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○｢春日井市孤立死防止に係る通報ガイドライン｣に基づき、ライフライン
　事業者などは通常業務の中で異常を発見した場合、市に通報をします。
○市は、通報があった孤立世帯に必要な福祉サービスを提供し、孤立死を
　未然に防止します。
○孤立死対策連絡会議を開催し、協定を締結したライフライン事業者など
　と情報交換を行い、より効果的な孤立死防止対策を推進します。

■平成24年12月13日締結
◎中部電力㈱春日井営業所
◎東邦ガス㈱春日井営業所　
◎一般社団法人愛知県エルピー
　ガス協会尾張支部春日井分会
◎市水道事業
◎中日新聞春日井市内販売店会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎毎日新聞高蔵寺専売所
◎毎日新聞藤山台専売所　　　　　　　　　　　　　　　
◎毎日新聞篠木専売所
◎朝日新聞春日井支部
■平成25年3月22日締結
◎ヤマト運輸㈱愛知主管支店
◎春日井郵便局
◎生活協同組合コープあいち

近年、地域で亡くなられた事に近隣の人々が気付かず、相当日数を経過してから発見され
るという、いわゆる｢孤立死｣が全国で発生しており、社会問題となっています。市ではこ
のような孤立死を防止するため、電気、ガス、水道などのライフライン事業者や新聞販売
店、住宅供給事業者と｢地域見守り活動に関する協定｣を締結し、事業者の皆さんから通常
の業務の中で異常を発見した場合に市に通報をしてもらう体制をつくっています。

近年、地域で亡くなられた事に近隣の人々が気付かず、相当日数を経過してから発見され
るという、いわゆる｢孤立死｣が全国で発生しており、社会問題となっています。市ではこ
のような孤立死を防止するため、電気、ガス、水道などのライフライン事業者や新聞販売
店、住宅供給事業者と｢地域見守り活動に関する協定｣を締結し、事業者の皆さんから通常
の業務の中で異常を発見した場合に市に通報をしてもらう体制をつくっています。

◎読売新聞春日井サービスセンター
◎読売センター春日井西部　
◎読売新聞高蔵寺サービスセンター　　
◎独立行政法人都市再生機構中部支社
◎公益社団法人愛知県宅地建物取引業
　協会北尾張支部

　地域で行われている見
守りに加え、さらに多く
の目で見守りを行うよう、
ライフライン事業者など
による見守りも行います。
さまざまな理由により社
会から孤立状態にある世
帯をより早く発見してい
きます。

○ポストに郵便物や新聞が数日分
　たまっている
○雨戸やカーテンが何日も前から
　ずっと閉まっている
○同じ洗濯物が何日も干されている
○住宅から異臭や異音がしている
○隣人などから最近姿を見かけな
　いなどの情報が入った

※家の中で人が倒れているなど、緊
急を要する場合は、消防署119番、
警察署110番にも通報をお願いしま
す。
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4/19
㊎

いっぱいの花で
まちに彩りを！
（東野小学校）

　草花で美しく潤いのあるまちづくりを進め
るため、「花のまちづくりコンクール」を実施
し、大賞には東野小学校が選ばれました。
　「落合池を目指し長い旅路を終えた鳥の姿」
をイメージした花壇では、パンジーやデージ
ーなど色とりどりの花が咲いていました。

4/25
㊍

春日井ナンバーの
実現を目指して
（市役所）

　自動車の春日井ナンバー実現に向け、市内
18の団体が「春日井ナンバー実現協議会」を設
立しました。今後、協議会では、イベントなど
でＰＲ活動を行い、市民の皆さんの機運を盛
り上げていきます。

4/19
㊎

折り紙で
楽しく和やかに
広報特派員 中崎光男さん（石尾台4丁目自治会）

　石尾台4丁目では、自治会と道樹会(老人ク
ラブ)との共催でさまざまな行事を行ってい
ます。今年度から新たに「女性のつどい」をそ
のひとつに加え、第1回目として地元の女性
を講師に迎えて折り紙教室が開かれました。
今回作ったかぶとや鶴は、よく知られた折り
方より複雑なもので、皆さん苦労していまし
たが、美しい仕上がりに大満足。
　教室の後にはお茶を飲みながら楽しく語
り合う時間も設けられ、和やかに交流を深
めました。

4/21
㊐

体験しながら学ぶ
市民活動
（ささえ愛センター）

　パネル展示やさまざまなイベントを通して
市民活動を紹介するささえ愛センターまつり
が行われました。ストローハウス作りや着物
着付け体験など、大人と子どもが一緒になっ
て楽しむ姿があちこちで見られました。また、
参加した団体の皆さんも交流を深めました。
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情報あ・ら・か・る・と

児童手当などの手続きを忘れずに

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6201）

市民協働事業

と き▶ 6月22日(土)午前9時30分～11時30分
ところ▶ ささえ愛センター
内 容▶ 古来のあんぎん編みで携帯電話ケースなどを作る　※作

品は7月30日～8月4日に文化フォーラム春日井で展示
対象・定員▶ 小学生以上の人(小学生は保護者同伴)・30人(抽選)
費 用▶ 材料費500円
申し込み▶ 5月31日(金)〈必着〉までに、往復はがきに住所、氏名、

電話番号、参加人数を書いて、〒486－8686春日井市
役所企画政策課へ

問い合わせ▶悠遊会・矢野(☎91－5789)

