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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

暮れる公園（落合公園）暮れる公園（落合公園）

情報あ・ら・か・る・と
モバイル・トリエンナーレ in 春日井、
姉妹都市ケローナから訪問団がやってきます！
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問い合わせ▶介護保険課（☎85－6187）

認知症徘徊・見守りネットワーク「かえるネット春日井」 

「かえるネット春日井」への登録、協力をお願いします！

認知症の皆さんを支援するために
　市では認知症の皆さんを支援する取り組みを行っています。参加を希望する人は介護保険課まで問
い合わせてください。

認知症になっても安心して暮らせる
地域を目指しましょう。

～9月は世界アルツハイマー月間です～9月は世界アルツハイマー月間です

　介護の知識の取得や仲間作りを通し
て、介護負担を軽減することなどを目
的に、認知症の人を介護している家族
の皆さんを支援する事業です。家族交
流会や講座を開催しています。 

　認知症について正しく理解し、認知
症の人とその家族を温かく見守り、支
援するサポーターを養成する講座です。
受講者にはサポーターの証としてオレ
ンジリングが配られます。

日本では、厚生労働省の調査で認知症高齢者が全国で462万人（高齢者の７人に１人）にのぼることが分か
りました。毎年9月は「世界アルツハイマー月間」、また、毎年9月21日は「世界アルツハイマーデー」です。
この機会に認知症について考えてみましょう。

　「かえるネット春日井」は、徘徊（はいかい）高齢者を速やかに捜索・発見・保護
し、自宅・家族の元などへ帰すため、パソコンや携帯電話、スマートフォンなどの
モバイル端末で情報を提供・共有するネットワークシステムです。 

対　象　市内に住所がある要介護・要支援認定
　　　　を受けている人
登録方法　介護をしている家族の人などが登録届
　　　　に記入して、介護保険課へ

登録方法　介護サービス事業所、民間企業・団体、個人
　　　　別に登録届がありますので、該当する書類に
　　　　記入して、介護保険課へ
　　　　※登録には、メールができる携帯電話が必要

認知症などによって徘徊の恐れのある人 捜索に協力していただける企業やボランティア

▶

▶

▶

認知症サポーター養成講座 認知症介護家族支援事業

登録届はいずれも介護保険課、市ホームページに用意してあります。

認知症について考えよう認知症について考えよう認知症について考えよう



広報春日井 平成25年8月15日号広報春日井 平成25年8月15日号　 3広報春日井 平成25年9月15日号　 3

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！みんなで参加しよう！

市制70周年記念事業

市内サボテン巡り＆工場見学ツアー
と　き▶10月22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▶コーヒー工場見学とサボテンの寄せ植

え体験、サボテン関連商品販売店など
を訪問し、昼食はサボテンを中心にし
た料理

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▶9月27日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

枚2人まで)に住所、氏名、年齢、職業、
電話番号を書いて、〒486－8686春日
井市役所経済振興課内、市観光協会事
務局(☎85－6244)へ

盆栽展
と　き▶10月25日(金)～27日(日)午前9時～午

後4時(最終日は3時まで)
ところ▶落合公園管理棟

設営・搬入▶10月24日(木)午後1時～3時に、落合公
園管理棟へ

申し込み▶10月4日(金)までに、公園緑地課(☎85－
6281)へ

出展者募集

と　き▶ 10月20日(日)午前9時から
ところ▶サンフロッグ春日井
対　象▶100ｍ以上泳げる小学生
部　門▶男・女別①1～4年生の部②5～6年生の部
種　目▶①50m(自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バ

タフライ)、200m(個人メドレー、リレ
ー、メドレーリレー)②50m・100m(自
由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ)、
200m(個人メドレー、リレー、メドレ
ーリレー)

市水泳競技大会(小学生の部)
費　用▶参加料1人1000円(2種目以内、リレーを

除く)
申し込み▶10月11日(金)〈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　※リレ
ーは団体ごとに申し込み

問い合わせ▶市水泳協会・一田(☎33－5046)

文化展
と　き▶10月4日(金)～6日(日)午前9時30分～午

後4時(最終日は3時30分まで)　※呈茶
席午前10時～午後3時(呈茶券400円)

ところ▶文化フォーラム春日井

内　容▶美術・技芸・茶華道などの加盟団体と、
賛助会員(写真)・特別出展〈県文連美術
展入賞者(絵画)〉による作品展

問い合わせ▶市文化協会・三輪(☎88－4212)
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情報あ・ら・か・る・と

必ず守ってください必ず守ってください必ず守ってください

モバイル・トリエンナーレ in 春日井

姉妹都市ケローナから訪問団がやってきます！
市制70周年を共に祝うため、姉妹都市のカナダ・ケローナ市のウォルター・グレイ市長やレディ・オブ・
ザ・レイク（ミスケローナ）リア・ソージさんをはじめとした 40 人が、春日井まつりに参加します。

国際美術展あいちトリエンナーレ2013の出品アーティストであるオノ・
ヨーコ、ヤノベケンジなど14人による展覧会を開催します。トリエンナ
ーレのエッセンスを紹介すると同時に、本展とは異なる作品を無料で展
示します。

