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緑道のハニワ（東野町）緑道のハニワ（東野町）

情報あ・ら・か・る・と
宇宙を再発見！「はやぶさ」プロジェクトの全て、
年1度の総合健診（人間ドック）で健康チェック　など

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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督促

財産調査

差し押さえ

換価

問い合わせ▶収納課（☎85－6111）

　市税が納付されないと、福祉や教育
などに使われるべき貴重な財源が確保
できなくなりかねません。また、税金
を納めている人との公平性を欠くこと
になります。市では督促状を発送して
も納付されない場合は催告書を送付す
るなど、自主的な納付を促しています。
しかし、それでも納付されない場合は
法律により財産調査や差し押さえ、換
価を行います。

タイヤロックを導入します

納税相談のお知らせ

タイヤロックを導入します

　納期限までに納められないと、税額の他に延滞金が発生します。病気やけが、事業の休廃業などさまざま
な理由により、納期どおりに納められないときは、早めに収納課まで相談してください。また、時間外相談
も利用してください。

納期限までに完納されない場合は、督促状により
督促を行います。

金融機関・保険会社・勤務先・取り引き先などに
対して、財産調査を行います。

財産調査で発見した滞納者の財産に対する差し押
さえを行います。

差し押さえた不動産などは公売、金銭債権は取り
立てにより換金を行い、滞納税に充当します。

納期内に納めましょう納期内に納めましょう納期内に納めましょう
市税は市税は市税は

納期内に納めましょう
市税は

納期内に納めましょう
市税は

納期限までに納付されず滞納してしまうと…納期限までに納付されず滞納してしまうと…

毎月末の日曜日　午前9時～正午、午後1時～4時
※5月と12月は毎週(祝日、12月28日～31日を除く)

日曜相談日
毎週水曜日　午後7時まで
(水曜日が祝日の場合と12月28日～1月3日は除く)

夜間相談日

納税相談のお知らせ

｢市民税｣｢固定資産税｣｢国民健康保険税｣などの市税は、福祉や教育をはじめ市民の皆さんが安心して快適
に生活を送れるよう、さまざまな分野にわたって公共サービスを提供するための主な財源です。この大切
な財源を確保するためにも、納期内に自ら納めていただく“自主納税”をお願いします。

○預貯金差し押さえ　　299件
○生命保険差し押さえ　　92件
○不動産差し押さえ　　　48件
○その他　　　　　　　       2件

市の平成24年度差し押さえ
執行件数

　市では差し押さえの新たな方策として、自動車のタイヤロックを導入します。
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情報あ・ら・か・る・と

年1度の総合健診(人間ドック)で健康チェック

予約・問い合わせ▶健康管理センター（☎84－3060）

40歳ごろになると、体力の低下が気になり始める時期です。また、がんなどのリスクを高める生活習慣
病にかかる人も増加します。生活習慣病を予防するためには、日頃から健康的な生活を心掛けるととも
に、定期的に健診を受けて病気を早期発見、早期治療することが大切です。

今年度対象者▶昭和48年4月1日～
49年3月31日生まれ
の市民

40歳の人が総合健診を4000円
で受診できる制度です。この機
会に健診を受け、健康維持に生
かしましょう。

　40歳を過ぎたら年１回は受けましょう
　異常がないときに受診してこそ、病気の予防・早期発見ができます。

　結果を生かしましょう
　基準値内でも悪化していれば生活習慣を見直しましょう。

　紹介状をもらったら必ず病院に受診しましょう
　紹介状をもらったら、たとえ症状がなくても必ず精密検査を受け
ることが大切です。

　同じ施設で継続して受けましょう
　毎年同じ施設で健診を続けると、以前の成績との変化も見取るこ
とができるため、診断や保健指導がより精細となります。

　何か症状がある場合には病院へ
　健診は、健康な人を対象に一律の項目の検査を行うものです。体調
が悪いときや明らかに症状がある場合には、病院で受診しましょう。

すこやか健診すこやか健診すこやか健診

と　き▶ 8月4日(日)午後1時30分～4時20分8月4日(日)午後1時30分～4時20分
ところ▶市民会館市民会館
内　容▶「はやぶさ」のプロジェクトマネージャーを務

めた川口淳一郎氏による講演、短編映画「は
やぶさ HAYABUSA BACK TO EARTH」の
上映など

定　員▶1000人(抽選)
申し込み▶6月28日(金)〈必着〉までに、

往復はがき(1枚5人まで)に
参加者全員の住所・氏名
(代表者に○)・年齢・電
話番号を書いて、〒486－
8686春日井市役所企画政
策課(☎85－6041)へ

宇宙を再発見！「はやぶさ」プロジェクトの全て

常設展
月　日▶ 7月30日(火)～8月11日(日)7月30日(火)～8月11日(日)
ところ▶文化フォーラム春日井文化フォーラム春日井
内　容▶「はやぶさ」「イトカワ」「Ｈ2Ａロ

