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現在の健康管理センターに替えて、市民病院に隣接して建設中の「総合保健医療センター」は、平成26年6月
2日（月）にオープンする予定です。

総合保健医療センター

健康診査および検査

  人間ドック
（総合健診から名称を変更）

眼圧、眼底、聴力、肺機能、血清、腎機
能、糖尿、脂質、血液生化学、心電図、
胃部・胸部Ｘ線、腹部超音波など81項目

総合的な健診により長期的
な健康の保持と疾病予防に
役立てます。

  基本健診
（健康診査コースから名称を
　変更）
  特定健診
（40歳以上の市国民健康保険の
　被保険者） 

身体計測、診察、血圧測定、尿検査、
血液検査、心電図検査、胸部Ｘ線、視
力、聴力など28項目

身体計測、診察、
血圧測定、尿検
査 、 血 液 検 査 、
心電図検査など
24項目

労働安全衛生法に基づく健康
診断と同等の健診を行います。

糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病
の発症や重症化を予防するために、メタボリック
シンドローム該当者と予備群の減少を目指します。

職域などで健診を受診する機会の少ない人を対象
に特定健診と同等の健診を行います。

若い世代の健康意識を高めてもらうためのもので、
特定健診と同等の健診を行います。

  ヤング健診
（18歳以上39歳以下の市民） 

骨密度検査
骨量を測定し把握することで、骨粗しょう症による骨折などを未然に
防ぐためのものです。

子宮がん検査 子宮がんを早期発見するためのものです。〈頸（けい）部細胞診と内診〉
乳がん検査 乳がんを早期発見するためのものです。（マンモグラフィと視触診）

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査

名　　称 内　　容

  生活習慣病予防健診
（特定健診対象者、後期高齢者
　医療の被保険者を除く）

             　　　　で

実施予定の事業を紹介します

甲状腺などから分泌されるホルモン（TSH、FT3、FT4）を検査し、甲
状腺の病気を調べます。（血液検査）
心臓から分泌されるホルモン（BNP）を検査し、心臓への負担の程度を
調べます。（血液検査）
複数の角度から撮影することで、通常の撮影では発見しづらい所見を調
べます。

前立腺から分泌される物質（PSA）を検査し、前立腺の病気を調べます。
（血液検査）

微弱な電流を流し、内臓脂肪面積を測定します。（インピーダンス法）
動脈の硬さや閉塞（へいそく）の程度を調べます。（血圧脈波検査）

痰の中の細胞を検査し、がん細胞の有無を調べます。
胃粘膜の炎症や萎縮の状態とピロリ菌の感染を調べます。（血液検査）

肝臓、大腸、膵臓（すいぞう）がんを調べます。（血液検査）
主に卵巣がんを調べます。（血液検査）

①内臓脂肪測定
②動脈硬化検査

③甲状腺検査

④ＢＮＰ検査 

⑤胸部断層Ｘ線撮影

⑥喀痰（かくたん）検査
⑦胃がんリスク検査

⑧前立腺がん検査

⑨腫瘍マーカー検査
⑩女性腫瘍マーカー検査

保健予防事業

健康づくり事業
 市民の皆さんの健康づくりの拠点として、栄養相談・指導、運動相談・指導、健康講座などを行います。

　健康管理センターで実施している乳幼児健康診査（4か月児、1歳6か月児、3歳児）、予防接種（BCG）、
各種健康相談、教室、健康診査などを継続または拡充するほかに、脳ドックや妊産婦ケアなどの新しい事業
を実施します。

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6167）

休日・平日夜間急病診療
　健康管理センターの急病診療所を移転します。

曜　日 診療時間

平日夜間（月～金曜日） 午後9時～11時30分

土曜日 午後6時～9時

日曜日、祝休日、年末年始（12月30日～1月3日） 午前9時～午後9時

※北東側から見た完成イメージ図

急病のときは、まずはかかりつけ医へ

症状に合った医療機関で受診しましょう

　かかりつけ医であれば、普段の診察や情報などか
ら総合的に判断し、適切な治療が受けられます。

　日常的な診療や健康管理は、かかりつけ医や身近な
診療所へ。専門的な医療が必要なときは、かかりつけ
医や身近な診療所から紹介を受けて、専門の医療機関
で受診しましょう。
　本当に救急医療が必要な患者に適切かつ迅速に医療
を提供するために、軽い症状での救急外来の受診は避
けましょう。

脳ドック

MRI（脳断層撮影）、MRA（脳血管撮影）、頸（けい）動脈超音波、
身体計測、尿検査、眼底、胸部Ｘ線、血液生化学、心電図など64項目

　発症すると身体に重大な影響を及ぼす脳血管疾患を早期に発見し、
早期の治療につなげます。

妊産婦ケア
　センター内に専用のスペースを設け、妊産婦を対象としたデイサービスを実施します。

母親が安らげる空間の提供と母乳相談、育児相談、心の相談、栄養・離乳食相談な
ど専門職による支援

内容

内容

※受け付けは診療終了時間の30分前まで

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6170）
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職員の勤務時間の概要（平成25年4月1日現在）
　原則、午前8時30分から午後5時15分までの60分の休
憩時間を除く1日7時間45分、週38時間45分です。

分限処分と懲戒処分制度の概要（平成24年度）
　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があ
れば、職を失ったり、降任されたり、給料を減額され
たりします。
心身の故障による分限休職▶24人　懲戒処分者▶1人

職員の服務の状況（各種制度の平均取得日数と取得人
数・平成24年度）
年次有給休暇（年間20日）▶7.7日（前年度比0.6日減）　
厚生休暇（年間6日）▶5.1日（前年度比0.1日減）　育児休
業（₃歳までの子を養育する場合取得可）▶58人（前年度
比2人増）※　育児短時間勤務（小学校就学の始期に達
するまでの子を養育する場合取得可）▶41人（前年度比
17人増）※　部分休業（小学校就学の始期に達するまで
の子を養育する場合取得可）▶41人（前年度比1人減）※　
介護休暇（家族を介護する場合取得可）▶1人（前年度比
増減なし）※
※平成24年度中に新たに取得した職員数

勤務成績の評定の状況
　年1回勤務成績の評定を行っています。

勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況（平成24
年度）
　職員は給与など勤務条件に関して公平委員会に適
当な措置を講ずるよう要求することができます。
措置要求件数▶0件

不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況
　職員は懲戒その他その意に反する不利益な処分に
関して、公平委員会に不服の申し立てをすることが
できます。
不服申立件数▶0件

人事行政の透明性を高め、その公平性を確保するため、職員の任用、給与、服務、福利厚生などの状況を公
表しています。その主な内容をお知らせします。

1 職員数その他服務等の状況

部門別職員数（各年4月1日現在）
区分

部門
職員数（人） 対前年増減数（人）

平成24年 平成25年 平成24年 平成25年

普
通
会
計

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政

議　　会 9 9 0 0
総　　務 229 232 ▲4 3
税　　務 77 78 2 1
労　　働 1 1 ▲1 0
農林水産 11 11 ▲1 0
商　　工 12 12 ▲1 0
土　　木 127 125 ▲10 ▲2
小　　計 466 468 ▲15 2

福
祉
関
係

民　　生 538 549 1 11
衛　　生 223 221 ▲1 ▲2
小　　計 761 770 0 9

一般行政部門計 1227 1238 ▲15 11
教　　　育 92 89 ▲5 ▲3
消　　　防 299 298 3 ▲1
普通会計計 1618 1625 ▲17 7

