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潮見坂平和公園に咲くハス（大泉寺町）潮見坂平和公園に咲くハス（大泉寺町）

情報あ・ら・か・る・と
夏休み企画展「モノづくり～古代の技と知恵」、
ハニワ制作大会参加者募集　など
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【春日井展】
10月26日(土)～11月4日(休)文化フォーラム春日
井、市役所、道風記念館、観音寺(松河戸町)

【名古屋展・愛知県議会議長賞以上の作品のみ】
12月25日(水)～平成26年1月5日(日)県美術館ギャ
ラリーＩ(名古屋市東区)　※12月28日(土)～1月3
日(金)は休館

　子どもから高齢者まで、誰でも楽しく安心
して参加でき、体力向上・健康増進が図られ、
ラジオを通じて春日井市を全国に発信できる
「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」に参
加してみませんか。

と　き▶ 8月8日(木)午前6時～7時30分(ラジオ放送
は6時30分～6時40分)

ところ▶落合公園(雨天時は落合公園体育館)
持ち物▶雨天時のみ上靴
問い合わせ▶市スポーツ・ふれあい財団(☎84－7101)
※当日自由参加。駐車台数に限りがあるため乗り
合わせか徒歩などで来てください。

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！

道 風 展 作 品 募 集

部門 仕上寸法 作品規格 出品料

一般

漢字
かな
近代詩文
少字数

半切…50 ㎝× 180 ㎝以内
3× 3…90 ㎝× 90 ㎝以内
3× 6…90 ㎝× 180 ㎝以内
3.5 × 4.5…105 ㎝× 135 ㎝以内
4× 4…120 ㎝× 120 ㎝以内
2× 8…60 ㎝× 240 ㎝以内

○枠張、屏風(びょうぶ)、軸か額に表装
○ガラス、アクリルは不可
○作品の縦横は自由

5000円

小品 小画仙全紙 2分の 1以下
(額装の場合は70㎝×70㎝以内) 裏打ち仮巻でも可 3000円

学生 条幅
幼児～
中学生 横34㎝×縦136㎝程度

○書き下ろしで仮巻(裏打ちはしない)
○作品は縦に限る
○学年(幼児は年齢)、氏名を記入 1300円

高校生 68 ㎝× 136 ㎝程度 ○一般(小品部門を除く)と同じ(仮巻も可)
○作品の縦横は自由○名前のみでも可

半紙 半紙判 24 ㎝× 33 ㎝ 年齢、学年、氏名については条幅と同じ 400円

一般…漢字・かな・近代詩文・少字数・小品
学生…条幅・半紙　※各部門とも1人1点

部門部門

作品の搬入作品の搬入
　一般は10月1日(火)午前9時30分～正午、学生は9
月30日(月)午前9時30分～午後4時に、〒486－0913
柏原町1－97－1、中央公民館内、道風展事務所へ
※郵送の場合は、9月17日(火)～21日(土)〈必着〉

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内、道風展事務局（☎85－6868）

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会

　書聖・小野道風にちなんで毎年開催される道風展は、全国各地からたくさんの作品が寄せられる、
わがまち伝統の書道展です。今年も皆さんの力作を募集します。
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  10月19日(土)～20日(日)に、市役所庁舎とその周辺で行われる一大イ
ベント「春日井まつり」を盛り上げるため、協賛いただける企業・団体、
感謝市・わいわい☆ぱくぱくランド出店者、フリーマーケット出品者
を募集します。

内　容▶市内公共施設に協賛箱を設置
締め切り▶10月20日(日)

申し込み▶〒486－8686春日井市役所市民活動推進課内、春日井まつり実行委員会事務局(☎85－6622、
Ｅメールkatsudo@city.kasugai.lg.jp)へ

　　　　ホームページ　http://www.kasugai－matsuri.com/

内　容▶春日井まつりホームページを見てください
締め切り▶8月23日(金)〈必着〉

感謝市・わいわい☆ぱくぱくランド出店 フリーマーケット出品
とき 10/19(土)～20(日)10:00～16:00 ※一部を除く 10/19(土)10:00～15:30
ところ 市役所庁舎南側広場､ 北駐車場 春見公園

出店(品)資格など 春日井まつりホームページに掲載している募集要領を見るか、問い合わせてください

申し込み
8月2日(金)〈必着〉までに、所定の用紙(市民
活動推進課、春日井まつりホームページに
用意)に記入して、直接か郵送、Ｅメールで

8月14日(水)〈必着〉までに、往復はがき
(1グループにつき1枚)に代表者の住所・
氏名・電話番号、参加人数、参加者全
員の氏名、取り扱い品目を書いて郵送

個人協賛個人協賛 企業協賛企業協賛

出店・出品者出店・出品者

個人協賛個人協賛 企業協賛企業協賛

出店・出品者出店・出品者

個人協賛個人協賛 企業協賛企業協賛

出店・出品者出店・出品者

個人協賛 企業協賛

出店・出品者

景観絵画「ココ☆スキコンテスト」作品募集

　子どものころから、まちの景観を意識する心
を育む機会を作り、身近にある「まちの魅力(景
観)」を再発見・再認識してもらうため、春日井
の風景を描いた絵を募集します。

