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70周年を記念して市民納涼まつりで手筒花火が行われました70周年を記念して市民納涼まつりで手筒花火が行われました

情報あ・ら・か・る・と
篠木四ツ谷土地区画整理事業の換地処分に伴い
丁目界や地番が変わります　など
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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！

と　き▶ 9月15日(日)午前9時から
ところ▶サンフロッグ春日井
対　象▶市内在住か在勤、在学の人かスイミン

グスクール会員
部　門▶男・女別、中学生・高校生・成人(マス

ターズ)の部　※小学生の部は10月20日
(日)に開催

種　目▶50m・100m(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、
バタフライ)、200m(個人メドレー、メ
ドレーリレー、リレー)　※50mのみ年
齢に応じて区分あり

市水泳競技大会(中学生以上の部)

費　用▶参加料1人1000円(2種目以内、リレーを
除く)

申し込み▶9月3日(火)〈必着〉までに、所定の用紙
〈市水泳協会(ＦＡＸ34－9271、Ｅメー
ルichida@mvd.biglobe.ne.jp) に用意〉に
記入して、郵送で、〒486－0804鷹来
町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶市水泳協会・一田(☎33－5046)

みんなで参加しよう！

市制70周年記念事業

ぶどうコンクール
月　日▶8月23日(金)
ところ▶市役所市民ホール
内　容▶市内で生産されたブドウのコンクール〈午前

9時30分から審査、午後1時30分から即売(1時
から整理券を配布)〉、ブドウの直売(午前11時
から)、直売所の紹介

問い合わせ▶農政課(☎85－6236)

ギターアンサンブルの集い
と　き▶ 9月16日(祝)午後1時30分から(1時開場)
ところ▶市民会館
内　容▶有名演奏家のギター演奏や参加団体合同の合奏。クラシック

からポップスまで、幅広い曲を演奏
定　員▶1000人(当日先着順)
問い合わせ▶ＭＹギターアンサンブル春日井・山田(☎91－2263)

市民協働事業
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春日井安全アカデミー【公開講座】

　全国的に治安が悪くなったと感じられる中、市内でも自転車盗や
オートバイ盗などの犯罪は、毎日のように発生しています。そして、
その検挙状況をみると、20歳未満の少年による犯行が多数あり、決し
て子どもだからと見過ごせない状況です。
　このような少年の非行を防ぎ、立ち直らせるため、あるいは自分
の子どもを非行から守るためには、何が必要なのかを考えます。

と　き▶10月6日(日)午後1時30分～3時30分
ところ▶レディヤンかすがい
定　員▶400人(抽選)
パネリスト▶○県警察本部少年課調査官○春日井警

察署生活安全課長○市小中学校ＰＴＡ
連絡協議会会長○市小中学校校長会会
長○市保護司会会長

安全なまちづくり市民フォーラム
「子どもを非行から守るために」

申し込み▶9月13日(金)〈必着〉までに、はがきか
ファクス、Ｅメールに催し名、住所、
氏名(ふりがな)、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所市民安全課
(☎85－6064、ＦＡＸ83－9988、Ｅメー
ルanzen@city.kasugai.lg.jp)へ

テレビや雑誌で活躍中の
ステップ総合研究所代表
取締役・清永奈穂氏を迎
え、パネルディスカッシ
ョンを行います。

スローライフ講座｢はじめての草木染め｣
と　き▶ 9月20日(金)午前9時30分～正午
ところ▶鷹来公民館
内　容▶ヨモギで染色した自分だけのマフラーを作製
定　員▶20人(抽選)
費　用▶材料代1000円
申し込み▶8月31日(土)〈必着〉までに、往復はがきに講座名、住所、氏名、

電話番号を書いて、〒486－0901牛山町1915－3、長谷川へ
問い合わせ▶スローライフかすがい｢やっと・かめの会｣・三宅(☎81－4678)

市民協働事業

春日井まつり前夜祭
布施明ＬＩＶＥ

と　き▶10月18日(金)午後6時30分から
ところ▶市民会館
曲　目▶｢シクラメンのかほり｣など
入場料▶6000円(全席指定、未就学児不可)
入場券▶8月24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、ローソンチケットで販売　
※電話予約あり

問い合わせ▶かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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情報あ・ら・か・る・と

住宅火災が増加しています～住宅用火災警報器で火災を早期発見

篠木四ツ谷土地区画整理事業の
換地処分に伴い丁目界や地番が変わります
篠木四ツ谷土地区画整理事業は、9月 13 日 (金 )(金 )
に換地処分の公告がされます。これに伴い、9月
14 日 (土 )(土 ) から区域内の丁目界や地番が変わり、
併せて住所も変更になります。

問い合わせ▶都市政策課（☎85－6268）

○既に登記済みの土地、建物の変更登記は、
　法務局で行います。
○既に登録済みの戸籍簿、住民票の変更は、
　市で行います。

平成 25 年に入り、住宅火災が増加しています。1月～ 6月の発生件数は昨年の 1.6 倍､負傷者数は 4倍
となっています。火災を早期発見するためには、住宅用火災警報器の設置と適正な維持管理が必要です。