公
営
企
業
等
会
計

病　　　院 734 780 27 46
水　　　道 36 36 ▲1 0
下　水　道 32 33 ▲2 1
そ　の　他 61 63 ▲2 2

公営企業等会計部門計 863 912 22 49
総合計 2481 2537 5 56

職員の競争試験と選考の状況（平成24年度合格者数と倍率）

職　　種 合格者数 倍　率 職　　種 合格者数 倍　率

事
務
職

一般事務 24人 13.9倍

技
術
職

機　　械 0人

身体障がい者 2人 1.5倍 電　気1 2人 4.0倍

社会福祉士 4人 4.8倍 電　気2 2人 2.0倍

精神保健福祉士 1人 3.0倍 土木2回目 3人 4.7倍

考古学専門員 2人 4.0倍 化学2回目 1人 6.0倍

民間事務職（一般事務） 1人 76.0倍 保育職1 24人 3.5倍

技
術
職

土　　木 11人 3.2倍 保育職2 9人 3.2倍

建　　築 6人 2.3倍 消防職 16人 15倍

化　　学 1人 16.0倍 保健師 2人 4.5倍

歯科衛生士 2人 2.5倍

職員給与費（普通会計予算・平成25年度）
職員数（Ａ）▶1719人（83人）　給料▶64億6356万円　職
員手当▶15億2157万円　期末・勤勉手当▶23億1460万
円　計（Ｂ）▶102億9974万円　1人当たり給与費（Ｂ/
Ａ）▶571万円
※職員数の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の数。給
与費には、特別職に対する給料・報酬などは含まない。
職員手当とは、扶養・地域・管理職・通勤・特殊勤務
・住居・時間外勤務などの手当で、退職手当は含まな
い（金額は万円未満切り捨て）

人件費の状況（普通会計決算・平成24年度）
歳出総額（Ａ）▶884億7871万円　実質収支▶22億1851
万円　人件費（Ｂ）▶138億3198万円　人件費率（Ｂ/Ａ）
▶15.6％
※人件費には市長・議員など、特別職に支給される給
料・報酬などの他、事業費から支出された職員の給与
なども含む（金額は万円未満切り捨て）

2 職員の給与などの状況
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特別職の報酬など（平成25年4月1日現在）
給料（月額）▶市長101万2000円、副市長84万4000円　
報酬（月額）▶議長62万7000円、副議長56万7000円、議
員 52万1000円　期末手当▶6月期1.4月、12月期1.55月

その他の職員福祉制度の概要
　定期健康診断や職員健康（身体・心）相談室の開設、
市職員共済会（平成25年8月1日現在、2509人）への助成
などを行っています。

公務災害補償の実施状況（平成24年度）
　公務（通勤）上において、災害が発生し、職員が受傷
や死亡した場合には、地方公務員災害補償基金から一
定の補償がなされます。
通勤災害▶傷病1件　公務上の災害▶傷病23件

職員（共済組合員）の福祉事業の概要
　給付事業として、職員とその被扶養者の病気やけが、
出産、死亡、休業、災害などに対して支払われる短期
給付と、職員が退職した場合や、障がいの状態になっ
たり、死亡した場合に、職員やその遺族の生活の安定
を図ることを目的として支給される長期給付（退職共
済年金、障害共済年金、障害一時金、遺族共済年金）
があります。また、職員（共済組合員）の健康保持に資
する保養所の宿泊事業、住宅資金などの貸付事業や、
貯金事業などがあります。

4 職員の福祉と利益の保護の状況

階層別研修▶勤務年数や職位に応じて要請される諸能
力の育成のために、各階層別に実施・762人　特別･専
門研修▶より高度な専門的知識と技術を習得し、実務
能力を養成するために実施・2037人　派遣研修▶自治
大学校、国土交通大学校、市町村職員中央研修所など、
高度な行政運営能力・専門能力を養成するため他の研
修機関に派遣・100人　通信教育▶職員の自己啓発支
援として、通信教育講座の受講料を助成・28人

３ 職員研修の実施状況（平成24年度）

職員の初任給（平成25年4月1日現在）
大学卒▶17万8800円（採用2年経過日給料額19万2800円）
高校卒▶14万4500円（採用2年経過日給料額15万4400円）

職員の平均給料月額、平均年齢（平成25年4月1日現在）
一般行政職▶31万8800円、平均年齢40歳9月
技能労務職▶32万7955円、平均年齢48歳11月

一般行政職の級別職員数（平成25年4月1日現在）
1～₃級︵主事 ･主任︶▶328人(44.9%) ₄級︵主査 ･統括主
任︶▶202人(27.6%) 5～6級︵課長補佐︶▶110人(15.0%)
₇級︵課長︶▶73人(10.0%) 8級︵部長･課長︶▶18人(2.5%)

期末・勤勉手当（平成25年4月1日現在・国の支給率と同じ）
期末手当▶6月期1.225月､12月期1.375月 勤勉手当▶6
月期0.675月､12月期0.675月 ※職制上の段階、職務の
級などによる加算措置あり

自己都合 勧奨・定年

最高限度 55.86月分 55.86月分

勤続35年 46.55月分 55.86月分

勤続25年 32.83月分 38.955月分

勤続20年 23.03月分 28.7875月分

その他の
加算措置

定年前早期退職者に対し、最高100分の20を乗
じて得た額を加算

退職手当（平成25年4月1日現在・国の支給率と同じ）

※平成24年度中に退職した市職員（全職種）の1人当た
り平均支給額は、自己都合退職者373万円、勧奨・定
年退職者2473万円（金額は万円未満切り捨て）

地域手当（平成25年4月1日現在）
支給率▶3％（国の支給率3％）　支給対象職員数▶1625人
支給対象職員1人当たり平均支給年額▶11万6153円

時間外勤務手当（平成24年度）
支給総額▶3億1400万円　職員1人当たり平均支給年
額▶19万円（金額は万円未満切り捨て）

その他の手当
扶養手当▶扶養親族1人につき6500円～1万3000円。満
16歳年度初めから満22歳年度末までの間にある子1人
につき5000円加算　住居手当▶借家・借間は家賃額に
応じて支給（最高限度額は月額2万7000円）　通勤手当
▶徒歩以外で2km以上の通勤者に対して、5万5000円ま
で

特殊勤務手当（平成24年度）
職員全体に占める手当支給職員の割合▶42.8%　支給
対象職員1人当たり平均支給年額▶10万477円　手当
の種類▶29種類

問い合わせ▶人事課（☎85−6021）

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成
25年4月1日現在）

※経験年数は、卒業後から採用までの年数（換算率に
より加算）を含む

経 験 年 数

10年 15年 20年

一般行政職
大学卒 26万7554円 32万3653円 36万4944円

高校卒 該当なし 29万100円 32万4867円

技能労務職
大学卒 該当なし 該当なし 32万3200円

高校卒 該当なし 29万800円 30万4400円
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道風展
　三跡の1人として日本書道史上に大きな足跡を残した小野道風
は、現在の春日井市で生まれたと伝えられています。今年で65回
目を迎える道風展は、その偉業をたたえる全国公募の書の展覧会です。

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内、道風展事務局（☎85－6868）

と　き▶12月25日(水)～平成26年1月5日(日)午前
10時～午後6時〈27日(金)は8時まで。12月
28日(土)～平成26年1月3日(金)は休館〉

と こ ろ 内　　容
県美術館ギャラ
リーI(名古屋市東
区)

一般部の県議会議長賞以上
と学生部の文部科学大臣奨
励賞の作品

市役所
前

JR
勝川
駅 前

道 風 記 念 館
観 音 寺

JR
春日井
駅前

市役所
前

(着) (発)

9:15 9:21 9:28 9:33 9:40 9:46

9:55 10:01 10:08 10:13 10:20 10:26

10:35 10:41 10:48 10:53 11:00 11:06

11:15 11:21 11:28 11:33 11:40 11:46

11:55 12:01 12:08 12:13 12:20 12:26

12:35 12:41 12:48 12:53 13:00 13:06

13:15 13:21 13:28 13:33 13:40 13:46

13:55 14:01 14:08 14:13 14:20 14:26

14:35 14:41 14:48 14:53 15:00 15:06

15:15 15:21 15:28 15:33 15:40 15:46

15:55 16:01 16:08 16:13 16:20 16:26

会場循環バス時刻表(無料)〈11/3(祝)のみ〉

短詩型文学祭
　限られた字数の中に、生活や社会、自然を表現する短詩型文学は、幅広い年代の人に親しまれ、
第33回を迎える今年も、小・中学生の部と一般の部に多くの作品が応募されました。

と　き▶10月26日(土)～11月4日(休)午前9時～午
後4時30分(最終日は3時まで)