　ケローナ市は、カナダ最西部のブリティッ
シュ・コロンビア州にあり、大都市バンク
ーバーから東へ400㎞ほどの、オカナガン湖
のほとりに開けた都市で、リンゴやワイン
などの産地として知られています。夏はゴル
フ、冬はスキーなど、豊かな自然を生かした
スポーツも盛んなリゾート地であり、住みた
い町としても人
気があります。
　春日井市は、
昭和 5 6 年 2月
に姉妹都市を
締 結 し、30年
以上にわたっ
て交流を続け
ています。

問い合わせ▶ささえ愛センター（☎56－1943）

と　き▶10月19日(土)午前10時～午後4時、10月20日
(日)午前10時～午後2時30分

ところ▶ささえ愛センター
内　容▶オカナガン湖の伝説の怪獣「オゴポゴ」に

ちなんだ小物作りや塗り絵をし、ケロー
ナの人たちとの交流を楽しむ

春日井まつりでケローナ訪問団と交流しよう！

ケローナの風景

ケローナ市はこんなまち

レディ・オブ・ザ・レイク
リア・ソージさん

ウォルター・グレイ市長

と　き▶9月20日(金)～23日(祝)午前10時～午後8時
(最終日は5時まで)

ところ▶文化フォーラム春日井

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

　　　　　　ワークショップ ｢作品について作家とともに考え・話す｣

と　き▶9月21日(土)午後1時30分～3時30分、
午後5時～7時

ところ▶文化フォーラム春日井
内　容▶生態系や水、エネルギーの問題を扱

った作品やプロジェクトを、作家・
池田剛介と一緒に見て、考え、言葉
にする

対象・定員▶高校生以上の人・各20人(先着順)

申し込み▶ファクスかＥメールで、ワークショ
ップ名、希望時間、住所、氏名、年
齢、電話番号を書いて、あいちトリ
エンナーレ実行委員会事務局モバイ
ル・トリエンナーレ係(☎052－971－
6127、FAX052－971－6115、Ｅメール
mobile@aichitriennale.jp)へ

関連企画 関連企画 

藤森照信
｢L4HOUSE 模型」

2011

関連企画 
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市民病院事業評価委員会の公開
と き▶ 10月3日(木)午後2時から
ところ▶ 市民病院
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 管理課(☎57－0057)

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 10月8日(火)午後2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)

9月21日～30日は秋の交通安全運動
　次の重点実施項目に沿って運動を展開します。
○子どもと高齢者を交通事故から守ろう○夕暮れ
時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故をな
くそう○全ての座席でシートベルトとチャイルド
シートを正しく着用しよう○飲酒運転を根絶しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

閉架書庫の利用停止
　蔵書点検のため、図書館と東部市民センター図
書室の閉架書庫に所蔵されている図書の貸し出し
・閲覧を停止します。
月 日▶ 10月1日(火) ～ 25日(金)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

春日井まつり障がい者用駐車場
月 日▶ 10月19日(土)・20日(日)
ところ▶ 市役所庁舎周辺駐車場
対象・台数▶ 身体障がいなどの理由で乗用車でしか来

場できない市民・各日20台(先着順)
申し込み▶ 9月27日(金)までに、申込用紙(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、市民活動推進課内、
春日井まつり実行委員会事務局(☎85－
6622)へ

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

住基カードを利用した届け出などの一時停止
　10月24日(木)に、県のシステム機器更改のため、
市民課や出張所で行っている広域交付住民票や住
基カードを利用した届け出は次の手続き以外はで
きませんので、注意してください。
可能な手続き▶住基カードを利用した転出届を前

日までに行い、春日井市に行う転入届
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6138)

松河戸土地区画整理事業保留地の分譲
整理番号 画地番号 地積(㎡) 分譲価格(円)
① 44－7－4 297.36 2569万1904
② 79－1 242.11 2445万3110
③ 80－2 476.82 3290万580
④ 82－11 296.43 2430万7260

公開抽選▶ 10月31日(木)午後2時から、市役所301会
議室で　※第三者に譲渡可(必ず市の承
認を受けること)

申し込み▶ 10月21日(月) ～ 25日(金)午前8時30分～午
後5時に、パンフレット(都市整備課、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
いセンターに用意)に添付の申込書に記
入して、抽選保証金10万円(公開抽選後、
銀行振り込みで返金)を添えて、都市整
備課(☎85－6306)へ　※詳細は、パンフ
レットを見てください。

秋の里山フェア
と き▶ 9月21日(土) ～ 23日(祝)午前10時～午後4

時
内 容▶ ○秋の装いに植え替えを行った緑と花の

休憩所のデザインコンセプトや使用した
植物の名前、秋の庭作りのヒントや自宅
で植える場合の植え方などの解説○ジャ
ズオーケストラのコンサート○押し花の
ワークショップ○植物や園芸資材の販
売、フードコート

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92
－8711)　