　平成24年中の建物火災件数は51件でしたが、住
宅用火災警報器が設置されていなければ、建物火
災の件数が増加していた可能性があります。

■ 昨年は火災になる前の早期発見が28件もあ 
    りました

　平成24年中の市内の住宅火災による3人の死者
は、いずれも65歳以上の人です。また、全国でみ
ると逃げ遅れによる死者が最も多く、就寝時間帯
の死者の発生率は、日中の6倍となっています。
台所だけではなく、寝室、階段にも火災警報器を
設置しましょう。

■ 寝室、階段、台所への設置が義務付けられ
    ています

　初期消火には、消火器の使用が有効です。最近、
ガスコンロが原因となった火災が増えています。
調理中に火元から目を離さないことはもちろんで
すが、住宅用火災警報器と併せて消火器も設置し、
家庭での火災予防を万全にしましょう。

■ 消火器も設置しましょう

　設置した住宅用火災警報器は、作動するか
どうか定期的に点検するようにしましょう。

ボタンを押す

※点検方法は、各機種の取り扱い説明書
を確認してください。

点検方法点検方法点検方法点検方法点検方法
ひもを引く

問い合わせ▶予防課（☎85－6383）

換地処分後の変更区域
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7/13
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夏の農産品の競演
（ＪＡ尾張中央春日井中央支店）

　農家などの生産技術と生産意欲を高めると
ともに、消費者の農産品に対する理解を深め
ることを目的に、夏の農業祭を開催しました。
　夏作農産品コンクールでは、市内で生産さ
れたモモや夏野菜などの色づきや形を審査員
が入念に審査し、その後は出品された農産品
の即売を実施。おいしそうに色づいたモモな
どを買い求めるため、訪れた皆さんは心待ち
にしながら長い列を作っていました。

7/14
㊐

7年連続13回目の出場
（東京ドーム）

　都市対抗野球大会に春日井市代表として
7年連続13回目の出場を果たした王子硬式野
球部。たくさんの市民の皆さんが応援団とし
て駆け付け、大声援を送りました。残念ながら、
0－2で惜敗となりましたが、選手たちの懸命
なプレーに、応援の皆さんは惜しみない拍手
を送っていました。

背番号70のユニホームで始球式を
行った伊藤市長(左)

夜空を彩る大輪の花
（落合公園）

　春日井の夏の風物詩である市民納涼まつりが開
催され、毎年恒例の盆踊り大会や納涼夜店、涼を感
じることができる氷の彫刻など、来場した皆さん
は夏の夜を楽しみました。そして、メーンの花火大
会は、市制70周年の特別企画として手筒花火や仕
掛花火が行われ、例年にも増して華やかに始まり、
色とりどりの花火が春日井の夜空を鮮やかに彩り
ました。

7/20
㊏
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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。

救急車の受け入れ停止
　市民病院では、改修工事に伴い、8月24日(土)・
25日(日)いずれも午前6時から午後6時まで、救急
車の受け入れを停止します。
問い合わせ▶ 管理課(☎57－0057)

健康施策等推進協議会の公開
と き▶ 9月10日(火)午後2時30分から
ところ▶ 市役所1002会議室
定 員▶ 5人(先着順)
申し込み▶ 8月26日(月)から、健康増進課(☎85－6167)へ

保有地売却のお知らせ
一般競争入札による売却

物件 所在地 地目 地積(㎡) 最低売却価格(円)

2－Ａ 弥生町字山ノ前
5264－3 宅地 263.33 1513万

2－Ｂ 篠木町5－1313－89 宅地 176.91 1577万

2－Ｃ 上田楽町字庄司山
3042－6 雑種地 348 2062万

2－Ｄ 柏原町5－21－1 雑種地 244 2530万

※物件2－Ａ、2－Ｂは市、物件2－Ｃ、2－Ｄは市
土地開発公社が売却
申し込み
月 日▶ 9月30日(月) ～ 10月11日(金)
ところ▶ 管財契約課
入札
月 日▶ 10月21日(月)
ところ▶ 市役所入札室
※最低売却価格以上で、最も高い価格で入札した
人に売却。詳しくは案内書(管財契約課で配布)か
市ホームページを見てください。
問い合わせ▶ 管財契約課(☎85－6086)

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間
　屋外広告物は、条例により表示の仕方や場所な
どにルールが定められています。そこで、ルール
を順守した屋外広告物の適正な表示を推進するた
め、全国で｢屋外広告物適正化旬間｣が実施されま
す。屋外に広告を出す際は、窓口に相談し、規制
の内容などを相談してください。
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6265)

高齢者総合福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 9月3日(火)午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 8月19日(月)から、高齢福祉課(☎85－6184)へ

