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受け付けは、いずれも終了30分前までで保険証、受給者証、現金などが必要です。
いずれも連絡が取れないときは、県救急医療情報センター（☎81－1133）へ

…診療時間帯

公道 市役所守衛室（☎81－5111）

宅地内
(有料)

管工事業協同組合（☎83－8288）
※アパート、マンションなどは、事前に管理者へ

　12月29日(日)～1月3日(金)の市役所や施設などの休みは次のとおりです。必
要な手続きは、早めに済ませてください。　※この期間以外の休みは通常通り
〈少年自然の家は12月28日(土)から年末休み〉

　12月28日(土)～1月4日(土)の期間、出生や
死亡、婚姻などの戸籍の届け出は市役所守
衛室(終日、☎81－5111)でのみ受け付けます。
戸籍の届け出をするときは、印鑑や添付書
類、本人確認ができる運転免許証などを持
ってきてください。

戸籍の届け出 水道修繕
　12月29日(日)～1月3日(金)は下記へ問い合わせてくだ
さい。

診療時間帯
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12/29(日)
〜

1/3(金)

内科・小児科、外科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

歯科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

県小児救急電話相談 ☎＃8000（短縮番号）または052－962－9900 毎日午後7時～11時

緊急医 　かかりつけ医や最寄りの医療機関の診療日
時をあらかじめ確認しておきましょう。

施設名 休み 施設名 休み

市役所本庁舎 (☎81－5111)

12/29(日)
～1/3(金)

福祉の里レインボープラザ (☎88－7007)

12/29(日)
～1/3(金)

坂下出張所 (☎88－0024) かすがいげんきっ子センター (☎35－3501)
東部市民センター (☎92－8511) 交通児童遊園 (☎81－1301)
味美ふれあいセンター (☎31－3522) ハーモニー春日井 (☎88－0677)
高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 文化フォーラム春日井(文芸館) (☎85－6868)
南部ふれあいセンター (☎85－7878) 文化フォーラム春日井(図書館) (☎85－6800)
西部ふれあいセンター (☎33－0808) 総合体育館 (☎84－7101)
中央公民館 (☎33－1111) 落合公園体育館 (☎85－1116)
知多公民館 (☎32－8988) サンフロッグ春日井 (☎56－2277)
鷹来公民館 (☎84－7071) 市民球場 (☎88－3067)
坂下公民館 (☎88－5555) 道風記念館 (☎82－6110)
グリーンパレス春日井 (☎84－0381) エコメッセ春日井 (☎88－5006)
ルネック7階住民票の写し等交付所 (☎34－6800) レディヤンかすがい (☎85－4188)
総合福祉センター (☎84－3611) ささえ愛センター (☎56－1943)

グリーンピア春日井 (☎92－8711) 12/29(日)
～1/1(祝)

保健センター (☎91－3755)
市民病院〈外来〉　
※救急に限り24時間診療

(☎57－0057)

少年自然の家 (☎92－8211) 12/28(土)
～1/3(金) 尾張東部聖苑

(☎83－5001) 12/30(月)、1/1(祝)･3(金)

市の主な施設

はあとふるライナー
　12月29日(日)～1月3日(金)は運休します。

年末・年始の業務案内年末・年始の業務案内年末・年始の業務案内年末・年始の業務案内年末・年始の業務案内年末・年始の業務案内
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ごみと資源などの収集

年末・年始はごみの増大が予想されますので、ごみの減量・分別に協力をお願いします。

収集日の朝8時までに決められたごみステーションへ出してください。

粗大ごみの収集▶年内に収集が必要な人は、12月18日(水)までに、清掃事業所へ申し込んでください
ごみの持ち込み▶クリーンセンターへのごみの持ち込みは、12月28日(土)午前11時30分までです

定額制…12月29日(日)～1月5日(日)休み
従量制…12月28日(土)～1月5日(日)休み
※従量制で年内に収集が必要な人は、12月24日(火)
午後3時までに清掃事業所へ申し込んでください

※金属類(小型家電を含む)の収集は、通常どおりです。収集地区は、環境カレンダーやごみステーションに 
　設置してある収集曜日看板、市ホームページで確認してください。

し尿収集

ごみ・し尿収集…清掃事業所(☎84－3211)
ごみの持ち込み…クリーンセンター(☎88－0247)
資源収集…ごみ減量推進課(☎85－6222)

問い合わせ

収集
地区

燃やせるごみ 燃やせないごみ プラ容器 缶・びん・ペットボトル 古紙類
年末の
最終日

年始の
開始日

年末の
最終日

年始の
開始日

年末の
最終日

年始の
開始日

年末の
最終日

年始の
開始日

年末の
最終日

年始の
開始日

A 12/30(月)  1/6(月) 12/20(金) 1/17(金) 12/27(金) 1/10(金) 12/17(火) 1/7(火) 12/24(火) 1/14(火)
B 12/30(月) 1/6(月) 12/27(金) 1/10(金) 12/27(金) 1/10(金) 12/18(水) 1/15(水) 12/25(水) 1/8(水)
C 12/31(火) 1/7(火) 12/18(水) 1/15(水) 12/25(水) 1/8(水) 12/23(月) 1/13(月) 12/16(月) 1/6(月)
D 12/31(火) 1/7(火) 12/25(水) 1/8(水) 12/25(水) 1/8(水) 12/16(月) 1/6(月) 12/23(月) 1/13(月)
E 12/31(火) 1/7(火) 12/19(木) 1/16(木) 12/26(木) 1/9(木) 12/23(月) 1/13(月) 12/16(月) 1/6(月)
F 12/31(火) 1/7(火) 12/26(木) 1/9(木) 12/26(木) 1/9(木) 12/16(月) 1/6(月) 12/23(月) 1/13(月)
G 12/31(火) 1/7(火) 12/26(木) 1/9(木) 12/26(木) 1/9(木) 12/25(水) 1/8(水) 12/18(水) 1/15(水)
H 12/30(月) 1/6(月) 12/17(火) 1/7(火) 12/24(火) 1/7(火) 12/27(金) 1/10(金) 12/20(金) 1/17(金)
I 12/30(月) 1/6(月) 12/18(水) 1/15(水) 12/25(水) 1/8(水) 12/24(火) 1/14(火) 12/17(火) 1/7(火)
J 12/28(土) 1/4(土) 12/19(木) 1/16(木) 12/26(木) 1/9(木) 12/24(火) 1/14(火) 12/17(火) 1/7(火)
K 12/28(土) 1/4(土) 12/16(月) 1/6(月) 12/30(月) 1/6(月) 12/26(木) 1/9(木) 12/19(木) 1/16(木)
L 12/31(火) 1/7(火) 12/23(月) 1/13(月) 12/30(月) 1/6(月) 12/19(木) 1/16(木) 12/26(木) 1/9(木)
M 12/30(月) 1/6(月) 12/24(火) 1/14(火) 12/24(火) 1/7(火) 12/20(金) 1/17(金) 12/27(金) 1/10(金)
N 12/31(火) 1/7(火) 12/16(月) 1/6(月) 12/30(月) 1/6(月) 12/26(木) 1/9(木) 12/19(木) 1/16(木)
O 12/31(火) 1/7(火) 12/16(月) 1/6(月) 12/30(月) 1/6(月) 12/19(木) 1/16(木) 12/26(木) 1/9(木)
P 12/31(火) 1/7(火) 12/16(月) 1/6(月) 12/30(月) 1/6(月) 12/26(木) 1/9(木) 12/19(木) 1/16(木)
Q 12/31(火) 1/7(火) 12/23(月) 1/13(月) 12/30(月) 1/6(月) 12/20(金) 1/17(金) 12/27(金) 1/10(金)
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東部南地区