10月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①9日(水)②23日(水)・南部ふれあい

センター、③7日(月)・グリーンパレス春
日井、③15日(火)・高森台団地第一集会
所(高森台10)、③17日(木)・坂下公民館、
③18日(金)・東野公民館(東野町7)、③28
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)
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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。

東部ほっとステーション記念イベント
と き▶ 9月29日(日)午後1時～ 4時
内 容▶ 開設2周年を記念して、講演会｢だまされ

ないぞ！！悪徳商法｣を開催するととも
に、日頃、登録団体が実施している生活
支援などの活動を分かりやすく紹介

ところ・問い合わせ▶東部ほっとステーション(☎
95－5587)

南部ふれあいセンター同好会の展示・発表会
作品展
月 日▶ 10月1日(火)～11月27日(水)〈月曜日を除く〉
内 容▶ 同好会による水彩画、絵手紙、洋裁、陶

芸などの作品展
芸能発表会
と き▶ 10月6日(日)午前10時～午後1時30分
内 容▶ 同好会による民踊、太極拳、新舞踊、社

交ダンスなどの発表会
ところ・問い合わせ▶南部ふれあいセンター (☎85

－7878)

グリーンピアコンサート
ふれあいジャズコンサート
と き▶ 10月5日(土)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ ダンデライオン
曲 目▶ ｢すてきなあなた｣｢Ｏn Ｔhe Ｓunny Ｓide 

Ｓtreet｣｢Ａfter Ｙou’ve Ｇone｣など
和(なごみ)コンサート
と き▶ 10月6日(日)午後1時30分～ 2時15分
出 演▶ ハーモニー グリーングラス
曲 目▶ ｢秋のメドレー ｣｢花は咲く｣｢花｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

10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) 11

(金)10：30～

図書館
2(水)・12(土)11：00～、5(土)
・12(土)・26(土)15：00～、
9(水)15：30～

図書館(語り聞かせの会) 12(土)15：00～

東部市民センター 4(金)・11(金)15：30～、
26(土)14：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 4(金)10：30～

味美ふれあいセンター 12(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 12(土)14：00～
西部ふれあいセンター 12(土)11：00～
知多公民館 2(水)15：30～
鷹来公民館 12(土)13：30～
坂下公民館 5(土)14：00～
中央公民館 12(土)11：00～

※南部ふれあいセンター、グリーンパレス春日井
は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市クラブ対抗バドミントン秋季大会
と き▶ 10月6日(日)午前8時15分から
種 目▶ 男女ランク別団体リーグ戦(1チーム5人

以上)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟登録クラブ

※当日登録も可
費 用▶ 参加料(1チーム)一般6000円、高校生4200

円、小中学生3000円
ところ・申し込み▶9月27日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、クラブ名、活
動年数、参加者全員の氏名・年齢、代表
者の住所・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▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

昼コン｢サックスの未知なる可能性｣
と き▶ 9月28日(土)午後2時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
出 演▶ Ｄuo Ｍysha〈宮田章子(サクソホン)、さ

さはらなおみ(ピアノ)〉
曲 目▶ ｢ラテン・フィエスタ｣、バッハ｢フルー

ト・ソナタ｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

にこにこ劇場
と き▶ 9月29日(日)午後3時～ 3時30分
内 容▶ 劇、ペープサート(紙の人形劇)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)

市民射撃競技大会
と き▶ 9月22日(日)午前8時30分～午後3時
ところ▶ 土岐市総合射撃場(土岐市妻木町)
種 目▶ トラップ射撃競技、スキート射撃競技
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で資格を持ってい

る人・50人(先着順)
費 用▶ 参加料1種目5000円、2種目8000円　※昼

食付き
持ち物▶ 銃砲所持許可証、火薬類譲受許可証、散

弾銃
申し込み▶ 当日午前8時30分～ 10時に、会場で
問い合わせ▶ 市射撃協会・長谷川(☎090－3556－2608)
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西部ふれあいセンター同好会の発表会・展示
芸能発表会
と き▶ 10月6日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ 同好会や地域で活動している団体による

日本舞踊や民踊、ダンスなどの発表会
作品展
月 日▶ 10月6日(日) ～ 13日(日)〈7日(月)を除く〉
内 容▶ 水墨画、絵手紙、写真、和裁などの作品展
お茶会
と き▶ 10月6日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券300円、当日券350円
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

子ども相撲春日井場所
と き▶ 10月6日(日)午前9時30分から(9時から受

け付け)
競技方法▶ 学年別トーナメント方式
対 象▶ 小中学生　※保護者同伴
ところ・申し込み▶10月1日(火)〈必着〉までに、はが

きに大会名、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、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体
育館へ　※爪は短く切ってきてください

問い合わせ▶ 市相撲連盟・加藤(☎080－2622－9359)