わくわく工作ランド
と き▶ 8月21日(水)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 廃材を使って動くおもちゃを作る
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)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 8月25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)
定 員▶ 12人程度(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)

民俗出張展示｢そうだ！旅に出よう！ ｣
月日・ところ▶8月15日(木) ～

24日(土)・西部ふれあ
いセンター、8月25日
(日) ～ 9月6日(金)・ 南
部ふれあいセンター

　　　　※月曜休館。8月24日
(土)、9月6日(金)は午後
2時まで

内 容▶ 故長谷川徳武元文化財保護審議会委員か
ら寄贈された昭和初期の観光パンフレッ
トや駅弁掛け紙など旅行に関する資料を
展示

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

夜コン｢真夏の夜のカルテット｣
と き▶ 8月23日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
出 演▶ 大室直樹、川口茜、福田良正、片山直樹

(トロンボーン)
曲 目▶ プッチーニ｢ジャンニ・スキッキより『私

のお父さん』｣、ペーテルス｢4つのトロン
ボーンの為の組曲｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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味美地域文化芸能祭
と き▶ 9月1日(日)午前10時30分～午後3時
内 容▶ 味美地域で文化活動をしている10グルー

プによる文化芸能の発表会
ところ・問い合わせ▶味美ふれあいセンター (☎

31－3522)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 9月1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)

9月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①4日(水)②18日(水)・南部ふれあ

いセンター、③2日(月)・グリーンパレス
春日井、③9日(月)・鷹来子どもの家、③
17日(火)・高森台団地第一集会所、③19
日(木)・坂下公民館、③20日(金)・東野公
民館、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)

ボランティア大会
と き▶ 9月7日(土)午後1時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 講演｢笑顔輝く子どもたち～ぷくぷくば

るーんの活動から｣ＮＰＯ法人ぷくぷく
ばるーん理事・大竹由美子、共同作業｢春
日井一長いげんこつ飴を作ろう｣、交流
会、ボランティア展

問い合わせ▶ 市社会福祉協議会地域活動支援課(☎85
－4321、ＦＡＸ86－3156)

オセロ大会
と き▶ 9月7日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶8月22日(木)午前9時から、交

通児童遊園(☎81－1301)へ

9月～12月の子育て広場
と き▶ 9月13日～ 12月13日の金曜日(11月8日・

29日を除く)午前10時～ 11時
内 容▶ 体操や手遊び、簡単な制作遊び、季節の

行事など
対 象▶ 市内在住の未就園児とその保護者
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

秋季硬式テニス大会
と き▶ 9月22日(日)午前9時から〈予備日11月16

日(土)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で今年度

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▶ 9月7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、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)

ミニコンサート～ハンドベル演奏
と き▶ 9月1日(日)午後3時～

3時20分
出 演▶ ベル春日井
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▶かすが

いげんきっ子センタ
ー (☎35－3501)

初めて挑戦！アウトドア【秋】
と き▶ 9月21日(土)午前9時40分～ 22日(日)午後2

時30分
内 容▶ 初めて会う仲間とテント泊やハイキン

グ、野外炊事、キャンプファイア、工作
などを通して秋の自然に親しむ

対象・定員▶ 小学2 ～ 4年生・40人(抽選)
費 用▶ 参加料5000円
ところ・申し込み▶8月30日(金)〈必着〉までに、

往復はがきに行事名、住所、氏名(ふり
がな)、学年、年齢、性別、電話番号を
書いて、〒487－
0031廻間町1102－
1、少年自然の家(☎
92－8211)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

協 力▶ キャンプカウンセラーサークルみろく会
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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。

9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)

13(金)・27(金)10：30～

図書館
4(水)・14(土)11：00～、7(土)
・21(土)・28(土)15：00～、
11(水)・18(水)・25(水)15：30～

図書館(語り聞かせの会) 14(土)15：00～

東部市民センター 6(金)・13(金)・20(金)・27(金)
15：30～、28(土)14：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 6(金)10：30～

味美ふれあいセンター 14(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 14(土)14：00～
南部ふれあいセンター 18(水)16：15～
西部ふれあいセンター 14(土)11：00～
知多公民館 4(水)15：30～
鷹来公民館 14(土)13：30～
坂下公民館 7(土)14：00～
中央公民館 14(土)11：00～
グリーンパレス春日井 21(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

子どもとおとなのための読み聞かせ お話の森
と き▶ 10月13日(日)午後2

時から
ところ▶ 文化フォーラム春

日井
内 容▶ オフロスキーで大

人気の俳優、小林
顕作がとびきりの
絵本を読み聞かせ
ます

入場料▶ 大人1000円、子ども500円(全自由席、4
歳未満入場不可)

入場券▶ 8月25日(日)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
※電話予約あり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

市民ハンドボールクラブリーグ
と き▶ 10月24日(木)・25日(金)・29日(火) ～ 11

月1日(金)午後7時～ 9時
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1チーム)6000円
ところ・申し込み▶9月10日(火)〈必着〉までに、