ケット」の模型、宇宙服などの
展示

はやぶさ映画上映会
と　き▶①7月30日(火)午後2時30分～5時①7月30日(火)午後2時30分～5時
　　　　②8月10日(土)午後1時30分～3時　　　　②8月10日(土)午後1時30分～3時

30分　※いずれも1時間前から30分　※いずれも1時間前から
整理券を配布整理券を配布

ところ▶文化フォーラム春日井文化フォーラム春日井
題　目▶①「はやぶさ／HAYABUSA」
　　　　②「おかえり、はやぶさ」
定　員▶各144人

40404040歳歳を歳を歳を歳を
過ぎ過ぎ過ぎ過ぎたらたらたら…

健診を上手に受ける5つのポイント健診を上手に受ける5つのポイント健診を上手に受ける5つのポイント健診を上手に受ける5つのポイント

川口淳一郎川口淳一郎川口淳一郎

～小惑星探査機「はやぶさ」を知る！～

イラスト：池下章裕

市制70周年市制70周年
記 念 事 業記 念 事 業
市制70周年市制70周年
記 念 事 業記 念 事 業
市制70周年
記 念 事 業



4 　広報春日井 平成25年6月15日号

情報あ・ら・か・る・と

県市町村対抗駅伝競走大会の市代表選手を募集愛知万博
メモリア

ル愛知万博
メモリア

ル

東環状線左まわりの朝ダイヤを一部改正します

問い合わせ▶交通対策課（☎85－6051）

　7月1日(月)から、東環状線左まわり第1便の平
日ダイヤを一部改正します。改正後の時刻表は、
バス車内や市役所、市民病院、各ふれあいセン
ターなどに設置してあります。また、市ホーム
ページでも見ることができます。

改正後の時刻表(一部抜粋)改正後の時刻表(一部抜粋)改正後の時刻表(一部抜粋)

12月7日(土)に、モリコロパーク(長久手市)で開催される、愛知万博メモリアル第8回県市町村対抗駅伝
競走大会の出場選手を募集します。あなたも市代表選手として万博会場を走ってみませんか。

はあとふるライナー(かすがいシティバス)はあとふるライナー(かすがいシティバス)はあとふるライナー(かすがいシティバス)はあとふるライナー(かすがいシティバス)

バス停 現行 改正後
高蔵寺駅(発) 7：15 7：05
中央台 7：31 7：21
グリーンパレス春日井 7：51 7：45
東野町 7：55 7：55
市民病院(着) 8：04 8：04
市民病院(発) 8：09 8：09
市役所 8：32 8：32
春日井駅 8：41 8：39
神領駅 8：53 8：48
高蔵寺駅(着) 9：08 9：03

と　き▶7月27日(土)午前10時から(9時30分から受
け付け)〈雨天決行〉

ところ▶総合体育館
部　門▶○小学生(男子・女子)…1㎞

○中学生(男子・女子)…3㎞
○ジュニア(男子・女子)…4㎞
○一般(男子・女子)…4㎞
○40歳以上(男女不問)…4㎞

対　象▶市内在住か在勤の人(平成25年9月1日現在)
※「ジュニア」は平成5年12月8日～10年4月1
日に、「一般」は平成5年12月7日以前に、「40
歳以上」は昭和48年12月7日以前に生まれた
人

申し込み▶7月12日(金)〈必着〉までに、はがきに大会
名、部門、住所、氏名(ふりがな)、生年月
日、勤務先(学校名)、電話番号を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
(☎84－7101)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/gymnasium/

　選考会に参加できない人は、推薦も
受け付けます。総合体育館へ問い合わ
せてください。

　各部門とも選考会の上位2人と被推薦
者(記録提出)のうちから、9月7日(土)の選
考委員会で各2人を選出します。

選 考 会選 考 会 推  薦推  薦

選 考 方 法選 考 方 法

選 考 会選 考 会 推  薦推  薦

選 考 方 法選 考 方 法

選 考 会選 考 会 推  薦推  薦

選 考 方 法選 考 方 法

選 考 会 推  薦

選 考 方 法
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薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
6月20日～7月19日は「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実施期間です

１回だけのつもりでも…

「合法」とうたっていても…
一人で迷わず、悩まず、抱え込まずに一人で迷わず、悩まず、抱え込まずに
相談しましょう。相談しましょう。
一人で迷わず、悩まず、抱え込まずに
相談しましょう。

違法な薬物に関する
情報提供は…

「あやしいヤクブツ連絡ネット」「あやしいヤクブツ連絡ネット」「あやしいヤクブツ連絡ネット」
☎03－5542－1865

ホームページ　http://www.yakubutsu.com/

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6172）

薬物乱用から自分自身を守るためには、どんな人から誘われても「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気が何
よりも必要です。違法な薬物は、「買わない」「使わない」「かかわらない」ようにしましょう。

