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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！みんなで参加しよう！

市制70周年記念事業

市民第九演奏会
と　き▶12月1日(日)午後3時開演(2時開場)
ところ▶市民会館
出　演▶井村誠貴(指揮)、飯田みち代(ソプ

ラノ)、河村典子(アルト)、小貫岩
夫(テノール)、田中勉(バリトン)、
市交響楽団、市民第九合唱団

入場料▶1000円(全自由席)
入場券▶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、坂下公民館で販売中

問い合わせ▶文化課(☎85－6079)

道 風 展 入 賞 者 発 表
　全国書道展覧会の道風展に、一般部369点、学生部6488点の出品がありました。主な入賞者は次
の皆さんです。(敬称略)

と　き▶11月23日(祝)①午前10時から②午後
1時から　※いずれも1時間前から
受け付け

ところ▶総合体育館
内　容▶弓道公開演武、体験教室　※弓具

展示もあり
問い合わせ▶市弓道協会・影山(☎31－5748)

春日井弓道祭｢ニュートンの
リンゴの木｣植樹式典

と　き▶11月23日(祝)午前10時から
内　容▶東京大学附属小石川植物園から寄

贈された、ニュートンが万有引力
の法則を発見した｢ニュートンの
リンゴの木｣の接木苗を植樹する

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井
(☎92－8711)

市民弓道大会
と　き▶12月15日(日)午前9時から(8時30分

から受け付け)
種　目▶一般・高校の部…個人戦・団体戦(1

チーム3人)
対　象▶市内在住か在勤、在学で高校生以

上の人
持ち物▶弓道具
ところ・申し込み▶11月27日(水)〈必着〉ま

でに、はがきに大会名、種目、全
員の住所・氏名・電話番号・経験
者は段位を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶市弓道協会・影山(☎31－5748)

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内、道風展事務局(☎85－6868)

文部科学大臣奨励賞 ○一般漢字…杉浦遙岑○一般かな…中田雅美○学生条幅…原田沙季(春日丘高)

県知事賞
○一般近代詩文…宇野光峰○一般少字数…伊藤井翠○学生条幅…鈴木愛乃(中部中)、古屋
敷百恵(勝川小)○学生半紙…加藤亜由美(小牧高)、三枝愛実(柏原中)、藤原茉優(小野小)

市長賞
○一般漢字…福留文蛤、向山青泉○一般かな…若杉美香○一般近代詩文…髙橋小蘭○一
般少字数…鈴木美都子○学生条幅…茨木彩織(旭丘高)、大橋佳歩(中部中)、田口紘大(住吉
小)○学生半紙…大田結子(春日井高)、溝江杏奈(西部中)、永野桃子(高座小)

市制70周年記念賞
○一般漢字…鷲津岱嶺○一般かな…宇佐美待月○一般近代詩文…後藤紫泉○一般少字数
…深津洋子○学生条幅…大田結子(春日井高)、松本亜弓(中部中)、近藤優衣(勝川小)○学
生半紙…茨木彩織(旭丘高)、藤澤和(東部中)、太田美結(小野小)
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情報あ・ら・か・る・と

暴力のさまざまな形態 DV防止DV防止
　啓発カード　啓発カード
DV防止DV防止
　啓発カード　啓発カード
DV防止
　啓発カード

あなたはＤＶの
　被害者・加害者になっていませんか？

問い合わせ▶男女共同参画課（☎85－4401）

ＤＶ相談　
　　☎８５－７８６７

ＤＶ(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や恋人といった親密である、またはあった者との間で起こる
暴力のことです。暴力というと、一般的には殴る、蹴るなどの身体的な暴力だけのように思われがちです
が、暴力にはさまざまな形態があります。あなたとパートナーとの間に、次のようなことはありませんか。

□身体的暴力
　殴る、蹴る など
□精神的暴力
　大切なものを壊す
　暴言を吐く、無視する など
□社会的暴力
　人付き合いを制限する
　外出をさせない など

□経済的暴力
　生活費を渡さない
　外で働くことを妨害する など
□子どもを利用した暴力
　子どもの前でパートナーをおとしめる
　子どもを危険な目に遭わせる など
□性的暴力
　性行為を強要する
　避妊に協力しない など