はがきに大会名、代表者の住所・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▶ 市ハンドボール協会・岡嶋(☎090－1236
－3926)

生活排水処理基本計画の市民意見
　｢春日井市生活排水処理基本計画(中間案)｣がま
とまりましたので、その内容をお知らせし、市民
の皆さんの意見を募集します。
　中間案は、8月23日(金)からごみ減量推進課、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、各公民
館などで見ることができます。
提出方法▶ 8月23日(金) ～ 9月24日(火)〈必着〉に、直

接か郵送、ファクス、Ｅメールに意見、
住所、氏名を書いて、〒486－8686春日
井市役所ごみ減量推進課(☎85－6222、
ＦＡＸ84－8731、Ｅメールgomigen@
city.kasugai.lg.jp)へ　※意見に対する個
別の回答はしません。また、内容につい
ては個人が特定されない形式で原則とし
て公表します。

アクションプラン改定中間案の市民意見
市産業振興アクションプラン改定に関する中間案
内 容▶ ｢企業誘致｣｢事業者支援｣｢地域活性｣を3

つの柱とする、産業振興のための効果的
な施策を盛り込んだ、平成26年度から5
年間の戦略的中期実行計画として改定す
るもの

資料の配布・閲覧場所▶企業活動支援課、経済振
興課、市役所情報コーナー、坂下出張所、
東部市民センター、各ふれあいセンター、
各公民館

提出方法▶ 8月28日(水) ～ 9月27日(金)〈必着〉に、直
接か郵送、ファクス、Ｅメールに意見、
住所、氏名を書いて、〒486－8686春日
井市役所企業活動支援課(☎85－6247、
ＦＡＸ84－8731、Ｅメールkigyo@city.
kasugai.lg.jp)へ　※意見に対する個別の
回答はしません。また、内容については、
個人が特定されない形で原則として公表
します。

毎月19日は
「おうちでごはんの日」

この日は早めに帰宅して
　　家族や友人と楽しく
　　　　食事をしましょう
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図書館臨時職員
勤務場所▶ 図書館
勤務内容▶ 主に乳幼児を対象にした各種行事の運営
勤務時間▶ 午前8時30分～午後5時
賃金(時給)▶ 860円
対 象▶ 幼稚園教諭または保育士として実務経験

があり、普通自動車免許を有する人
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、直接、人事課

(☎85－6021)へ

グリーンピアギャラリー展示作品
と き▶ 平成25年度後期(10月～平成26年2月)の

うち1か月間展示
内 容▶ 植物などに関する絵画や写真などの展示

※四つ切りサイズで15枚ほど展示可(月
の途中で作品の入れ替えも可)

申し込み▶ 8月31日(土)〈必着〉までに、往復はがき
に希望月、ジャンル、住所、氏名、団体
名、電話番号を書いて、〒487－0001細
野町3249－1、グリーンピア春日井(☎92
－8711)へ　※申込者多数の場合は調整

アトリウム音楽祭【冬・春】出演団体
月 日▶ アトリウム音楽祭【冬】12月21日(土)、【春】

平成26年3月15日(土)・16日(日)
対 象▶ 市内外で活動している音楽団体
費 用▶ 運営協力費(1団体)5000円
申し込み▶ 8月25日(日)〈必着〉までに、申込用紙(か

すがい市民文化財団ホームページ、市
の主な施設に用意)に記入して、郵送か
ファクス、Ｅメールで、〒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
matsuri@kasugai－bunka.jp)へ　※8月
29日(木)午後7時から抽選会

 ホームページ　http://www.kasugai－
bunka.jp

かすがいげんきっ子センター
子ども講座｢夏休みの自由研究にピッタリ！煮干
の解剖｣
と き▶ 8月27日(火)午前10時～

11時30分
講 師▶ 岩崎公弥子
対象・定員▶ 市内在住の小学生(低学

年は保護者同伴)・30人
(先着順)

申し込み▶ 8月16日(金)午前9時から、☎35－3501へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～草花・鉢花類の秋から冬の管理
と き▶ 9月7日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 土屋照二
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
園芸教室～山野草の植え方
と き▶ 9月8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
草木染教室～秋草でミニタペストリーを染める
と き▶ 9月14日(土)午後1時～ 3時30分
講 師▶ 矢野美代子
定 員▶ 15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ エプロン、ビニール袋(30㎝×3枚)、ゴム