Ｓhift Ｃube 杉浦光展
ＭＥＴＨＯＤ(メソッド)
と き▶ 10月30日(水)まで(休館日を除く)午前9時

～午後8時　※10月17日(木)午後5時～ 10
月20日(日)はメンテナンスのため、展示
なし

ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ ｢美系優秀2012｣展で清新な作品を発表し

た美術作家・杉浦光による展覧会。シル
バーを含んだ絵の具で制作された点描作
品と、ビーズを用いた立体作品を展示

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

菊花大会出品者
と き▶ 11月3日(祝) ～ 9日(土)午前9時～午後5時
ところ▶ 市役所市民ホール・市民サロン
出品規定▶ ○大輪の部…1口3鉢以内○山菊の部…1

口2鉢以内
搬 入▶ 11月2日(土)午前9時～午後3時に、市民ホ

ールへ
申し込み▶ 9月30日(月)までに、公園緑地課(☎85－

6281)へ

市民病院納入通知書兼領収書への広告
掲載場所▶ 裏面
規 格▶ 1色刷り(色指定不可)、縦85㎜×横120㎜
掲載料▶ 1枠(1単位)8万4000円
作成部数▶ 外来用10万枚を1単位とし、上限3単位
掲載期間▶ 3か月、残部がある場合はその残部がな

くなるまで
申込期間▶ 随時募集　※医療関連業種、葬祭関係の

広告は掲載不可
問い合わせ▶ 医事課(☎57－0617)

環境カレンダーに掲載する有料広告
掲載場所▶ 各ページ下部(表紙、裏表紙を除く)
規 格▶ 4色刷り、縦45㎜×横85㎜
枠 数▶ 6枠(1枠につき3ページに掲載)
掲載料▶ 1枠10万円(広告作成費は含まれません)
作成部数▶ 12万8000部
申し込み▶ 10月11日(金)までに、申込書(市ホーム

ページに用意)に記入し、広告案を添え
て、直接、ごみ減量推進課(☎85－6222)
へ

市社会福祉協議会の職員
採 用▶ 平成26年4月1日
職 種▶ 一般職
対象・人員▶ 昭和53年4月2日以降に生まれ、次のい

ずれかの要件を満たす人○社会福祉士、
精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援
専門員、主任介護支援専門員、保育士の
うちいずれかの資格を取得しているか
平成26年3月までに取得見込みの人○平
成22年度以降に相談支援従事者研修を
修了している人○大学を卒業している
か平成26年3月までに卒業見込みの人・
4人程度

給料(月額)▶ 17万2200円(平成25年4月1日現在の金額)
 ※給料の他、各種手当を条件に応じて支

給。経験年数による給料加算あり
試 験▶ ○第1次…10月26日(土)に総合福祉セン

ターで教養試験、性格検査、作文試験○
第2次…11月23日(祝)に総合福祉センター
で面接試験

申し込み▶ 9月17日(火) ～ 10月11日(金)〈土・日曜日、
祝日を除く〉午前9時～午後5時に、受験
申込書(市社会福祉協議会法人経営課、
市社会福祉協議会ホームページに用意)
と資格証、卒業証明書か卒業見込み証明
書を持って、本人が直接、市社会福祉協
議会(☎84－1011)へ

 ホームページ　 http ://www.haru－
syafuku.or.jp



8 　広報春日井 平成25年9月15日号

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。

中央公民館　☎33－1111
妊婦さん＆乳幼児のための子守りうた講座
と き▶ 10月4日(金)・11日(金)〈2回〉午前10時～

11時30分
内 容▶ 子どもが安心して眠れる子守歌を覚え、

ママもリフレッシュする
講 師▶ 松本朋子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児とその保護者、妊婦

・20組(抽選)
費 用▶ 教材費100円
申し込み▶ 9月25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)、
電話番号を書いて、〒486－0913柏原町1
－97－1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
生ごみのリサイクル
と き▶ 10月5日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 生ごみを堆肥にするぼかしを作る
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 材料費300円
持ち物▶ エプロン、45ℓ用ビニール袋、雑巾
申し込み▶ 9月19日(木)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
ホームベーカリーを使った総菜パン
と き▶ 10月15日(火)・22日(火)・29日(火)〈3回〉午

前10時～正午
内 容▶ フォカッチャ、ウインナーパンなどを作

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750円、材料費2400円
申し込み▶ 9月29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)、
性別、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ

市営住宅入居者
募集住宅▶ ①桃山住宅Ａ棟②道場山住宅Ａ棟③道場

山住宅Ｂ棟④上八田住宅Ａ棟⑤上八田住
宅Ｂ棟⑥杁ケ島住宅Ａ棟

募集戸数▶ ①②2Ｋ(一般、単身)各1戸③2Ｋ(母子・
父子、子育て)1戸④3ＤＫ(一般)1戸⑤3Ｄ
Ｋ(高齢・障がい)1戸⑥3ＤＫ(一般)1戸〈10
月16日(水)に抽選〉

構 造▶ ①簡易耐火平屋建て②③鉄筋4階建て④
鉄筋7階建て⑤鉄筋4階建て⑥鉄筋3階建
て

家 賃▶ ①4400 ～ 8600円②7600 ～ 1万4700円③
7800 ～ 1万4300円④2万8900 ～ 5万6800
円⑤2万9700 ～ 5万8300円⑥2万9900 ～ 5
万8700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▶ 12月1日(日)
申込書▶ 9月18日(水)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▶ 10月1日(火) ～ 9日(水)〈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