テーマ▶香りを感じる風景
部　門▶小学生の部、中学生の部
応募資格▶市内在住か在学の小中学生
応募規程▶用紙(四つ切り画用紙程度)・画材とも
　　　　自由で、自作の未発表作品に限る
　　　　※1人何点でも応募可
　賞　▶市長賞、子ども景観大賞、まちのたか

ら発見賞、70周年記念特別賞、審査員
特別賞など　※10月に入賞作品展と表
彰式を開催予定

申し込み▶9月5日(木)〈必着〉までに、氏名(ふり
がな)、電話番号、学校名、学年、組、
描いた場所、感じた香りを作品の裏
面に書くか、作品票(市ホームページ
に用意)を裏面に貼って、直接か郵送、
または学校を通じて、〒486－8686春
日井市役所都市政策課(☎85－6265)へ

春日井まつりの協賛・出店・出品者を募集春日井まつりの協賛・出店・出品者を募集春日井まつりの協賛・出店・出品者を募集

平成24年度市長賞受賞作品平成24年度市長賞受賞作品平成24年度市長賞受賞作品
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ハニワ制作大会参加者募集
毎年、二子山公園で開催しているハニワまつり〈10月26日(土)〉で焼き上げるハニワを2日かけて作りま
す。でき上がったハニワは、二子山公園内のハニワの館かふれあい緑道に並べます。

○コレステロール低下　○整腸作用　○疲労回復○コレステロール低下　○整腸作用　○疲労回復
○精神安定　○美白効果　など○精神安定　○美白効果　など

　現代社会の問題のひとつである
「生活習慣病」に食用サボテンが効
果を発揮するのではないかと分析
を始めました。すると、活性酸素
種を消去する活性を示しました。
活性酸素種は、日本人の死亡原因
の上位を占めるがんや動脈硬化症
の原因となるといわれています。よって、これらの
生活習慣病を予防できる可能性があることが分かり
ました。現在、その成分を追跡中です。

　春日井サボテンは、食べて健
康になる多くの食品因子を含
んでいることを期待させる素
材です。今後は、糖尿病など
その他の疾患に対する効果な
どについても調べていきます。

問い合わせ▶経済振興課（☎85－6244）

食べて健康になる「春日井サボテン」
春日井市は、サボテンを種から育てる「実生栽培」の生産高が全国一のまちと言わ
れています。観賞用のほかに、今注目されているのが食べるサボテンです。食用
のサボテン「春日井サボテン」は、健康にも良いことが分かってきました。

と　き▶8月28日(水)、9月5日(木)午前10時～
午後2時

ところ▶東邦ガス春日井営業所(柏井町2)
対象・定員▶市内在住の人・各24人(先着順)
　　　　※8月28日は小学生も可(保護者同

伴)
持ち物▶布巾、エプロン、手拭きタオル
申し込み▶7月18日(木)から、春日井商工会議

所(☎81－4141)へ

～名城大学農学部の小原章裕教授に伺いました
新たにこんなことが分かってきました新たにこんなことが分かってきました

こんな効果があるといわれていますこんな効果があるといわれています サボテン料理に挑戦！サボテン料理に挑戦！

新たにこんなことが分かってきました新たにこんなことが分かってきました

こんな効果があるといわれていますこんな効果があるといわれています サボテン料理に挑戦！サボテン料理に挑戦！

新たにこんなことが分かってきました

こんな効果があるといわれています サボテン料理に挑戦！

と　き▶9月14日(土)午後1時30分～5時、9月15日(日)午前9時～
午後5時

ところ▶中央公民館
定　員▶50組(1組6人まで)〈抽選〉　※小学生以下は保護者同伴
申し込み▶8月6日(火)〈必着〉までに、はがき(1組1枚)かファクス、

Ｅメールに参加者全員の住所・氏名(ふりがな)・年齢
・電話番号、代表者に○、初参加の人に「初」と書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1、文化財課内、ハニワま
つり実行委員会事務局(☎33－1113、ＦＡＸ34－6484、
Ｅメールbunkazai@city.kasugai.lg.jp)へ

春日井サボテン de みんな健康！
エコ・クッキング教室

“あなたが創る”サボテン料理コンテスト
と　き▶9月27日(金)午前10時～午後2時
ところ▶東邦ガス春日井営業所(柏井町2)
内　容▶味、見た目、アイデア(春日井らし

さ)を中心に審査
部　門▶グルメ部門、スイーツ部門
対象・定員▶市内在住の人・各4人(応募者多数

の場合は書類審査で選考)
申し込み▶9月6日(金)から、春日井商工会議

所(☎81－4141)へ
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情報公開・個人情報保護制度

夏休み企画展「モノづくり～古代の技と知恵」

市では、総合的な情報公開の推進と個人情報の適切な取り扱いに努めています。平成24年度情報公開・
個人情報保護制度の施行状況をお知らせします。

石器や土器など、市内の遺跡で出土した遺物から分
かる古代の技術を子ども向けに分かりやすく紹介し
ます。楽しく学べる関連企画も盛りだくさんです。

　主な請求先は、教育
委員会54件、上下水道
部21件、総務部19件な
どです。公開率は昨年
度よりも上がりまし
た。

　市が保有する個人情報に
対する本人の開示請求件数
は30件です。一部開示にな
った理由は、本人以外の情
報があったためです。なお、
訂正請求、利用停止請求は
ありませんでした。