手袋
 
申し込み▶ いずれも8月20日(火)から、電話で

放課後なかよし教室臨時職員
勤務場所▶ 市立小学校内にあ

る放課後なかよし
教室

勤務内容▶ ①運営指導者…放
課後なかよし教室
の運営、児童の見守
りなど②協力者…
運営指導者の補助

勤務日▶ 給食または弁当のある平日の午後1時40
分～ 4時40分

対 象▶ ①教員免許か保育士資格を持っている人
②資格要件なし

賃金(時給)▶ ①1030円②880円　※通勤手当として1通
勤230円支給

任 用▶ 欠員などに応じて登録者の中から任用
 ※事前に面接を実施
登録有効期間▶平成26年3月31日まで
申し込み▶ 申込書(学校教育課、市ホームページに

用意)、写真(縦4㎝×横3㎝)を持って、直
接、学校教育課(☎85－6441)へ　※運営
指導者を希望する人は教員免許状か保育
士証も必要
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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。

落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会
と き▶ 9月8日(日)午前10時～正午
内 容▶ ハロウィンのアレンジメ

ントを作る
講 師▶ 内村朋子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の

人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費3000円
持ち物▶ ワイヤーの切れるクラフト用はさみ、ピ

ンセット、木工用接着剤
申し込み▶ 8月31日(土)〈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、〒486－0817
東野町字落合池1へ

中央公民館　☎33－1111
スマイル＆美ボディレッスン
と き▶ 9月10日(火)・24日(火)〈2回〉午前10時～

11時30分
内 容▶ 美しい姿勢、歩き方、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

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
布ぞうり編み教室
と き▶ 9月13日(金)・20日(金)〈2回〉①午前9時30

分～ 11時30分②午後1時30分～ 3時30分
内 容▶ 布の切れ端で実用的な布草履を編む
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各8人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費200円
持ち物▶ 約5㎝×130㎝の布30枚
 
申し込み▶ いずれも8月29日(木)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名(｢布ぞうり編
み教室｣は①②の別も)、住所、氏名(ふり
がな)、電話番号を書いて、〒486－0913
柏原町1－97－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
早春の花と野菜作り講座
と き▶ 9月11日～ 10月23日の隔週水曜日(4回)午

後1時30分～ 3時
内 容▶ 早春に収穫する野菜や春咲き草花の苗か

らの育て方、肥料・病害虫について学ぶ
講 師▶ 神田茂
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円、材料費500円
持ち物▶ ビニール袋、軍手、エプロンか作業服
申し込み▶ 8月21日(水)から、電話で

味美ふれあいセンター　☎31－3522
アートフラワーで作る、秋の花々
と き▶ 9月20日(金)・27日(金)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 伊藤和江
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費800円
申し込み▶ 8月30日(金)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名、年齢、性別、電
話番号を書いて、〒486－0958西本町1－
15－1へ

児童センター　☎87－6866
幼児のびのび教室～楽しい親子遊び
と き▶ 9月11日・25日、10月2日・16日・23日の

水曜日(5回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ チルドレン
対象・定員▶ 市内在住の平成22年4月～ 23年3月生ま

れの未就園児とその保護者(2人1組)・30
組(抽選)

費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 8月30日(金)〈必着〉までに、往復はがき

(1組1枚)に教室名、参加者全員の氏名(ふ
りがな)、子どもの生年月日、住所、電
話番号を書いて、〒486－0857浅山町1－
2－61へ

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢ながつき｣
と き▶ 9月13日(金)午 前10時

～正午
内 容▶ 月見の季節の自然を

観察し、団子を作っ
て親子で秋を楽しむ

対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保
護者・20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
野外活動・自然体験指導者講座｢プロジェクト・
ワイルド｣エデュケーター (指導者)の資格取得
と き▶ 9月29日(日)午前9時～午後7時
対象・定員▶ 18歳以上の野外活動・自然体験指導者を

目指す人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料8000円(テキスト代、昼食代含む)
 
申し込み▶ いずれも8月30日(金)〈必着〉までに、往

復はがきに講座名、住所、参加者全員の
氏名(ふりがな)・年齢・性別、電話番号
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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坂下公民館　☎88－5555
やさしく皮膚をつまむ健康法｢セルフ整膚(せい
ふ)｣
と き▶ 9月19日(木)・26日(木)〈2回〉午後1時30分

～ 3時
内 容▶ 整膚の効用とメカニズムを分かりやすく

説明し、全身を自分で整膚する方法を映
像や実技を通して学ぶ

講 師▶ 清水享子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 8月31日(土)〈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)、
性別、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ

レディヤンかすがい　☎85－4188
笑ってスッキリ～笑い体操～ (託児付き)
と き▶ 9月12日(木)・19日(木)・26日(木)〈3回〉
　　　　午前10時～ 11時30分
内 容▶ 表情筋をほぐして笑顔になり、リンパを

流して体をスッキリさせる
講 師▶ 愛知笑い健康事務局・河村聡枝
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料750円、教材費300円
申し込み▶ 8月30日(金)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、託児(おおむね1歳以上の未就
学児)希望は｢託児有｣と子どもの氏名(ふ
りがな)も書いて、〒486－0844鳥居松町
2－247へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
セーターのリフォーム教室
と き▶ 9月14日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ セーターを使ってベストを作る
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▶ 不用なセーター (カーディガンでも可)、