中部南地区 篠木南地区

藤山台、岩成台、中央台、
高座台2～5丁目、高座町
の一部

高座台1丁目
石尾台
押沢台

高森台

東部北地区

篠木北地区
鷹来地区

西部北地区

西部南地区

松本町の一部
東神明町の一部
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情報あ・ら・か・る・と

平成26年4月1日採用の市職員を募集
符号 職種 採用人数 受験資格
Ｑ 技術職（建築） 1人程度

昭和58年4月2日以降に生まれた人　Ｒ 技術職（機械） 2人程度

Ｓ 技術職（電気） 2人程度

Ｔ 労務職 2人程度
昭和58年4月2日以降に生まれた人で、中型自動車運転免許
(8t限定)以上の免許を持っているか平成26年4月1日までに
取得見込みの人

受験申込書 申 し 込 み

　人事課、市ホームページ、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
※郵送の場合は「受験申込書の請求」と朱書し
た封筒に、返信用封筒(角2サイズに、住所、
氏名を書いて120円分の切手を貼ったもの)を
同封して人事課へ

【持　参】12月13日(金)～25日(水)〈土・日曜日、祝日を
除く〉午前8時30分～午後5時に、人事課へ

【電子申請】12月13日(金)午前9時～24日(火)午後5時に、
市ホームページから　※18日(水)午前11時～
20日(金)午後6時を除く

【郵　送】12月20日(金)〈消印有効〉までに、人事課へ

郵送・問い合わせ▶〒486－8686春日井市役所人事課（☎85－6021）

講座名・内容 とき 備考（市内在住か在勤、在学の人に限る）

伝統おもちゃ、自然の恵みを利用した工作
仕組みや動きの面白さを学び、工作を楽しむ

2/1(土)・15(土)〈2回〉
10:00～11:30

と  西部ふれあいセンター　講  大山眞五
対  小学生　定  20人　費  教材費200円

楽しく学ぶ韓国語　韓国語が初めての人で
も、楽しく分かりやすく学べる入門講座

2月の毎週水曜日(4回)
18:30～20:00

と  鷹来公民館　講  朴大雄　定  20人
費  受講料1000円、教材費800円

英会話「音まね」レッスン　聞こえたそのま
まを「音まね」で話す、英会話トレーニング

2月の毎週金曜日(4回)
10:00～11:30

と  高蔵寺ふれあいセンター　講  市川ちづる
定  20人　費  受講料1000円　持  ｢ゼロから
驚くほど話せる！英会話『音まね』レッスン」
(旺文社)　※1470円で購入可。事前申し込み

海賊の過去・現在の真実の姿　海賊の歴史
や、現在の海賊活動について学ぶ

2/13(木)・27(木)〈2回〉
13:30～15:30

と  坂下公民館　講  井上弘一　定  20人
費  受講料500円

あなたの企画であなたの企画で
講師にチャレンジ！講師にチャレンジ！
あなたの企画であなたの企画で
講師にチャレンジ！講師にチャレンジ！
あなたの企画で
講師にチャレンジ！

申し込み▶いずれも1月15日(水)〈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)、
年齢(学年)、電話番号、｢英会話『音まね』レッスン」は本購入希望の有無を書いて、〒486－8686
春日井市役所生涯学習課(☎85－6447)へ　※定員を超えた場合は抽選。応募者が少ない講座
は中止になる場合あり

「あなたの企画で講師にチャレンジ！」で採用された講座の受講者を募集します。

と 講…ところ …講師 対 …対象 定 …定員 費 …費用

講座の受講者を募集

持 …持ち物

試　験▶第1次…1月12日(日)、第2次…1月下旬～2月上旬に予定　※詳細は市ホームページを見てください
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　民生委員・児童委員は、活動上
知り得た個人情報を口外するこ
とは民生委員法で固く禁じられ

ています。
　相談内容などの
秘密は守られます
ので安心して相談
してください。

担当の民生委員・児童委員が知りたいときは？

12月1日付けで、新しい任期の春日井市担当の民生委員・児童委員386人が厚生労働大臣および県知事
から委嘱されました。各委員には担当する区域があり、任期は平成25年12月1日から28年11月30日まで
です（再任可）。

　民生委員・児童委員は、市民の皆さんと行政とを結ぶ
パイプ役として福祉活動を行うボランティアです。

○ 一人暮らしの高齢者などや子どもたちへの声掛け、見守り
○ 一人暮らしの高齢者基本調査
○ 災害時要援護者避難支援対象者の把握
○ 各種福祉サービスなどに関する相談、啓発 など

主な活動内容

　地域の民生委員・児童委員が分からないときは、今回の広報と併せて配布する民生委員・児童委員
一覧を見るか、高齢福祉課まで問い合わせてください。

問い合わせ▶高齢福祉課（☎85－6184）

地域福祉の担い手 民生委員・児童委員

より分かりやすく、より親しみやすいホームページや広報にするため、1月からデザインなどを一新し
ます。

広報誌 ここが変わります広報誌 ここが変わります

◇ 表紙などデザインを一新

　表紙や各コーナーのデザインが変わります。
　また、基本となる文字は、誰でも読みやすい
ように工夫された書体に変更します。

◇ 1日号は全ページカラーに

　市民の皆さんに広く伝えたい市政情報を中心
に、文字だけでなく、写真や図表などを生かし
た分かりやすい誌面にしていきます。

◇ 15日号は講座情報などをまとめて発信

　15日号は全ページ2色刷りに。これまで、1日号、
15日号のどちらにも掲載していた公民館などで
行われる講座や催しなどの情報は原則15日号に
掲載します。
　多くの情報を簡潔に見やすく整理して、必要な
情報が探しやすい誌面にしていきます。

問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6036）

ホームページ ここが変わりますホームページ ここが変わります

◆ 見やすく、探しやすいトップページ

　アイコンなどで情報を整理し、よく見
られているページを見やすい場所に配置
します。

◆ 子育て家庭、高齢者に役立つページ

　子育て家庭や高齢者
に役立つ情報を分かり
やすくまとめたページ
を作り、情報を探しや
すくします。

◆ スマートフォンにも対応

　スマートフォンの画面で
も使いやすい専用のトップ
ページを用意します。

市ホームページ・広報が新しくなります

広報誌 ここが変わりますホームページ ここが変わります
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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