問い合わせ▶総務課（☎85－6129）

決定区分 件数
全部開示 98
一部開示 107
不開示 1
不存在 37
取下げ 3

請求件数 169件
公開率 　84％(一部開示を含む)

請求件数 30件

※1つの請求で2種類の決定などがあるため、請求件数と決定件数が異なります。詳しくは市ホームペー
ジを見てください。

決定区分 件数
全部開示 15
一部開示 12
不開示 0
不存在 12
取下げ 1

情報公開情報公開 個人情報個人情報

関連企画

勾玉(まがたま)を
つくろう！

古代の技術を体験しよう！
(自由参加)

と き▶ 8月17日(土)・31日(土)
午前10時～11時30分、
午後1時30分～3時の

　　　　間
ところ▶ 中央公民館
内 容▶ 火おこし器で火をお

こす

と き▶ 8月28日(水)午前9時～
正午

ところ▶ 密蔵院(熊野町)
内 容▶ 座禅や重要文化財・多

宝塔のスケッチをする
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1

組3人まで)・15組(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)200円(保険

料含む)

子ども文化財探検隊子ども文化財探検隊子ども文化財探検隊子ども文化財探検隊

と き▶ 8月2日(金)・9日(金)午前
9時～11時30分

ところ▶ 中央公民館
内 容▶ 古代のアクセサリー・

勾玉と管玉で首飾りを
作る

対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組
3人まで)・各15組(抽選)

費 用▶ 材料費(1個)300円

と き▶ 7月20日(土)～9月15日(日)〈月曜日は
休み〉午前9時～午後4時30分

ところ▶ 中央公民館

申し込み▶ ｢勾玉をつくろう！」は7月26日(金)〈必着〉までに、「ぷち・ドキ体験！お寺で座禅とたか
らものを描こう！」は 8月14日(水)〈必着〉までに、はがきかファクス、Ｅメールに講座名、
住所、氏名、電話番号、学校名、学年、保護者名を書いて、〒486－0913柏原町1－97－1、
文化財課(☎33－1113、FAX34－6484、Ｅメールbunkazai@city.kasugai.lg.jp)へ

ぷち・ドキ体験！お寺で座禅とぷち・ドキ体験！お寺で座禅と
たからものを描こう！たからものを描こう！
ぷち・ドキ体験！お寺で座禅と
たからものを描こう！
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未来の宇宙飛行士は
この中から生まれる？
（山王小学校）

　宇宙航空研究開発機構(JAXA)の専門家が
来校し、科学や自然を題材に授業を行う宇宙
一日出前授業。
　「宇宙は地上何㎞から？」「ロケットの部品
の数は？」「ロケットに積んである燃料はどれ
くらい？」など、次から次へと出されるクイズ
に、子どもたちは興味津々。予想外の答えが発
表されると、驚きの声を上げ、宇宙のスケール
の大きさを肌で感じていました。

地域の協力で
住みよいまちを実現
（市役所）
　6月14日に「まちづくり月間まちづくり功労
者国土交通大臣表彰」を受賞した春日井篠木
四ツ谷土地区画整理組合の高見光男理事長が、
報告のために市長を表敬訪問されました。
　土地区画整理事業の完了を来年に控え、市長
とともにこれまでの苦労を振り返りながら、生
まれ変わった篠木四ツ谷の姿に期待を寄せて
いました。

賢い消費者を目指して
（市役所）

　今年で40回目を迎えた消費生活展。訪れた
人たちは、消費者団体による研究活動の発表
や展示、市が行っている事業の紹介などにつ
いて熱心に眺め、担当者からの説明を受けて
いました。
　また、クイズラリーや消費生活カルタ作り
などを楽しみながら、消費生活や環境、食生
活に関する意識を高めていました。

6/12
㊌

学習を通じて
生きがいのある毎日を
（市民会館）

　60歳以上の人が生活・歴史・文学・健康科学
の4つのコースで学ぶかすがい熟年大学が開
講しました。開講式では受講者代表が誓いの
言葉を読み上げ、学習に取り組む決意を新た
にしました。
　また、式の後には元ＮＨＫアナウンサーの
杉山邦博氏による合同講座も行われ、集まっ
た皆さんは熱心に耳を傾けていました。

6/14㊎
～15㊏

6/17
㊊
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地域自立支援協議会の公開
と き▶ 7月25日(木)午後2時30分から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 15人(先着順)
申し込み▶ 7月18日(木)から、障がい福祉課(☎85－

6213)へ

地域福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 7月31日(水)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▶ 7月18日(木)か ら、高齢福祉課(☎85－

6184)へ

後期高齢者医療制度のお知らせ
8月1日(木)から保険証が新しくなります
　7月下旬に新しい保険証(ねずみ色)を簡易書留
で郵送します。また、現在｢限度額適用・標準負
担額減額認定証｣を持っている人で、平成25年度
(24年中所得)も非課税世帯であった人に、新しい
認定証を郵送します。　※古い保険証などは、8
月以降、自分で破棄してください。
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6366)