古(いにしえ)の技を現代(いま)に
つなぐ～春日井の彩り～

春 の 芸 能 祭
と　き▶ 6月9日(日)午前10時30分6月9日(日)午前10時30分

開演開演
ところ▶市民会館市民会館
内　容▶舞踊、琴、民謡、太鼓、

ギター、詩吟、長唄、
篠笛など、加盟団体に
よる芸能発表会

問い合わせ▶市文化協会・伊藤(☎81
－0343)

市制70周年記念事業

手当名 支給対象 手当の月額

児
童
手
当

15歳到達後最初の3月31日までの児童(中学校修了前の児童)を養育して
いる人
※支給対象の児童が増減したとき、他の市町村へ転出するときなども
手続きが必要

児童1人につき
○3歳未満………1万5000円
○3歳以上小学校修了前
　（第1子・第2子）…1万円
　（第3子以降） …1万5000円
○中学生……………1万円
○所得制限超……5000円

児
童
扶
養
手
当

父母の離婚などで父か母がいない18歳以下(一定の障がいがある場合は
20歳未満)の児童を監護している母か、監護しかつ生計を同じくする父
または父母のいない児童を養育している人
※手当を受給してから5年または離婚など支給要件に該当した月から7
年経過した場合で、必要な届け出がない場合は手当額の2分の1が支給
停止

○児童1人の場合
　　…4万1430円～9780円
○2人目
　　…5000円加算
○3人目以降1人につき
　　…3000円加算

子
ど
も
福
祉
手
当

市内居住者で、父母の離婚などで父か母がいない18歳以下(一定の障が
いがある場合は20歳未満)の児童を監護している父か母、または父母の
いない児童を養育している人

児童1人につき
○小学生以下……2000円
○中学生…………3000円
○高校生など……4000円

県
遺
児
手
当

県内居住者で、父母の離婚などで父か母がいない18歳以下の児童を監
護している父か母、または父母のいない児童を養育している人

児童1人につき
○1～3年目………4350円
○4・5年目………2175円
○6年目以降……支給なし

注　意 　県遺児手当は手続きをした当月分から、それ以外は翌月分から支給。18歳以下の児童と
は、18歳に達した月の属する年度末までの人。また、継続して受給するためには年に1回現況届の提出
が必要。該当の人には、児童手当は5月末、その他手当は7月末に案内などを郵送。児童扶養手当、子
ども福祉手当、県遺児手当は、所得制限や支給要件があるほか、父か母に重度の障がいがあり、18歳
以下の児童を監護などしている人も支給対象となる場合あり。
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春季かすがいクリーン大作戦
　クリーン大作戦は、地域の道路や公園などの清
掃を各区・町内会・自治会などの協力で行ってい
ます。みんなで参加してきれいな街にしましょう。
と き▶ 5月26日(日)午前8時～ 10時　※区・町内

会・自治会によっては別の日時に実施す
る場合がありますので、詳しくは各町内
会などに確認してください。

ところ▶ 市内全域
ごみの出し方▶各区・町内会・自治会で事前に決

められた場所に出してください。燃やせ
るごみはクリーン大作戦用ごみ袋に、燃
やせないごみ、汚泥はそれぞれ別々の土
のう袋に入れてください　※家庭ごみや
事業系ごみ、粗大ごみは出さないでくだ
さい。

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6226)

全国ごみ不法投棄監視ウィーク
　5月30日(木)〈ごみゼロの日〉から6月5日(水)〈環
境の日〉までは、全国ごみ不法投棄監視ウィーク
です。
　不法投棄は、地域の環境や景色を悪くし、悪臭
や地下水汚染の原因ともなって健康に悪い影響を
与えます。期間中は、市民、行政、事業所などが
連携した不法投棄対策の取り組みが全国一斉に強
化されます。市でも、不法投棄多発場所での監視
パトロールを早朝、夜間に実施し、不法投棄防止
に努めます。
問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)

がん検診受診券発送時期について
　がん検診の受診券を、次の予定で発送します。
受診券発送前に受診を希望する人は連絡してくだ
さい。なお、国民健康保険と後期高齢者医療制度
加入者の受診券発送時期は、4月1日号広報春日井
でお知らせしています。
発送時期▶ ○20 ～ 39歳の女性、40歳以上の4月～ 7

月生まれ…4月初旬○40歳以上の8月～
11月生まれ…5月中旬○40歳以上の12月
～ 3月生まれ…6月中旬

※平成24年4月2日～25年4月1日に20歳、25歳、
30歳、35歳、40歳になった女性は｢子宮がん検診｣、
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳になった女性は｢乳
がん検診｣が無料で受診できます。対象者には、6
月中旬以降に無料クーポン券と受診券を発送しま
す。
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6166)

地域密着型サービス事業者説明会
　平成26年度整備の地域密着型サービスについ
て、事業者募集の説明会を開催します。
と き▶ 5月31日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
サービス種別▶認知症対応型共同生活介護、小規

模多機能型居宅介護、地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護

問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6182)

使用済み乾電池と水銀体温計の回収
　家庭で不用になった乾電池や水銀体温計を回収
します。ごみとは別の透明か半透明の袋に入れて、
回収日の午前8時までにごみステーションに出し
てください。
回収日▶ 燃やせるごみの収集日が○水・土曜日の

地区…6月5日(水)○月・木曜日の地区…
6月6日(木)○火・金曜日の地区…6月7日
(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)