　相手が暴力をふるうのは、あなたが悪いからではありません。
どんな理由があろうとも、暴力は許されることではないのです。
　ＤＶかな？と思ったら気軽に相談してください。

市役所やレディヤンか
すがいなど市内の主な
公共施設にあります。

名　　称 募集期間 担当課（提出先） 資料の配布・閲覧場所(上記以外)

(仮称)かすがい健康
計画2023(中間案) 11/15(金)～

12/17(火)
〈必着〉

〒486－8686春日井市役所健康増進課
(☎85－6167、 FAX85－3786､ Eメール
kenko@city.kasugai.lg.jp)

健康増進課、坂下出張所、レディ
ヤンかすがい、総合福祉センター、
健康管理センター、保健センター

環境基本計画
(改定中間案)

〒486－8686春日井市役所環境政策課
(☎85－6216、 FAX84－8731､ Eメール
kansei@city.kasugai.lg.jp)

環境政策課、坂下出張所

ＤＶ対策基本計画
(第2次)案

11/19(火)～
12/19(木)
〈必着〉

〒486－0844鳥居松町2－247､ 男女共
同参画課(☎85－4401、 FAX85－7890､ 
Eメールdanjo@city.kasugai.lg.jp)

男女共同参画課、坂下出張所

かすがい市民文化振興
プラン(改定中間案)

〒486－8686春日井市役所文化課(☎85
－6079、FAX83－2297､Eメールbunka@
city.kasugai.lg.jp)

文化課、文化フォーラム春日井

スポーツ振興基本方針
〒486－0804鷹来町4196－3､ スポーツ
課(☎84－7117、 FAX84－7130､Eメール
sports@city.kasugai.lg.jp)

スポーツ課、総合体育館、サン
フロッグ春日井、市民球場、落
合公園体育館

資料の配布・閲覧場所▶市ホームページ、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　

提出方法▶直接か郵送、ファクス、Ｅメールで意見、住
所、氏名を書いて、各担当課へ　※意見に対
する個別の回答はしません。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

市民意見(
市では、市民生活や事業活動に重大な影響を与える計画や条例などの策定・改廃に当たり、趣
旨や目的、内容を案の段階で公表し、皆さんからの意見を募集します。

パブリック
コ メ ン ト )を募集します



4 　広報春日井 平成25年11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。

12月は市税等滞納整理強化月間です
　市税等の滞納を防ぐため12月を滞納整理強化月
間とし、毎週日曜日に納税相談を実施します。ま
た、電話や訪宅による催告を実施するとともに、
差押体制を強化します。
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6111)

電子証明書の取得は早めにしましょう
　平成25年分の確定申告において、e－Ｔax(国税
電子申告・納税システム)の利用を予定している
人は、あらかじめ市民課で住基カードと電子証明
書(公的個人認証サービス)の取得が必要です。確
定申告の時期は窓口が混雑しますので、早めに手
続きをしてください。
問い合わせ▶ 住基カード、電子証明書の取得について

は市民課(☎85－6138)、e－Ｔaxでの申
告については小牧税務署(☎72－2111)

要介護認定者の障がい者控除について
　12月31日現在、対象となる人に、｢障がい者控
除対象者認定書｣を平成26年1月下旬に送付しま
す。この認定書により、障がい者手帳などを持っ
ていない人でも、確定申告(または、市・県民税
申告)の際、｢障がい者控除｣の適用を受けること
ができます。障がい者手帳などを持っている人で、
手帳と認定書の認定理由(障がい者と特別障がい
者)が違う場合は、控除額の多い方を申告できま
す。
　年末調整などで事前に必要な人は、申請をして
ください。申請時に印鑑と申請者の身分を確認で
きる書類(運転免許証など)が必要です。申請から
交付まで2週間程度かかります。
対 象▶ 65歳以上で要介護1～ 5の認定を受けて

いて、障がい高齢者または認知症高齢者
の日常生活自立度など一定の基準を満た
す人

問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6199)