図書館　☎85－6800
子ども司書ボランティア育成講座
と き▶ 10月12日(土)・26日(土)午前10時～正午、

11月2日(土)午前9時～正午、11月10日(日)
午後1時～ 3時(4回)

ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 図書館の仕事やおはなし会などを体験する
対象・定員▶ 市内在住の小学5 ～中学2年生・10人(先

着順)
持ち物▶ 図書館利用者カード、本1冊(Ａ5サイズ)
申し込み▶ 9月18日(水)午前9時から、電話で

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▶ 10月21日～ 12月23日の月曜日(11月11日、

12月9日を除く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
パソコン教室
と き▶ 10月22日～ 11月26日の毎週火曜日(6回)

午後7時～ 9時
内 容▶ デジタルカメラの映像を加工しアルバ

ム、年賀状などの作成技術を学ぶ
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
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
持ち物▶ ウインドウズＸＰ以上対応のノートパソ

コン
 
申し込み▶ いずれも9月30日(月)〈必着〉までに、往

復はがき(1講座1枚)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
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鷹来公民館　☎84－7071
｢宝午(たからうま)｣ ～えとの木目込み人形作り
と き▶ 10月6日(日)・13日(日)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 鈴木真淳祥
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料500円、材料費2980円
持ち物▶ 木目込みべらか目打ち、はさみ、小皿、

タオル
はじめてのトンボ玉作り～バーナーを使って自分
でトンボ玉作りに挑戦！
と き▶ 10月11日(金)①午前9時30分～正午②午

後2時～ 4時30分
内 容▶ トンボ玉にコードを通してストラップな

どを作る
講 師▶ 鈴木達始
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各6人(先着

順)
費 用▶ 受講料250円、材料費750円
持ち物▶ ポケットのない汚れてもよい服装(熱に

強いもの)、サングラス(ある人のみ)
 
申し込み▶ ｢宝午｣は9月19日(木)から、｢はじめての

トンボ玉作り｣は9月20日(金)から、電話
で

生涯学習課　☎85－6447
中部大学連携講座｢中世の春日井地域を読み解く｣
と き▶ 10月7日～ 12月2日の隔週月曜日(5回)午

後1時30分～ 3時
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 春日井市史や愛知県史を手掛かりにし

て、春日井の歴史的な特質を探る
講 師▶ 中部大学准教授・水野智之
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・60人(抽選)
費 用▶ 受講料1250円
名古屋大学連携講座｢印象派とは何か｣
と き▶ 10月17日(木)・31日(木)、11月14日(木)〈3

回〉午前10時～ 11時30分
ところ▶ 味美ふれあいセンター
内 容▶ モネ、ルノワール、セザンヌなどの作品

を紹介しながら印象派について解説する
講 師▶ 名古屋大学大学院教授・栗田秀法
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・60人(抽選)
費 用▶ 受講料750円
 
申し込み▶ いずれも9月27日(金)〈必着〉までに、は

がきかＥメールに講座名、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
(Ｅメールsyogaigk@city.kasugai.lg.jp)へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
創作紙粘土教室
と き▶ 10月5日(土)午前9時30分～正午
内 容▶ 冬を彩る最新の椿の花を作る
講 師▶ 梅田寿子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 20㎝×15㎝×5㎝の持ち帰り用の箱
器を彩るドライフラワー教室
と き▶ 10月12日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 岩崎菅子
定 員▶ 10人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ はさみ、ピンセット
 
申し込み▶ いずれも9月19日(木)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
山ガール・山女子入門・秋
と き▶ 10月18日(金)午前9時30分～午後2時30分
内 容▶ 里山の自然観察とハイキング、ヨガを体

験する
講 師▶ 菊池英子
対象・定員▶ 18歳以上の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 10月1日(火)〈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

レディヤンかすがい　☎85－4188
ママ再就職～もう一度働きたい！自分らしい働き
方を見つける！ (託児付き)
と き▶ 10月16日(水)・23日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
内 容▶ 再就職に向けて、自己理解・分析からの

適正判断や履歴書の書き方、面接の仕方
などを学ぶ

講 師▶ 春日井若者サポートステーション
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・20人(抽選)
費 用▶ 受講料500円　
申し込み▶ 9月29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、託児(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



10 　広報春日井 平成25年9月15日号

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。

保健センター　☎91－3755
血糖値を急に上げない食事とは？
と き▶ 10月24日(木)午前10時～午後0時30分
内 容▶ ｢とんぼ｣などの飾り巻き寿司を作る
講 師▶ 保健センター管理栄養士
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料300円、材料費600円
申し込み▶ 9月28日(土)〈必着〉までに、直接かはが

き、ファクス(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1－1－7、ＦＡＸ
91－3739へ

総合福祉センター　☎84－3611
社交ダンスで心身共に健康に！
と き▶ 11月6日～ 12月4日の水曜日(11月20日を

除く4回)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 神田真佐志
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・20人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
ポップス歌謡
と き▶ 11月の毎週水曜日(4回)午前10時～ 11時