空き地の管理は適切に
　空き地を放置すると雑草などが生い茂り、犯罪
や火災、害虫の発生につながる恐れがあります。
清潔で安全な環境を保つため、空き地を所有・管
理している人は、適切な管理をしてください。
　また、市では、草刈り機の貸し出し(有料・予
約制)や除草の委託制度を設けていますので利用
してください。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6279)

Ｓhift Ｃube 伊藤壽美展
と き▶ 6月16日(日)まで〈休館日を除く〉午前9時

～午後8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 名古屋造形大学出身の日本画家・伊藤壽

美の｢時空のすきま｣をテーマとする日本
画作品と、布を用いて空間を演出する体
験型の作品を展示

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

大切な子どもを守りたいから
～5月31日は世界禁煙デー

受動喫煙シンボルマーク

受動喫煙の心配がない、
安心して子育てのでき
る社会の実現を目指し
ましょう。
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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。

ジョギング大会
と き▶ 5月19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)

グリーンピアコンサート
オカリナコンサート
と き▶ 5月25日(土)午後1時30分～ 2時15分
出 演▶ オカリナ・スプリング・ウェル
曲 目▶ ｢花は咲く｣｢愛のロマンス｣｢黒猫のタン

ゴ｣など
森のこだま オカリナコンサート
と き▶ 6月2日(日)午前11時～ 11時40分、午後1

時～ 1時40分
出 演▶ オカリナ タウンズ
曲 目▶ ｢花は咲く｣｢Ｓtand Ａlone｣｢世界にひと

つだけの花｣など
ふれあいジャズコンサート
と き▶ 6月8日(土)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ ダンデライオン
曲 目▶ ｢セントルイス ブルース｣｢Ａ列車で行こ

う｣｢ナイト アンド デイ｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

おたのしみ会
と き▶ 5月26日(日)午前10時～ 11時
内 容▶ ふれあい遊びやパネルシアターを楽しむ
対 象▶ 市内在住の乳幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶児童センター (☎87－6866)
協 力▶ 名古屋経済大学児童文化研究会｢わらべ｣

市民陸上競技大会
と き▶ 6月2日(日)午前9時から受け付け(雨天決

行)　※9時30分から小中学生の希望者を
対象に協会の指導により、ウオーミングア
ップを行います。午前10時から競技開始

対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学5年生以上
の人(1人2種目まで)

費 用▶ 参加料(1種目)300円、(2種目)500円
ところ・申し込み▶5月23日(木)〈必着〉までに、はが

きに大会名、種目、区分、住所、氏名、年齢、
所属(学校名)、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▶ 市陸上競技協会・岡本(☎080－2618－
8455)

区分(男女別) 種目
小学5 ～ 6年生の各学年 100m、1000m、走幅跳び
中学1 ～ 2年生の各学年 100m、1500m、走幅跳び
中学3年生、高校生、一般、
40歳代、50歳代、60歳代 100m、3000m、走幅跳び

出かけよう！歯の健康教室
と き▶ 6月9日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 市役所11階、保健センター
内 容▶ 歯科健診、フッ化物塗布(乳幼児のみ)、

歯並びなどの相談、歯科保健指導
対 象▶ 市内在住の未就学児とその保護者
費 用▶ フッ化物塗布代300円(希望者のみ)
持ち物▶ ハンドタオル
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6164)

市民硬式テニス大会
と き▶ 6月23日(日)午前9時から〈予備日8月3日(土)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子、一般女子、壮年男子(45歳以上)

の各ダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1組)1000円
申し込み▶ 6月8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)

夜コン｢ラッパ隊のお楽しみナイト！ ｣
と き▶ 5月24日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
出 演▶ ＡＣＯ Ｂrass Ｑuintet〈大山紀伯、藤

田浩平(トランペット)、加藤恵三(ホル
ン)、杉浦順三(トロンボーン)、谷口史洋
(テューバ)〉

曲 目▶ モーツァルト｢アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク｣、ホロビッツ｢ミュージック
・ホール組曲｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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極付！歌舞伎セミナー
と き▶ 6月23日(日)午後2時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 7月の松竹大歌舞伎を前に、出演俳優や

演目の見どころなどを元ＮＨＫアナウン
サーの葛西聖司が分かりやすく解説

定 員▶ 1000人(先着順)
費 用▶ 受講料500円(当日、松竹大歌舞伎チケッ

トを持参すると入場無料)
申し込み▶ 往復はがきか電話、ファクス、Ｅメール

に催し名、代表者の氏名・住所・電話番
号、参加人数、松竹大歌舞伎チケットの
有無と枚数を書いて、かすがい市民文化
財団(☎85－6868、ＦＡＸ82－0213、Ｅ
メールws7@kasugai－bunka.jp)へ

6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) 14(金)・28(金)10：30～

図書館
1(土)・15(土)・22(土)15：00～、
5(水)・8(土)11：00～、12(水)
・19(水)・26(水)15：30～

図書館(語り聞かせの会) 8(土)15：00～

東部市民センター 7(金)・14(金)・21(金)・28(金)
15：30～、22(土)14：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 7(金)10：30～

味美ふれあいセンター 8(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 8(土)14：00～
南部ふれあいセンター 19(水)16：15～
西部ふれあいセンター 8(土)11：00～
知多公民館 5(水)15：30～
鷹来公民館 8(土)13：30～
坂下公民館 1(土)14：00～
中央公民館 8(土)11：00～
グリーンパレス春日井 15(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市民ソフトボール大会
と き▶ 6月30日～ 8月4日の毎週日曜日(6回)午前

