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有料広告を募集します（2P）

リトミック教室で音楽に親しむ皆さん（中央公民館にて）リトミック教室で音楽に親しむ皆さん（中央公民館にて）



2 広報春日井2月15日号

掲載期間▶4月～7月(1学期分)
規　格▶1色刷り・黒、縦3.5㎝×横6㎝
掲載料▶入札により決定
募集期間▶2月16日(木)～24日(金)
申し込み▶学校給食センター(☎85－6342)へ
　　　　※入札は3月6日(火)に実施

掲載期間▶3か月を単位として1年以内
規　格▶ラッピングフィルム(再剝離可能な

もの)、縦0.9ｍ×横1.4ｍ以内
掲載料▶1台月額8000円　※広告の作成経

費、車体への貼り付け、撤去費用
は広告主の負担

申し込み▶清掃事業所(☎84－3211)へ

市では、所有する資産を広告媒体として活用し、
財源を確保するために有料広告を募集していま
す。詳しい内容については、各担当課に問い合
わせるか、市ホームページを見てください。

学校給食献立表学校給食献立表学校給食献立表学校給食献立表学校給食献立表

掲載期間▶4月1日(日)～平成25年3月31日(日)
規　格▶表面…縦3㎝×横8.5㎝、裏面…縦8.5

㎝×横8.5㎝
掲載料▶入札により決定(最低入札価格60万

円、消費税を含む)
募集期間▶2月24日(金)まで
申し込み▶市民課(☎85－6143)へ
　　　　※入札は3月5日(月)に実施

市民課番号札市民課番号札市民課番号札市民課番号札市民課番号札

配布期間▶5月1日(火)から在庫がなくなるまで
規　格▶回覧板として十分な強度を持つ材

質で、雨や日光などにより著しく
劣化しない、Ａ4の書類がファイル
できるもの(おおむね縦30.5㎝×横
24㎝×厚み2㎝)

募集期間▶2月15日(水)～22日(水)
申し込み▶市民活動推進課(☎85－6617)へ

区・町内会・自治会配布｢回覧板｣区・町内会・自治会配布｢回覧板｣区・町内会・自治会配布｢回覧板｣区・町内会・自治会配布｢回覧板｣区・町内会・自治会配布｢回覧板｣

清掃車両(ごみ収集車)清掃車両(ごみ収集車)清掃車両(ごみ収集車)清掃車両(ごみ収集車)清掃車両(ごみ収集車)

掲載期間▶4月1日(日)～平成25年3月31日(日)
　　　　※3か月を単位とし、複数月の申し

込み可
規　格▶ラッピングフィルム(再剝離可能な

もの)①0.75㎡ (縦0.5m×横1.5m)②
0.44㎡(縦0.4m×横1.1m)

掲載料▶①1枠月額4000円②1枠月額3000円
募集期間▶2月29日(水)まで
申し込み▶高齢福祉課(☎85－6364)へ
　　　　※葬祭関係の広告は掲載不可

福祉の里バス福祉の里バス福祉の里バス福祉の里バス福祉の里バス

掲載期間▶おおむね5月～平成25年4月(新しい
サービスガイドを作成するまで)

規　格▶1色刷り・黒、縦7㎝×横9㎝
掲載料▶1枠年間2万円
募集期間▶3月23日(金)まで
申し込み▶障がい福祉課(☎85－6186)へ
　　　　※葬祭関係の広告は掲載不可

障がい福祉サービスガイド障がい福祉サービスガイド障がい福祉サービスガイド障がい福祉サービスガイド障がい福祉サービスガイド

掲載期間▶おおむね5月～平成25年4月(新しい
サービスガイドを作成するまで)

規　格▶1色刷り・黒、縦7㎝×横9㎝
掲載料▶1枠年間2万円
募集期間▶3月7日(水)まで
申し込み▶介護保険課(☎85－6182)へ
　　　　※葬祭関係の広告は掲載不可

高齢者福祉サービスガイド高齢者福祉サービスガイド高齢者福祉サービスガイド高齢者福祉サービスガイド高齢者福祉サービスガイド

有料広告を募集します有料広告を募集します有料広告を募集します有料広告を募集します有料広告を募集します
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3月1日～7日は｢春の火災予防運動｣です
　この時季は空気が乾燥してきますので、火の元
には十分注意してください。住宅火災による死者
の発生防止対策として、｢住宅防火いのちを守る7
つのポイント｣で火災防止に心掛けましょう。
3つの習慣▶ ○寝たばこは絶対やめる○ストーブは、