と こ ろ 内　　容
文化フォーラム
春日井

一般部の市観光協会長賞以
上の作品

市役所10～12階 一般部・学生部条幅の部
道風記念館、観
音寺(松河戸町) 学生部半紙の部、参考作品

春日井会場

名古屋会場

販売場所▶10月26日(土)から、文化フォーラム春
日井･文化情報プラザ、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、各公民館で

内　容▶入選作品、審査員・実行委員作品、
審査員による審査講評などを掲載

価　格▶800円

と　き▶10月26日(土)～11月4日(休)午前9時～
午後4時30分(最終日は3時まで)

ところ▶文化フォーラム春日井

作品展(特別賞受賞作品と審査員･実行委員
の作品の展示)

作品集の販売

と　き▶12月中旬～平成26年12月中旬
ところ▶内々神社文学の森(内津町)

市長賞の作品の展示

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

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!みんなで参加しよう!
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ハニワまつり

と　き▶10月26日(土)〈雨天時は27日(日)に順延〉
　　　　午前10時～午後6時
ところ▶二子山公園

開会行事
時　間▶午前10時～10時50分
ハニワの野焼き
時　間▶午前10時30分～午後6時
春日井たたら研究会による製鉄実演
時　間▶午前11時～午後3時
春日井文化財ボランティアの会による紙
芝居
時　間▶午前11時～午後3時
ボーイスカウトによる体験教室
時　間▶午前11時～午後3時30分
舞台芸能
時　間▶午前11時15分～午後4時30分
炊き出し
時　間▶午前11時30分から

ミニハニワを作ろう！
時　間▶○午前11時～11時30分○午前11時
　　　　40分～午後0時10分
対象・定員▶小学生以下の人(親子での参加可)・80

組(開会行事終了後に整理券を配布)
勾玉作り
時　間▶○午後1時～1時45分○午後1時50分
　　　　～2時35分○午後2時40分～3時25分
定　員▶150組(午後0時30分に整理券を配布)

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

体験工房体験工房体験工房体験工房体験工房

月　日▶ 10月27日(日)～11月4日(休)　※27日(日)
は正午から展示。午後1時30分から表彰式

ところ▶文化フォーラム春日井

ココ☆スキコンテスト
(景観絵画)作品展

　身近にある「まちの魅力(景観)」を再発見・再認
識してもらうために、ココ☆スキコンテストを実施
しています。今年度は「香り」をテーマに募集し、
1200点を超える応募がありました。このコンテ
ストの入賞作品展と表彰式を行いますので、力作
をぜひ見に来てください。

社会福祉大会

と　き▶ 10月28日(月)午後2時～3時45分
ところ▶総合福祉センター
内　容▶○社会福祉に尽力した功労者

の顕彰○講演「来るべき高齢化
時代をどう生きるか～体を動
かして、みんなで伸ばそう健
康寿命～」中部大学生命健康科
学部理学療法学科特任教授・
猪田邦雄

問い合わせ▶都市政策課（☎85－6265） 問い合わせ▶高齢福祉課（☎85－6228）

市制 70 周年記念事業市制 70 周年記念事業市制 70 周年記念事業市制 70 周年記念事業

　下原古窯で焼かれた多くの埴輪(はにわ)が味
美二子山古墳から出土したことにちなみ開催し
ます。ハニワの野焼きやミニハニワ・勾玉(まが
たま)作りなどで秋の1日を楽しみませんか。
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と　き▶12月15日(日)午後2時開演(1時30分開場)
出　演▶名古屋ヴィルトゥオーゼン､ 二宮咲子

(ソプラノ)、宮崎智永(テノール)
曲　目▶プッチーニ「歌劇蝶々夫人より『ある晴

れた日に』」「歌劇トゥーランドットよ
り『誰も寝てはならぬ』」、クリスマス
・メドレーなど

入場料▶2500円(全自由席、未就学児入場不可)
　　　　※3枚組6900円、10枚以上で購入の場合

は1枚2000円、かすがい市民文化財団友
の会ＰiＰi会員は1枚 2200円(前売券のみ)

入場券▶10月18日(金)から、東部市民センター、
文化フォーラム春日井・文化情報プラ
ザで販売

名フィル奏者による演奏と
声楽で楽しむ
～午後の名曲～

　今回で4回目となるニュータウンきず
な事業「どんぐり芸術文化劇場」では、
名古屋フィルハーモニー交響楽団の奏
者を中心とした名古屋ヴィルトゥオー
ゼンのメンバーの演奏に乗せて、声楽
家ののびやかなソプラノとテノールを
楽しむ音楽会を開催します。

食への関心を高め
「食を通じて、生きる力
を育むまち」をめざす

と　き▶ 11月30日(土)午後1時～4時(0時30分開場)
ところ▶レディヤンかすがい
内　容▶○講演「楽しく食べてみんな幸せ～『作って

食べる』が力に～」料理研究家・枝元なほみ
　　　　○ヘルスメイトの活動紹介など
定　員▶400人(当日先着順)
問い合わせ▶春日井市食生活改善協議会・増田(☎090－

9890－6936)

市民茶会

と　き▶ 11月10日(日)午前10時～午
後3時

ところ▶総合福祉センター
内　容▶作法や服装を気にせず、日

本の伝統文化である茶道
を気軽に楽しむ

呈茶券▶(2席)前売り券1000円、当
日券1200円

問い合わせ▶春日井市市民茶会運営委
員会・林(☎81－5096)

枝元なほみ

ところ・問い合わせ▶東部市民センター（☎92－8511）

名古屋ヴィルトゥオーゼン テノール歌手・宮崎智永ソプラノ歌手・二宮咲子

市民協働事業 市民協働事業

みんなで参加しよう！市制70周年記念事業みんなで参加しよう！市制70周年記念事業みんなで参加しよう！市制70周年記念事業
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9/20
㊎

伊藤市長と握手を交わす御園氏（左）と服部氏（右）伊藤市長と握手を交わす御園氏（左）と服部氏（右）伊藤市長と握手を交わす御園氏（左）と服部氏（右）

9/14㊏
～15㊐

9/8
㊐

このハニワ、
誰かに似てる？
（中央公民館）
　古墳から出土した埴輪(はにわ)を手本にハ
ニワを復元するハニワ制作大会。家族連れや
職場の仲間同士など、40組以上が参加しまし
た。参加者は、作業を分担して人物や動物のハ
ニワを作り、最後に表情や模様にアレンジを
加えて個性豊かなハニワを完成させました。
　これらのハニワは、10月26日に行われる「ハニ
ワまつり」(7ページを見てください)で野焼きし、
ふれあい緑道やハニワの館に設置されます。

　県内の無形民俗文化財を紹介する民俗芸能大
会が、市制70周年を記念して春日井市で行われ
ました。市内からは、県指定文化財「小木田の棒
の手」が披露され、勇壮な演技に観客から大きな
拍手が送られました。

迫力の伝統芸能に驚嘆
（市民会館）

9/7
㊏

　押沢台では、石尾台中学校の生徒ボランティ
アと住民とが一緒になって、公園清掃を行って
います。この取り組みは15年ほど前から行われ
ており、この日は、中学生108人と地域住民20人
が参加。刈草や通路の掃き掃除、石拾いを行い、
1時間で広い公園はきれいになりました。

みんなの公園、
みんなできれいに
広報特派員 尾﨑元昭さん（押沢台南町内会）

市政アドバイザーが就任
（市役所）

　10月1日から市政アドバイザーに就任する、愛
知東邦大学教授の御園愼一郎氏と中部大学教
授の服部敦氏に委嘱状を交付しました。御園
氏には市政全般について、服部氏には高蔵寺
ニュータウンについて、助言や提言をいただ
きます。就任にあたり御園氏は、「春日井は、他
の模範となるべき魅力やポテンシャルを持っ
ているため、新しい地域社会のあり方を春日
井から発信できれば」と、服部氏も「ニュータ
ウンはまちづくりの課題が集約されている。
居住者が希望を持てる大きなビジョンを示し
ていきたい」とそれぞれ抱負を語りました。
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情報あ・ら・か・る・と