｢かえるネット春日井｣開設
　認知症の人が安心して地域で暮らせるために、
徘徊(はいかい)している高齢者をメール配信によ
り捜索・発見・保護し、自宅などへ帰す認知症徘
徊・見守りネットワークシステム｢かえるネット
春日井｣が完成しました。
　認知症の人を介護している家族や捜索・発見・
保護に協力していただける企業やボランティアを
募集しています。
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
　平成24年4月から平成25年3月までの住民基本台
帳の一部の写しの閲覧状況を市ホームページ、各
出張所などで公表しています。
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6143)

夜コン
弦楽四重奏で贈るクラシックとタンゴの夕べ
と き▶ 7月19日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
出 演▶ Ｑuartett ＵＮＯ〈水野慎太郎、村越久美

子(バイオリン)、野村依子(ビオラ)、深谷
展晃(チェロ)〉

曲 目▶ ボロディン｢弦楽四重奏曲第2番｣、ピア
ソラ｢アディオスノニーノ｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

夏のお楽しみ会
と き▶ 7月23日～ 8月30日の火～金曜日午後3時

～ 3時15分(予定)
内 容▶ エプロンシアター、パネルシアター、体

操、手遊びなど
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▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

わくわく工作ランド
と き▶ 7月24日(水)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 緩衝材をくっつけて遊ぶ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶児童センター (☎87－6866)

グリーンピアコンサート
サマーコンサート
と き▶ 7月27日(土)午前11時～

11時40分
出 演▶ 春日井ギターオーケ

ストラ
曲 目▶ ｢ジュピター ｣｢いちご白書をもう一度｣

｢天空の城ラピュタ｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

夏休み劇場
と き▶ 7月28日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ 紙絵ばなし｢おばあさんとぶた｣、人形劇

｢京のかえる 大阪のかえる｣など
出 演▶ 人形劇団やまんば
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)

東部市民センター図書室の利用時間延長
　今年度は試行的に、8月31日(土)までは、利用時
間を午後7時まで延長しています。
問い合わせ▶ 東部市民センター (☎92－8511)
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8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)

9(金)・23(金)10：30～

図書館
3(土)・17(土)・24(土)15：00～、
7(水)・10(土)11：00～、14(水)
・21(水)・28(水)15：30～

図書館(語り聞かせの会) 10(土)15：00～

東部市民センター 2(金)・9(金)・16(金)・23(金)
15：30～、24(土)14：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 2(金)10：30～

味美ふれあいセンター 10(土)11：00～
南部ふれあいセンター 21(水)16：15～
西部ふれあいセンター 10(土)11：00～
知多公民館 7(水)15：30～
坂下公民館 3(土)14：00～
中央公民館 10(土)11：00～
グリーンパレス春日井 17(土)14：00～

※高蔵寺ふれあいセンター、鷹来公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

平和祈念式典
と き▶ 8月5日(月)午前10時～ 11時
ところ▶ 総合福祉センター　※公共交通機関を利

用してください。
内 容▶ 平和への願いをテーマにした作文朗読、

参加者全員による献花など
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

8月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①7日(水)②21日(水)・南部ふれあ

いセンター、③5日(月)・グリーンパレス
春日井、20日(火)・高森台団地第一集会
所(高森台10)、22日(木)・坂下公民館、23
日(金)・東野公民館(東野町7)、午前10時
～ 11時30分　※高森台団地第一集会所
と東野公民館は駐車場なし

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)

ミックスダブルス硬式テニス大会
と き▶ 8月18日(日)午前9時から〈予備日8月25日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男女の混合ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で今年度

の連盟登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 8月3日(土)〈必着〉までに、往復はがきに

大会名、2人の住所・氏名・年齢・電話
番号、市外在住の人は勤務先か学校名も
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)

遊覧観光｢これが春日井ブランド！ ｣
と き▶ 8月27日(火)午前9時30分～午後3時(雨天

決行)
集合・解散▶ 市役所
内 容▶ 普段見ることができない王子ネピアの工

場や道風記念館、サボテン関連商品販売
店などを見学

定 員▶ 20人(抽選)〈最少催行人数10人〉
費 用▶ 参加料2500円(昼食代、保険料などを含む)
申し込み▶ 7月31日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

枚2人まで可)に参加者全員の住所、氏名、
年齢、性別、職業、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所経済振興課内、
春日井市観光協会事務局(☎85－6244)へ

薄暮ナイター陸上記録会
と き▶ ①8月4日(日)②8月25日(日)午後5時から
 (小雨決行)　
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人)300円
ところ・申し込み▶7月27日(土)〈必着〉までに、

はがきに大会名、①か②、種目、区分、
住所、氏名、学年、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 100m、1000m、走り幅跳び

中学1～ 3年生 100m、1500m、3000m、走
り幅跳び

高校生、一般、40歳以上 100m、1500m、3000m、走
り幅跳び
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人は、36～37℃前後で体温を一定に保っています。しかし、長時間暑い場所にいると体内の水分や塩分
を失い、やがて体温を調節することができなくなっていきます。これが熱中症です。今年の夏の平均気
温は、平年並みか平年より高いとの予報です。気温の高い日が続くこれからの季節、特に、気温・湿度
が高いときや風が弱いとき、急に暑くなったときなどは注意しましょう。