　薬物には依存性があり、繰り返し使用しているう
ちに量や回数が増え、やめられなくなります。1回だ
けなら大丈夫と考え使用するのは、とても危険です。

　最近、「合法ハーブ」「合法アロマ」などと称して販
売されている薬物があります。しかし、その実態は
「脱法ドラッグ」と呼ばれる違法な薬物である場合が
あり、乱用による事件が発生しています。「合法」と
うたっていても、使用すると意識障害や呼吸困難、
時には死に至ることもあります。麻薬や覚せい剤と
同様かそれ以上の危険性があるため、絶対に使用し
てはいけません。

ＣＯ₂削減／ライトダウンキャンペーン
　環境省では地球温暖化防止のため、6月21日(金)
から7月7日(日)まで｢ＣＯ₂削減／ライトダウンキ
ャンペーン2013｣を実施します。
　また、6月21日(金)〈夏至〉は｢ブラックイルミネ
ーション｣、7月7日(日)は｢七夕ライトダウン｣とし
て、全国のライトアップ施設や屋内照明などの消
灯を呼び掛けています。
　家庭でも照明を消して、日頃いかに照明を使っ
ているかを実感し、地球温暖化問題について考え
てみましょう。
問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6216)

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 7月9日(火)午前10時から
ところ▶ レディヤンかすがい
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－4401)

環境審議会の公開
と き▶ 7月12日(金)午前9時30分から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 7月5日(金)から、環境政策課(☎85－6216)へ

選挙人名簿の抄本の閲覧状況
　平成24年4月1日から25年3月31日までの選挙人
名簿の抄本の閲覧状況を市ホームページで公表し
ています。
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

健康施策等推進協議会の公開
と き▶ 7月9日(火)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 6月24日(月)から、健康増進課(☎85－6167)へ

春日井ナンバー実現に関するアンケート結果
　18歳以上の市民4000人を
対象に往復はがきを郵送
し、1791件(回収率44.8％)の
回答がありました。協力あ
りがとうございました。
　自動車の春日井ナンバーを希望すると回答した
人の割合は68.6％でした。6月中に県を通じて国に要
望書を提出し、夏ごろに導入の可否が決定されます。
　アンケートの詳細は、｢春日井ナンバー実現に関
するアンケート調査報告書｣を見てください。報
告書は、市ホームページや市役所情報コーナーで
見ることができます。
問い合わせ▶ 企画政策課(☎85－6031)
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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。

アトリウム音楽祭－夏－
と き▶ 6月23日(日)午前10時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ ハーモニカや合唱、オカリナ演奏など、

市内外で活動するグループが日頃の練習
の成果を発表

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 6月23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)

夜コン
二つのギターによる音楽のひととき
と き▶ 6月28日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
出 演▶ 高須大地、山田陽介(ギター )
曲 目▶ モーツァルト｢二つのギターの為のソナ

タ｣、レノン＝マッカートニー ｢ミッシ
ェル｣｢ヘイジュード｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

グリーンピアコンサート
母と子の笑顔の花咲くハーモニー
と き▶ 6月30日(日)午前11時～ 11時30分〈雨天時

は11月10日(日)〉
出 演▶ 子育て支援団体あんじゅ ママコーラス
曲 目▶ ｢夢をかなえてドラえもん｣｢にんげんて

いいな｣｢はじめての日｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

女性ソフトテニス大会
と き▶ 7月5日(金)午前9時から〈予備日7月12日

(金)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 初級、中級
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料600円
申し込み▶ 6月23日(日)〈必着〉までに、はがきに大会

名、種目、住所、氏名、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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－
9417)

7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)

7月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①3日(水)②17日(水)・南部ふれあ

いセンター、③1日(月)・鷹来子どもの家、
③10日(水)・グリーンパレス春日井、③
16日(火)・高森台団地第一集会所(高森台
10)、③18日(木)・坂下公民館、③19日(金)
・東野公民館(東野町7)、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)
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七夕コンサート
と き▶ 7月6日(土)午後7時～ 8時30分
出 演▶ アンサンブル・リベルタ〈山田典山(尺

八)、竹田和子(琴)、松山登(シンセサイザ
ー )、平澤恒洋(コントラバス)〉

曲 目▶ ｢日本古謡メドレー ｣｢Ｇ線上のアリア｣
｢地上の星｣など

ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎
33－0808)

七夕会
と き▶ 7月7日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ パネルシアター ｢七夕ものがたり｣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)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 7月7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)

子どもの家 夏季臨時補助指導員
勤 務▶ 7月22日(月) ～ 8月30日(金)〈土・日曜日

を除く〉午前8時～午後7時のうち3～ 4時
間程度か午前8時～午後7時のうちの7時
間勤務

勤務地▶ 市内子どもの家30施設
対 象▶ ①保育士資格か教員免許か社会福祉士資

格を持っている人②資格要件なし
賃金(時給)▶ ①資格取得後4年以上…1030円、4年未満

…900円②880円　※交通費を1通勤につ
き230円支給

申し込み▶ 6月29日(土)までに、市販の履歴書、資格
証の写しを持って、市社会福祉協議会子
どもの家本部(☎84－3241)へ

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

校用務員④司書⑤現業員(作業員)⑥社会
福祉士⑦精神保健福祉士⑧保健師

賃金(時給)▶ ①②860円(②は能力給あり)③880円④
920円⑤1020円⑥⑦1270円⑧1390円

登録有効期間▶12月31日(火)まで
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、直接、人事課(☎