新しい知多公民館が12月21日(土)にオープン

問い合わせ▶知多公民館（☎32－8988）

と　き▶12月21日(土)午前10時から
内　容▶開館式典と地域の団体や

知多中学校の生徒による
記念イベントを開催

昭和50年1月に開設した知多公民館は、現在の公民館の西側〈場所：知多町4-55(准看護学校跡地)〉に
建て替え整備を進めています。地域の皆さんに親しまれる生涯学習の拠点として、12月に開館します。

施設（最大利用人数） 午前 午後 夜間
第1集会室(57人) 2300円 3100円 3100円

第2集会室(39人) 1500円 2000円 2000円

第3集会室(33人) 1200円 1700円 1700円

第4集会室(21人) 900円 1200円 1200円

料理・多目
的室(25人)

料理に使用する場合 1800円 2500円 2500円

料理に使用しない場合 1400円 1900円 1900円

ホール
(200人)

体育に使用する場合 1時間につき800円以内の額

体育に使用しない場合 1万8500円 2万4700円 2万4700円

※第1・第2集会室は、合わせて一つの集会室としても使用可。
他に図書室、赤ちゃんほっとスペース、多目的トイレなどもあり

コラ☆フェス

問い合わせ▶ささえ愛センター（☎56－1943）

｢コラ☆フェス｣は、市民が協働(コラボ)して行う祭りです。
大人も子どもも、みんなが楽しめるイベントを開催します。

地域へお帰りなさいパーティー～見つけよう！
シニア世代のセカンドステージ
時　間▶午後1時～3時30分
内　容▶市民活動団体の活動

紹介と、お茶を飲み
ながら活動者の本
音が聞ける座談会

私たちの世界を知ろう！
時　間▶午後1時30分～3時
内　容▶青年海外協力隊ＯＢが、クイズや写真を

交えて子どもに世界の国々を紹介する

はるかぜちゃんと遊ぼう！
時　間▶午前10時～午後3時
内　容▶はるかぜちゃんと

一緒に竜巻実験や
空飛ぶ種の実験を
楽しむ

美術セミナー
時　間▶午後1時～2時
内　容▶ＭＯＡ美術館学芸員が、絵画「紅白梅

図屏風」などの国宝を解説する
定　員▶50人(当日先着順)

世界のお手玉で遊ぼう！
時　間▶午前10時～11時30分
内　容▶世界各国のお手玉で遊んだり、ジャグ

リングなどのパフォーマンスに挑戦する
みんなでできる！～見える「もったいない」と
見えない「もったいない」
時　間▶午前10時～午後3時
内　容▶図で見る食料廃棄の現状、家庭にあるア

ンティーク(期限切れ)食品コンテスト、
フードドライブ(食品の寄附受け付け)

月　日月　日▶▶11月10日（日）11月10日（日）
ところところ▶▶ささえ愛センターささえ愛センター

開館記念イベント 主な施設と使用料
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障がい者施策推進協議会の公開
と き▶ 11月6日(水)午前10時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 15人(先着順)
申し込み▶ 10月21日(月)から、障がい福祉課(☎85－

6186)へ

秋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▶ 11月3日(祝)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)

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。

勝川駅南口周辺土地区画整理事業は、11月15日
(金)に換地処分の公告がされます。これに伴い、
11月16日(土)から区域内の町界や地番が変わり、
併せて住所も変更になります。

換地処分後の変更区域

勝川駅南口周辺土地区画整理事業の
換地処分に伴い町界や地番が変わります

明るい選挙啓発標語の入選作品が決定
　230点の応募の中から優秀8点、佳作16点が選ば
れました。優秀に選ばれたのは次の皆さんです。
(敬称略)
小林航大(味美小2)、堀百花(玉川小6)、田中みのり
(東部中1)、春田忠輝(東部中1)、堀下晴菜(東部中2)、
市村真由(中部中2)、番祐介(東部中3)、梅田信(岩
成台中3)
※優秀作品は市ホームページなどで公開
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

外国人向け市政情報紙の発行
　毎月、広報春日井15日号の発行日に、外国人向
けの情報紙｢Ｉnformation Ｋasugai｣を英語、中
国語に翻訳して発行しています。
配布場所▶ 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、ささえ
愛センター内国際交流ルームなど

問い合わせ▶ 広報広聴課(☎85－6036)

声の広報かすがいＣＤ版の発行を始めました
　目の不自由な人に、広報春日井に掲載した市政
情報などをお知らせするため、ＣＤ・カセットテ
ープによる｢声の広報かすがい｣を月2回郵送して
います。家族や身近な人にお知らせください。
対 象▶ 市内在住の視覚に障がいのある人(身体

障がい者手帳の1～ 6級に該当する人)
問い合わせ▶ 広報広聴課(☎85－6037)
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夜コン｢音楽と芝居で綴るクラシックの世界｣
と き▶ 10月25日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
出 演▶ 加藤純子(芝居)、安藤よしの(フルート)、

吉積光二(ホルン)、藤掛幹奈子(ピアノ)
曲 目▶ ブラームス｢三重奏曲｣、ドボルザーク｢ユ

ーモレスク｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

問い合わせ▶広報広聴課内、春日井みっけ隊事務局(☎
85－6037)

https://www.facebook.
com/kasugaimikke

  中部大学の学生をはじめ、
「春日井みっけ隊」隊員とな
った市民の皆さんが春日井
の魅力を発見し、情報を発
信します。隊員募集やフォ
トコンテストも実施中です。

▲QRコード

道風記念館館蔵品展｢文人たちの書表現｣
と き▶ 10月25日(金)～12月15日(日)

午前9時～午後4時30分　
※10月22日(火)～24日(木)
は臨時休館

内 容▶ 荻生徂徠、与謝野晶子、
北原白秋など、さまざま
な分野で活躍した文人の
書作品34点を展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生
50円

展示品解説
と き▶ 11月24日(日)、12月1日(日) 

午前10時30分～11時、午
後2時～2時30分

ところ・問い合わせ▶道風記念館
(☎82－6110)

明るい選挙啓発ポスター入選作品展
　237点の応募の中から、優秀作品に選ばれた次
の皆さんの作品を展示します。
小学生の部
伊藤有里菜(北城小2)、加藤優佳(小野小4)、佐　香
音(松原小6)
中学生の部
米澤啓文(鷹来中1)、河路梨水(知多中2)、堂上未来
(石尾台中3)

月日 ところ

10/23(水) ～ 11/1(金) 市役所市民ホール(全地区)

11/16(土) ～ 26(火) 東部市民センター (東)

11/27(水) ～ 12/12(木) かすがいげんきっ子センター(西)

12/4(水) ～ 20(金) 坂下公民館(東)

12/21(土) ～ 27(金) 西部ふれあいセンター (西)

※(東)は東部地区の作品28点、(西)は西部地区の作
品22点を展示。また、各期間とも最終日は正午ま
で。優秀作品は市ホームページでも公開
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

狂犬病予防注射は済みましたか
　犬の飼い主には、狂犬病予防法により生後91
日以上の犬に対して、犬の登録(生涯1回)を行い、
狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせ、注射済票
の交付を受けることが義務付けられています。
市内の動物病院では、予防注射に合わせて犬の登
録や注射済票の交付が可能です。まだ予防注射が
済んでいない場合は、動物病院で受けさせてくだ
さい。
　接種済でも注射済票の交付を受けていない場合
や、飼い主の変更や犬の転入、飼い犬が死亡した
場合は、市役所で手続きが必要になります。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6219)

不用品の無償譲渡の情報を紹介しています
　家庭で不用になった家具や日用品、電気製品な
どを無償で提供できる人や譲り受けたい人は、エ
コメッセ春日井内の｢リサイクルプラザ情報掲示
板｣を活用してください。
対 象▶ 市内在住で、不用品の提供者は品物を3

か月間保管できる人　※品物は修理の必
要のない物に限定

取り扱わない物▶ガス・石油暖房器具、布団、靴、
本、レコード、ＣＤ、オートバイ、貴金
属類、動植物、不動産など

問い合わせ▶ エコメッセ春日井(☎88－8999)