9時から
ところ▶ 上条グラウンド
種 目▶ 男子・女子ソフトボール
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人で構成された

チーム
費 用▶ 参加料(1チーム)4000円
申し込み▶ 5月31日(金)〈必着〉までに、所定の用紙

(総合体育館に用意)に記入して、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市ソフトボール連盟・大島(☎090－2614
－6807)

体験してみよう！着衣泳
と き▶ 6月30日(日)午前8時30分～ 10時
講 師▶ 日本赤十字社愛知県支部
対象・定員▶ 小学生以上の人・30人(抽選)
費 用▶ プール利用料(大人500円、小人200円)
ところ・申し込み▶5月30日(木)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、住所、氏名(ふり
がな)、年齢、学年、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　※インターネッ
トでも申し込み可

 ホームページ　http://www.spofure－
kasugai.or.jp/pool/

レインボーフリマ出店者
と き▶ 7月6日(土)午前10時～午後3時
内 容▶ フリーマーケット
対象・定員▶ 市内在住で商業者でない人・22組(抽選)
費 用▶ 1ブース(2m×2mか1.5m×2.7m)500円
ところ・申し込み▶5月27日(月)〈必着〉までに、

往復はがきに代表者の氏名・住所・電話
番号を書いて、〒480－0304神屋町字引
沢57－1、福祉の里レインボープラザ(☎
88－7007)へ

市営住宅入居者
募集住宅▶ ①②道場山住宅Ａ棟③道場山住宅Ｃ棟④

上八田住宅Ａ棟⑤東野住宅Ａ棟⑥東野住
宅Ｃ棟

募集戸数▶ ①②③2Ｋ(一般、単身)各1戸④3ＤＫ(一
般)1戸⑤2ＤＫ(母子・父子・子育て)1戸
⑥2ＤＫ(一般)1戸〈6月18日(火)に抽選〉

構 造▶ ①②③鉄筋4階建て④鉄筋7階建て⑤鉄筋
2階建て⑥鉄筋5階建て

家 賃▶ ①②7600 ～ 1万4700円③7900 ～ 1万4300
円④3万500 ～ 5万9900円⑤2万3600 ～ 4
万6400円 ⑥2万3100 ～ 4万5300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▶ 8月1日(木)
申込書▶ 5月16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▶ 6月3日(月) ～ 13日(木)〈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
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健康施策等推進協議会の公募委員
内 容▶ 健康および食育に関する施策の円滑な推

進を図るため、年数回開催する協議会に
おいて意見を述べる

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

任 期▶ 委嘱の日から2年
申し込み▶ 5月31日(金)〈必着〉までに、所定の用
　　　　紙(健康増進課、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、

Ｅメールで、〒486－8686春日井市役
所健康増進課(☎85－6167、Ｅメール
kenko@city.kasugai.lg.jp)へ　※選考結果
は文書で通知

子ども・子育て支援対策協議会の委員
内 容▶ 幼児期の学校教育・保育、地域の子ども

・子育て支援を総合的に推進するため、
年3～ 5回程度開かれる協議会で必要な
意見を述べる　※託児有り

対象・定員▶ 市内に在住か在勤、在学し、18歳以下の
子を養育する20歳以上の人で、市の附属
機関などの委員になっていない人・3人

任 期▶ 委嘱の日から2年
申し込み▶ 5月31日(金)〈消印有効〉までに、所定の

用紙(子ども政策課、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
子ども政策課(☎85－6206、ＦＡＸ85－
3786、Ｅメールkodomo@city.kasugai.lg.
jp)へ　※選考結果は文書で通知

歯の健康家族コンクール
　6月4日から10日までの｢歯と口の健康週間｣に合
わせ、日頃、歯と口の健康に務めている家族を表
彰します。
と き▶ 6月9日(日)午前9時～ 11時
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 歯や歯肉などの診査　※診査後、表彰
対 象▶ 平成19年4月2日～ 20年4月1日に生まれ

た虫歯がない子どもとその父か母
申し込み▶ 5月24日(金)〈必着〉までに、電話かはが

きに住所、参加者全員の氏名(ふりがな)
・生年月日、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所健康増進課(☎85－
6164)へ

ファミリー・サポート・センターの会員
　ファミリー・サポート・センターは、子育ての
援助を受けたい人(依頼会員)と、子育ての援助を
したい人(援助会員)とが互いに助け合う会員組織
です。
対 象▶ ○依頼会員…6か月～小学6年生の子ども

がいる市内在住か在勤、在学の人○援助
会員…市内に在住し、子育ての手伝いを
することができる20歳以上の人　※いず
れの会員も講習会の受講が必要。資格や
経験、性別は不問。依頼会員は報酬の支
払いが必要

会員になるための講習会
と き▶ 6月30日(日)午後1時～ 5時
ところ▶ 福祉の里レインボープラザ
内 容▶ 子どもの体と病気、心理、安全と応急手

当てなど、会員活動に必要な知識を学ぶ
定 員▶ 30人(託児10人)〈先着順〉
申し込み▶ 6月8日(土)午前9時から、証明写真(縦4㎝

×横3㎝)2枚と印鑑を持って、かすがい
げんきっ子センター内、ファミリー・サ
ポート・センター (☎35－3516)へ

市民第九演奏会の出演者
　12月1日(日)に市民会館で開催する市民第九演
奏会の出演者を募集します。
合唱
練 習▶ 7月6日(土)から、毎週土曜日午後6時30分