30分
内 容▶ ピアノの生演奏で歌う
講 師▶ 三上栄大
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・50人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
水墨画教室～写しから始める水墨画
と き▶ 11月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
講 師▶ 竹尾光範
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・40人(抽選)
費 用▶ 受講料520円、材料費500円
元気パワーアップ運動講座～転倒防止エクササイズ
と き▶ 11月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
講 師▶ 市スポーツ・ふれあい財団
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・30人(抽選)
 
申し込み▶ いずれも10月15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が必要

知多公民館　☎32－8988
親子パン作り教室
と き▶ 10月20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
そば打ち教室～新そばを味わう
と き▶ 10月26日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 新そばで本格的そば打ちを学ぶ
講 師▶ 日本手打ちそば保存会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費800円
持ち物▶ エプロン、タオル、布巾、持ち帰りの容

器(ふた付き)
 
申し込み▶ ｢そば打ち教室｣は9月18日(水)から、電

話で、｢親子パン作り教室｣は9月25日(水)
〈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

環境保全課　☎85－6219
秋の自然環境学習会
と き▶ 10月5日(土)午前8時50分～正午
ところ▶ 潮見坂平和公園
内 容▶ 里山探検で自然の不思議を探した後、

自然の素材で工作を楽しむ(雨天時は、
グリーンパレス春日井で自然についての
ゲームや工作)

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)
申し込み▶ 9月17日(火)から、電話で

南部ふれあいセンター　☎85－7878
楽しいフラダンス
と き▶ 10月17日～ 11月7日の毎週木曜日(4回)午

前10時30分～正午
内 容▶ ゆったりハワイアン音楽に合わせてフラ

を楽しく踊る
講 師▶ 山口奈緒子
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
申し込み▶ 9月26日(木)〈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
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
お口の病気のお話～診断の困難なお口の痛みにつ
いて
と き▶ 9月24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▶ 歯科医師・神野洋輔
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
気功教室
と き▶ 9月25日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 稲垣志歩
定 員▶ 10人(先着順)
費 用▶ 参加料300円
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
脳もいきいき音楽療法～歌って笑って元気力アップ
と き▶ 10月5日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春日井
講 師▶ 須崎弘子
定 員▶ 40人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井(☎32－1117)へ

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▶ 10月3日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
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)

市民健康づくり講座｢ロコモ(ロコモティブシンド
ローム)について学ぼう｣
と き▶ 10月6日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ グリーンパレス春日井
講 師▶ 市医師会医師・松下廉
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▶ いずれも9月18日(水)から、｢歯周病予防

教室｣は電話で、｢市民健康づくり講座｣
は電話か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

グリーンパレス春日井　☎84－0381
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 10月29日～ 12月17日の毎週火曜日(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
やさしいヨガ教室
と き▶ 11月2日～ 23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▶ いずれも9月30日(月)〈必着〉までに、往

復はがき(1講座1枚)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

介護保険課　☎85－6187
歯°(ぱ)たからセミナー ｢誤嚥(ごえん)性肺炎を
予防しよう！ ｣
と き▶ ①10月24日(木)②10月31日(木)午後1時30分

～3時
ところ▶ ①坂下公民館②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
対象・定員▶ 市内在住か在勤で65歳以上の人・30人(先

着順)
申し込み▶ 9月19日(木)から、電話で

子ども政策課　☎85－6170
誰も教えてくれなかった妊娠適齢期～あなたは何
歳で赤ちゃんを産みますか
と き▶ 10月29日(火)午後6時30分～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 市医師会医師・浅田義正
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・180人(先着順)
申し込み▶ 9月18日(水)から、電話かＥメールに講座

名、代表者の氏名(ふりがな)・住所・年齢
・電話番号、参加人数を書いて、Ｅメール
kodomo@city.kasugai.lg.jpへ

かすがいげんきっ子センター
育児講座～お父さんと遊ぼう(自由参加)
と き▶ 9月29日(日)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住の1歳児とその父親
問い合わせ▶ かすがいげんきっ子センター (☎35－

3501)

薬物乱用は脳を侵し、身体も
心もボロボロにします。
1回使用しただけでも
乱用となり、犯罪です。
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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
ジョギング教室
と き▶ 9月29日(日)午前9時から(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)
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・岡本(☎080－2618－

8455)
少林寺拳法体験教室
と き▶ 10月5日(土)・12日(土)・19日(土)〈3回〉午

前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の小学生以上の人
費 用▶ 受講料500円
問い合わせ▶ 市少林寺拳法協会・林(☎090－1759－

4703)
シニアサッカー教室
と き▶ 10月～ 12月の第2・4木曜日(6回)午後7時

～ 9時
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で40歳以上の人(小

学生は同行可)　※小学生の子どもと一
緒に参加する人は30歳代でも可

費 用▶ 受講料大人2000円、小学生800円
問い合わせ▶ 市サッカー連盟・小原(☎090－1982－

8482)
 