市公認フェイスブックページ 10月1日から

吉井勇

フェイスブックページフェイスブックページ
はこちらからはこちらから
フェイスブックページ
はこちらから

「春日井みっけ隊」「春日井みっけ隊」
を開設しました！を開設しました！
「春日井みっけ隊」「春日井みっけ隊」
を開設しました！を開設しました！
「春日井みっけ隊」「春日井みっけ隊」
を開設しました！を開設しました！
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ハッピーコンサート
と き▶ 10月26日(土)午後1時30分～ 3時40分
出 演▶ ドルチェとリズムのなかまたち、高蔵寺

混声合唱団、知多ハーモニカクラブ
内 容▶ 歌とハンドベル演奏、コーラス、ハーモ

ニカ演奏
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

グリーンピアコンサート
ラルゴ＆四季ハーモニカ Ａutumnコンサート
と き▶ 10月26日(土)午前11時～正午
出 演▶ ラルゴ＆四季ハーモニカ
曲 目▶ ｢きよしのズンドコ節｣｢ルージュの伝言｣

｢おどるポンポコリン｣など
久保さりー 秋の二胡コンサート 望郷の調べ
と き▶ 10月27日(日)午 前10時50分 ～ 11時30分、

午後1時10分～ 1時50分
出 演▶ 久保さりー
曲 目▶ ｢赤とんぼ｣｢アメイジング・グレイス｣｢良

宵(りょうしょう)｣など
きらめきのＭellowオカリナ
と き▶ 11月2日(土)午後1時～ 2時
出 演▶ Ｍellowオカリナ
曲 目▶ ｢踊り明かそう｣｢白いブランコ｣｢アメイ

ジング・グレイス｣など
高蔵寺フォーク村コンサート
と き▶ 11月3日(祝)午前11時～正午、午後1時～

2時
出 演▶ シックスティーズ、椰子の実ハワイアン

ズ、椰子の実バンド他
曲 目▶ ｢ある雨の日の情景｣｢22才の別れ｣｢スカ

ボローフェア｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

展示｢わが街春日井魅力再発見｣
と き▶ 10月26日(土) ～ 11月12日(火)〈休館日を

除く〉午前9時～午後8時
内 容▶ 市制70周年にちなんで春日井市の生い立

ちや歴史文化などの資料(図書)を展示
ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 10月27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)

菊花大会
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
内 容▶ 菊の展示や特別出品、菊づくり相談
問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6281)

11月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①6日(水)②13日(水)・南部ふれあ

いセンター、③5日(火)・高森台団地第一
集会所(高森台10)、③11日(月)・鷹来子ど
もの家、③14日(木)・坂下公民館、③15
日(金)・東野公民館(東野町7)、③18日(月)
・グリーンパレス春日井、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)

11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) 22

(金)10：30～

図書館
2(土)・16(土)・23(祝)15：00～、
6(水)・9(土)11：00～、13(水)
・20(水)・27(水)15：30～

東部市民センター 1(金)・8(金)・15(金)・22(金)
15：30～、23(祝)14：30～

東部市民センター(赤ちゃん
のためのおはなし会) 1(金)10：30～

味美ふれあいセンター 9(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 9(土)14：00～
南部ふれあいセンター 20(水)16：15～
西部ふれあいセンター 9(土)11：00～
知多公民館 6(水)15：30～
鷹来公民館 9(土)13：30～
坂下公民館 2(土)14：00～
中央公民館 9(土)11：00～
グリーンパレス春日井 16(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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うつ病予防講演会
と き▶ 11月17日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
講 演▶ ｢最近 眠れない、物事に興味がわかない

などありませんか？～あなたと身近な人
のうつのサインを見逃さないで～ ｣愛知
医科大学精神科学講座教授・兼本浩祐　
※講演終了後、希望者には、ストレスチ
ェックを実施

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▶ 10月21日(月)から、電話かＥメールに講演
会名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話
番号を書いて、健康増進課(☎85－6166、
Ｅメールkenko＠city.kasugai.lg.jp)へ

遊覧観光｢工場見学と紅葉｣
と き▶ 11月26日(火)午前9時30分～午後3時30分

(雨天決行)
集合・解散▶ 市役所
内 容▶ パナソニック関係の工場の見学と内々神

社の紅葉を鑑賞
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▶ 10月28日(月)〈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、
市観光協会事務局(☎85－6244)へ

市長旗争奪バスケットボール大会
と き▶ 12月1日(日)・7日(土)・15日(日)午前9時30

分から
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人
費 用▶ 参加料(1チーム)6000円
ところ・申し込み▶10月29日(火)〈必着〉までに、

所定の用紙(総合体育館に用意)に記入し
て、総合体育館へ　※11月2日(土)午後7
時30分から総合体育館で行う会議に代表
者1人の出席が必要

問い合わせ▶ 市バスケットボール協会・安藤(☎090－
3447－0698)

展覧会の作品素材の古着とネコの写真・絵
　11月16日(土) ～ 12月25日(水)に開催する展覧会
｢あそびでつながる広場 プレイ×アート｣で、①
会場装飾やワークショップ作品に使用する古着②
会場近隣の商店街で展示するネコの写真と絵を募
集します。
規 定▶ ①色は白・黒・赤・青・黄・緑のいずれ

か(柄物でも可)。セーター、汚れ物・下
着・肌着不可②好きなネコの写真や、自
慢のネコの絵。Ｌ判～四つ切りで額など
に入れず、一言コメントを添えたもの　
※いずれも応募後の返却はなし、古着は
作品に使用するとは限りません。

応募方法▶ ①は10月30日(水)までに、直接、②は12
月17日(火)までに、直接か郵送(写真はメ
ールも可)で、〒486－0844鳥居松町5－
44、かすがい市民文化財団(☎85－6868、
Ｅメールws3@kasugai－bunka.jp)へ

モリコロパークで遊ぼう
と き▶ 11月10日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ モリコロパーク内、県児童総合センター

(長久手市)　※総合福祉センターの福祉
バスを利用

対象・定員▶ 市内在住の小中学生・25人(抽選)
費 用▶ 参加費200円
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 10月31日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に催し名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号、学校名、学年、保護者名を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61、児
童センター (☎87－6866)へ

本がいっぱい！本と遊ぼう！
と き▶ 11月10日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 本の紹介や読み聞かせ、工作、録音・点

字図書作成体験など
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

青少年健全育成市民大会
と き▶ 11月6日(水)午後1時30分～ 3時40分(1時開

場)
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 〇表彰(健全育成功労者、健全育成・非

行防止作品と｢親から子、子から親への
メッセージ｣の優秀作品、運動・文化・
善行で優秀な成績を収めた児童生徒)

 〇講演｢思春期の子育て～子どもが『生
きる力』を身につけるために～｣幸島美
智子

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)
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非常災害時井戸水提供の家
　地震などの災害時に上水道が止まった場合、復
旧までの一時的な生活用水を確保するため、｢非
常災害時井戸水提供の家｣の指定を行っています。
市内に井戸があり、協力できる人は10月31日(木)
までに連絡してください。
問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

成人式の広告
　成人式でパンフレットに広告を掲載または会場
内に看板広告を設置する広告主を募集します。
掲載・設置場所▶①成人式パンフレット裏表紙②

記念写真撮影コーナー　※掲載および設
置位置は市で決定

規 格▶ ①縦50㎜×横65㎜・1色(色指定不可)②縦
1100㎜×横800㎜以内(持ち運べる重さで
自立型)

枠 数▶ ①2枠②2基
パンフレット作成部数▶2500部
掲載料▶ ①1枠2万円②1基4万円
申し込み▶ 10月31日(木)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、生涯学習課(☎85－6447)へ　※応
募者多数の場合は審査後、公開抽選によ
り決定

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▶ 12月1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、6か月～未就学児)〈先着