災害義援金のお礼
　｢島根県・山口県・秋田県・岩手県大雨災害義
援金｣に4万4681円が市へ寄せられました。この義
援金は日本赤十字社愛知県支部を通して被災者の
救援に役立てられます。協力ありがとうございま
した。
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

12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～
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～

※知多公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

青少年健全育成功労者などの表彰、作品展示
青少年健全育成功労者
表彰状▶ 佐藤一孝、成瀨弘美、堀部鎭子
健全育成・非行防止作品(市長賞のみ氏名掲載)
ポスター▶ 佐　香音(松原小6)、高取司(知多中2)、水

野実菜(春日井商業高2)他受賞者27人
書 ▶ 内田菜月(味美小5)、鈴木愛奈(中部中1)、

今井里菜(春日井東高3)他受賞者27人
標 語▶ 岡山弥春(岩成台西小6)、野田知里(東部

中2)、服部祐里奈(春日井商業高3)他受賞
者28人

親から子、子から親へのメッセージ
最優秀賞▶ 松澤里彩(岩成台小5)他優秀賞など6人
運動・文化
運 動▶ 松井稜(石尾台中3)はじめ個人86人と7団体
文 化▶ 三輪美咲(東野小5)はじめ個人5人と1団体
優秀作品展示
とき・ところ▶11月19日(火) ～ 26日(火)・市役所

市民ホール、11月28日(木) ～ 12月5日(木)
・東部市民センター、12月17日(火) ～ 26
日(木)・味美ふれあいセンターの各施設
開館日　※市ホームページでも見ること
ができます

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)
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冬の企画展｢むかしのくらし再発見！ ｣
と き▶ 11月16日(土) ～平成26年1月12日(日)〈休

館日を除く〉午前9時～午後4時30分
ところ▶ 中央公民館
内 容▶ ｢はかりのうつりかわり｣をテーマに、私

たちの暮らしに欠かせない、物差しや升
など計量の道具の移り変わりや使い方な
どを紹介

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

クリスマスフェア
月 日▶ 11月23日(祝) ～ 12月23日(祝)
内 容▶ クリスマス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、冬の庭作りのヒント
や自宅で植える場合の植え方などの解説
会など　※詳しくは市ホームページを見
てください。

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92
－8711)

夜コン｢夜ジャズ｣
と き▶ 11月29日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
出 演▶ 長瀬良司Ｊazz Ｇroup〈長瀬良司(トラン

ペット)、砂掛康浩(ギター )、平光広太郎
(ピアノ)、日景修(ベース)、砂掛裕史朗(ド
ラム)〉

曲 目▶ コズマ｢枯葉｣、ダグラス/ワイス｢この素
晴らしき世界｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

おはなし会
本とあそぼう！全国訪問｢おはなし隊｣がやってくる
と き▶ 11月30日(土)午後2時

～ 3時
内 容▶ おはなし隊による読

み聞かせや児童書の
自由閲覧

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)

12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(高森台
10)、③19日(木)・坂下公民館、③20日(金)
・東野公民館(東野町7)、午前10時～ 11時
30分　※東野公民館と高森台団地第一集
会所は駐車場なし

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)

歯の健康教室
と き▶ 12月8日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 市役所10階、保健センター
内 容▶ 歯科健診、フッ化物塗布(乳幼児のみ)、

ＲＤテスト(虫歯になりやすさ度チェッ
ク)、口臭測定、歯並びなどの相談、歯
科保健指導

対 象▶ 市内在住の未就学児とその保護者
費 用▶ フッ化物塗布代300円(希望者のみ)
持ち物▶ ハンドタオル
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6164)

エコツアー ｢エコクッキング＆工場見学｣
と き▶ 12月9日(月)午前9時30分～午後4時(雨天

決行)
集合・解散▶ 市役所
内 容▶ 東邦ガス㈱による地産地消を意識したサ

ボテンエコクッキングと王子製紙㈱の環
境取り組みの工場見学　※見学コースは
徒歩で移動、階段あり

対象・定員▶ 市内在住の人・20人(先着順)
申し込み▶ 11月20日(水)から、環境政策課(☎85－

6216)へ

グリーンピアコンサート
ハープで奏でるクリスマス
スタンダード
と き▶ 11月23日(祝)午前11
　　　　時～11時30分、午後
　　　　1時～ 1時30分
出 演▶ 三宅百合子
内 容▶ クリスマスのスタン