85－6021)へ　※④⑥⑦⑧に登録する場
合は資格証の写しを持参してください。

7021歯ッスルコンテスト
月日・ところ▶①7月18日(木)・健康管理センター

②7月25日(木)・保健センター (いずれも
午後)

内 容▶ 歯の審査、ミニ健口(けんこう)講座
 ※9月1日(日)に総合体育館で行う健康救

急フェスティバルで、条件を満たした人
を表彰

対 象▶ 70歳以上(昭和18年8月31日以前生まれ)
でかむことができる自分の歯が21本以上
ある健康な市内在住の人　※今までに表
彰された人は除く

申し込み▶ 6月27日(木)〈必着〉までに、電話かはが
きに審査希望日(①②の別も)、住所、氏
名、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　※申し込んだ人には、後日手
紙を郵送

レインボーフリマ
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
ところ・問い合わせ▶福祉の

里レインボープラザ
(☎88－7007)

歌舞伎 高校生招待
と き▶ 7月15日(祝)午後4時15分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 芸術文化教育の一環として、高校生に歌

舞伎鑑賞の場を提供。歌舞伎ソムリエお
くだ健太郎氏の講座で、鑑賞のコツやマ
ナーを学んだ後に歌舞伎を鑑賞

対象・定員▶ 市内在住か在学の高校生・10人(抽選)
申し込み▶ 6月29日(土)〈必着〉までに、往復はがき

かファクス、Ｅメールに｢歌舞伎高校生
観覧希望｣、氏名、学校名、学年、住所、
電話番号を書いて、〒486－0844鳥居松
町5－44、かすがい市民文化財団(☎85－
6868、ＦＡＸ82－0213、Ｅメールws7@
kasugai－bunka.jp)へ
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レディヤンかすがい　☎85－4188
知っておきたい法律の基礎知識
と き▶ ①7月10日(水)午前10時～ 11時30分②7月

17日(水)午前10時～ 11時30分
内 容▶ ①離婚と子どもとお金(託児付き)②離婚

と年金、財産分与
講 師▶ ひかり弁護士法人アイリス法律事務所　
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円
簿記3級をめざして
と き▶ 7月20日～ 10月5日の毎週土曜日(12回)午

前10時～ 11時30分
内 容▶ 簿記の知識や技能を仕事に生かす資格を

取得し、就職やキャリアアップに役立て
る

講 師▶ 税理士・鈴木直樹
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費735円
 
申し込み▶ いずれも6月28日(金)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名(｢知っておき
たい法律の基礎知識｣は①②の別も)、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、｢知
っておきたい法律の基礎知識①｣の託児
(おおむね1歳以上の未就学児)希望者は
｢託児希望｣と子どもの名前(ふりがな)・
年齢も書いて、〒486－0844鳥居松町2－
247へ

図書館　☎85－6800
読書感想文書き方教室
と き▶ 7月20日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 学校図書館教育研究会会員
対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 2年生・34組、3～ 4

年生・50組、5～ 6年生・40人(抽選)
 ※4年生以下は保護者同伴
申し込み▶ 7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)、
電話番号、学校名、学年を書いて、〒486
－0844鳥居松町5－44へ

東部市民センター　☎92－8511
簡単、お手軽、米粉パン
と き▶ 7月2日(火)・9日(火)〈2回〉午前10時～午

後0時30分
内 容▶ 米粉を使い、ロールパンと自家製カスタ

ードのクリームパンを作る
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費1000円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、持ち帰り用の容器
申し込み▶ 6月23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、〒487－0011中央台2－2－1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
衣服リメイク教室
と き▶ 7月5日(金)・12日(金)〈2回〉午前10時～

11時30分
内 容▶ 不用な衣類で帽子を作る
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▶ 不用な衣類2・3点、裁縫道具
ネクタイのリフォーム教室
と き▶ 7月13日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 不用なネクタイでネックレスを作る
講 師▶ 婦人会協議会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 不用なネクタイ、縫い針、まち針、はさ

み、30㎝物差し
自転車修理教室
と き▶ 7月20日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 自転車修理・部品交換の基本を学ぶ
講 師▶ 春日井自転車リサイクル愛好会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・8人(先着順)
持ち物▶ スパナ(14×15番手)、ペンチかプライヤ

ー、プラスドライバー (ある人のみ)

申し込み▶ いずれも6月19日(水)から、電話で

かすがいオペラ小野道風・しずく柳合唱団員
　平成26年2月9日(日)に東部市民センターで上演
する｢かすがいオペラ小野道風・しずく柳｣の合唱
団員を募集します。
練 習▶ 8月以降の毎週水曜日午前10時～正午
舞台稽古▶ 平成26年2月3日(月) ～ 8日(土)
人 員▶ 20人程度
申し込み▶ 7月1日(月)〈必着〉までに、はがきに住所、