順〉
申し込み▶ 11月9日(土)午前9時から、証明写真(縦4

㎝×横3㎝)2枚と印鑑(朱肉を使うもの)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

臨時職員(保健師)の登録者
職 種▶ 保健師
任用時期▶ 職員に欠員が生じたとき
勤務場所▶ 市役所
賃金(時給)▶ 1390円
勤 務▶ 月～金曜日午前8時30分～午後5時(応相

談)
社会保険等▶ 健康保険、厚生年金および雇用保険に加

入
申し込み▶ 市販の履歴書(顔写真を貼り付けたもの)

と資格証の写しを持って、人事課(☎85
－6021)へ

登録有効期間▶平成26年3月31日(月)まで

生涯学習課　☎85－6447
中部大学連携講座｢まちづくりスゴロクをつくる
！～春日井市の歴史と未来｣
と き▶ 11月16日(土)・30日(土)〈2回〉午前10時～

正午
ところ▶ 中部大学(松本町)
内 容▶ まちづくりの仕事をすごろくなどを通し

て分かりやすく学ぶ
講 師▶ 中部大学教授・服部敦
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生・20人(抽選)
申し込み▶ 11月1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)、
学年、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

児童センター　☎87－6866
親子陶芸教室
と き▶ 11月23日(祝)午前9時～午後3時
ところ▶ 県陶磁美術館(瀬戸市)　※総合福祉セン

ターの福祉バスを利用
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▶ 参加料(1組)1400円
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 11月5日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に教室名、住所、参加者全員の氏
名(ふりがな)、電話番号、子どもの学校
名と学年を書いて、〒486－0857浅山町1
－2－61へ
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西部ふれあいセンター　☎33－0808
はじめてのマジック講座～あなたも今日からマジ
シャン！
と き▶ 11月12日～ 12月3日の毎週火曜日(4回)午

後2時～ 4時
内 容▶ ハンカチ、トランプ、ロープなどを使用

した初級マジックを学ぶ
講 師▶ 鳥居克次
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1000円、材料費1500円
おやじの料理講座(パスタ編)～家族に｢美味しい
！ ｣と言わせよう
と き▶ 11月15日(金)・29日(金)〈2回〉午前10時～

午後0時30分
講 師▶ 加藤令子
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500円、材料費1600円
持ち物▶ エプロン、布巾、持ち帰り用の容器
ハンギングバスケット～季節の花を飾りましょう
と き▶ 11月22日(金)、12月6日(金)〈2回〉午前10

時～正午
内 容▶ 季節の花を美しく植え込む方法を学ぶ
講 師▶ 加藤八代美
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、材料費2500円
 
申し込み▶ ｢ハンギングバスケット｣は10月31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、〒486－0904宮町3－8
－2へ、それ以外は10月18日(金)から、電
話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
押し絵教室
と き▶ 11月13日(水)・20日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
内 容▶ えとのミニカレンダーを作る
講 師▶ 中野綾子
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1000円
持ち物▶ はさみ、目打ち、ピンセット、手芸用接

着剤、洗濯ばさみ(小)10個(大)4個、手拭
きタオル

パッチワークキルト教室
と き▶ 11月14日(木)・28日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
内 容▶ 古布でえとのうまを作る
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1200円
持ち物▶ 裁縫用具、茶系の糸(なければ黒糸)
冬物衣服リメイク教室
と き▶ 11月15日(金)・22日(金)〈2回〉午前10時～

11時30分
内 容▶ 暖かなショール(ケープ)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▶ 材料費1500円
持ち物▶ 裁縫用具、不用な冬物衣類2～ 3点
生ごみのリサイクル
と き▶ 11月16日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 生ごみを堆肥にするぼかし作り
講 師▶ 婦人会協議会
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300円
持ち物▶ エプロン、45ℓ用ビニール袋、雑巾
 
申し込み▶ いずれも10月18日(金)から、電話で

高齢福祉課　☎85－6364
市民後見人養成研修説明会(自由参加)
と き▶ ①10月29日(火)②10月30日(水)午後2時か

ら
ところ▶ ①総合福祉センター②東部市民センター
定 員▶ 各20人(先着順)
市民後見人養成研修
と き▶ 11月27日～平成26年2月19日の水曜日(1

月1日を除く12回)午前10時～午後4時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 成年後見人の担い手を広げ、後見制度の

一層の趣旨普及を図るため、専門の資格
を持たない人を対象に市民後見人を養成
する

定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ ｢市民後見人養成研修｣は11月1日(金) ～

15日(金)に、電話かファクスに講座名、
住所、氏名、電話番号を書いて、ＦＡＸ
84－5764へ

男女共同参画課　☎85－4401
ＤＶ防止支援者セミナー
と き▶ 11月6日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ ＤＶについて、これだけは知っておきた

い3つのポイントを学ぶ
講 師▶ ＮＰＯ法人フェミニストサポートセンタ

ー・東海・南谷紀美子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
 ※託児は、概ね1歳以上の未就学児・10

人
申し込み▶ 10月31日(木)までに、電話で
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知多公民館　☎32－8988
木版画年賀状づくり
と き▶ 11月10日(日)・17日(日)・24日(日)〈3回〉

午後1時30分～ 3時
内 容▶ 来年のえとなどを題材にして木版画によ

る手刷りの年賀状を作る
講 師▶ 吉川房子
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750円、材料費500円
持ち物▶ スケッチブック、色鉛筆
シュトレンづくり
と き▶ 11月16日(土)午前10時～正午
内 容▶ ドイツ最古のクリスマスの伝統的な菓子

シュトレンを作り、紅茶で試食する
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費1250円
持ち物▶ 布巾2枚、持ち帰り用の紙袋
親子パン作り教室
と き▶ 11月17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▶ 11月23日(祝)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、持ち帰り用の

容器(ふた付き)
 
申し込み▶ ｢親子パン作り教室｣は10月25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・年齢、電
話番号を書いて、〒486－0947知多町4－
64－1へ、それ以外は10月18日(金)から、
電話で

東部市民センター　☎92－8511
植物画入門
と き▶ 11月7日・21日、12月5日・19日、平成26

年1月9日・23日の木曜日(6回)午前10時～
11時30分

内 容▶ 透明水彩絵の具で植物を描く
講 師▶ 大久保玲子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円(画材用具の購入希望者は

別途必要)
冬の編み物教室
と き▶ 11月13日～12月11

日の水曜日(11月
20日を除く4回)
午前 9時30分～
正午

内 容▶ くるっと丸まった襟がかわいいプルオー
バーを編む

講 師▶ 中村瑞代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費5200円
持ち物▶ 棒針(6号)2本針、(7号)2本針・4本針、と

じ針
 
申し込み▶ いずれも10月28日(月)〈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

坂下公民館　☎88－5555
そば打ち講習会
と き▶ 11月7日～ 12月19日

の隔週木曜日(4回)
午前9時～正午

内 容▶ 一人でそばが打て
るように、手打ち
そばの基本を学ぶ

講 師▶ 日本手打そば保存
会

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料費3600円
和菓子作りを楽しもう～おにまんじゅう
と き▶ 11月14日(木)午前9時30分～正午
講 師▶ 渡辺平八郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費500円
 
申し込み▶ いずれも10月24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)、性別、年齢、電話番号を書いて、
〒480－0305坂下町4－250－1へ

市制70周年記念
動画配信ページ

http://www.kasugai70.com/

春日井まつりでは、パレード
などの様子を配信します！

▲ＱＲコード
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消防総務課　☎85－6374
上級救命講習会
と き▶ 11月21日(木)午前9時～午後5時
ところ▶ 西部ふれあいセンター
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▶ 10月17日(木)から、電話で

グリーンパレス春日井　☎84－0381
レストランさくらの料理長から学ぶ料理教室
と き▶ 11月25日(月)午前10時～午後1時
内 容▶ 京料理を学ぶ
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・12人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円(材料費含む)
申し込み▶ 10月30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

レディヤンかすがい　☎85－4188
正しい姿勢と歩き方～骨盤を整えて元気に美しく
(託児付き)
と き▶ 11月16日(土)・23日(祝)、12月7日(土)〈3回〉

午前10時～ 11時30分
内 容▶ 正しい姿勢や歩き方を学んで、心身共に

健やかに
講 師▶ 浅野あや子
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750円
オトコの料理教室
と き▶ 11月24日～ 12月15日の毎週日曜日(4回)