ダードナンバー
きらめく星座 オカリナコンサート
と き▶ 12月8日(日)午前11時～ 11時40分、午後1

時～ 1時40分
出 演▶ オカリナ タウンズ
曲 目▶ ｢あの素晴らしい愛をもう一度｣｢ホワイ

トクリスマス｣｢赤鼻のトナカイ｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)
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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。

新年名刺交換会
と き▶ 平成26年1月6日(月)午前10時から
ところ▶ 市役所11階
対 象▶ 市内の会社事業所、各種団体など　※詳

しくは問い合わせてください
申し込み▶ 11月27日(水)までに、申込書(秘書課に用

意)に会費1000円を添えて、秘書課(☎85
－6017)へ

学校給食献立表の有料広告
掲載期間▶ 1月～ 3月(3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▶ 11月15日(金) ～ 25日(月)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12
月4日(水)に実施

不用な子ども服、食器を譲ってください
対 象▶ サイズ130㎝までの子ども服(汚れている

ものや下着類は除く)、家庭で使われな
い食器など(汚れているもの、割れてい
るものは除く)　※後日、エコメッセ春
日井の催しにおいて無料で配布する予定

提 供▶ 11月18日(月) ～平成26年1月17日(金)〈閉
庁日・閉所日を除く〉午前9時～午後4時
30分に、ごみ減量推進課かエコメッセ春
日井へ

問い合わせ▶ エコメッセ春日井(☎88－5006)

鷹来公民館　☎84－7071
楽しいクリスマス
と き▶ 12月22日(日)午前9時30分～正午
内 容▶ ふわふわスポンジとイチゴのブッシュ・

ド・ノエル作り
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1600円
申し込み▶ 12月10日(火)〈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

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
クリスマスは楽しく手作りケーキで
と き▶ 12月18日(水)午前10時～午後1時
内 容▶ 切り株の形のおいしいブッシュ・ド・ノ

エルを作る
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1600円
申し込み▶ 11月28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、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
家庭果樹の整枝・剪定(せんてい)方法
と き▶ 12月7日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 中尾義則
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
園芸教室～正月盆栽を作ろう
と き▶ 12月8日(日)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 緑の相談員
定 員▶ 15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2750円
持ち物▶ 木ばさみ
中級フラワーアレンジメント教室～和・洋の花で
正月を活けよう
と き▶ 12月18日(水)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 松本洋一郎
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費4000円
持ち物▶ はさみ、巻き尺、ナイフ
 
申し込み▶ いずれも11月19日(火)から、電話で

消防出初式1日消防隊長
と き▶ 平成26年1月11

日(土)午前9時
　　　　～ 11時
ところ▶ サンフロッグ

春日井駐車場
内 容▶ 消防出初式で、

行進や訓練な
どに参加する1日消防隊長

対象・定員▶ 市内在住の小学1年生の男女・各1人(抽
選)　※保護者同伴

申し込み▶ 11月29日(金)〈必着〉までに、Ｅメールに
住所、氏名、年齢、性別、身長、電話番号、
保護者名を書いて、表題を｢1日消防隊長
応募｣とし、消防総務課(☎85－6381、Ｅ
メールsyosomu@city.kasugai.lg.jp)へ　

　　　　※12月6日(金)に当選者にのみ電話連絡
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市民活動推進課　☎85－6616
消費生活講座｢知って得！新しい食品表示(賞味期
限・消費期限等)｣
と き▶ 11月27日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 東海農政局職員
定 員▶ 20人(先着順)
消費生活講座｢くらしに潜む家電等の危険から身
を守るために｣
と き▶ 12月10日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ (独)製品評価技術基盤機構職員
定 員▶ 20人(先着順)
 
申し込み▶ いずれも11月18日(月)から、電話で

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会｢寄せ植え｣
と き▶ 12月8日(日)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 一升枡々 (一生益々 )幸福鉢を使った正月