縁飾り用の毛糸、木綿糸(セーターと同
色)、はさみ(大)、かぎ針、裁縫道具

申し込み▶ 8月20日(火)から、電話で

健康増進課　☎85－6166
食育のすすめ教室
と き▶ 9月20日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
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
申し込み▶ 8月29日(木)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
｢認知症について理解しよう｣～認知症サポータ
ー養成講座
と き▶ 8月24日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 鷹来公民館
講 師▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ
明るくすごして認知症予防
と き▶ 8月27日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 市社会福祉協議会地域包括支援センター

(☎87－5377)へ

消防総務課　☎85－6374
上級救命講習会
と き▶ 9月28日(土)午前9時～午後5時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を使った応

急手当てや、傷病者の管理方法を学ぶ
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 8月19日(月)から、電話で

介護保険課　☎85－6187
脳トレセミナー ｢認知症予防のための学習療法｣
と き▶ 10月4日～平成26年3月28日の金曜日(11

月1日、1月3日、3月21日を除く23回)午前
9時30分～ 11時30分のうちの30分程度

ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 簡単な読み書き・計算
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上で、介護保険法によ

る要介護認定または要支援認定を受けて
いない人・30人(先着順)

費 用▶ 教材費5000円(6か月分)
申し込み▶ 8月19日(月) ～ 30日(金)に、電話で

毎月19日は
子育て応援の日
(はぐみんデー )
　　　　　です
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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
｢16式太極拳及び36式太極扇｣入門
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午後7時～ 9時
ところ▶ 中部中学校
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ 扇子(貸し出し可)
問い合わせ▶ 市武術太極拳協会・川水(☎090－9926－

3065)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 9月7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▶ ｢『16式太極拳及び36式太極扇』入門｣は9

月1日(日)〈必着〉までにはがきに、｢硬式
テニス初心者教室｣は8月31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、｢『16式太極拳及び
36式太極扇』入門｣は種目、｢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

土地区画整理変更事業計画
事業名▶ 春日井熊野桜佐土地区画整理事業
組合名▶ 春日井熊野桜佐土地区画整理組合
と き▶ 月～金曜日(祝休日、年末年始を除く)午

前8時30分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6307)

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 9月3日(火) ～ 7日(土)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶平成5年9月2日までに生まれ、平

成25年6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9月1日
登録日▶ 平成25年9月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

中部大学市民講座
古代エジプト文明のなぞに挑む～ピラミッドとは
何か
と き▶ 9月28日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 中部大学(松本町)
内 容▶ エジプトでの発掘調査の様子や象形文字

ヒエログリフの解読などを例に、考古学
の楽しさや奥深さを紹介する

講 師▶ 中部大学准教授・中野智章
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
　　　　※電話は8月19日(月)から
 ホームページ　http://www.chubu.ac.jp

人工透析患者に配慮を
　腎臓病により人工透析を受けている人は、県内
に約1万6500人います。人工透析患者は、心筋梗
塞や脳梗塞などの合併症を発症して突発的に倒れ
ることがあります。
　人工透析患者の多くは、会員バッジやカードを
身に着けていますので、救急搬送時や災害時など
には配慮をお願いします。
問い合わせ▶ (一社)愛知県腎臓病協議会(☎052－682－

0206)

ひきこもりを考える家族の教室
と き▶ 9月13日(金)午後2時～ 4時　
講 演▶ ｢ひきこもりの理解と家族の対応｣フリー

スペース｢みつ屋｣代表・木田隆顕
対象・定員▶ 市内か小牧市在住で、ひきこもりの人を

抱える家族・20人(先着順)
ところ・申し込み▶8月19日(月) ～ 9月6日(金)に、県

春日井保健所健康支援課(☎31－0750)へ

いそぐほど
きけんは
　　   近くに
やってくる
交通安全スローガン
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日商2級販売士検定
月 日▶ 10月2日(水)
受験料▶ 5500円
ところ・申し込み▶8月15日(木) ～ 9月5日(木)に、

春日井商工会議所(☎81－4141)へ　※イ
ンターネットでも申し込み可〈受け付け
は9月3日(火)まで〉

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

自衛官募集
種 目▶ ①自衛隊一般曹候補生②自衛官候補生

(男子)③自衛官候補生(女子)④海上・航空
自衛隊航空学生⑤防衛大学校学生⑥防衛
医科大学校医学教育部医学科学生⑦防衛
医科大学校医学教育部看護学科学生

試験日▶ ①9月16日(祝)・17日(火)の指定する日②
9月1日(日) ～ 29日(日)の指定する土・日
曜日〈高等学校新規卒業者は9月21日(土)
～ 29日(日)の指定する土・日曜日〉③9月
22日(日) ～ 26日(木)の指定する日④9月
21日(土)⑤11月9日(土) ～ 10日(日)⑥11月
2日(土) ～ 3日(祝)⑦10月19日(土)