熱中症に気を付けよう熱中症に気を付けよう

熱中症の症状 もしも、熱中症の疑いがあったら

予防方法

登録はこちらから

熱中症注意情報のメール配信熱中症注意情報のメール配信熱中症注意情報のメール配信

熱中症に気を付けよう熱中症に気を付けよう

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6172）

　初期症状は、立ちくらみやこむら
返りなどです。次第に頭痛、吐き気、
倦怠(けんたい)感が強くなり、重症
になると意識障害やけいれんなどが
起こり、死に至ることもあります。

　安全安心情報ネットワークの「気象情報」に登
録した人にお知らせします。

https://service.sugumail.com/
kasugai/member/

風通しの良い日陰や、クーラーが効いた室内
など涼しい場所に移動する
意識があれば水分補給をする
自力で水分補給ができないときや、体調が回
復しないときは医療機関へ

スポーツドリンクなど、塩分を含んだ水分を
こまめに補給する
屋外では日陰を選んで歩き、日傘を差すなど
暑さを避ける
屋内では窓を開け風通しを良くし、すだれな
どで直射日光を避ける

熱中症に気を付けよう熱中症に気を付けよう

▲QRコード

学校給食献立表の有料広告
掲載期間▶ 9月～12月(2学期分)
規 格▶ 1色刷り・黒、縦35㎜×横60㎜
作成部数▶ 1か月2万9000枚
掲載料▶ 入札により決定
申し込み▶ 7月16日(火)～26日(金)に、申込書(市ホー

ムページに用意)に記入して、学校給食
センター(☎85－6342)へ　※入札は8月7
日(水)に実施

クリーンセンター臨時職員の登録者
内 容▶ 缶、びん、ペットボトルのリサイクルに

伴う作業とクリーンセンターの軽作業
勤務日▶ 月～金曜日○午前8時30分～正午○午後1

時～4時30分
賃金(時給)▶ 1070円(4月1日現在)　※交通費を1通勤

につき230円支給
登録有効期間▶10月1日～平成26年3月31日
申し込み▶ 8月1日(木) ～16日(金)〈土・日曜日を除く〉

午前9時～午後4時30分に、市販の履歴書
(Ａ4判)に記入して、本人が直接、クリー
ンセンター内、エコメッセ春日井へ

問い合わせ▶ クリーンセンター(☎88－0247)

坂下公民館　☎88－5555
夏休み絵画教室
と き▶ 8月20日(火)午前9時

30分～正午
内 容▶ 楽しい夏休みの思

い出を描く
講 師▶ 溝渕泰史
対象・定員▶ 市内在住の小学生

・25人(抽選)
手ごねで作る手づくりピザ
と き▶ 8月27日(火)午前10時～正午
内 容▶ 親子で生地から手ごねをしてピザを作る
講 師▶ 伊藤和子
対象・定員▶ 市内在住の小学4～

6年生とその保護者
・12組(抽選)

費 用▶ 材料費600円
 
申し込み▶ いずれも7月31日(水)〈必着〉までに、往復

はがき(1人か1組1枚)に講座名、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、〒480－0305坂
下町4－250－1へ
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東部市民センター　☎92－8511
夏休みボトルシップづくり教室
と き▶ 8月8日(木)・9日(金)〈2回〉午前10時～正午
内 容▶ びんの中に浮かぶ船を作る
講 師▶ 鷲野章三
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生・20人(抽選)
費 用▶ 教材費300円
申し込み▶ 7月29日(月)〈必着〉までに、往復はがき

(1枚につき2人まで)に講座名、住所、氏
名(ふりがな)、学年、電話番号を書いて、
〒487－0011中央台2－2－1へ

味美ふれあいセンター　☎31－3522
夏休み親子クッキング
と き▶ 8月21日(水)午前10時～午後1時
内 容▶ ホテルプラザ勝川のシェフから夏休みに

役立つ料理を学ぶ
講 師▶ 大鹿裕司
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者

(2人1組)・8組(抽選)
費 用▶ 教材費(1組)2000円
夏休み子ども絵画道場
と き▶ 8月22日(木)午前10時～正午
内 容▶ 夏休みの思い出を描く
講 師▶ 瀬尾昭夫
対象・定員▶ 市内在住の小学生(3年生以下は保護者同

伴)・20人(抽選)
 
申し込み▶ いずれも7月31日(水)〈必着〉までに、往

復はがきに講座名、住所、氏名(ふりが
な)、学校名、学年、性別、電話番号を
書いて、〒486－0958西本町1－15－1へ

知多公民館　☎32－8988
バルーンで遊ぼう
と き▶ 8月3日(土)・24日(土)午前10時～正午
内 容▶ 細長い風船で動物などを作って遊ぶ
講 師▶ 岩月清美
対象・定員▶ 市内在住の幼児～小学生(2年生以下は保

護者同伴)・各20人(先着順)
費 用▶ 教材費200円
持ち物▶ バルーンが入る大きな袋
子ども科学あそび｢①水のふしぎ｣｢②空気のふし
ぎ｣
と き▶ ①8月4日(日)②8月25日(日)午前10時～ 11