クラシックを遊ぶ音楽実験室
スギテツのキッズ＆ファミリーコンサート

　誰もが知っているクラシックの名曲をアレンジして演奏する、聴く　誰もが知っているクラシックの名曲をアレンジして演奏する、聴く
だけでなく見て楽しい音楽会を開催します。だけでなく見て楽しい音楽会を開催します。

と　き▶2月16日(日)午後2時開演(1時30分開場)
出　演▶スギテツ〈杉浦哲郎(ピアノ・作編曲)、岡田鉄平(バイオリン)〉
入場料▶大人2500円、子ども1000円　※ＰiＰi会員2200円、3枚組6900

円(前売りのみ)
入場券▶12月17日(火)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
ところ・問い合わせ▶東部市民センター(☎92－8511)

ニュータウンきずな事業｢どんぐりコラボレーション｣

毎日現代書巡回展 春日井展
　毎日書道展の特別企画として全国10都市で毎日書道展の特別企画として全国10都市で
開催される「毎日現代書巡回展」。著名な書家開催される「毎日現代書巡回展」。著名な書家
の作品を展示するとともに、各種書道イベンの作品を展示するとともに、各種書道イベン
トを実施します。トを実施します。

問い合わせ▶文化課(☎85－6079)

と　き▶1月18日(土)～26日(日)午前10時～午後
5時(最終日は4時まで)

ところ▶文化フォーラム春日井、市役所10階

◆漢字、かな、近代詩文書、大字書、篆刻(てんこく)、
　刻字、前衛7部門の作品展示
◆小野道風の面白いエピソードを漫画で紹介
◆市内小学生に募集した筆で書いた年賀状の展示
◆オープニングイベント(18日午前10時から)
　審査会員によるイベントタイトルの揮毫(きごう)

◆揮毫デモンストレーションと
キッズイベント(19日午前9時30分から)
　書家による揮毫や子どもたちの演技　※午
後からは小学生以下対象の筆で好きな文字や
絵を書くイベントも開催(午後0時30分から受け
付け。できた作品は交流アトリウムに展示)
◆ファイナルイベント(26日午後1時から)
　書家による揮毫 など

この他にも会期中、会場で希望者に揮毫して
もらい、千字文(1000字からなる漢詩)を作る
イベントもあります。
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男女共同参画審議会の公開
と き▶ 1月7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)

環境審議会の公開
と き▶ 1月16日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 1月9日(木)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

工業統計調査に協力してください
　この調査は、工業の実態を明らかにし、工業に
関する施策の基礎資料を得ることを目的に実施し
ます。製造業を営む事業所を対象に12月から1月
にかけて調査員が伺います。なお、調査内容につ
いては、統計法に基づき秘密が厳守されます。
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6080)

夜の冷え込みによる水道管の破裂に注意を
　気温がマイナス4℃以下になると、凍結予防し
ていない水道管は凍ったり破裂したりすることが
あります。特に、むき出しになっている、北向き
にある、風当たりが強いといった場所の水道管は
布などを巻き、ビニールテープで押さえるなど保
温してください。
　水道管が破裂したときは、メーター付近にある
止水栓を締めて水を止め、市指定給水装置工事
事業者か管工事業協同組合(☎83－8288)に修理(有
料)を依頼してください。
問い合わせ▶ 業務課お客様窓口(☎85－6411)

道風記念館所蔵名品展(現代編)
と き▶ 12月18日(水)～ 2月16日(日)〈12月17日(火)

は臨時休館〉午前9時～午後4時30分
内 容▶ 鈴木翠軒・手島右卿・日比野五鳳・金子

鴎亭・青山杉雨など、道風記念館が所蔵
する現代書の名品26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▶ 1月12日(日)、2月2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)

県下児童・生徒席上揮毫大会作品展
と き▶ 12月20日(金) ～ 1月5日(日)午前9時～午後

4時30分
内 容▶ 第78回県下児童・生徒席上揮毫(きごう)

大会の全参加作品を展示
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

アトリウム音楽祭－冬－
と き▶ 12月21日(土)午前10時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 大正琴やハーモニカ、合唱など、市内外

で活動するグループが日頃の練習の成果
を発表

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 12月22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)

クリスマス会
と き▶ 12月23日(祝)午後2時～ 3時
内 容▶ 人形劇｢平成版うさぎとかめ｣など
出 演▶ 人形劇団とんとんとん
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

エコメッセ講座紹介フェア
月 日▶ 1月5日(日) ～ 29日(水)
内 容▶ 今年度開催の各種講座について講師作品

で紹介
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

かすがいふれあい教室(冬期)
　文字や日常会話など受講者のレベルに合わせた
学習内容で、外国人住民のための日本語教室を開
催します。また、日本の伝統文化(茶道)体験講座
にも参加できます。
と き▶ 1月～ 3月の第2～ 5金・日曜日(各曜日10

回)午前10時～正午　※茶道体験講座は1
月26日(日)午後1時～ 3時

ところ▶ ささえ愛センターなど
費 用▶ 教材費初級クラス4725円、中級クラス・

日本語能力試験クラス2730円
申し込み▶ 開催日に直接、会場へ
問い合わせ▶ ささえ愛センター内、国際交流ルーム(☎

56－1944)
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1月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①22日(水)②8日(水)・南部ふれあ

いセンター、③7日(火)・高森台団地第一
集会所(高森台10)、9日(木)・坂下公民館、
17日(金)・東野公民館(東野町7)、20日(月)
・鷹来子どもの家、27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)

1月～3月の子育て広場
と き▶ 1月10日～ 3月14日の金曜日(1月31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

行事などを行う
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)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 1月12日(日)、2月9日(日)、3月9日(日)午

前10時～午後3時
内 容▶ ○壊れたおもちゃの修理(部品は実費、

修理できない物もあり)○不用になった
おもちゃ (使える物に限る)の交換や引き
取り

ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－
5006)

日曜シネマ｢命をつなぐバイオリン｣
と き▶ 1月12日(日)午前10時

15分から、午後1時
45分から、午後4時
45分から(上映前に
職員による15分間
のミニトークあり)

ところ▶ 文化フォーラム春
日井

内 容▶ ナチス・ドイツに侵攻されたウクライナ
で、生き残りを賭けバイオリンを演奏す
る子どもたちの運命を描いた重厚な名作
(ドイツ映画・日本語字幕)

入場料▶ 900円、ペア1700円(当日1000円、ペア1900
円。前売り完売の場合、当日券なし)

 ※時間指定、全自由席、3歳以上有料
入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ

で販売中　※電話予約もあり
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

新春初釜
と き▶ 1月12日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 800円(2枚つづり)　※12月16日(月) ～ 1月

10日(金)に東部市民センターで販売(当日
券も販売)

ところ・問い合わせ▶東部市民センター (☎92－
8511)