氏名(ふりがな)、性別、年齢、電話番号
を書いて、〒486－8686春日井市役所文
化課 (☎85－6079)へ　※説明会を7月10
日(水)午前10時から、文化フォーラム春日
井で実施
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グリーンピア春日井　☎92－8711
リボンレイ教室
と き▶ 7月6日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 別部弘美
定 員▶ 15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2750円
持ち物▶ はさみ、持ち帰り用の袋
家庭で上手な果樹の育て方
と き▶ 7月13日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 中尾義則
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
香り貝のリース作り
と き▶ 7月17日(水)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 松本芙三子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2000円
持ち物▶ はさみ、ペンチ、千枚通し
夏休み子ども教室～動物飼育体験
と き▶ ①7月20日(土)②7月25日(木)③8月1日(木)

④8月3日(土)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▶ ①②③小学1～ 3年生④小学4～ 6年生・

各10人(抽選)
持ち物▶ 長靴、帽子、軍手、タオル、弁当　※雨

天の場合は雨具
夏休み親子教室～親子で楽しむコンテナガーデニ
ング
と き▶ 7月27日(土)午後1時30分～ 4時
対象・定員▶ 小学生とその保護者・15組(抽選)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 園芸用はさみ、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢リボンレイ教室｣｢家庭で上手な果樹の

育て方｣｢香り貝のリース作り｣は6月19日
(水)から電話で、それ以外は6月30日(日)
〈必着〉までに、往復はがき(1人か1組1枚)
に教室名(｢夏休み子ども教室｣は①～④
の別も)、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、
学年、保護者名を書いて、〒487－0001
細野町3249－1へ

坂下公民館　☎88－5555
夏の祭りは盆踊り(自由参加)
と き▶ 7月7日(日)午後1時30分～ 3時
曲 目▶ ｢よろこび音頭｣｢新しい風｣など
講 師▶ 横井豊鼓司
持ち物▶ 上靴、うちわ(ある人のみ)
和菓子作りを楽しもう～わらびもち
と き▶ 7月11日(木)午前9時30分～正午
講 師▶ 渡辺平八郎
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ エプロン、布巾、持ち帰り用の容器
 
申し込み▶ ｢和菓子作りを楽しもう｣は6月26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、性別、
電話番号を書いて、〒480－0305坂下町4
－250－1へ

ささえ愛センター　☎56－1943
青少年ボランティアスクール～ボランティアを体
験しよう
と き▶ ①7月13日(土)か23日(火)午後1時30分～ 3

時②7月14日(日)～8月5日(月)③8月7日(水)
午前10時～午後3時か9日(金)午後1時30分
～3時

ところ▶ ①ささえ愛センター②各体験先③グリー
ンパレス春日井、ささえ愛センター

内 容▶ ①事前学習②活動体験③活動報告会
対象・定員▶ 市内在住か在学の中学～大学生、専門学

校生・30人(先着順)
申し込み▶ 6月18日(火)から、電話かファクス、Ｅメ

ールに講座名、住所、氏名、年齢、電話
番号を書いて、ＦＡＸ56－4319、Ｅメー
ルsasae－i@city.kasugai.lg.jpへ

知多公民館　☎32－8988
親子パン作り教室
と き▶ 7月14日(日)午前10時～正午
内 容▶ コアラ、クマ、ウサギなどの動物パンを

作る
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
申し込み▶ 6月29日(土)〈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

公園緑地課　☎85－6281
福助菊づくり講習会
と き▶ 7月25日(木)、8月22日(木)〈2回〉午前9時

30分～正午
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 長江清吉
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 教材費2000円
持ち物▶ 苗を持ち帰る袋など
申し込み▶ 6月18日(火)から、電話で
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南部ふれあいセンター　☎85－7878
みんな集まれ～楽しく体操しよう
と き▶ 7月23日(火)、8月6日(火)・20日(火)〈3回〉

午後4時～ 5時
内 容▶ マット、鉄棒、ゲームなどで楽しく体を

動かして遊ぶ
講 師▶ 大石公也
対象・定員▶ 市内在住の年中～年長の幼児・30人(抽

選)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 6月26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、〒486－0923
下条町666－6へ

かすがいげんきっ子センター
子ども講座｢自分のこと、なかまのこと、まちの
こと、ゲームと紙工作で考えてみよう！ ｣
と き▶ 7月20日(土)午後2時～ 3時30分
講 師▶ ㈱山田組社員
対象・定員▶ 市内在住の小学生・15人(抽選)
小学生の楽しいフラダンス教室
と き▶ 8月1日(木)・22日(木)午前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・各10人(抽選)
 
申し込み▶ いずれも7月1日(月)〈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、
｢小学生の楽しいフラダンス教室｣は参加
希望日も書いて、〒486－0945勝川町8－
2858－1、☎35－3501へ