応募資格▶ ①②③昭和62年4月2日～平成8年4月1日
に生まれた人④⑤⑥⑦高卒(平成26年3月
卒業見込み含む)で、平成5年4月2日～ 8
年4月1日に生まれた人

申し込み▶ 願書を請求の上、①②③④は9月6日(金)
までに、⑤⑥⑦は9月5日(木) ～ 30日(月)
に、自衛隊愛知地方協力本部小牧地域事
務所(☎73－2190)へ

 ホームページ　http://www.mod.go.jp/
pco/aichi/

成年後見人制度相談会
と き▶ 8月27日(火)午後1時～ 4時
ところ▶ 市役所303会議室
内 容▶ 成年後見人制度の利用、遺言・相続など

に関する相談
問い合わせ▶ (公社)成年後見センター・リーガルサポ

ート愛知支部・松尾(☎33－0339)

｢みどり香るまちづくり｣企画の募集
　環境省では、まちづくりに｢かおり｣の要素を取
り込むことにより、良好なかおり環境を創出する
地域の取り組みを支援するため｢みどり香るまち
づくり｣企画コンテストの募集をしています。
申し込み▶ 10月11日(金)〈消印有効〉までに、必要

書類を郵送かＥメールで、〒160－0023
東京都新宿区西新宿4－2－18西新宿浅井
ビル3階、(公社)におい・かおり環境協
会(☎03－5309－2422、Ｅメールmidori_
kaoru@orea.or.jp)へ　※詳しくは環境省
ホームページを見てください。

 ホームページ　http://www.env.go.jp/
air/akushu/midori_machi/index.html

珠算能力検定
月 日▶ 10月27日(日)
受験料▶ 1級2040円、2級1530円、3級1330円
ところ・申し込み▶8月21日(水) ～ 9月11日(水)に、

春日井商工会議所(☎81－4141)へ

県障がい者委託訓練
就職準備訓練
と き▶ 10月1日(火) ～ 12月11日(水)〈土・日曜日、

祝休日を除く〉午前10時～午後4時
ところ▶ 地域サポートセンター坂下(坂下町4)
内 容▶ バックヤード作業、ピッキング、清掃な

どの総合的な職業実務訓練
対象・定員▶ 身体(車椅子の人を除く)・精神・知的障

がい者・5人(面接で選考)
費 用▶ 材料費3000円
運転技能習得
と き▶ 10月8日(火) ～ 28日(月)〈土・日曜日、祝

休日を除く〉午前9時～午後4時
ところ▶ 春日井自動車学校(明知町)
内 容▶ フォークリフト運転技能講習
対象・定員▶ 身体(車椅子・視覚障がいの人を除く。

聴覚障がい者は補聴器で聞こえる人の
み)・精神・知的障がい者・10人(面接・
筆記試験で選考)

申し込み▶ ｢就職準備訓練｣は9月4日(水)までに、｢運
転技能習得｣は9月10日(火)までに、ハロ
ーワークへ　※求職登録が必要

問い合わせ▶ ハローワークか愛知障害者職業能力開発
校(☎0533－93－2102)

こころの健康フェスティバルあいち
と き▶ 10月5日(土)午前10時～午後4時　※式典、

講演は午後1時～ 3時30分
ところ▶ 市民会館　
内 容▶ 式典、講演｢こころ・と・からだ｣作家・

五木寛之、地域団体などによる作品展示、
当事者交流会、バザーなど　※講演は申
し込みが必要

定 員▶ 800人(抽選)
申し込み▶ 9月10日(火)までに、往復はがき(1枚4人

まで)に代表者の氏名(ふりがな)・住所・
電話番号、参加者全員の氏名(車椅子が
必要な人は○を付ける)を書いて、〒486
－0927柏井町2－31、県春日井保健所こ
ころの健康フェスティバルあいち事務局
(☎31－0750)へ
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ところ と　き 展示名 出品者

グリーンピア春日井（☎92－8711）
8/15（木）～18（日） 植物園のスケッチ展 日彩会
8/23（金）～25（日） 古典園芸植物展 春日井古典園芸同好会

市役所市民サロン （☎85－6073）
8/15（木）～21（水） 風景写真展示会 フォト燦々
8/22（木）～25（日） 伍人展 伍人展の会
8/26（月）～31（土） 油彩クラブ作品展 油彩クラブ

坂下公民館 （☎88－5555）8/17（土）～30（金） 写友稲穂会写真展 写友稲穂会
鷹来公民館 （☎84－7071）8/22（木）～9/3（火） 夢見鳥の会絵手紙展 夢見鳥の会
文化フォーラム春日井（☎85－6868）8/27（火）～9/1（日） 春日井水墨画協会展 春日井水墨画協会
落合公園管理棟 （☎56－0414）8/30（金）～9/1（日） 秋の書とミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会、雅友会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）8/31（土）～9/12（木）奥村往躬写真展 奥村喜美男