協 力▶ 茶道ニュータウン陽春会

新春お楽しみ演奏会
と き▶ 1月12日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ 琴、尺八などの演奏
出 演▶ アンサンブル・リベルタ
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

成人式
と き▶ 1月13日(祝)午前10時30分～正午(9時30分

開場)
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 平成5年4月2日～ 6年4月1日生まれの人
 ※新成人には案内状を送りますが、市内

に住民票がない人で案内状を希望する人
は連絡してください

問い合わせ▶ 生涯学習課(☎85－6447)　※｢春日井市
成人式2014｣をインターネット検索する
と、新成人代表による実行委員会の情報
が見られます

日舞と園児の発表広場
と き▶ 1月18日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 舞踊｢雨｣｢初午｣、合唱｢ミラクル☆げん

ＫＩＤＳ｣
出 演▶ 市日本舞踊協会、いとう幼稚園
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

市民インディアカ大会
と き▶ 1月19日(日)午前9時～午後5時　※体験

コーナーもあり(小学4年生以上対象、小
学生は保護者同伴。先着30人。参加料1
人100円)

ところ▶ 落合公園体育館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1チーム)1500円
申し込み▶ 1月7日(火)〈必着〉までに、はがきに大会

名、参加者全員の住所・氏名・年齢、代
表者の電話番号を書いて、〒486－0804
鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市インディアカ協会・堀(☎090－5634－
6798)

©CCC Filmkunst/Julia Terjung



広報春日井 平成25年12月15日号 9

新春初釜
と き▶ 1月19日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券600円、当日券700円(濃茶と薄

茶の2席分)　※1月6日(月)から高蔵寺ふ
れあいセンターで販売

ところ・問い合わせ▶高蔵寺ふれあいセンター (☎
51－0002)

協 力▶ 高座茶華道連盟、高蔵寺茶道を楽しむ会

1月～3月のお話の部屋
と き▶ 1月19日(日)、2月16日(日)、3月16日(日)

午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

1月～3月の包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 1月19日(日)、2月16日(日)、3月16日(日)

午前9時30分～正午受け付け
定 員▶ 30人(先着順)　※1人1点
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

文化財防火訓練
と き▶ 1月23日(木)午前10時30分から(雨天中止)
ところ▶ 密蔵院(熊野町)
内 容▶ 文化財防火デーにちなみ、密蔵院多宝塔

(重要文化財)で初期消火訓練や一斉放水
を行う

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

1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)

10(金)10：30～

図書館
4(土)・18(土)・25(土)15：00～、
8(水)・15(水)・22(水)15：30～、
11(土)11：00～

図書館(語り聞かせの会) 11(土)15：00～

東部市民センター 10(金)・17(金)・24(金)15：30～、
25(土)14：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 17(金)10：30～

味美ふれあいセンター 11(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 11(土)14：00～
南部ふれあいセンター 15(水)16：15～
西部ふれあいセンター 11(土)11：00～
中央公民館 11(土)11：00～
グリーンパレス春日井 18(土)14：00～

※知多公民館、鷹来公民館、坂下公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市民スキー大会
と き▶ 1月26日(日)午前9時から
ところ▶ ほおのき平スキー場(岐阜県高山市)　※現

地集合
種 目▶ 大回転
部 門▶ ジュニアの部(小学4～ 6年生)、青年の部

(中学生～ 24歳の男子)、成年の部(25 ～
39歳の男子)、壮年の部(40歳以上の男子)、
女子の部(中学生以上)

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料2000円(ジュニアの部は1000円)
申し込み▶ 1月17日(金)までに、オギハラスポーツ

(☎81－6264)、ニシオスポーツ(☎81－
8786)、アルペン春日井店(☎56－7261)へ
※当日、会場でも受け付け可

問い合わせ▶ 市スキー連盟・加藤(☎81－4681)

市民の誓い啓発ポスター
春日井市民の誓い
○みんなで緑を育て 自然を守ろう○すすんでか
らだをきたえ いのちを大切にしよう○お互いに
時間とルールを守ろう○こころにゆとりをもち 
清新な文化をきずこう○勤労をとうとび 豊かな
くらしをめざそう
内 容▶ 市民の誓いの中から一つを選び、文字を

使わずに自由に表現したもの
規 格▶ 四つ切り画用紙で、画材(絵の具、クレ

ヨンなど)は自由
応募資格▶ 市内在住か在勤、在学の人
申し込み▶ 1月17日(金)〈必着〉までに、作品の裏面

に選んだ誓いと住所、氏名、電話番号を
書いて、〒486－8686春日井市役所市民
活動推進課(☎85－6622)へ　※市立小中
学校は各学校で取りまとめます

市スポーツ賞被表彰候補者の推薦
　市では、スポーツに関して優秀な成績を収めた
選手、団体およびその指導者を表彰します。
対 象▶ 平成25年1月1日～ 12月31日に開催され

た全国大会や国際大会で、大会当日に市
内在住か在勤、在学で特に優秀な成績を
収めた個人か団体　※詳しくは市ホーム
ページを見てください

推薦方法▶ 12月15日(日) ～ 1月19日(日)に、所定の用
紙(スポーツ課、市ホームページに用意)
に記入し、必要書類(大会要項など)を添
えて、直接か郵送で、〒486－0804鷹来
町4196－3、スポーツ課(☎84－7117)へ
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給与支給明細書などへの広告
広告媒体▶ ①給与支給明細書(職員約2700人)②賃金

支給明細書(臨時職員約1000人)
規 格▶ 1色刷(色指定不可)①縦約15㎝×横約10

㎝②縦約11㎝×横約10㎝
掲載場所▶ 裏面
掲載期間▶ 4月分～ 9月分(6か月分)
掲載料▶ 10万円
申し込み▶ 1月10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、
人事課(☎85－6023)へ

男女共同参画情報紙｢はるか｣の広告
広告掲載位置▶裏表紙
規 格▶ 1色刷り(色指定不可)、縦30㎜×横80㎜
枠 数▶ 4枠　※隣り合う2枠か4枠全てを併せて

掲載可
作成部数▶ 1万3000部
掲載料▶ 1枠1万円
申し込み▶ 1月31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、
男女共同参画課(☎85－4401)へ　※審査
後、抽選により決定

放置自転車関連業務臨時職員登録者
勤務内容▶ 主に放置自転車の撤去・返還業務および

駅周辺自転車駐車場での自転車整理業務
対 象▶ 60歳以上の人
賃金(時給)▶ 1020円　※通勤手当を1通勤230円支給
勤 務▶ 午前8時30分～午後5時(週平均3～ 4日勤

務、日曜日休み)
勤務場所▶ 高蔵寺保管所、春日井保管所、勝川保管

所など
社会保険等▶ 雇用保険に加入(対象者のみ)
申し込み▶ 1月10日(金)までに、市販の履歴書に記入

して、直接、人事課(☎85－6021)へ

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▶ 平日の午後1時40分～ 4時40分(週5日)
資格要件▶ ①教員免許か保育士資格保有者
賃金(時給)▶ ①1030円②880円　※通勤手当を1通勤