申し込み▶ ｢ジョギング教室｣は当日午前8時30分か

ら会場で、それ以外は9月29日(日)〈必着〉
までに、｢少林寺拳法体験教室｣ははがき
に、｢シニアサッカー教室｣は往復はがき
に教室名、参加者全員の氏名・年齢、代
表者の住所・電話番号、｢少林寺拳法体
験教室｣は性別、｢シニアサッカー教室｣
は経験年数、メールアドレスも書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ　※｢少林寺拳法体験教室｣は当日会場
でも申し込み可

コロニー祭
と き▶ 10月6日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 県心身障害者コロニー
内 容▶ オープニングパレードや各種ステージ、

模擬店、フリーマーケットなど
サイエンス教室｢やってみようサイエンス｣
と き▶ 10月6日(日)午前10時15分～午後2時30分
ところ▶ 県コロニー発達障害研究所
内 容▶ 標本の展示や細胞の観察、脳の働きの分

析などの楽しくて簡単な実験
問い合わせ▶ 県心身障害者コロニー (☎88－0811)

シルバー人材センター入会説明会
と き▶ 10月16日(水)、11月15日(金)、12月17日(火)

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、希望参加日を書いて、〒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

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ 10月27日(日)、11月27日(水)、12月22日(日)

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
健所の相談員、市役所か地域の精神保健
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｣

10月～12月の献血
とき ところ

10/19(土)・20(日)9：30～16：00 市役所
11/16(土)10：00～16：00 バロー高蔵寺店
11/30(土)10：00～16：00 サンマルシェ (第5駐車場)
12/7(土)10：00～16：00 イオン春日井店

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)

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会
と き▶ 10月23日(水)午後1時～ 4時
ところ▶ 鷹来公民館
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▶ 9月19日(木)から、電話で
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行政書士無料相談会
と き▶ 10月2日(水)午前10時～正午、午後1時～

4時
ところ▶ 市役所701会議室
内 容▶ 建設業許可関係、農地法許可関係など、

官公署に提出する許認可関係についての
相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 県行政書士尾張支部

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 10月3日(木)午前10時～午後4時
ところ▶ 市役所301会議室
内 容▶ 土地価格、地代、家賃、借地権、相続時

の土地分割、不動産の有効利用など不動
産に関する相談

問い合わせ▶ (公社)愛知県不動産鑑定士協会事務局(☎
052－241－6636)

日商簿記検定
月 日▶ 11月17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▶ 9月25日(水) ～ 10月16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。9月25日
(水) ～ 10月14日(祝)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

危険物取扱者試験
月 日▶ 11月24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▶ 乙種第1～ 6類、丙種
受験料▶ 乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 10月15日(火) ～ 23日(水)に、受験願書〈9

月30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10月12日(土)午前9時～ 10月
20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(一社)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。

2・3級カラーコーディネーター検定
月 日▶ 12月1日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 2級7140円、3級5100円
申し込み▶ 9月17日(火) ～ 10月18日(金)に電話で、東

京商工会議所検定センター (☎03－3989
－0777・平日午前10時～午後6時)へ

 ※インターネットでも申し込み可
 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

多治見ビジネスフェア｢き｣業展出展者募集
と き▶ 平成26年1月31日(金) ～ 2月1日(土)午前10

時～午後5時
ところ▶ セラミックパークＭＩＮＯ(多治見市東町)
内 容▶ ものづくりから飲食までさまざまな分野

の出展者が自慢の技術や製品などのＰＲ
を行う展示会

出展料▶ 1ブース1万円　※別途交流会費1人5000
円(必ず1人は参加)

申し込み▶ 9月27日(金)までに、申込書(｢き｣業展ホ
ームページに用意)に記入して、多治見
市産業観光課〈☎0572－22－1111(内線
1346)〉へ　※予定数に達した場合は期限
前に締め切ることあり

 ホームページ　http://kigyouten.com/

9月は｢障害者雇用支援月間｣です
　9月は障害者雇用支援月間です。平成25年4月か
ら企業の障がい者法定雇用率が2.0％に引き上げ
になり、労働者50人につき、障がい者を1人以上
雇用することになりました。企業の皆さん、障が
い者雇用に更なる理解をお願いします。
問い合わせ▶ ハローワーク春日井(☎81－5167)

10月～12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〉

10/8(火)・11/12(火)・
12/10(火)13：30～15：00

31－2133
歯科相談(予約制) 10/17(木)・11/21(木)・

12/19(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(祝休日を除く)
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(祝休日を除く)
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)

10/8(火)・11/12(火)・
12/10(火)14：00～15：30

血液検査(エイズ、肝炎
検査など)

毎週火曜日(12/24、12/31
を除く)9：30～ 11：00

31－2189
骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日

(12/31を除く)
10：00～ 15：00
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ところ と　き 展示名 出品者
坂下公民館 （☎88－5555）9/18（水）～28（土） 写真作品展示 坂下カメラクラブ