少年自然の家　☎92－8211
築水池カヌー体験
と き▶ 7月20日(土)①午前9時30分～正午②午後

1時15分～ 3時45分、7月21日(日)③午前9
時30分～正午④午後1時15分～ 3時45分

内 容▶ カヌー操作の技術を学び、池の中から自
然観察を楽しむ

講 師▶ 春日井カヌークラブ
対象・定員▶ 小学4年生以上の人・各15人(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)2000円
あそびむしくらぶ｢夜の森探検｣
と き▶ 7月27日(土)午後6時30分～ 8時
内 容▶ 夏の夜の真っ暗な森を探検する
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその家族・10組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)300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6月30日(日)〈必着〉までに、往

復はがきに講座名(｢築水池カヌー体験｣
は①～④の別も)、住所、参加者全員の
氏名(ふりがな)・性別・年齢(学年)、電話
番号を書いて、〒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.spofure－
kasugai.or.jp/natures/index.html

ハーモニー春日井　☎88－0677
小学生の｢フルートってどんな音｣初級講座
と き▶ 7月20日～ 9月14日の土曜日(8月10日・24

日を除く7回)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 初心者の小学生がフルートに触れ、吹き

方の基礎を学ぶ
講 師▶ 市岡美保
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・10人(抽選)
持ち物▶ フルート(約9000円で貸し出し可)、楽器

を拭く柔らかい布
申し込み▶ 6月28日(金)〈消印有効〉までに、往復は

がきに講座名、住所、氏名(ふりがな)、
学年、年齢、電話番号、フルート貸し
出し希望者は「貸し出し希望」と書いて、
〒480－0302西尾町392へ

鷹来公民館　☎84－7071
季節の和菓子作り～ぷるぷる美味しいわらび餅
と き▶ 6月28日(金)午前9時30分～正午
講 師▶ 渡辺平八郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費850円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、持ち帰り用の容器
申し込み▶ 6月19日(水)から、電話で

児童センター　☎87－6866
親子川遊び教室
と き▶ 7月20日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 多治見市土岐川観察館とその周辺河川　

※午前9時に児童センターに集合
対象・定員▶ 市内在住の

小中学生と
その保護者
(2人1組)・15
組(抽選)

費 用▶ 1組200円
持ち物▶ 弁当、帽子、

着替え一式
申し込み▶ 7月9日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

組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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中央公民館　☎33－1111
ラベンダースティック作り
と き▶ 7月19日(金)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 11本のラベンダーの茎をリボンで編んで

スティックを作る
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費350円
持ち物▶ はさみ
申し込み▶ 6月28日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名、電話番号
を書いて、〒486－0913柏原町1－97－1
へ

食育推進給食会　☎32－9400
夏休み親子料理教室～親子で作って食べる給食献
立

月日 ところ 定員
① 8／ 1(木)

坂下公民館 8組(抽選)
② 8／ 2(金)
③ 8／ 6(火)

東部市民センター 16組(抽選)
④ 8／ 7(水)
⑤ 8／ 7(水)

西部ふれあいセンター 12組(抽選)
⑥ 8／ 8(木)
⑦ 8／ 8(木)

南部ふれあいセンター 8組(抽選)
⑧ 8／ 9(金)

時 間▶ 午前9時30分～午後1時30分
献 立▶ ソフトめん、牛乳、ミートソース、シャ

キシャキポテトサラダ、豆腐ドーナツ
講 師▶ 食育推進給食会栄養士ほか
対 象▶ 市内在住の小中学生とその保護者(1組3

人まで)
費 用▶ 材料費(1人)300円　
持ち物▶ エプロン、三角巾、布巾、③④以外は子

どものみ上靴
申し込み▶ 7月1日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に開催日と場所、親子の氏名(ふり
がな)、住所、電話番号、学校名、年齢(学年)
を書いて、〒486－0909四ツ家町字二ツ
杁127へ　※申し込みは1組につき①～⑧
のうち1会場のみ。未就学児の同伴不可

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
盆踊り講習会(自由参加)
と き▶ 7月11日(木)午後7時～ 9時
曲 目▶ ｢よろこび音頭｣｢新しい風｣など
講 師▶ 石川豊味香
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
持ち物▶ 上靴

健康増進課　☎85－6166
歯周病予防教室～歯周病は糖尿病の合併症！
と き▶ 7月4日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
内 容▶ 歯科健診、歯科相談、歯科保健指導
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・24人(先着順)
持ち物▶ 手鏡、ハンドタオル、現在使用中の歯ブ

ラシ、歯間ブラシやフロスなどの補助清
掃用具、糖尿病健康手帳(ある人のみ)

食育のすすめ教室
と き▶ 7月11日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
内 容▶ 幼児期の食事とおやつについて
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
はつらつクッキング｢減塩は生活習慣病予防の第
一歩｣
と き▶ 7月11日(木)午前10時～午後1時
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 減塩の工夫をテーマとした講座と調理実

習(豆腐と青菜のシューマイ)
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の60歳以上の人・20人(抽