寄せ植え
講 師▶ 石井口丸男
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費3300円
持ち物▶ 園芸用はさみ
申し込み▶ 11月30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
和洋の花でお正月を活けてみよう
と き▶ 12月19日(木)午後1時30分～ 3時30分
内 容▶ 松、センリョウ、洋菊などで正月を飾る

フラワーアレンジメントを作る
講 師▶ 松本洋一郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ 万能ばさみか花ばさみ
申し込み▶ 11月29日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

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

味美ふれあいセンター　☎31－3522
プリザーブドのお正月飾り
と き▶ 12月12日(木)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 久保秋子
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、教材費2750円
正月花教室
と き▶ 12月27日(金)午前10時～正午
講 師▶ 市華道連盟
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
 
申し込み▶ ｢プリザーブドのお正月飾り｣は11月28日

(木)〈必着〉までに、｢正月花教室｣は12月
10日(火)〈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

エコメッセ春日井　☎88－5006
和紙で作る干支(えと)教室
と き▶ 12月7日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 和紙を使ってえとの置物を作る
講 師▶ 三輪武子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 木工用接着剤、目打ち、はさみ、手拭き

タオル
生ごみのリサイクル
と き▶ 12月13日(金)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▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、45ℓ用のビニール袋、雑巾
 
申し込み▶ いずれも11月19日(火)から、電話で西部ふれあいセンター　☎33－0808

ハワイアンアロマテラピー
と き▶ 12月12日(木)・19日(木)〈2回〉午前10時～

正午
内 容▶ プレゼントに最適なクリスマスキャンド

ルを2種類作成し、ハーブティーも楽し
む

講 師▶ 山口奈緒子
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500円、材料費2500円
正月の祝い花講座
と き▶ 12月25日(水)午前10時～正午
内 容▶ オモトを生ける
講 師▶ 石黒東風
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250円、材料費2700円
持ち物▶ 花切りばさみ、花包み
 
申し込み▶ ｢ハワイアンアロマテラピー ｣は11月20

日(水)から、｢正月の祝い花講座｣は11月
22日(金)から、電話で
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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。

交通児童遊園　☎81－1301
冬の工作教室
と き▶ 12月7日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ クリスマスリースを作る
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
持ち物▶ 持ち帰り用の袋、はさみ
申し込み▶ 11月20日(水)午前9時から、電話で

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▶ ①12月12日(木)②12月19日(木)午後1時30分
　　　　～ 3時
ところ▶ ①南部ふれあいセンター②保健センター
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▶ 11月19日(火)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6182
プロドラマー直伝！音とリズムの脳トレ教室～音
符も楽器も要りません
と き▶ 11月21日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑
講 師▶ 柴田英貴
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会
と き▶ 12月21日(土)午前10時～午後1時
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 主に乳幼児や小児に対する応急手当て
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・15人(先着順)
申し込み▶ 11月18日(月)から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
卓球教室
と き▶ 平成26年1月11日～ 2月1日の毎週土曜日

(4回)①午前10時～ 11時②午前11時～正
午

対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 3年生②小学4～ 6
年生・各10人(抽選)

申し込み▶ 11月29日(金)〈消印有効〉までに、往復は
がきに教室名(①②の別も)、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、〒486－0945勝川町8
－2858－1、☎35－3501へ

坂下公民館　☎88－5555
楽しいダンボール工作教室
と き▶ 12月7日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 段ボールでクリスマスツリーハウスを作

る
講 師▶ 村田祐一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同

伴)・20人(抽選)
費 用▶ 教材費300円
楽しいクリスマスケーキ作り
と き▶ 12月20日(金)午前10時～正午
内 容▶ シフォンケーキをデコレーションする
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1600円
 
申し込み▶ ｢楽しいダンボール工作教室｣は11月24日

(日)〈必着〉までに、｢楽しいクリスマス
ケーキ作り｣は11月29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)、性別、年齢、学年、電
話番号を書いて、〒480－0305坂下町4－
250－1へ

生涯学習課　☎85－6447
60からの第一歩～妻と夫の定年塾
と き▶ 12月18日(水)午前10
　　　　時～ 11時30分
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 新聞でエッセーを