午前10時～午後0時30分
内 容▶ できる男になるため、料理の基礎を学ぶ
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費3200円
 
申し込み▶ いずれも11月1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、電話番号、｢正しい姿勢
と歩き方｣の託児(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

グリーンピア春日井　☎92－8711
バラの秋から冬の管理
と き▶ 11月9日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 北健司
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
冬の香りのクリスマスリース作り
と き▶ 11月10日(日)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
松の剪定(せんてい)教室
と き▶ 11月13日(水)午前9時30分～午後4時
 ※雨天の場合は、研修室で講義
講 師▶ 大野光義
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 木ばさみ、剪定ばさみ、弁当
ミニ盆栽の育て方(無料体験教室)
と き▶ 11月16日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ さし木苗を鉢に植え替える
講 師▶ 春日井ミニ盆栽会
定 員▶ 20人(当日先着順)
 
申し込み▶ ｢ミニ盆栽の育て方｣は当日会場で、｢松

の剪定教室｣は10月23日(水)から、それ以
外は10月18日(金)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
おうちスッキリ！～住まいの整理術
と き▶ 11月7日(木)・14日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
内 容▶ 整理、整頓、収納の基本を知り、家の中

をスッキリさせて理想の生活を楽しむ
講 師▶ 大原友美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費150円
申し込み▶ 10月27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、〒486－0809

 町屋町3610－1へ

汚れの落ちない
｢プラ容器　　｣は
｢燃やせるごみ｣へ
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
腹から笑おう～笑いヨガは、心と体が喜ぶエクサ
サイズ
と き▶ 10月28日(月)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 村井俊雄
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5829)へ
やってみよう！ ｢3Ｂ体操｣
と き▶ 10月29日(火)午後1時30分～ 2時30分
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 伊藤千枝子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
運動の秋、体を動かそう！～まだ間に合う！これ
からの体づくり
と き▶ 10月31日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 鷹来公民館
講 師▶ 理学療法士・梅澤拓巳
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

健康増進課　☎85－6166
男性の料理教室｢フライパ
ンでサンマを楽しむ！ ｣
と き▶ 11月9日(土)午前

10時～午後1時
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 栄養バランスの取り方をテーマにした講

座と調理実習(サンマの香味漬け)
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・20人(抽

選)
費 用▶ 材料費500円
食育のすすめ教室
と き▶ 11月14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)
 
申し込み▶ ｢食育のすすめ教室｣は10月25日(金)から

電話で、｢男性の料理教室｣は10月29日
(火)〈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

かすがいげんきっ子センター 
0歳児のパパとママのための子育て講座
と き▶ 11月30日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ パパのためのベビーマッサージ、ふれあ

い遊びとママのための井戸端会議(発達
相談・子育ての悩み)

講 師▶ 中部大学教授・武藤久枝、准教授・梶美
保

対象・定員▶ 7か月未満の子の父親と母親・15組(抽選)
費 用▶ ベビーオイル代(1人)100円
母親のリフレッシュ講座(託児付き) ～エアロビ
クス
と き▶ 12月3日(火)午前10時～ 11時
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児の母親・20人(抽選)
 
申し込み▶ いずれも10月30日(水)〈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、｢母親のリフレッシュ講
座｣の託児(生後6か月から)希望者は子ど
もの名前・年齢も書いて、〒486－0945
勝川町8－2858－1、☎35－3501へ

免疫力を高め病気に負けない身体を作ろう
と き▶ 11月29日(金)午前9時30分～正午
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 管理栄養士・大嶽千枝、山内理恵
定 員▶ 24人(先着順)
持ち物▶ エプロン、三角巾、布巾、上靴
申し込み▶ 11月5日(火)午前9時30分から、地域包括

支援センターあさひが丘(☎93－1314)へ

子ども政策課　☎85－6170
Ｕターン育児塾(祖父母の育児教室)｢あなたもぜ
ひ新米パパママのサポーターに！ ｣
と き▶ 11月12日(火)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 最新の育児事情、もく浴などの育児方法

を学ぶ
対象・定員▶ 市内在住で、もうすぐ孫が生まれる人か

乳児(1歳未満)の孫がいる人・20人(先着
順)　※新米パパママも同席可

申し込み▶ 10月23日(水)から、電話で



20 　広報春日井 平成25年10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。

市体育協会加盟団体の講座
ジョギング教室
と き▶ 10月27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)
16式総合太極拳(陳・楊・孫式)入門
と き▶ 11月6日～ 12月4日の水曜日(11月27日を

除く4回)午後7時～ 9時
ところ▶ 高蔵寺中学校
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 受講料2000円
問い合わせ▶ 市武術太極拳協会・川水(☎090－9926－

3065)
 
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、｢16式総合太極拳(陳・楊・孫式)
入門｣は11月1日(金)〈必着〉までに、はが
きに教室名、住所、氏名、年齢、電話番
号を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、
総合体育館へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
美脚★エアロビクス教室(初心者～初級)
と き▶ 11月30日～ 12月21日の毎週土曜日(4回)

午前10時～ 11時
内 容▶ 美脚を目指して脚を中心としたエアロビ

クスやストレッチを行う
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▶ 10月30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

里親養育体験発表会
と き▶ 10月24日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 発表会、里親制度と里親登録の説明
問い合わせ▶ 春日井児童相談センター (☎88－7501)

勝南にぎわい市
と き▶ 11月2日(土) ～ 3日(祝)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・日曜日を

除く)

国の教育ローン(日本政策金融公庫)
　入学時や在学中に必要となる資金を融資する公
的な制度です。
対 象▶ 高校・短大・大学・専修学校などに入学

・在学する人の保護者(所得制限あり)
融資額▶ 生徒・学生1人当たり300万円以内
返済期間▶ 15年以内(母子家庭、交通遺児家庭は18

年以内)
利 率▶ 年利2.45％ (母子家庭2.05％ )　※平成24

年11月12日現在
保 証▶ (財)教育資金融資保証基金(または保証人

1人以上)
問い合わせ▶ 教育ローンコールセンター (☎0570－

008656)〈平日午前9時～午後9時、土曜
日午前9時～午後5時〉

総合福祉センター　☎84－3611
秋のカローリング交流会
と き▶ 11月23日(祝)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
内 容▶ 障がいや世代を超えてスポーツで交流を

図る
講 師▶ 南気噴福寿会
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人、障がい者およ

び18歳未満の人(保護者の参加可)・各20
人(先着順)

申し込み▶ 11月17日(日)までに直接か電話、ファク
スで、ＦＡＸ84－3933へ

気をつけて！
あおになっても
右左
交通安全スローガン
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無料調停相談
と き▶ 11月12日(火)午前9時30分～午後3時
ところ▶ ウィルあいち(名古屋市東区)
内 容▶ 宅地や家屋の貸し借り、売り掛け代金の

請求、自動車事故などによって生じた民
事上のもめごとや、夫婦間の問題、遺産
相続などをめぐる家庭内、親族間のいろ
いろな問題を解決するための調停手続き
の説明と相談　※当日先着順、相談は20
分程度

問い合わせ▶ 名古屋家庭裁判所事務局総務課(☎052－
223－0994)

主 催▶ 愛知県民事・家事調停協会連合会

公立春日井小牧看護専門学校社会人入学生募集
試験日▶ 11月23日(祝)
試 験▶ 小論文、一般教養、面接
課程・学科▶ 医療専門課程・看護学科
修業年限▶ 3年(昼間)
資 格▶ 次の各項目の全てに該当する人○高等学

校(中等教育学校を含む)を卒業した人か
高等学校卒業者と同等の学力があると認
められた人など○平成26年4月1日現在で
満21歳以上の人○平成26年3月31日現在
で3年以上社会人の経験のある人など　
※詳細は募集要項に記載