時30分
講 師▶ 嶋田秀敏
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同

伴)・各15人(先着順)
持ち物▶ ①500mlのペットボトル(炭酸飲料用でキ

ャップ付き)、はさみ、セロハンテープ、
1円玉5個、タオル②500mlのペットボト
ル(キャップ付き)、ガムテープ、はさみ、
のり

親子でシフォンケーキづくり
と き▶ 8月10日(土)午前10時～正午
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・10組(先

着順)
費 用▶ 材料費(1組)1000円
持ち物▶ ハンドミキサー、エプロン、布巾
 
申し込み▶ いずれも7月18日(木)から、電話で

環境保全課　☎85－6219
夏休み自然環境学習会
と き▶ 8月18日(日)午前8時50分～正午
ところ▶ 落合公園、グリーンパレス春日井(集合

場所)
内 容▶ 身近な公園で花・虫・自然の不思議を探

したあと、自然の素材で工作を楽しむ(雨
天時は室内で自然に関するゲーム)

講 師▶ 自然環境保全活動推進員
対象・定員▶ 小学生(3年生以下は保護者同伴)・30人(先

着順)
持ち物▶ 虫かご、捕虫網(ある人のみ)
申し込み▶ 7月29日(月)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
夏休み親子教室｢押し花グッズを作る｣
と き▶ 8月7日(水)午前10時～正午
講 師▶ 山本啓子
対象・定員▶ 小学生とその保護者・15組(先着順)
費 用▶ 教材費(1組)1800円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、カッターナイフ
園芸教室｢サギソウの育て方｣
と き▶ 8月11日(日)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
園芸教室｢秋冬野菜の栽培｣
と き▶ 8月17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
 
申し込み▶ いずれも7月19日(金)から、電話で
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鷹来公民館　☎84－7071
子ども講座｢夏休み絵画教室｣
と き▶ 8月6日(火)・21日(水)午後1時30分～ 3時
内 容▶ 楽しい夏の思い出を描く
講 師▶ 溝渕泰史
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・各25人(抽選)
申し込み▶ 7月23日(火)〈必着〉までに、往復はがき

(1人1枚)に講座名、希望日(どちらか1日)、
住所、氏名(ふりがな)、学年、電話番号
を書いて、〒486－0809町屋町3610－1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
夏休み親子工作教室
と き▶ 8月17日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 段ボールでパターゴルフ場を作る
講 師▶ 村田祐一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ はさみ、木工用接着剤
申し込み▶ 7月19日(金)から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
夏の工作教室～自分だけの万華鏡を作ろう
と き▶ 8月3日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・15人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
手品教室
と き▶ 8月21日(水)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 田中大貴
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
 
申し込み▶ ｢夏の工作教室｣は7月18日(木)午前9時か

ら、｢手品教室｣は8月1日(木)午前9時か
ら、電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
夏休み親子で楽しくアロマテラピー
と き▶ 8月12日(月)午前10時～正午
内 容▶ ハーブティーを楽しみながら親子で香り

の違ったハンドジェルを作る
講 師▶ 山口奈緒子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・20組(抽

選)
費 用▶ 教材費(1人)600円
申し込み▶ 7月26日(金)〈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(ふりがな)・年齢、電話番号を書いて、
〒487－0013高蔵寺町3－2－1へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
ここから(心・体)教室のご案内～ここから始めよ
う元気生活
とき・ところ▶①9月～ 11月の金曜日(11月1日は

除く)午後1時30分～ 3時・サン・アビリ
ティーズ春日井②9月～ 11月の金曜日(9
月27日は除く)午後2時～ 3時30分・しょ
うなあさひが丘(庄名町)③9月～ 11月奇
数週金曜日午前10時～ 11時30分・第2グ
レイスフル春日井(牛山町)

内 容▶ 運動機能を向上させるためのプログラム
中心(教室の初日と最終日に体力測定を
実施)

講 師▶ ①②あいち介護予防リーダー、あいち健
康づくりリーダー③春日井整形外科理学
療法士

定 員▶ 各50人(先着順)
申し込み▶ 7月16日(火) ～ 8月16日(金)に、①社会福

祉協議会地域包括支援センター中切(☎
56－8611)②地域包括支援センターじゃ
がいも友愛(☎51－1840)③地域包括支
援センターグレイスフル春日井(☎89－
2391)へ

少年自然の家　☎92－8211
もっとカヌーを楽しもう！
と き▶ 8月24日(土)①午前9時30分～正午②午後

1時15分～ 3時45分
内 容▶ カヌーをより楽しむための操作技術を学

んで水上のゲームや自然観察をする
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▶ 参加料(1人)2000円
申し込み▶ 7月30日(火)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、希望日(①②の別も)、住所、
参加者全員の氏名(ふりがな)・年齢(学
年)・性別、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
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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。

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

夏休みアート教室に参加しよう夏休みアート教室に参加しよう夏休みアート教室に参加しよう夏休みアート教室に参加しよう夏休みアート教室に参加しよう

時間や内容など詳しくはホームページを見てください。
ホームページ　http://www.kasugai－bunka.jp/

電力需要がピークになる真夏の昼間。家のエアコンを止めて文化フォーラム春日井のキッズコーナーで
遊びませんか。昨年好評だったアート教室に加え、今年は夜の映画会など親子で楽しめる催し物が盛り
だくさんです。