～ 8時30分に文化フォーラム春日井など
で

合唱指導▶ 松下伸也
人 員▶ ○ソプラノ・アルト…各70人○テノール

・バス…各30人
費 用▶ 参加費3000円(楽譜代は実費)
申し込み▶ 5月31日(金)〈消印有効〉までに、往復は

がきに｢市民第九演奏会出演希望｣、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、性別、身長、電
話番号、希望のパート、第九経験の有無
と回数を書いて、〒486－8686春日井市
役所文化課(☎85－6079)へ

オーケストラ
練 習▶ 9月～ 11月の日曜日(月2 ～ 3回)にハーモ

ニー春日井で　※練習日程は市交響楽団
ホームページを参照

 ホームページ　http://www.hm4.aitai.
ne.jp/̃iyduet/kapo/

人 員▶ 弦楽器全パート、管・打楽器若干名　　
※いずれも経験者。詳しくは問い合わせ
てください。

申し込み▶ 7月26日(金)までに、中部大学内、市交響
楽団事務局(☎51－5250)へ
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坂下公民館　☎88－5555
楽しい！美味しい！ 手作りベーカリー
と き▶ 6月11日(火)・18日(火)〈2回〉午前10時～

午後0時30分
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費1700円
持ち物▶ エプロン、布巾(2 ～ 3枚)、持ち帰り用の

容器
申し込み▶ 5月24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

かすがいげんきっ子センター
子ども講座～手品
と き▶ 6月22日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(抽選)
費 用▶ 材料費200円
申し込み▶ 5月30日(木)〈消印有効〉までに、往復は

がき(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)、性別、
学校名、学年、保護者名、電話番号を書
いて、〒486－0945勝川町8－2858－1、
☎35－3501へ

市文化協会の講座
大正琴初心者講座
と き▶ 6月15日～ 7月13日の土曜日(6月29日を除

く4回)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 新芝えつ子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 1000円
持ち物▶ 大正琴(ない人は貸し出し可)
問い合わせ▶ 大正琴あらしば会・新芝(☎92－1398)
親子ゆかた着付講座
と き▶ 6月15日～ 7月6日の毎週土曜日(4回)午前

10時～正午
ところ▶ ささえ愛センター
講 師▶ 前川美恵子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の小学4年生以上

の子どもとその保護者・10組20人(抽選)
費 用▶ 1組700円
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、前板、腰ひも3本、浴衣ス

リップか肌じゅばん、裾よけ、タオル2本
問い合わせ▶ 春日井着装ききょう同好会・前川(☎080

－8254－9474)
 
申し込み▶ いずれも5月27日(月)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚または1組1枚)に講座
名、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、
大正琴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

味美ふれあいセンター　☎31－3522
日本の伝統・着物はゆかたから
と き▶ 6月18日(火)・25日(火)〈2回〉午後7時～ 8

時30分
内 容▶ 浴衣の着付けを覚える
講 師▶ 成瀬尚子
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
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、前板、腰ひも3本、だて締め、

肌着、タオル2本
初歩から学ぶフラワーアレンジ
と き▶ 6月21日～ 8月16日の隔週金曜日(5回)午

後7時～ 8時30分
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料1250円、教材費5000円
持ち物▶ 花ばさみ、布巾
 
申し込み▶ ｢日本の伝統・着物はゆかたから｣は6月7

日(金)〈必着〉までに、｢初歩から学ぶフ
ラワーアレンジ｣は6月10日(月)〈必着〉ま
でに、往復はがきに講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、性別、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0958西本町1－15－1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
タオルのリフォーム教室
と き▶ 6月8日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ ハンドタオルを使ってポーチを作る
講 師▶ 三輪武子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・12人(先着順)
持ち物▶ 不用なハンドタオル(1枚)、ファスナー、

裁縫道具
パッチワークキルト教室
と き▶ 6月13日(木)・27日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
内 容▶ 古布でロングスカートのウサギを作る
講 師▶ 丹羽ちず子
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1500円
持ち物▶ 裁縫用具、黒糸
 
申し込み▶ いずれも5月21日(火)から、電話で
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市民病院　☎57－0057
市民公開講座
と き▶ 6月8日(土)午後1時30分～ 3時30分　※午

前11時30分から健康チェック(血糖・血
圧・血管年齢)コーナーを併せて実施

ところ▶ 味美ふれあいセンター
内 容▶ ｢心臓発作の治療と予防｣｢脳卒中の治療

と予防｣、南山大学落語研究会による落
語

講 師▶ 市民病院循環器科部長・寺沢彰浩、同病
院神経内科部長・寺尾心一

定 員▶ 120人(抽選)
申し込み▶ 5月29日(水)〈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、会場までの交通手段を書
いて、〒486－8510鷹来町1－1－1、Ｅメ
ールkouza@hospital.kasugai.aichi.jpへ