連載している作家
が、定年後の生き
方について語る　
※かすがい熟年大
学合同講座・閉講式
の一環として開催

講 師▶ 夫婦のための定年塾主宰・西田小夜子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・200人(抽選)
費 用▶ 受講料250円
申し込み▶ 12月2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)、
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へ
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市体育協会加盟団体の講座
ジョギング教室
と き▶ 12月1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)
申し込み▶ 当日午前8時30分から、会場で
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・岡本(☎080－2618－

8455)

名城大学公開講演会
と き▶ 11月30日(土)午後1時～ 3時
ところ▶ 名城大学農学部附属農場(鷹来町)
講 演▶ ｢世界的伝統食品としてのソバとその良

さを探る｣神戸学院大学教授・池田清和、
｢ソバの品種と栽培法は栽培地域と栽培
時期によってどう変えたら良いのか？ ｣
名城大学教授・道山弘康

定 員▶ 100人(当日先着順)
問い合わせ▶ 名城大学農学部附属農場(☎81－2169)

公立春日井小牧看護専門学校の専任教員募集
採用日▶ 平成26年2月1日(土)〈応相談〉
専門領域▶ 基礎看護学か成人看護学、母性看護学
対象・人員▶ 成人看護か母性看護の臨床経験を有し、

看護師として5年以上業務に従事した45
歳程度までの人(専任教員養成研修修了
者優遇)・1人

試 験▶ 小論文(テーマ｢私の教育観｣400字詰原稿
用紙2枚程度)、面接(日時は後日連絡)

申し込み▶ 11月29日(金)までに、履歴書(市販のも
の)、看護師免許証の写し、小論文、養
成研修を修了している人は研修などの修
了証書の写しを持って、直接、公立春日
井小牧看護専門学校(☎84－5611)へ

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 11月29日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター　
内 容▶ 音楽療法｢音楽のリズムとメロディでリ

ハビリテーション！ ｣
講 師▶ 中部学院大学人間福祉学部音楽療法課程

准教授・鵜飼久美子
対象・定員▶ 神経系難病患者とその家族(パーキンソ

ン病、脊髄小脳変性症、多発性硬化症、
多系統萎縮症など)・30人(先着順)

申し込み▶ 11月18日(月) ～ 22日(金)に、県春日井保
健所健康支援課(☎31－2133)へ

危険物取扱者試験
月 日▶ 平成26年1月26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、乙種第1～ 6類、丙種
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 12月9日(月) ～ 18日(水)に、受験願書〈11

月25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12月6日(金)午前9時～ 15日
(日)午後5時〉

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

予備講習会
月 日▶ 12月25日(水)、平成26年1月9日(木)
ところ▶ 吹上ホール(名古屋市千種区)
費 用▶ 受講料4000円、テキスト代4000円(テキ

ストのみの購入も可)
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6387)

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 12月3日(火) ～ 7日(土)午前8時30分～午後

5時
登録される人▶平成5年12月2日までに生まれ、平

成25年9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12月1日
登録日▶ 平成25年12月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

月１回土曜日に集めます

ごみの出し方ワンポイント

缶詰の缶は
「金属類」へ
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障がい年金相談会
とき▶11月16日(土)、12月21日(土)、平成26年1月
18日(土)午前9時～午後5時　ところ▶グリーンパ
レス春日井　内容▶社会保険労務士による無料
相談会　定員▶5人(先着順)　申し込み▶電話
で、社会保険労務士鈴木事務所(☎34－4680)へ

障がい年金相談会
とき▶11月30日(土)午前9時～午後5時　ところ
▶ささえ愛センター　内容▶女性社会保険労務
士による無料相談会　定員▶5人(先着順)　申
し込み▶電話で、社会保険労務士二階堂事務所
(☎052－265－5876)へ

婦人会エコライフフェア
とき▶11月30日(土)午前10時～午後3時　ところ
▶レディヤンかすがい　内容▶エコ料理の試食
とリサイクル体験(新聞でおしゃれなブローチ、
牛乳パックで楽々座いす、防災簡単エコかっぱ
など)　定員▶50人(先着順)　申し込み▶11月15
日(金)～29日(金)に、電話で婦人会協議会・横井
(☎090－7869－1038)へ