○7月20日(土) 窓をひらこう open your window
○7月26日(金) 水書道であそぼう
○8月2日(金)  楽器をつくろう
○8月9日(金)  ライトプレーンを飛ばそう
○8月16日(金) ハンカチを染めてみよう
○8月17日(土) 夕涼みシネマ
○8月23日(金) 繭玉マスコットをつくろう
○8月30日(金) モバイル・トリエンナーレＷＳ

文化フォーラム
春日井

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会
と き▶ 8月20日(火)午後1時～4時
ところ▶ 消防署西出張所
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▶ 7月18日(木)から、電話で

健康増進課　☎85－6166
市民健康づくり講座｢あなたの肺は健康ですか？
～ＣＯＰＤ〈慢性閉塞(へいそく)性肺疾患〉の話～｣
と き▶ 8月4日(日)午前10時～11時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ 市医師会医師・森俊之
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の18歳以上の人・

50人(先着順)
申し込み▶ 7月22日(月)から、電話か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、Ｅメールkenko＠city.
kasugai.lg.jpへ

総合福祉センター　☎84－3611
実践パソコン講座(初級者編)
と き▶ 9月の毎週火曜日(4回)午前10時～11時30分
内 容▶ 持ち込みパソコンでアルバムを作る
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人・14人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 8月13日(火)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、
電話番号、身体障がい者は障がい名も書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ　
※身体障がい者は受講料無料。初回受付
時に障がい者手帳の提示が必要

かすがいげんきっ子センター 
育児講座～ベビーマッサージ
と き▶ 9月3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)

おいしいクッキング｢にぎにぎ料理とお楽しみ味
噌汁、バナナ1/2｣
と き▶ 9月8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(1人)300円
 
申し込み▶ いずれも7月30日(火)〈消印有効〉までに、

｢育児講座｣は往復はがき(1組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、｢おい
しいクッキング｣は往復はがき(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)、学校名、
学年、性別、電話番号を書いて、〒486
－0945勝川町8－2858－1、☎35－3501へ
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グリーンパレス春日井　☎84－0381
やさしいヨガ教室
と き▶ 8月24日～ 9月14日の毎週土曜日(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▶ 7月31日(水)〈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

市体育協会加盟団体の講座
硬式テニス初心者教室
と き▶ 8月10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
申し込み▶ 8月3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、
経験年数を書いて、〒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)

勝南なつまつり
と き▶ 8月3日(土) ～ 4日(日)午後5時～ 8時
ところ▶ ＪＲ勝川駅南口・勝南プラザ前
内 容▶ 子ども縁日大会(金魚すくい、輪投げ、

スーパーボールすくいなど)、フリーマ
ーケット、新鮮夕市(無くなり次第終了)

問い合わせ▶ 勝川開発㈱〈☎34－6800〉

ソフトボール公認審判員認定会
と き▶ 11月17日(日)午前8時～午後4時
ところ▶ グリーンパレス春日井
対 象▶ 15歳以上の人
費 用▶ 受講料2500円、認定料3000円
申し込み▶ 7月31日(水)までに、市ソフトボール連盟

・大島(☎51－6807)へ

マンション管理運営・修繕計画等相談会
と き▶ 8月18日(日)午後1時～ 4時30分
ところ▶ 市役所市民相談コーナー
内 容▶ マンション管理士、一級建築士による相

談会
対 象▶ 分譲マンション管理組合役員、区分所有

者など
申し込み▶ 8月5日(月)〈消印有効〉までに、はがきか

ファクスに｢相談会(春日井会場)希望｣、
氏名、住所、マンション名、電話番号、
相談内容を書いて、〒460－8501愛知県
住宅計画課(☎052－954－6569、ＦＡＸ
052－961－8145)へ

主 催▶ 春日井市・マンション管理推進協議会

公立春日井小牧看護専門学校学校祭
と き▶ 9月7日(土)午前10時～午後3時30分
内 容▶ ｢ＬＩＮＥ～つながりを深めよう～ ｣を

テーマに、オープンキャンパスや健康教
室・テーマ展示、バザー、模擬店などを
行う

ところ・申し込み▶オープンキャンパス(看護体
験)は7月31日(水)までに、電話で、公立
春日井小牧看護専門学校(☎84－5611)へ

家族のためのうつ病セミナー
と き▶ 8月1日(木)午後1時30分～ 3時30分　　
内 容▶ ○講演｢うつ病の知識と家族の対応～リ

ワークの実際から～ ｣さらクリニック院
長・鈴木竜世○医師を交えた懇談会

対象・定員▶ 市内在住で｢うつ病｣と診断された人の家
族・20人(先着順)