グリーンピア春日井　☎92－8711
中級フラワーアレンジメント教室
と き▶ 6月5日(水)午後1時30分～ 3時30分
内 容▶ ブライダルブーケを作る
講 師▶ 松本洋一郎
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費5000円
持ち物▶ はさみ、ブーケスタンド
草木染教室
と き▶ 6月8日(土)午後1時～ 3時30分
内 容▶ 藍染めでテーブルセンターを染める
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
トロッケンゲビンデ教室
と き▶ 6月8日(土)午後1時30分～ 4時
内 容▶ 木の実で壁飾りを作る
講 師▶ 恒川晴美
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2000円
持ち物▶ ラジオペンチ、はさみ、木工用接着剤
子ども花育教室
と き▶ 6月15日(土)午後1時30分～ 4時
内 容▶ 父の日に贈る花のプレゼントを作る
講 師▶ 花育アドバイザー
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 教材費500円

東部市民センター　☎92－8511
初心者のための俳句教室
と き▶ 6月6日～ 7月18日の隔週木曜日(4回)午後

1時30分～ 3時30分
内 容▶ 俳句の歴史、基礎を学び、作品を作る
講 師▶ 太秦女良夫
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
心のこもった絵手紙づくり
と き▶ 6月10日～ 7月1日の毎週月曜日(4回)午前

10時～ 11時30分
内 容▶ 季節のあいさつに送りたくなる、絵手紙

の作り方を学ぶ
講 師▶ 西山貴美子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費100円
持ち物▶ 水彩道具一式、雑巾
 
申し込み▶ いずれも5月28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

公園緑地課　☎85－6281
大輪菊づくり講習会
と き▶ 6月13日(木)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 日比野春光
定 員▶ 50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▶ 5月20日(月)から、電話で

持ち物▶ 園芸用はさみ、エプロン、持ち帰り用の
袋

おしゃれ園芸教室
と き▶ 7月4日(木)午後1時30分～ 3時30分
内 容▶ 観葉植物でリースを作る
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▶ ｢中級フラワーアレンジメント教室｣｢草

木染教室｣｢トロッケンゲビンデ教室｣は
5月19日(日)から、｢子ども花育教室｣は5
月21日(火)から電話で、｢おしゃれ園芸教
室｣は5月30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
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保健センター　☎91－3755
もっと知ろう！乳がんのこと
と き▶ 6月21日(金)午後2時～ 4時(1時30分から受

け付け)
内 容▶ 乳腺疾患の検査〈マンモグラフィ・乳房

超音波(エコー )検査〉、診断、治療につ
いて専門の医師から学ぶ

講 師▶ 医師・小川弘俊
定 員▶ 80人(先着順)　※男性の受講も可
申し込み▶ 5月21日(火)午前9時から、直接か電話で

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！ ｣
と き▶ 6月20日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 講話と口腔(こうくう)機能のチェック
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・30人(先

着順)
いきいき健口教室
と き▶ 7月11日・25日、8月8日・29日、9月12日

の木曜日(5回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 口腔機能の維持・向上を目指す
講 師▶ 市歯科医師会歯科医師
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上の介護保険法による

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)

 
申し込み▶ ｢歯゜(ぱ)たからセミナー ｣は5月20日(月)

から、｢いきいき健口教室｣は5月20日(月)
～ 31日(金)に、電話で高齢福祉課　☎85－6364

家庭介護のためのハートフルケアセミナー
と き▶ 6月18日(火)・25日(火)、7月2日(火)〈3回〉

午前10時～午後4時(18日は9時45分から)
ところ▶ 中央公民館
内 容▶ 高齢者のための車椅子介助方法など
対象・定員▶ 市内在住の人・40人(抽選)
申し込み▶ 5月29日(水)〈必着〉までに、電話かはが

き、ファクスに講座名、住所、氏名、電
話番号を書いて、〒486－8686春日井市
役所高齢福祉課(ＦＡＸ84－5764)へ

かすがいげんきっ子センター 
育児講座｢妊娠期からの楽しいふれあい遊び｣
と き▶ 6月29日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 中部大学准教授・梶美保
対象・定員▶ 市内在住の初めて親となる妊婦とその夫

・15組(抽選)
育児講座｢ベビーマッサージ｣
と き▶ 7月2日(火)午前10時～ 11時
講 師▶ 横井千枝子
対象・定員▶ 市内在住の4 ～ 7か月児とその保護者・

20組(抽選)
 
申し込み▶ いずれも5月30日(木)〈消印有効〉まで

に、往復はがき(1家族1枚)に講座名、住
所、参加者全員の氏名(ふりがな)、年齢(月
齢)、電話番号を書いて、〒486－0945勝
川町8－2858－1、☎35－3501へ

健康増進課　☎85－6166
スタイルアップ教室
と き▶ 6月4日(火)・18日(火)・25日(火)〈3回〉午

前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
内 容▶ パワーヨガやエクササイズと若い世代の

メタボリック予防について学ぶ
対象・定員▶ 市内在住の18 ～ 39歳で体重の増え方が

心配な人・20人(定員を超えた場合、Ｂ
ＭＩ〈体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)〉の高
い順に選定)　※託児は1人につき1 ～ 4
歳未満の未就園児1子まで・10人(抽選)

申し込み▶ 5月24日(金)〈必着〉までに、はがき(1人1
枚)かＥメールに講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号、身長、体重、
託児の有無(希望する場合は子の年齢)
を書いて、〒486－8686春日井市役所健
康増進課(Ｅメールkenko@city.kasugai.
lg.jp)へ