市役所市民サロン （☎85－6073）
9/19（木）～24（火） 俊の会・日本画展 俊の会
9/25（水）～30（月） 水墨画の展示 おんこ水墨画クラブ

グリーンピア春日井（☎92－8711）
9/21（土）～23（祝） 野辺の生け花展 野辺の生け花教室受講生と講師
9/26（木）～29（日） 植物画教室受講生作品展 植物画教室受講生と講師

鷹来公民館 （☎84－7071）9/21（土）～10/4（金） 秋の書展 無玄会
文化フォーラム春日井（☎85－6868）9/25（水）～29（日） 松翠会書展 松翠会
落合公園管理棟 （☎56－0414）9/27（金）～29（日） おもと展 日本おもと協会 春日井支部
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）9/28（土）～10/10（木）星の信仰・風の信仰 宮田江美子

※展示時間は各施設に問い合わせてください

幸田バレエ教室発表会
とき▶9月21日(土)午後5時～8時　ところ▶市民
会館　演目▶バレエ小品集、「ナポリ｣など　
定員▶1000人(当日先着順)　問い合わせ▶幸田
(☎・ＦＡＸ84－9264)

相続無料相談会
とき▶9月28日(土)午後1時～5時　ところ▶さ
さえ愛センター　内容▶司法書士、弁護士、税
理士などによる無料の相続相談会　定員▶8組
(先着順)　申し込み▶9月27日(金)までに、電話
でＮＰＯ法人相続おたすけネットワーク・安井
(☎052－231－6868)へ

かすがい朗読研究会 朗読発表会
とき▶10月2日(水)午後1時30分～3時30分　とこ
ろ▶文化フォーラム春日井　内容▶さだまさし
「帰郷」、新美南吉「うた時計」などの朗読　対象・
定員▶市内在住の人・84人(先着順)　問い合わ
せ▶佐髙(☎・ＦＡＸ31－6362)

生ゴミのリサイクル 婦人会「ぼかし講座」
とき▶10月5日(土)午前10時～11時30分　とこ
ろ▶レディヤンかすがい　内容▶生ごみを堆肥
にするぼかし作り講座　定員▶20人(先着順)　
材料代▶300円　持ち物▶エプロン、45ℓ用のビ
ニール袋、雑巾　申し込み▶9月15日(日)～10月
1日(火)に、電話で婦人会協議会・横井(☎090－
7869－1038)へ

ハングル語講座
とき▶10月10日～平成26年9月25日の毎週木曜
日午後7時～9時　ところ▶春日井商工会議所　
内容▶韓国語の基礎を学ぶ　対象・定員▶市
内在住の人・30人(先着順)　費用▶1か月4000
円　※別途教材費が必要　申し込み▶10月4日
(金)までに、電話で韓国民団春日井支部(☎81－
4508)へ

講演会「持続可能な地球と私のために～持続可
能な社会の創造と人口問題」
とき▶10月12日(土)午後1時30分～5時　ところ
▶ウインクあいち(名古屋市中村区)　内容▶人
間社会の持続性を脅かす現象の原因のひとつ
である人口問題について、解説と取り組みを
紹介　定員▶300人(先着順)　申し込み▶電話
かEメールで、中部大学中部高等学術研究所(☎
51－9959、Eメールesd10th@offi  ce.chubu.ac.jp)
へ　※ホームページ(http://www.chubu.ac.jp/
esd10th)からも申し込み可

「ふるさと春日井学」研究フォーラム
とき▶10月13日(日)午後1時30分～3時30分　と
ころ▶ささえ愛センター　講演▶「小野道風の
記憶と伝承」松河戸誌研究会、「小野道風出生の
真実」郷土春日井研究会会長・塚田忠雄　定員
▶60人(先着順)　資料代▶500円(非会員のみ)
申し込み▶10月12日(土)までに、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
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10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3日(木)、17日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①2日(水)②9日(水)③16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
          
9/17(火)から、電話で

5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

4日(金)、18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11日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
9/25(水)から、電話で

9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5月～6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

23日(水)10：00～11：30
保健センター

カミカミ健康教室
          
9/24(火)から、電話で

8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12月～平成25年1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

16日(水)10：00～11：30
保健センター

ふれあい広場
             

①3日(木)②10日(木)③17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 ①3日(木)、24日(木)②10日(木)③17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

NO.76 我が社のNo.1、オンリー１

　平成12年創業のベンチャー企業。
独創的なアイデアを原点に新製品開
発に挑戦しています。
　経営方針は「報恩の精神」と「初動は
善」。いつまでも挑戦し続けていたい、
五合目から頂上を目指していきたい、
という心から社名を命名しています。
 問い合わせ▶本社☎35-2001

企業紹介 ㈱五合（大手町4）
　親水性無機塗料「ゼロ・クリア」は金属表面にコーティングす
ることで、水だけで簡単に汚れを落とすほか、高硬度・高耐熱性、
抗菌性などを有し、さまざまな分野で活躍しています。
　また、天井クレーン
コントローラ「zen」は
従来の東西南北の４つ
のボタンを一つにまと
めたことで、安全性・
高効率化の大幅な改善
を実現した製品です。
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