230円支給
登録有効期間▶4月1日～平成27年3月31日
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　※①は
教員免許状か保育士証も必要

小学校の心の教室相談員
勤務内容▶ 小学校の児童を対象に話し相手や悩み相

談をする
対象・人員▶ 平成26年4月1日現在、満57歳以下の人・

若干名
勤務時間▶ 週10時間程度
申し込み▶ 1月15日(水)〈必着〉までに、市販の履歴

書に記入して、〒486－0913柏原町1－97
－1、教育研究所(☎33－1114)へ

図書館　☎85－6800
手作り布絵本教室
と き▶ 1月28日～ 3月11日の隔週火曜日(4回)午

前10時～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ やさしいフェルト地の布絵本を作る
講 師▶ 石田民子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 裁縫道具、色鉛筆
申し込み▶ 12月19日(木)午前9時から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
草木染教室～紅茶で染める
と き▶ 1月11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
ドライフラワー教室～ドライフラワーを使った壁
飾り
と き▶ 2月1日(土)午前10時～正午
講 師▶ 山口真以子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1750円
持ち物▶ はさみ
おしゃれ園芸教室～球根を使って春を楽しむ
と き▶ 2月6日(木)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ ハンギングマスター
定 員▶ 35人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用はさみ
 
申し込み▶ ｢おしゃれ園芸教室｣は1月15日(水)〈必

着〉までに往復はがき(1人1枚)に教室名、
住所、氏名(ふりがな)、電話番号を書い
て、〒487－0001細野町3249－1へ、それ
以外は12月19日(木)から、電話で
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鷹来公民館　☎84－7071
パッチワーク・キルト教室
と き▶ 1月15日・29日、2月

5日・19日、3月5日・
19日の水曜日(6回)午
前10時～ 11時30分

内 容▶ 春の訪れを楽しみに、
たんぽぽの手作りバッグとポーチを作る

講 師▶ 平野直子
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、材料費3000円
持ち物▶ 30㎝定規、裁縫道具
季節の和菓子作り
と き▶ 1月17日(金)午前9時30分～正午
内 容▶ 初春の花びら餅を作る
講 師▶ 渡辺平八郎
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250円、材料費950円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、持ち帰り用の容器
 
申し込み▶ ｢パッチワーク・キルト教室｣は12月28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、〒486－0809町屋町
3610－1へ、｢季節の和菓子作り｣は12月
20日(金)から、電話で

男女共同参画課　☎85－4401
教えます！日本一楽しい遺言書づくり～もしもの
とき、後悔しないための相続知識
と き▶ 2月6日(木)・13日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 行政書士さやま法務コンサルティング・

佐山和弘
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人

・40人(先着順)
申し込み▶ 1月22日(水)〈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、〒486－0844鳥居松町2
－247へ

かすがいげんきっ子センター 
工作教室～押し花
と き▶ 2月15日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
費 用▶ 材料費300円
申し込み▶ 1月15日(水)〈消印有効〉までに、往復は

がき(きょうだいでの申し込みは連名可)
に講座名、住所、氏名(ふりがな)、学校名、
学年、性別、保護者名、電話番号を書いて、
〒486－0945勝川町8－13、☎35－3501へ

知多公民館　☎32－8988
親子パン作り教室
と き▶ 1月19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・6組(抽

選)
費 用▶ 材料費(1人)600円
持ち込みパソコン教室～エクセル入門
と き▶ 1月19日～ 2月9日の毎週日曜日(4回)午後

1時30分～ 3時30分
内 容▶ エクセルを活用して、日常生活でパソコ

ンを使いこなす
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1000円、教材費200円
おいしい和スイーツ教室｢いちご大福を作る｣
と き▶ 1月21日(火)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・24人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費700円
シェフ大鹿の家庭でできるフランス料理
と き▶ 1月22日～ 2月12日の毎週水曜日(4回)午

前10時～正午
講 師▶ 大鹿裕司
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料費4000円
セレモニーに向けての着付け教室
と き▶ 2月の毎週木曜日(4回)午後1時30分～ 3時
内 容▶ 卒業式、入学式に向けて着物を着る
講 師▶ 加藤太恵
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ ｢セレモニーに向けての着付け教室｣は1

月15日(水)〈必着〉までに、それ以外は12
月25日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1
人か1組1枚)に講座名、住所、参加者全
員の氏名・年齢、電話番号を書いて、〒486
－0947知多町4－55へ

道風記念館　☎82－6110
書の歴史(中国編)
と き▶ 1月31日～ 3月7日の毎週金曜日(6回)午後

1時30分～ 3時
内 容▶ 中国の書の歴史を学ぶ(殷時代から南北

朝時代)
講 師▶ 橋詰桃邨
定 員▶ 50人(先着順)
費 用▶ 受講料1500円
申し込み▶ 12月18日(水)から、直接か電話で
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レディヤンかすがい　☎85－4188
こころとからだをリフレッシュ～からだづくりわ
たしづくり(託児付き)
と き▶ 1月15日(水)・29日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
内 容▶ 心身ともにリフレッシュし、元気に冬を

過ごす
講 師▶ 塚田恵
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
いのちの大切さを考えよう～こころ・からだ・い
のち(託児付き)
と き▶ 2月8日(土)・15日(土)〈2回〉午前10時～ 11

時30分
内 容▶ 子どもの成長に親としてどう関わってい

くかを学ぶ
講 師▶ 安藤節子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
エンジョイ！クッキング
と き▶ 2月9日(日)・16日(日)・23日(日)〈3回〉午

前10時～午後0時30分
内 容▶ 楽しく料理をするコツを学ぶ
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料750円、教材費2400円
 
申し込み▶ ｢こころとからだをリフレッシュ ｣は12

月27日(金)〈必着〉までに、それ以外は1
月19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、託児付き講座で託児(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

市文化協会の講座
やさしい津軽三味線入門講座
と き▶ 1月26日～ 2月16日の毎週日曜日(4回)午

前10時～正午
ところ▶ 中央公民館
講 師▶ 吉田定蔵
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・10人(抽選)
費 用▶ 3000円
持ち物▶ 三味線(貸し出し可)
申し込み▶ 12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、貸し出しを希望する人は｢貸
し出し希望｣と書いて、〒486－8686春日
井市役所文化課(☎85－6079)へ

問い合わせ▶ 市民謡協会・吉田(☎83－7757)

エコメッセ春日井　☎88－5006
ペーパーブロック工作教室
と き▶ 1月18日(土)、2月1日(土)〈2回〉午前9時30

分～ 11時30分
内 容▶ 不用な紙(宝くじなど)で鶴の飾りを作る
講 師▶ 永井律夫
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・12人(先着順)
持ち物▶ 液状のり
生ごみのリサイクル
と き▶ 1月19日(日)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▶ 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用のビニール袋、雑巾
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 1月25日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 西村聖治
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、雑巾2枚
最新鋭ダンボールコンポスターの作り方
と き▶ 1月31日(金)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 生ごみで有機堆肥を作る
講 師▶ 広川雄三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 教材費850円
 