ところ・申し込み▶7月16日(火) ～ 26日(金)に、県
春日井保健所健康支援課(☎31－0750)へ

要約筆記者養成講習会
期 間▶ 9月22日(日) ～平成26年8月(予定)〈20回〉
ところ▶ ウィルあいち(名古屋市東区)　※初回の

み健身会館(名古屋市熱田区)
定 員▶ 手書きコース、パソコンコース・各25人

(応募者多数の場合は書類選考)
費 用▶ 受講料1万2000円
申し込み▶ 8月12日(月)〈必着〉までに、申込用紙(障

がい福祉課、愛知県身体障害者福祉団体
連合会ホームページに用意)に記入して、
〒456－0024名古屋市熱田区森後町11－
12健身会館内、愛知県身体障害者福祉団
体連合会事務局(☎052－671－8087)へ

 ホームページ　http: //homepage2.nifty.
com/aisinren/
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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）

7/15（祝）～20（土） デッサン・水彩画の作品展 金曜絵の会

7/22（月）～27（土） 平和展 尾張中部地区労連・ピー
スフェスタ実行委員会

7/28（日）～8/3（土）春日井歩山会写真展 春日井歩山会

文化フォーラム春日井（☎85－6868）
7/17（水）～21（日） 平和への祈り アート展 春日井9条の会
7/23（火）～28（日） 市立中学校美術部作品展 市教育委員会(柏原中)

坂下公民館 （☎88－5555）7/17（水）～30（火） なかよし展覧会 平川真奈美
味美ふれあいセンター（☎31－3522）7/19（金）～29（月） スクラブ夏の作品展 スクラブ

グリーンピア春日井（☎92－8711）7/20（土）～28（日） 木のおもちゃ展 牧野辰雄とTOY VILLAGE
虹の森

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）7/20（土）～8/1（木）春日井写団ハッピネス作品展 春日井写団ハッピネス
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）7/24（水）～30（火） こども作品展 アトリエ・キッズ

※展示時間は各施設に問い合わせてください

知っていますか 検察審査会
　交通事故、詐欺、脅しなどの犯罪の被害に遭
い、警察や検察庁に訴えたが、検察官がその
加害者を起訴してくれなかった(不起訴処分)と
きに、訴えたい人は、検察審査会に審査申立が
できます。
　検察審査会では、選挙権を有する一般国民の中
から｢くじ｣で選ばれた11人の検察審査員が、検察
官が加害者を起訴しなかったことの善しあしを審
査します。
問い合わせ▶ 名古屋第一・第二検察審査会事務局(☎

052－203－2423)

家計調査に協力してください
　家計調査は、毎月、総務省統計局が県を通じて
行っています。
　この調査は、暮らし向きを家計の面からとらえ
るもので、一定の方法により選定した世帯に家計
簿をつけていただきます。その集計結果は経済政
策や社会政策の基礎資料、経済動向あるいは景気
動向を見る指標の一つとして活用しています。
　なお、調査内容は、統計のためだけに使用され
ます。調査員が伺ったときには、協力をお願いし
ます。
問い合わせ▶ 県統計課(☎052－954－6104)

逵歌謡協会発表会
とき▶7月21日(日)午前9時30分～午後5時(9時開
場)　ところ▶坂下公民館　内容▶歌謡曲、歌謡
舞踊、大正琴などの発表　※先着50人に粗品進
呈　問い合わせ▶逵(☎・FAX88－3166)

成年後見制度無料市民公開セミナー・相談会
とき▶7月27日(土)午後1時30分～4時30分　とこ
ろ▶レディヤンかすがい　内容▶相続・遺言・
成年後見制度の周知のためのセミナーと相談会
対象・定員▶高齢者・障がい者やその家族、福
祉関係者や医療従事者など・80人(先着順)　問
い合わせ▶(一社)コスモス成年後見サポートセ
ンター愛知県支部(☎052－908－3022)

　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
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8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1日(木)、15日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①7日(水)②14日(水)③21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
          
7/18(木)から、電話で

10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

2日(金)、23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9日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
7/24(水)から、電話で

7日(水)10：00～11：30
レディヤンかすがい

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3月～4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

14日(水)10：00～11：30
保健センター

カミカミ健康教室
          
7/22(月)から、電話で

6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10月～11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

13日(火)10：00～11：30
保健センター

問い合わせ▶　 …子ども政策課(☎85－6170)､    …健康増進課(☎85－6164)

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 子

子

子

子

健

健

子 健

　※ふれあい広場とひよこ教室は休み

NO.74

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

期間中、市内の参加飲食店で限定割引メニューを注文し、スタンプを
3つ集めて応募すると、参加店で利用できる食事券が当たります。
期　間▶8月1日(木)～10月31日(木)
特　典▶①人気＆おすすめメニューが、期間中に限り割引価格にな
　　　　ります②3店舗分のスタンプを集めて応募すると、参加店
　　　　で利用できる食事券を抽選でプレゼント

今年もやります、春日井ぐるりんグルメ今年もやります、春日井ぐるりんグルメ

春日井グルメを食べつくせ！春日井グルメを食べつくせ！春日井グルメを食べつくせ！春日井グルメを食べつくせ！
今年もやります、春日井ぐるりんグルメ今年もやります、春日井ぐるりんグルメ

※参加店やスタンプ台紙を掲載したガイドブックは、8月1日(木)から、
商工会議所の窓口かホームページ( http://www.kcci.or.jp ) に用意

8月からの3か月8月からの3か月8月からの3か月8月からの3か月
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