定 員▶ 入学定員(40人)の2割程度
費 用▶ 受験料5000円
募集要項▶ 公立春日井小牧看護専門学校で配布中　

※郵送希望の場合は問い合わせてくださ
い

ところ・申し込み▶10月28日(月) ～ 11月6日(水)〈消
印有効〉に直接か郵送で、〒486－0849八
田町2－38－1、公立春日井小牧看護専門
学校(☎84－5611)へ　※持参は、土・日
曜日、祝休日を除く午前9時～午後5時

消防設備点検資格者講習
月　日▶ ①12月3日(火)～5日(木)②12月10日(火)～

12日(木)
ところ▶ ウインクあいち(名古屋市中村区)
内 容▶ ①第1種②第2種
受講料▶ 3万1000円(別に合否判定結果通知郵便送

料80円が必要)
申し込み▶ 10月24日(木) ～ 31日(木)に、受講申請書

(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▶ 予防課(☎85－6385)

職場のメンタルヘルス対策セミナー
と き▶ 11月19日(火)午後6時～ 8時
ところ▶ 小牧商工会議所(小牧市小牧)
講 演▶ ｢職場のメンタルヘルス～知っておきた

い病気の知識と職場復帰｣かちがわ心と
体のクリニック院長・加藤淳也、｢リワ
ークの実際と課題｣リワークステーショ
ンかちがわセンター長・伊藤由佳

対象・定員▶ 事業所の健康管理者、人事担当者など・
50人(先着順)

申し込み▶ 11月5日(火)までに、県春日井保健所健康
支援課(☎31－0750)へ

消防設備士試験
月 日▶ 12月22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▶ 11月11日(月) ～ 20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11月8日(金)午前9時～ 17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(☎85－6385)

県勤労者美術展の作品募集
月 日▶ 平成26年1月21日(火) ～ 26日(日)
ところ▶ 県美術館ギャラリー (名古屋市東区)
部門・作品企画▶○日本画…10号以上で額装か軸

装○洋画…10号以上で額装○書道…半切
以上で額装か軸装○写真…Ａ3以上で額
装かパネルの装丁

対 象▶ 県内在住か在勤の人
費 用▶ 出品料(1点)2500円
申し込み▶ 11月29日(金)までに、所定の申込書(県労

働協会ホームページに用意)に記入して、
直接か郵送、ファクスで、〒450－0002
名古屋市中村区名駅4－4－38、(公財)愛
知県労働協会事業課労働教育グループ
(☎052－485－7154、ＦＡＸ052－583－
0585)へ

 ホームページ　http://www.ailabor.
or. jp/cg i－bin /bunka/siteup. cg i？
category=1&page=2
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ところ と　き 展示名 出品者
文化フォーラム春日井（☎85－6868）10/16（水）～20（日） 市美術協会展 市美術協会

グリーンピア春日井（☎92－8211）
10/17（木）～20（日） 春日井植物画同好会作品展 春日井植物画同好会
10/26（土）～27（日） 秋季バラ展 春日井ばら会

味美ふれあいセンター（☎31－3522）
10/17（木）～22（火） 味美日本画クラブ作品展 味美日本画クラブ
10/23（水）～26（土） ミニ盆栽 春日井ミニ盆栽会
10/28（月）～30（水） 風らん展 瀨口庄司

坂下公民館 （☎88－5555）10/17（木）～30（水） 春友水墨画作品展 春友水墨会
東部市民センター （☎92－8511）10/19（土）～24（木） 白陽会 秋の書展 白陽会
市役所市民サロン （☎85－6073）10/24（木）～29（火） バーナーワーク(ガラス工芸)合同展 バーナーワーク(ガラス工芸)同好会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）10/26（土）～11/7（木）金婚記念 二人展 渡邊三夫

※展示時間は各施設に問い合わせてください

子育て支援事業「センス・オブ・ワンダー～森
遊びノススメ」
とき▶10月26日(土)、11月23日(祝)、12月21日(土)、
平成26年1月25日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶細野キャンプ場、グリーンピア春日井、
少年自然の家など　内容▶森の散策、クラフト作
り、野外料理作りなど　※詳しくはホームペー
ジ(http://plaza.rakuten.co.jp/morinotankentai/)
で　対象・定員▶1～2歳の子どもとその保護者・
各20人(先着順)　参加料▶1人1000円　申し込み
▶各回開催月の1日から、Ｅメールに参加希望
日、住所、参加者全員の氏名・年齢、電話番号、
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

東日本大震災被災児継続支援拡大 転輪太鼓
和太鼓コンサート「我夢者等～ＧＡＭUSYARA」
とき▶10月26日(土)午後5時30分～8時(5時開場)
ところ▶市民会館　入場料▶2500円(当日3000
円、小学生は当日1000円払い戻し)　入場券▶
文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、ＮＰ
Ｏ法人転輪太鼓事務局(☎97－3556)で販売中

創立25周年記念 市吟剣詩舞道連合会大会
とき▶11月3日(祝)午前10時～午後4時(9時30分
開場)　ところ▶総合福祉センター　内容▶10
団体による吟剣詩舞　定員▶350人(当日先着順)
問い合わせ▶西岡(☎81－1201)

ちびっこ冒険レンジャー大集合「かすがい王国
のひみつをさぐれ」
とき▶11月3日(祝)午前9時30分～午後3時(受け付
けは正午まで)　ところ▶落合公園　内容▶公
園一帯を使った冒険的なゲームを楽しむ　対象
▶年長～小学4年生の子どもとその保護者　参
加料▶子ども1人200円(保険代、材料費)　申し
込み▶当日、会場で　問い合わせ▶春日井スカ
ウト団協議会・小林(☎・ＦＡＸ81－8401)

津軽三味線 響 発表会
とき▶11月3日(祝)午後2時～4時(1時30分開場)
ところ▶ルネック　定員▶70人(先着順)　入場
整理券▶電話かEメールに氏名、電話番号、参
加人数を書いて、馬場(☎090－9337－3069､ E
メールatsufumi_b@yahoo.co.jp)へ　※文化フォー
ラム春日井・文化情報プラザでも配布中

地域別県民文化大祭典
とき▶11月4日(休)午前10時～午後5時　ところ
▶東部市民センター　内容▶記念式典、歌手の
石川ひとみ公演、ＤＡＩＫＩのマジック、郷土
芸能発表など、私立高校の父母・教師による祭
典　運営協力券▶大人1000円、中高生500円　
問い合わせ▶私学をよくする愛知父母懇談会春
日井ブロック・松本(☎・ＦＡＸ83－4901)

きらきらぼし in 北海道～光が揺れる風が揺れ
るきらめきの大地～
とき▶11月12日(火)午後1時30分～3時30分(1時開
場)　ところ▶東部市民センター　内容▶井上
靖、毛利衛など、北海道にゆかりのある作品の
朗読発表会　定員▶500人(当日先着順)　問い
合わせ▶西山(☎92－8150)
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11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7日(木)、21日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①6日(水)②13日(水)③20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
          
10/18(金)から、電話で

10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

1日(金)、22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15日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
10/24(木)から、電話で

7日(木)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6月～7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

13日(水)10：00～11：30
西部ふれあいセンター

カミカミ健康教室
          
10/22(火)から、電話で

6日(水)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25年1月～2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
             

①7日(木)②14日(木)③21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 ①7日(木)、28日(木)②14日(木)③21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

「たかじんのそこまで言「たかじんのそこまで言
って委員会」「朝まで生って委員会」「朝まで生
テレビ」な定期出演テレビ」な定期出演

NO.77

と　き▶11月6日(水) 午後2時～3時30分
ところ▶ホテルプラザ勝川
定　員▶100人(先着順)
申し込み▶10月21日(月)午前9時から電話で、春日井商　
　　　　工会議所内、法人会事務局(☎81－4141)へ

「今後の経済と
国際社会における日本の課題」

村田晃嗣

（公社）小牧法人会春日井４支部講演会

経歴　1964年生まれ
同志社大学法学部卒業。日米安全保障
関係の歴史と課題などを研究テーマに
し、アメリカの情報公開法による資料
の開示や日米双方の政策担当者へのイ
ンタビューを精力的に行っている。

「たかじんのそこまで言
って委員会」「朝まで生
テレビ」などに出演

同志社大学学長
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