申し込み▶ ｢ペーパーブロック工作教室｣｢生ごみの

リサイクル｣は12月19日(木)から、それ以
外は1月7日(火)から、電話で

文化財課　☎33－1113
春日井古代史講座｢古墳時代後
期における猿投窯系の窯業遺跡
成立にまつわる古代史｣
と き▶ ①1月25日(土)②2月1日

(土)③2月15日(土)〈3回〉
午後1時30分～ 3時

ところ▶ 中央公民館
講 演▶ ①｢下原古窯跡群開窯経緯にまつわる古

代史｣市職員②｢奈良・平安時代の生産体
制から古墳時代の猿投窯を考える｣京都
国立博物館・尾野善裕③｢三河・遠江地
域における猿投窯の技術的影響と背景｣
浜松市博物館・鈴木敏則

定 員▶ 99人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円(資料代含む)
申し込み▶ 1月10日(金)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクス、Ｅメールに講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0913
柏原町1－97－1、ＦＡＸ34－6484、Ｅメ
ールbunkazai@city.kasugai.lg.jpへ
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ハーモニー春日井　☎88－0677
初釜入門講座
と き▶ 1月19日(日)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 新年を迎え初釜を楽しむ
講 師▶ 原科初美
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、材料代650円(茶菓子代)
持ち物▶ 懐紙、扇子
申し込み▶ 12月18日(水)から、電話で

中央公民館　☎33－1111
楽しく親子でリトミック
と き▶ 1月17日～ 2月7日の毎週金曜日(4回)午前

10時30分～ 11時30分
内 容▶ ピアノに合わせて歌ったり、身体を動か

してリズム遊びをしたりしながら、音楽
に親しみ集団生活に慣れる

講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の2歳以上の未就園児とその保

護者・45組(抽選)　※今年度受講してい
ない人優先

蓮を利用してかわいい和小物を作る
と き▶ 1月22日(水)・29日(水)〈2回〉午前9時30分

～正午
内 容▶ 柔らかい手触りの古布(絹)と蓮を利用し

て花畑で遊ぶウサギを作る
講 師▶ 森智香
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1420円
持ち物▶ 裁縫道具、糸(赤・白)
ハーブでハンドクリームを作る
と き▶ 1月23日(木)午後1時30分～ 3時30分
内 容▶ ハーブの薬効を学び、手荒れに効くハン

ドクリームを作る
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2000円
 
申し込み▶ いずれも12月27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、｢楽しく親子でリト
ミック｣は子どもの氏名(ふりがな)も書
いて、〒486－0913柏原町1－97－1へ

生涯学習課　☎85－6447
金城学院大学連携講座｢はじめての『終活』～自分
らしく生きる｣
と き▶ 1月24日(金)、2月7日(金)〈2回〉午後2時～

3時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
内 容▶ 満たされた最期を迎えるために、生と死

について考える
講 師▶ 金城学院大学教授・竹田純郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
名古屋大学連携講座｢仏像鑑賞入門～歴史・文化
とその魅力｣
と き▶ 2月8日(土)・15日(土)・22日(土)〈3回〉午

前10時～ 11時30分
ところ▶ 鷹来公民館
内 容▶ 仏教文化や歴史について学び、仏像鑑賞

の知識を深める
講 師▶ 名古屋大学大学院助教・中川原育子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
費 用▶ 受講料750円
中部大学連携講座｢マネーの暴走を抑える～安心
して暮らすために｣
と き▶ 2月10日(月)・24日(月)、3月10日(月)〈3回〉

午後2時～ 3時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
内 容▶ 暴走するマネーを制御して、社会を安定

させる道を経済学の視点で考える
講 師▶ 中部大学教授・高英求
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
費 用▶ 受講料750円
 
申し込み▶ いずれも1月10日(金)〈必着〉までに、往

復はがきか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

市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座～親子で楽しむリズム遊び
と き▶ 2月13日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 上八田保育園
講 師▶ 古川美枝子
対象・定員▶ 2歳以上の未就園児とその保護者・35組

(先着順)
申し込み▶ 12月20日(金)午前9時から電話で、☎85－

8824へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
親子で楽しく学ぶ茶道教室
と き▶ 1月18日(土)午前10時～正午
講 師▶ 中野靖方寿
対象・定員▶ 小学生とその保護者(4年生以上は子ども

だけでも可)・10組(先着順)
費 用▶ 材料費(1人)300円
申し込み▶ 12月20日(金)から、電話で
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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▶ ①1月23日(木)②1月30日(木)午後1時30分
　　　　～ 3時
ところ▶ ①健康管理センター②高蔵寺ふれあいセ

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▶ 12月18日(水)から、電話で

消防総務課　☎85－6374
上級救命講習会
と き▶ 1月26日(日)午前9時～午後5時
ところ▶ 保健センター
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)
普通救命講習会
と き▶ 2月8日(土)午前9時～正午
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
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▶ ｢上級救命講習会｣は12月17日(火)から、

｢普通救命講習会｣は1月6日(月)から、電
話で

保健センター　☎91－3755
はじめてエアロ～踏み出せないあなたのための入
門コース
と き▶ 2月の毎週水曜日(4回)午後1時30分～ 2時

30分(1時から受け付け)
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
健康ヨガ教室～ヨガを利用した運動教室
と き▶ 2月の毎週木曜日(4回)午後1時30分～ 2時

30分(1時から受け付け)
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ いずれも12月28日(土)〈必着〉までに、直

接かはがき、ファクス(1講座1枚)に講座
名、住所、氏名、生年月日、性別、電話
番号を書いて、〒487－0011中央台1－1
－7、ＦＡＸ91－3739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▶ 1月16日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
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｢ＣＫＤ(慢性腎臓病)のお話
～あなたの腎臓の健康度は？～ ｣
と き▶ 1月19日(日)午前9時30分～正午
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ 市医師会医師・檀原敦、市管理栄養士
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の18歳以上の人・

60人(先着順)
食育のすすめ教室
と き▶ 1月21日(火)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▶ ｢市民健康づくり講座｣は12月20日(金)か

ら、電話かＥメールに講座名、住所、氏
名(ふりがな)、年齢、電話番号を書いて、
Ｅメールkenko＠city.kasugai.lg.jpへ、 そ
れ以外は12月25日(水)から、電話で

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
足心ヨーガ健康教室～足心ヨガで心と身体を癒す
と き▶ 2月の毎週木曜日(4回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 井坂津矢子、山田一枝
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 12月27日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒480－0304
神屋町字引沢57－1へ

高齢福祉課　☎85－6364
家庭介護のためのハートフルケアセミナー
と き▶ 2月8日(土)・15日(土)・22日(土)〈3回〉午

前10時～午後4時(8日は9時45分から)
ところ▶ 味美ふれあいセンター
内 容▶ 高齢者のための食事介助方法など
対象・定員▶ 市内在住の人・40人(抽選)
申し込み▶ 1月17日(金)〈必着〉までに、電話かはが