助かる命があります
救命講習を受けましょう
詳しくは、市ホームページ
か広報春日井｢講座(健康・
福祉)｣の欄を見てください。

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会
と き▶ 6月23日(日)午前10時～午後1時
ところ▶ 消防署東出張所
内 容▶ 主に乳幼児や小児に対する応急手当て
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▶ 5月17日(金)から、電話で
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市体育協会加盟団体の講座
小学生ハンドボールスクール
と き▶ 5月25日～平成26年3月21日の原則土曜

日、月2回程度(20回)午前9時～正午
ところ▶ 総合体育館など
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・40人(先着順)
費 用▶ 受講料8000円(年間)
持ち物▶ 室内用運動靴
問い合わせ▶ 市ハンドボール協会・萩原(☎090－3305

－9466)
スポーツ吹矢教室
と き▶ 6月の毎週水曜日(4回)午後1時30分～ 4時
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 受講料2000円、マウスピース代200円
持ち物▶ 上靴、吹矢用具(貸し出し可)
問い合わせ▶ 市スポーツ吹矢協会・日野(☎82－7945)
初心者女性ソフトテニス教室
と き▶ 6月の毎週金曜日(4回)午前9時30分～正午
ところ▶ 中央公民館
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)、テ

ニスシューズ
問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－

9417)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 6月8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)
 
申し込み▶ ｢小学生ハンドボールスクール｣は6月14

日(金)〈必着〉までに、所定の用紙(総合
体育館に用意)に記入して、｢スポーツ吹
矢教室｣は5月31日(金)〈必着〉までにはが
きに、｢初心者女性ソフトテニス教室｣は
5月30日(木)〈必着〉までにはがきに、｢硬
式テニス初心者教室｣は6月1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｣は経験年数も書いて、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 6月3日(月) ～ 7日(金)午前8時30分～午後

5時
登録される人▶平成5年6月2日までに生まれ、平

成25年3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6月1日
登録日▶ 平成25年6月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎85－

6071)

市・県民税額の決定通知
　平成25年度の市民税・県民税税額決定納税通知
書を6月3日(月)付で郵送します。申告書に基づき
計算した結果、非課税の人には非課税通知書を送
付します。　※来年度(平成26年度)から事務の効
率化と経費削減のため非課税通知書は廃止予定
問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6093)

児童センター　☎87－6866
お父さんと遊ぼう会
と き▶ 6月23日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
内 容▶ 父と子が体を動かして、一緒に遊びなが

ら楽しくふれあう
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の2歳以上の未就学児とその父

親(2人1組)・30組(抽選)
費 用▶ 参加料(1組)200円
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 6月12日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、電話番号、氏名(ふ
りがな)、年齢、保護者名を書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
おいしく簡単にパックでクッキング～低栄養予防
と き▶ 5月28日(火)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▶ 管理栄養士・河口桂子
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ 箸
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
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認知症市民講座
と き▶ 6月1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▶ ｢認知症の早期発見・治療・予防｣医師・

柴山漠人　
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

連携の会事務局あさひが丘ホスピタル
(☎88－0284)

勝南にぎわい市
と き▶ 6月1日(土) ～ 2日(日)午前10時～午後4時

(雨天中止)
ところ▶ ＪＲ勝川駅南口・勝南プラザ前
内 容▶ フリーマーケットと新鮮朝市(なくなり

次第終了)
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)　※土・日曜日、

祝日を除く

危険物取扱者試験
月 日▶ 7月14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▶ 6月3日(月) ～ 12日(水)に、受験願書〈5月

20日(月)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31日(金)午前9時～ 6月9
日(日)午後5時〉

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

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6387)
※予備講習会も行います。詳しくは(社)愛知県危
険物安全協会連合会ホームページ(http://www.
aikiren.jp/)を見てください。

早期教育相談
と き▶ 7月30日(火)～31日(水)午前10時～午後3時
ところ▶ ささえ愛センター
内 容▶ 障がいがあると思われる子どもの就学相

談(要予約)
対 象▶ 幼児(3歳以上) ～平成26年度に小学校に

入学する子どもとその保護者
申し込み▶ 6月21日(金)までに、所定の申込用紙(学

校教育課に用意)に記入して、学校教育
課(☎85－6444)へ

主 催▶ 県教育委員会

新川流域総合治水推進週間
　5月15日から21日までは新川流域総合治水推進
週間です。総合治水とは、水害を減らすため、流
域全体で雨水の流出抑制を推進しようとする考え
方です。県や市町では、河川の改修工事と合わせ、
雨を一時的に貯留する調整池、地面に浸透させる
浸透ますの設置、歩道や駐車場への透水性舗装を
進めています。川へ流れる雨水の量を減らし、洪
水を防止するため、市民・事業者の皆さんも、雨
水貯留槽や雨水浸透ますの設置に協力してくださ
い。
問い合わせ▶ 河川排水課(☎85－6361)

民踊講習会
と き▶ 6月4日(火)午前10時～正午
曲 目▶ ｢よろこび音頭｣｢新しい風｣｢どっこいせ

盆踊りバージョン｣など
定 員▶ 250人(先着順)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ 上靴
ところ・申し込み▶当日午前9時30分から、レデ

ィヤンかすがいで
問い合わせ▶ 市民活動推進課内、納涼まつり実行委員

会事務局(☎85－6622)
主 催▶ 日本民踊研究会

中部大学キャンパスコンサート
と き▶ 6月22日(土)午後2時～ 4時(1時30分開場)
ところ▶ 三浦幸平メモリアルホール(松本町)
内 容▶ ｢河村典子メゾソプラノ・リサイタル～