春日井市民吹奏楽団ファミリーコンサート
とき▶12月1日(日)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　曲目▶「組曲
『宇宙戦艦ヤマト』｣ ｢北島三郎コレクション｣
｢八重の桜」など　定員▶500人(先着順)　入場整
理券▶東部市民センター、市民会館、各ふれあ
いセンター、各公民館、文化フォーラム春日井で
配布中　問い合わせ▶山内(☎080－3618－8041)

春日井アレルギーの会
とき▶12月10日(火)午前10時～午後1時　とこ
ろ▶レディヤンかすがい　内容▶災害時の食
の安全を確保したパッククッキングの応用を
学び、災害に備えたアレルギー食の対応と試
食をする　講師▶NPO法人アレルギー支援
ネットワークサポーター・西川賢次　対象▶
アレルギー(食物アレルギー、ぜんそく、アト
ピー)を持つ子どもとその保護者　※託児あり
〈10人(先着順)〉。保護者のみの参加も可　受講
料▶300円　※子ども(1歳6か月以上)は100円　
申し込み▶12月4日(水)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、
除去食を書いて、田中(☎・ＦＡＸ56－5088)へ

ところ と　き 展示名 出品者

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
11/15（金）～17（日） 秋の実物ミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会
11/22（金）～24（日） カンラン展 春日井古典園芸同好会
11/27（水）～12/1（日） グリーンフォトクラブ展覧会 グリーンフォトクラブ

坂下公民館 （☎88－5555）11/17（日）～29（金） 水墨・水彩・仏像・創作花・
手織物・写真展 豊の秋

市役所市民サロン （☎85－6073）
11/19（火）～25（月） 水彩画・油彩画展 総合福祉センター水

彩画・油彩画同好会

11/28（木）～30（土） 女性と人権 ナヌムの会
西部ふれあいセンター（☎33－0808）11/21（木）～12/6（金）デイサービス望手芸作品展 デイサービス望

落合公園管理棟 （☎56－0414）
11/22（金）～24（日） 寒蘭展 春日井東洋蘭の会
11/29（金）～12/1（日）早咲き椿展 春日井つばき愛好会

鷹来公民館 （☎84－7071）11/24（日）～12/1（日）実物盆栽と山野草展 青紅会
東部市民センター （☎92－8511）11/27（水）～12/8（日） ニュータウン絵画の会作品展 ニュータウン絵画の会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

　1月から、まちのイベントNEWSは原則15日
号のみの掲載になります。また、掲載対象な
ども変更します。詳しくは市ホームページを
見るか、広報広聴課(☎85－6036)まで問い合わ
せてください。
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12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
              

3日～24日の毎週火曜日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
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
          
11/18(月)から、電話で

7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

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
          
11/20(水)から、電話で

3日(火)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7月～8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

10日(火)10：00～11：30
保健センター

カミカミ健康教室
          
11/22(金)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25年2月～3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

11日(水)10：00～11：30
保健センター

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
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

　春日井商工会議所と市観光協会では、春日井の特
産物や文化・歴史を基にした商品を「春日井特産品」
と認定し、春日井ブランド事業の振興を図っていま
す。今年新たに認定された3品を紹介します。ぜひ
一度味わってみて、土産物などに利用してください。

春日井特産認定品の紹介

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

サボテンの焼きドーナツサボテンの焼きドーナツ

仙人掌（サボテン）茶仙人掌（サボテン）茶 乾燥食用サボテン乾燥食用サボテン
切り干しノパル切り干しノパル

NO.78

取扱店▶㈲後藤サボテン(☎81－7467)

取扱店▶モンシェル春日井駅前店(☎85－7553) 
            モンシェル勝川本店(☎31－2104)


	表紙
	みんなで参加しよう！市制70周年記念事業
	情報あ・ら・か・る・と１
	各種お知らせ
	お知らせ・催し
	催し２
	催し３・募集・講座（一般）
	講座（一般）２
	講座（一般）３・講座（健康・福祉）・講座（スポーツ）
	講座（スポーツ）２・縦覧・その他

	まちのイベントNEWS
	子育て情報など