き、ファクスに講座名、住所、氏名、電
話番号を書いて、〒486－8686春日井市
役所高齢福祉課(ＦＡＸ84－5764)へ



広報春日井 平成25年12月15日号 15

グリーンパレス春日井　☎84－0381
やさしいヨガ教室
と き▶ 1月18日～ 2月8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
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 1月22日～ 3月12日の毎週水曜日(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
 
申し込み▶ いずれも12月27日(金)〈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

かすがいげんきっ子センター
おいしいクッキング｢三兄弟の三色団子｣
と き▶ 2月16日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
費 用▶ 材料費300円
申し込み▶ 1月15日(水)〈消印有効〉までに、往復は

がき(1人1枚、きょうだいでの申し込み
は連名可)に講座名、住所、氏名(ふりが
な)、学校名、学年、性別、保護者名、
電話番号を書いて、〒486－0945勝川町8
－13、☎35－3501へ

市体育協会加盟団体の講座
市民スキー教室
と き▶ 2月15日(土)午前6時～ 16日(日)午後9時
ところ▶ ほおのき平スキー場(岐阜県高山市) ※集

合はサンフロッグ春日井東側駐車場
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着順)

※小学生以下は責任者同伴
費 用▶ 受講料2万円(交通費・宿泊費を含む、リ

フト券は除く)
持ち物▶ スキー用具一式(有料で貸し出し可)
申し込み▶ 2月7日(金)までに、所定の用紙でオギハ

ラスポーツ(☎81－6264)、ニシオスポー
ツ(☎81－8786)、アルペン春日井店(☎56
－7261)へ

問い合わせ▶ 市スキー連盟・加藤(☎81－4681)

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室
と き▶ 2月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
ところ▶ 南部ふれあいセンター
内 容▶ 肩凝り・腰痛予防のストレッチ体操や簡

単な軽運動
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 1月4日(土)午前9時から、電話で

都市計画の変更案
と き▶ 12月19日(木) ～ 1月10日(金)〈土・日曜日、

祝休日、12月29日～ 1月3日を除く〉午前
8時30分～午後5時15分

都市計画の種類・名称▶○尾張都市計画用途地域
○尾張都市計画生産緑地地区○尾張都市
計画土地区画整理事業(春日井熊野桜佐
地区)

ところ・問い合わせ▶○用途地域・生産緑地地区
…都市政策課(☎85－6264)○土地区画整
理事業…都市整備課(☎85－6307)　※こ
の案についての意見書は、縦覧期間中に、
市長宛てに提出することが可能

認知症市民講座
と き▶ 1月11日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢認知症とうつとの違い｣精神科医・垣内

泰久
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(当日先着順)
問い合わせ▶ 市認知症地域連携の会事務局あさひが丘

ホスピタル(☎88－0284)

シルバー人材センター入会説明会
と き▶ 1月14日(火)、2月14日(金)、3月14日(金)

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、参加希望日を書いて、〒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
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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。

1月～3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〉

1/14(火)・2/18(火)
・3/11(火)13：30～
15：00

31－2133

歯科相談(予約制)
1/16(木)・2/20(木)
・3/20(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)

1/14(火)・3/11(火)
14：00～ 15：30

血液検査(エイズ、肝炎検
査など)

毎週火曜日(2/11、
3/25を除く)
9：30～ 11：00

31－2189

骨髄ドナー登録(予約制)
毎週火曜日(2/11を
除く)
10：00～ 15：00

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ 1月22日(水)、2月23日(日)、3月26日(水)

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｣

不当要求防止責任者講習会
と き▶ 2月13日(木)午後1時30分～ 4時30分
ところ▶ 市役所大会議室
内 容▶ 暴力団からの不当な要求への対応方法な

ど
対 象▶ 市内の企業・事業所で選任された責任者

(1事業所1人)　※受講してから3年以内
の人は除く

申し込み▶ 1月10日(金)〈必着〉までに、所定の用紙
(市民安全課に用意)に記入して、〒486
－8686春日井市役所市民安全課(☎85－
6064)へ

春日台職業訓練校の訓練生募集
試験日▶ 2月3日(月)か4日(火)
試験内容▶ 実技試験、面接
訓練期間▶ 1年(全寮制)
募集する科▶ 機械科、縫製科、木工科、陶磁器科、紙

器製造科
対象・定員▶ 義務教育を修了か平成26年3月修了見込

みの知的障がいのある人で、集団生活に
支障なく、訓練の妨げとなる行動のない
人(今年度受験したことがある人は、申
し込みできません)・各科20人

申し込み▶ 1月24日(金)までに、入校願書・健康診断
書(訓練校、ハローワークに用意)、療育
手帳の写し(取得していない場合は判定
書の写し)などの書類を持って、ハロー
ワークへ　

問い合わせ▶ 春日台職業訓練校(☎88－0811、ＦＡＸ
88－0948)

中部大学キャンパスコンサート
と き▶ 2月8日(土)午後2時～ 4時(1時30分開場)
ところ▶ 三浦幸平メモリアルホール(松本町)
内 容▶ クラリネット・リサイタル
出 演▶ 松本健司(クラリネット)、水村さおり(ピ

アノ)
対象・定員▶ 小学生以上の人・500人(抽選)
申し込み▶ 1月24日(金)〈必着〉までに、往復はがき

(1人1枚)に演奏会名、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒487－8501松本町
1200、中部大学渉外部キャンパスコンサ
ートＫ係(☎51－5250)へ

3級販売士検定
月 日▶ 2月19日(水)
受験料▶ 4000円
ところ・申し込み▶12月26日(木) ～ 1月23日(木)に、

春日井商工会議所(☎81－4141)へ　※12
月26日(木) ～ 1月21日(火)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

日商簿記検定
月 日▶ 2月23日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 2級4500円、3級2500円、4級1600円
申し込み▶ 12月25日(水) ～ 1月22日(水)に、春日井商
　　　　工会議所(☎81－4141)へ　※12月25日(水)
　　　　～ 1月20日(月)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
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総合体育館・サンフロッグ春日井のスポーツ教室

総合体育館・サンフロッグ春日井のスポーツ教室は、上記のほかに、インターネットでも申し込みができます。
ホームページ　http://www.spofure-kasugai.or.jp/