ワーグナー生誕200年に寄せて｣共演者・
原田綾子(ピアノ)、岩根衣李(ビオラ)

対象・定員▶ 小学生以上の人・500人(抽選)
申し込み▶ 6月7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

春日井若者サポートステーション
　若年無業者の職業的自立を支援するために設置
された無料の総合相談窓口です。働きたいのに一
歩が踏み出せない人を、就労支援の専門スタッフ
｢キャリアコンサルタント｣がサポートします。
と き▶ 火～土曜日(祝日を除く)午前10時～午後

4時
ところ▶ 中央通1－88、駅前第3共同ビル4階
対 象▶ 15 ～ 39歳の若年無業者かその家族
問い合わせ▶ ＮＰＯ法人ワーカーズコープ・杉江(☎

37－1583)
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ところ と　き 展示名 出品者
知多公民館 （☎32－8988）5/15（水）～26（日） 知多川柳クラブ色紙展 知多川柳クラブ
落合公園管理棟 （☎56－0414）5/16（木）～23（木） 水彩風景画展 日彩会

市役所市民サロン （☎85－6073）
5/17（金）～21（火） 仏画展 三道会
5/22（水）～26（日） 陶芸作品展 陶房さるる
5/27（月）～31（金） 水彩画花展 桃花園絵画同好会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
5/18（土）～19（日） 春季バラ展 春日井ばら会
5/22（水）～26（日） サツキ展 春日井市サツキ団体連合会

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）5/18（土）～30（木） アートフラワー作品展 アートフラワー花ごよみ
鷹来公民館 （☎84－7071）5/19（日）～26（日） 皐月盆栽と山野草 青紅会
西部ふれあいセンター（☎33－0808）5/23（木）～29（水） 押し花展示 グレース花倶楽部
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）5/25（土）～6/6（木）フォトサークル未来写真展 フォトサークル未来

文化フォーラム春日井（☎85－6868）5/28（火）～6/2（日）デジタルフォトあゆみ＆｢写に夢｣写真クラブ合同写真展
デジタルフォトあゆみ、
｢写に夢｣写真クラブ

※展示時間は各施設に問い合わせてください

3級販売士検定
月 日▶ 7月13日(土)
受験料▶ 4000円
ところ・申し込み▶5月28日(火)～6月19日(水)に、

春日井商工会議所(☎81－4141)へ　※5
月28日(火)～6月17日(月)にインターネッ
トでも申し込み可

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

うつ病家族懇談会
と き▶ 6月6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

市制70周年記念市長杯市民囲碁大会
とき▶6月9日(日)午前9時～午後4時20分　とこ
ろ▶総合福祉センター　内容▶段・級別のグ
ループで、全員が互先で4局対戦する。小中学
生を対象とした囲碁教室もあり(午前9時～正
午)　参加料▶対局1500円(中学生以下は1000円)
申し込み▶対局は5月25日(土)〈必着〉までに、往
復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、段・
級を書いて、〒486－0918如意申町4－14－10、
春日井市囲碁連合会・石黒(☎090－1626－9373)
へ　※囲碁教室は自由参加

子育て支援団体あんじゅフリーマーケット
とき▶5月30日(木)午前10時30分～午後3時　と
ころ▶イサ和住宅㈱〈柏原町3〉　内容▶古民家
で開催する子育て世代に必要な品が集まるフ
リーマーケット　※愛知県産のおいしい卵を
先着200人に進呈　問い合わせ▶内田(Eメール
ange_kasugai@yahoo.co.jp)

アレルギーっ子のお母さん達とおしゃべり会
とき▶6月11日(火)午前10時～正午　ところ▶レ
ディヤンかすがい　内容▶親同士の交流と子ど
もの集い　対象▶アレルギー(食物アレルギー、
アトピー、ぜんそく)を持つ子どもとその保護
者　※保護者のみの参加も可　申し込み▶6月
9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　



地域経済地域経済元気
です！
元気
です！ NO.72

　

“売りたい”“買いたい”はもちろん、共同開発、
販売サポート、アウトソーシング、情報収集
まで、ビジネスに関わることは全てＯＫ！
新しい顧客に商品を知っていただくチャンスで
す！

「アライアンス・パートナー発掘市」は、商工会議所の会員
同士で行う事前予約型の商談会です。業種・業態・規模に
関わらず、会員であればどなたでも参加可能です。

アライアンス・パートナー発掘市
エントリー企業募集！

申し込み▶5月27日(月)までに、専用ホームページ
　　　  (http://www.aichi-partner.jp)から

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

広報春日井 平成25年5月15日号　 15

6月 の子育て情報
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6日(木)、20日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①5日(水)②12日(水)③19日(水)〈3回〉
9：30～11：30
健康管理センター

①妊娠中の生活②出産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
          
5/17(金)から、電話で

8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

7日(金)、21日(金)9：30～11：00
健康管理センター 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14日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
5/21(火)から、電話で

①5日(水)②11日(火)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25年1月～2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
          
5/23(木)から、電話で

①6日(木)②12日(水)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8月～9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(木)②13日(木)③20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 ①6日(木)、27日(木)②13日(木)③20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

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( )

自由参加

児

自由参加

自由参加

子

子

子

子

健

健

か

か
子 健

児
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