選)
費 用▶ 材料費500円
持ち物▶ エプロン、三角巾(ハンカチ、バンダナ可)、

布巾
 
申し込み▶ ｢歯周病予防教室｣は6月18日(火)から、

｢食育のすすめ教室｣は6月24日(月)から
電話で、｢はつらつクッキング｣は6月28
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

市子育て支援センター (上八田保育園内)
親子教室～お父さんといっしょ
と き▶ 7月6日(土)午前1 0時

～ 11時30分
対象・定員▶ 1歳6か月以上の未

就園児と父親(母親
同伴可)・15組(先着
順)

申し込み▶ 6月21日(金)午前9時
から、☎85－8824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。

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会
と き▶ 7月26日(金)午前10時～午後1時
ところ▶ 南部ふれあいセンター
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▶ 6月17日(月)から、電話で

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ 7月24日(水)、8月25日(日)、9月25日(水)

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｣

運動不足解消教室
と き▶ 6月25日(火)午後1時～ 2時
内 容▶ 運動の苦手な人や運動不足の人のため

に、ストレッチや簡単な有酸素運動を行
う

講 師▶ 濱田隆儀
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(先着順)
費 用▶ 500円
持ち物▶ 室内用運動靴
ところ・申し込み▶6月18日(火)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

シルバー人材センター入会説明会
と き▶ 7月12日(金)、8月16日(金)、9月13日(金)

午後1時30分～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
対 象▶ 市内在住の健康でおおむね60歳以上の人
申し込み▶ はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏

名(フリガナ)、年齢、生年月日、性別、
電話番号、参加希望日を書いて、〒486
－0845瑞穂通1－186、市シルバー人材セ
ンター (☎84－3515、ＦＡＸ84－3125、
Ｅメールkasugai@sjc.ne.jp)へ

介護保険課　☎85－6187
ほほえみ会(認知症介護家族交流会)講演会
と き▶ 6月25日(火)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ｢相続について｣遺言書・エンディングノ

ートの書き方
講 師▶ 行政書士・佐山和弘
対象・定員▶ 市内在住で、認知症の人を在宅で介護し

ている家族・15人(先着順)
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▶ 7月18日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 健康管理センター
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
 
申し込み▶ いずれも6月18日(火)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
香りでストレス解消～サシェ (匂い袋)作り
と き▶ 6月28日(金)午後2時～ 3時40分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ 糸(白の木綿糸)、針、はさみ
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
絵手紙～夏の果物・野菜を描いてみませんか
と き▶ 7月5日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 野口すみ子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 参加料200円
申し込み▶ 6月18日(火)午前9時から電話で、社会福

祉協議会地域包括支援センター (☎87－
5377)へ

やさしいステップのフラダンス
と き▶ 7月23日(火)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▶ 勝野真未
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

ベルトした？
みんなしたよが
合言葉
交通安全スローガン
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7月～9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〉

7/9(火)・8/13(火)・
9/10(火)13：30～15：00

31－2133
歯科相談(予約制)

7/18(木)・8/15(木)・
9/19(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)

7/9(火)・9/10(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

7月～9月の献血
とき ところ

7/11(木)14：00～ 16：00 名古屋徳洲会総合病院
7/20(土)10：00～ 16：00 イオン春日井店
8/24(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ (第5駐車場)
9/1(日)10：00～ 15：00 総合体育館
9/21(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店
9/27(金)9：30～ 15：30 市役所

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)

介護支援専門員実務研修受講試験
月 日▶ 10月13日(日)
受験資格▶ 県内在住か在勤で、保健・医療・福祉の

各分野で合計5年以上(一部10年以上)の
実務経験がある人

願 書▶ 介護保険課、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、総合福祉センターなどで配布

申し込み▶ 6月18日(火) ～ 7月17日(水)に、郵送で、
〒460－0002名古屋市中区丸の内2－4－
7、愛知県社会福祉会館内、愛知県社会
福祉協議会(☎052－231－3224)へ

認知症市民講座
と き▶ 7月6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▶ ｢認知症になった時、どのように介護保

険申請手続をしたら良いか｣市介護保険
課職員　

対象・定員▶ 市内在住の人・100人(当日先着順)
問い合わせ▶ 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)

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 7月5日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター　
内 容▶ ヨガの呼吸法を使って体を動かす
講 師▶ 山田順子
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▶ 6月17日(月) ～ 28日(金)に、県春日井保健
所(☎31－2133)へ

消防設備士試験
月 日▶ 8月18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▶ 甲種特・1～ 5類、乙種1～ 7類
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円
申し込み▶ 7月8日(月) ～ 17日(水)に、受験願書(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、消防試験研究センターへ
※電子申請による申し込みも可〈受付期
間7月5日(金)午前9時～ 7月14日(日)午後5
時〉

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

予備講習会
ところ▶ 県産業労働センター (名古屋市中村区)
月 日▶ ①7月30日(火)②7月31日(水)③8月1日(木)

④8月2日(金)
内 容▶ ①電気、機械に関する基礎知識②消火器

(第6類)③自動火災報知設備など(第4類)
④屋内消火栓、スプリンクラー設備など
(第1類)