1月からの誌面刷新に伴い、スポーツ教室は15日号に掲載します。

教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

水中運動
水の特性を生かした運動を行う

2月の毎週水曜日(4回）　
9：20～10：20 高校生か同年齢以上の人・45人(抽選） 2000円

ロングスイミング教室
長距離を泳ぐことができるよう練習する

2月の毎週水・金曜日(8回）
10：30～11：30

クロールで25ｍ以上泳げる高校生か同
年齢以上の人・20人(抽選） 6000円

クロールを覚えよう
クロールを基本から練習する

2月の毎週水・金曜日(8回）
17：00～18：00 小学生・35人(抽選) 4000円

平泳ぎを覚えよう
平泳ぎを基本から練習する

2月の毎週水・金曜日(8回）
18：15～19：15

クロールで25ｍ以上泳げる小学生・
25人(抽選) 4000円

脂肪燃焼アクア(2か月コース）
効率のよい脂肪燃焼を目指した水中エアロ

2月～3月の毎週木曜日(8回）
9：20～10：20 高校生か同年齢以上の人・50人(抽選） 4000円

MONOアクア(初・中級）
さまざまな道具を使った総合的な水中エアロ

2月の毎週金曜日(4回）9：20～10：20 高校生か同年齢以上の人・50人(抽選） 2000円

　　　　  1月15日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき1枚)に教室名、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、学年、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4286へ

サンフロッグ春日井
（☎56－2277）

申し込み

教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

いきいき運動教室
筋力トレーニングなど軽運動で転倒予防

2月の毎週木曜日(4回)
10：45～11：45 高校生か同年齢以上の人・40人(抽選) 1200円

ステップエアロ
ステップ台を使用したエアロビクス

2/8～3/1の毎週土曜日(4回)
10：45～11：45 高校生か同年齢以上の人・35人(抽選) 1200円

小学生の球技入門(テニス)
ボールを打つなど、テニスの基本を学ぶ

2/19～3/12の毎週水曜日(4回)
17：30～18：30 小学1～2年生・35人(抽選) 1000円

すこやか幼児体操(①年中②年少③年長)
体操や遊びを通じて、運動機能を高める

2/22～3/22の土曜日(3/1を除く4回)
①9：15～10：00②10：15～11：00
③11：15～12：00

①平成20年4月2日～21年4月1日に
生まれた幼児②平成21年4月2日～
22年4月1日に生まれた幼児③平成
19年4月2日～20年4月1日に生まれ
た幼児・各30人(抽選)

1000円

ジュニアダンス
ヒップホップの要素を取り入れたダンス

2/23～3/16の毎週日曜日(4回)
10：45～11：45 小学生・40人(抽選) 1000円

総合体育館
(☎84－7101）

　　　　　　1月15日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき1枚)に教室名(①～③の
別も)、住所、氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話番号、市外在住の人は勤務先か学校名、
園名も書いて、〒486－0804鷹来町4196－3へ

申し込み
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新春書き初め作品展
月日▶1月20日(月)～2月14日(金)　ところ▶東春
信用金庫 市内7支店　内容▶募集した書き初め
作品の展示　※作品の受け付けは1月4日(土)～
9日(木)に市内25か所の中日新聞販売店で(作品
の規格は半紙で、1人1点)　対象▶未就学児、小
学生　問い合わせ▶くらしのニュース(☎84－
7017)

新春民踊のつどい
とき▶ 1月13日(祝)午後0時30分～ 3時45分
ところ▶市民会館　内容▶日本民踊研究会会
長・可知豊親祝舞、会員による全国各地の
民踊などの発表　問い合わせ▶大野(☎82－
6912)

退職準備セミナー
とき▶①1月18日(土)②1月25日(土)午前9時30
分～11時45分　ところ▶①小牧勤労センター
(小牧市上末) ②グリーンパレス春日井　内容
▶年金制度の概要・手続き、雇用保険の上手
な活用方法など　対象・定員▶55～60歳の
サラリーマンとその配偶者・30人(先着順)　
申し込み▶1月6日(月)～10日(金)に、労福協尾
張北支部(☎37－1306)へ

ところ と　き 展示名 出品者

鷹来公民館 （☎84－7071）
12/15（日）～21（土） ボタニカルアート(植物画)展 風花の会
1/12（日）～25（土） 新春書き初め展 新春書き初め会参加者

市役所市民サロン （☎85－6073）

12/16（月）～21（土） 陶芸同好会展 陶芸同好会
12/22（日）～28（土） フォト・楽・575作品展 フォト・楽・575
1/4（土）～9（木） 金曜絵の会作品展 金曜絵の会
1/10（金）～15（水） 写真展 フォト輝

坂下公民館 （☎88－5555）
12/18（水）～24（火） 出張消費生活展 市消費生活展実行委員会
1/12（日）～24（金） あざみの家作品展 あざみの家

中央公民館 （☎33－1111）12/18（水）～1/5（日） 水墨画作品展 おんこ水墨画クラブ

グリーンピア春日井 （☎92－8711）

12/19（木）～23（祝） デコパージュ・クリスマス作品展 ねむの花工房

1/2（木）～5（日） 新春さつき展 近世さつき会、鷹来
さつき会

1/8（水）～13（祝） 水彩画展 あんずの会
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）12/20（金）～1/5（日） 高蔵寺中地健連健全育成作品展 高蔵寺中学校地健連

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）
12/21（土）～1/3（金） 高蔵寺地区社会福祉協議

会活動での作品展
高蔵寺地区社会福祉協
議会

1/5（日）～17（金） 心のままに押花を 加代子押花クラブ

知多公民館 （☎32－8988）12/21（土）～1/7（火） 地健連「健全育成・非行
防止」作品展

知多中学校区児童生徒
健全育成連絡協議会

味美ふれあいセンター（☎31－3522）1/5（日）～10（金） 新春いけばな展 市華道連盟味美文化
同好会

レディヤンかすがい （☎85－4188）1/5（日）～15（水） 平成水墨画作品展 平成水墨画クラブ
エコメッセ春日井 （☎88－5006）1/5（日）～23（木） 木のかご、草のかご展 北門伸子
文化フォーラム春日井 （☎85－6868）1/7（火）～13（祝） 新春代表作家展 市美術協会
南部ふれあいセンター（☎85－7878）1/8（水）～19（日） 水彩画と年賀状展 火曜会

※1月から展示は15日号のみの掲載となります。展示時間は各施設に問い合わせてください
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1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16日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①8日(水)②15日(水)③22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
          
12/18(水)から、電話で

19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

10日(金)、24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17日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
12/24(火)から、電話で

9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8月～9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

15日(水)10：00～11：30
西部ふれあいセンター

カミカミ健康教室
          
12/20(金)から、電話で

8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3月～4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
             

①9日(木)②16日(木)③23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 ①16日(木)②23日(木)③30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( )
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NO.79 我が社のNo.1、オンリー１

　平成21年創業のベンチャー企業。「顔
to顔 つながる人to人」をスローガンと
してお客様との出会いを大切にし、驚
き・楽しさ・喜びを通じて感動を提供
できる会社を目指しています。3Ｄプリ
ンターを使った立体お面「3Ｄフェイ
ス」が社名の由来となっています。
問い合わせ▶☎93-1503

企業紹介
㈱ワン・フェイス（神屋町1）

3Ｄプリンタ造形出力サービスを主な業務としています。
人の顔の場合、正
面と側面の2枚の
写真があれば、3Ｄ
プリンターを使用
して立体お面が作
製できるソフトを
開発。ペットなど
の立体模型も作製
できます。
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