
申し込み▶ ホームページか電話で、中部大学エクス

テンションセンター (☎51－4392)へ
 ホームページ　http://www.chubu.ac.jp

消防設備点検資格者講習
月 日▶ ① 6月4日(火)～ 6日(木)②6月11日(火)～

13日(木)
ところ▶ ウィンクあいち(名古屋市中村区)
内 容▶ ①第1種②第2種
受講料▶ 3万1000円(別に合否判定結果通知郵便送

料80円が必要)
申し込み▶ 4月22日(月) ～ 30日(火)に、受講申請書(予

防課、消防署、各出張所に用意)に記入
して、直接か郵送で、〒461－0011名古
屋市東区白壁1－50、愛知県白壁庁舎内、
愛知県消防設備安全協会へ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)
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　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

ところ と　き 展示名 出品者
味美ふれあいセンター（☎31－3522）4/17（水）～28（日） 味美墨絵同好会作品展 味美墨絵同好会
落合公園管理棟 （☎56－0414）4/19（金）～21（日） 春の山野草展 春日井山草会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
4/19（金）～21（日） 春のミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会
4/26（金）～29（祝） えびね展 東海えびね会

市役所市民サロン （☎85－6073）
4/19（金）～24（水） 水彩画作品展 西水会
4/25（木）～30（火） 水墨画作品の展示 水墨画クラブ五月(さつき)会

文化フォーラム春日井（☎85－6868）4/23（火）～29（祝）「癒しの木版仏画」展 小栗哲也
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）4/25（木）～5/7（火）楽しんでいます絵手紙展 土筆の会・ほうずきの会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）4/27（土）～5/9（木）中部秀彩展 中部秀彩会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

春日井カエルまつり
とき▶4月20日(土)午前10時～午後4時　ところ
▶勝川駅前勝川大弘法通り商店街　内容▶○ク
イズ、チャレンジコーナー、お絵描きなどのミ
ニステージ○陶芸、アクセサリー、雑貨などの
カエルアート販売○名古屋コミュニケーション
アート専門学校による生きたカエルの展示　
問い合わせ▶春日井「蛙」プロジェクト・宮本(E
メールmiyamototadahiro@yahoo.co.jp)

市制70周年記念 春日井東部を盛り上げよう！
「産直和っか市」
とき▶5月3日(祝)午前8時30分～正午　ところ
▶高蔵寺駅北口周辺　内容▶春日井市内や近郊
で採れた野菜や農産品の乾物などの産直販売　
問い合わせ▶ＮＰＯ法人まちのエキスパネット
事務局(☎・ＦＡＸ52－7315)

東海学セミナー「地域文化の特色」3回講座
とき▶①5月11日(土)②5月18日(土)③5月25日(土)
午後1時30分～3時　ところ▶ささえ愛センター
講演▶①「小野道風の人と書」落合哲②「細井平
洲を学ぼう」立松彰③「虫の考古学」森勇一　定
員▶各80人(先着順)　資料代▶各1000円　申し
込み▶往復はがきに希望する回(複数可)、住所、
氏名、電話番号を書いて、〒486－0915八幡町
11八幡コーポ103号、東海学センター資料室(☎
29－8230)へ

子どもの未来のためのソーシャルプランナー育
成支援講座
とき▶5月15日～平成26年3月12日の水曜日(13回)
午前10時～午後2時　ところ▶市民活動広場「な
ごみ」(味美上ノ町)　対象・定員▶地域で活動し
たいと考えている女性・20人(先着順)　※1歳以
上の保育あり(定員6人、1日1000円)　参加料▶
1回3000円　申し込み▶5月14日(火)までに、電
話かはがき、ファクスに住所、氏名、年齢、電
話番号を書いて、〒487－0011中央台1－2－2サ
ンマルシェ南館Ｂ1階、ＮＰＯ法人あっとわん
(☎・ＦＡＸ92－5481)へ

津軽三味線コンサート～民謡の世界～
とき▶5月19日(日)午後3時～4時15分(2時30分
開場)　ところ▶ルネック　内容▶津軽三味線
の独奏やピアノとのコラボレーションによる日
本の民謡　出演▶馬場淳史・響会員(津軽三味
線)、牧哲也(ピアノ)　定員▶70人(先着順)　入
場料▶2000円(各種割引あり。当日券500円増)
申し込み▶電話かEメールに住所、氏名、電話
番号、参加人数を書いて、馬場(☎090－9337－
3069､Eメールatsufumi_b@yahoo.co.jp)へ　※文
化フォーラム春日井・文化情報プラザでも販売中
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地域経済地域経済元気
です！
元気
です！

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
              

①2日(木)、16日(木)②7日(火)、14日(火)
③21日(火)、28日(火)10：00～11：00
①保健センター②市役所303会議室③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

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①1日(水)②8日(水)③15日(水)〈3回〉
9：30～11：30
保健センター

①妊娠中の生活②出産と分娩(ぶんべん)③赤ちゃ
んの体と産後の生活
対象・定員▶妊娠6か月以降の妊婦とその夫・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
          
4/18(木)から、電話で

19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

①10日(金)、24日(金)②17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
          
4/23(火)から、電話で

①9日(木)②16日(木)10：00～11：30
①レディヤンかすがい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12月～25年1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
          
4/22(月)から、電話で

8日(水)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7月～8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
             

①9日(木)②16日(木)③23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 ①9日(木)、30日(木)②16日(木)③23日(木)
①②10：00～11：00③10：00～11：30
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のページを参照( )5月

～地元企業を知るチャンスです！

と　き▶①5月10日(金)②10月11日(金)午前10時～午後4時
ところ▶①ホテルプラザ勝川②小牧コミュニティホール（小牧
             市中央）
出展企業▶40社（予定）
内　容▶企業担当者との面談、就職支援セミナー、職業相談、
            職業適性診断など
問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）
　　　　ホームページ　http://www.kcci.or.jp/hitomono.html

就職支援サイト「就活ナビ」と連携し、
来春卒業予定者や一般求職者を対象
とした合同就職フェアを開催します。
　

NO.71

就職フェアin春日井＆小牧
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