費 用▶ 受講料各7000円
申し込み▶ 7月17日(水) ～ 25日(木)に、申込書(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▶ いずれも予防課(☎85－6385)
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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）
6/16（日）～20（木） 春日井墨友会展 春日井墨友会
6/21（金）～25（火） 絵手紙60人展 入船絵手紙同好会
6/26（水）～30（日） 日本画発表展示会 鷹美会

文化フォーラム春日井（☎85－6868）
6/18（火）～23（日） 中日写真協会春日井支部写真展 中日写真協会春日井支部
6/18（火）～23（日） 版画クラブ「杲」作品展 版画クラブ「杲」
6/25（火）～30（日） 桃華会日本画展 桃華会日本画教室

味美ふれあいセンター（☎31－3522）6/19（水）～24（月） バーナーワーク瑠璃の会作品展 瑠璃の会

落合公園管理棟 （☎56－0414）
6/21（金）～23（日） 富貴ラン展 春日井富貴ランの会
6/25（火）～30（日） 草木染め展「四季を彩る」 葉仁和の会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
6/21（金）～23（日） リボンレイコレクション 日本リボンレイ協会
6/28（金）～30（日） フウラン展 春日井古典園芸同好会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）6/22（土）～7/4（木）水彩画 私のスケッチ日和 青木佳明

※展示時間は各施設に問い合わせてください

スズキメソードの子供たちによるヴァイオリン
コンサートと三大寺千咲＆林六花才能教育課程
卒業記念リサイタル
とき▶6月22日(土)午後0時30分開演(正午開場)
ところ▶市民会館　曲目▶ゴセック｢ガボット｣、
ビタリー｢シャコンヌ｣、モーツァルト｢協奏曲
第4番｣など　問い合わせ▶村井(☎・FAX85－
1396)

子育て支援事業｢親子広場“ちびっこ探検隊”｣
とき▶①6月22日(土)②7月27日(土)③8月24日(土)
④9月28日(土)午前10時～午後1時　ところ▶①
細野キャンプ場②④東海自然歩道③大谷川　内
容▶森の散歩、川遊び、クラフト作りなど　
※詳しくはホームページ(http://plaza.rakuten.
co.jp/morinotankentai/)で　対象・定員▶1～
2歳の子とその保護者・各20人(先着順)　参加
料▶1人750円　申し込み▶各回、開催月の1日
より、Eメールに住所、氏名、電話番号、年齢、
参加人数を書いて、森のたんけんたい・小林(E
メールmorinotankentai@yahoo.co.jp)へ

健康体操祭 リズムフェスティバル
とき▶6月23日(日)午後1時～3時10分　ところ▶
総合体育館　内容▶市内で健康づくりをしてい
る仲間が一堂に集まり日頃の成果を披露する　
問い合わせ▶健康体操連盟・上村(☎・FAX84
－4174)

総合いけばな展
とき▶6月29日(土)・30日(日)午前10時～午後5時
(30日は4時まで)　ところ▶東部市民センター
問い合わせ▶春日井東部いけばな同好会・落合
(☎・FAX88－0405)

講演会「庄内川水系にアユ遡上 100万匹大作戦
と河川環境」
とき▶6月30日(日)午後1時30分～2時30分　とこ
ろ▶グリーンパレス春日井　講師▶名城大学名
誉教授・原彰　定員▶150人(先着順)　問い合わ
せ▶名城大学春日井市卒業生の会・梶田(☎32
－5249)

中部大学大学院国際人間学研究科シンポジウム
とき▶①7月6日(土)②7月21日(日)午後1時30分～
4時30分(1時開場)　ところ▶①東部市民セン
ター②文化フォーラム春日井　内容▶①高蔵寺
ニュータウン～持続的なまちづくりへの取り組
み②ことばと心理(身近な言葉に関わる疑問に
ついて心理学的見地から分かりやすく解説)
定員▶①495人②84人(先着順)　問い合わせ▶
中部大学国際関係学部事務室(☎51－4079)
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7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
保健センター

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
          
6/17(月)から、電話で

7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

5日(金)、19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12日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
6/21(金)から、電話で

3日(水)10：00～11：30
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25年2月～3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

9日(火)10：00～11：30
保健センター

カミカミ健康教室
          
6/20(木)から、電話で

2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9月～10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
             

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 ①4日(木)、25日(木)②11日(木)③18日(木)
10：00～11：00(③は11：30まで)
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

産業情報支援サイト産業情報支援サイト

「かすがい産業ナビ」「かすがい産業ナビ」NO.73

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

　市内の企業を支援する産業情報支援サイトです。
　市、商工会議所をはじめ、国や県の中小企業支
援施策を掲載しています。また、イベント情報、
市内企業情報、土地・空き店舗情報などもあります。
　ぜひ一度アクセスしてみてください。

にアクセスを！

かすがい産業ナビ　http://www.kasugai－snavi.jp

産業情報支援サイト

「かすがい産業ナビ」
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