※展示時間は各施設に問い合わせてください

中学生テニス大会シングルス
とき▶8月21日(水)午前9時～午後4時　ところ▶
中部大学(松本町)　対象・定員▶中学生・男女
各16人(先着順)　費用▶1000円　申し込み▶8月
16日(金)までに、電話かはがき、Ｅメールに住
所、氏名、性別、学年、電話番号を書いて、〒491
－0871一宮市浅野山林75、春日井市テニスコ
ミュニティ・中島(☎080－6920－6475、Ｅメー
ルit－ichinomiya@kpd.biglobe.ne.jp)へ
自然農法セミナー
とき▶8月31日(土)、9月8日(日)〈2回〉午後1時～3
時30分　ところ▶ささえ愛センター　内容▶秋
冬野菜の管理や土作り、堆肥作りの方法を学ぶ
定員▶30人(先着順)　資料代▶(1回)200円　申
し込み▶8月15日(木)～30日(金)に、電話かファ
クス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書
いて、ＮＰＯ法人ＭＯＡ自然農法春日井文化
事業団・早矢仕(☎・FAX32－3868、Ｅメール
voodoochile－67@snow.ocn.ne.jp)へ
いきいきコーラス春日井定期演奏会
とき▶9月7日(土)午後2時～3時30分(1時30分開
場)　ところ▶市民会館　内容▶音楽を介して
心を豊かにする200人の高齢者合唱団の楽しい
演奏会　曲目▶｢三つのわらべ歌｣｢アカシヤの
花｣｢わがまち春日井｣など　定員▶1000人(先着
順)　問い合わせ▶保田井(☎・ＦＡＸ91－6740)

「ふるさと春日井学」研究フォーラム
とき▶9月1日(日)午後1時30分～3時30分　とこ
ろ▶ささえ愛センター　内容▶庄内川の自然と
歴史　講師▶名城大学名誉教授・原彰、市文化
財保護審議会委員・櫻井芳昭　定員▶80人(先
着順)　資料代▶500円(非会員のみ)　申し込み
▶電話かファクス、Eメールに住所、氏名、電
話番号、年齢を書いて、河地(☎・ＦＡＸ82－
5973、Eメールkawachi－k@mb.ccnw.ne.jp)へ
良いご縁を望む親の会
とき▶9月8日(日)午後1時～5時　ところ▶グリー
ンパレス春日井　内容▶第1部…婚活における
親の役割セミナー、第2部…親同士による婚活
交流会　対象・定員▶市内在住か在勤で、25～
45歳くらいまでの結婚の意思のある子の親・
100人(先着順)　参加料▶2000円(夫婦の場合は2
人で3000円)　申し込み▶8月15日(木)～31日(土)
に、電話かファクスに住所、氏名、電話番号、
子どもの年齢・性別、参加人数を書いて、パート
ナーズ倶楽部・長谷川(☎・ＦＡＸ91－7578)へ
みんなで考えよう！アレルギーっ子の防災
とき▶9月13日(金)午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶アレルギーを持つ
子どもの命を守るための防災対策の講座と市職
員からの市の防災備蓄の現状の話　※託児あ
り〈10人(先着順)〉　講師▶防災士・松本洋美　
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)、防災や支援に関心のある人　
申し込み▶9月7日(土)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(アレルギー)を書いて、春日井アレル
ギーの会・田中(☎・ＦＡＸ56－5088)へ
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9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5日(木)、19日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①4日(水)②11日(水)③18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
          
8/19(月)から、電話で

8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

6日(金)、20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13日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
8/20(火)から、電話で

4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4月～5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

12日(木)10：00～11：30
西部ふれあいセンター

カミカミ健康教室
          
8/22(木)から、電話で

5日(木)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11月～12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
             

①5日(木)②12日(木)③19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 ①5日(木)、26日(木)②12日(木)③19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
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問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

ジョブ・カード制度で、ジョブ・カード制度で、
人材育成してみませんか？人材育成してみませんか？
ジョブ・カード制度で、ジョブ・カード制度で、
人材育成してみませんか？人材育成してみませんか？
ジョブ・カード制度で、
人材育成してみませんか？

中途採用予定の社員を計画的に育てたいと思いつつも、やり方が分からな
かったり、定着するか分からないので外部の研修を受けさせるか迷ったり
するという経営者の皆さん、ジョブ・カード制度を利用してみませんか。

　ジョブ・カード制度を活用した職業訓練を通じて、有
能な人材を育成・確保したい企業と正社員の経験が少な
い求職者や新規学卒者とのマッチングを図れます。また、
職業訓練を実施する企業では、訓練生の適性や能力を判
断したうえ、正社員として継続雇用できます。

　職務経歴・学歴・免許・資格など本
人の職業能力を証明するもので、これ
までの経歴を整理することができ、将
来にわたっての職業選択やキャリア形
成の方向付けをしていくものです。

ジョブ・カードとは
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