燃えやすいものから離れた位置で使用す
る○ガスこんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す

4つの対策▶ ○住宅用火災警報器を設置する○防炎品
を使用する○住宅用消火器などを設置す
る○隣近所の協力体制をつくる

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6383)

高座山を｢喫煙・たき火禁止区域｣に指定
　高座山では過去、春先にたばこの投げ捨てなど
による山火事が多数発生しています。消火困難な
地域であり、火災が発生すると延焼拡大が想定さ
れるため、3月1日(木)から5月31日(木)まで喫煙・
たき火の制限を行います。
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6383)

土地区画整理組合の指名業者登録
対 象▶ 南気噴、篠木四ツ谷、熊野桜佐、庄名の

各土地区画整理組合(平成24年度・25年
度の指名業者登録)

申し込み▶ 2月15日(水) ～ 3月5日(月)〈土・日曜日
を除く〉午前9時30分～正午、午後1時～
4時に、申請用紙(各組合に用意)に記入し
て、各組合事務所へ

青少年女性センター運営委員会の公開
と き▶ 3月6日(火)午後7時から
定 員▶ 10人(先着順)
ところ・問い合わせ▶レディヤンかすがい(☎85

－4188)

市民会館の通常休館日を開館します
　市民会館は、11月から改修工事のため利用でき
なくなります。このため、平成24年9月・10月に
限り通常休館日である月曜日なども開館します。
ただし、利用のない場合は休館します。
問い合わせ▶ 市民会館(☎85－6075)

麻しん風しん混合ワクチンの接種
対 象▶ ○1期…1歳以上2歳未満の人○2期…平成

17年4月2日～ 18年4月1日生まれの人○3
期…平成10年4月2日～ 11年4月1日生ま
れの人○4期…平成5年4月2日～ 6年4月1
日生まれの人

期 限▶ ○1期…2歳の誕生日の前日まで○2～ 4
期…3月31日(土)まで　※対象期間を過
ぎると任意接種(有料)となります。母子
健康手帳などで接種歴を確認し、未接種
の人は速やかに接種を受けてください。
接種券がない場合は連絡してください

問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6168)

展示｢ＲＡＩＬＷＡＹ in 春日井｣
月 日▶ 2月17日(金) ～ 3月2日(金)〈月曜日は休み〉
内 容▶ 市内を走る鉄道の歴史紹介をはじめ、鉄

道全般に関するパネルや資料を展示
ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

1/20
㊎

地域環境美化功績者表彰を受賞
（坂下区）

　坂下区が本年度の地域
環境美化功績者表彰（環境
大臣表彰）を受賞し、後藤
典太区長らが市長に報告
しました。

　平成7年4月から実施している毎月の河川パトロールをはじ
め、年2回の区民総出の清掃活動などの功績が認められました。
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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。

公民館まつり
中央公民館(☎33－1111)
月 日▶ 2月25日(土) ～ 29日(水)
内 容▶ ○作品展示…25日(土) ～ 29日(水)午前9時

～午後5時　※27日(月)も開場○芸能発
表会…26日(日)午前10時～午後0時30分

知多公民館(☎32－8988)
月 日▶ 3月2日(金) ～ 4日(日)
内 容▶ 〇作品展示…2日(金) ～ 4日(日)午前9時～

午後5時(最終日は3時まで)〇煎茶に親し
む、歌謡教室、ミニライブ、演劇…3日(土)
午前9時～午後2時30分〇芸能発表会…4
日(日)午前9時30分～午後0時20分

鷹来公民館(☎84－7071)
月 日▶ 3月4日(日)・6日(火) ～ 11日(日)
内 容▶ 〇芸能・体育発表会…4日(日)午前9時30

分～午後3時〇作品展示…6日(火) ～ 11日
(日)午前9時～午後5時(最終日は3時まで)

坂下公民館(☎88－5555)
月 日▶ 3月4日(日)・7日(水) ～ 11日(日)
内 容▶ 〇芸能発表会…4日(日)午前9時30分から

〇茶席、生け花展示…4日(日)午前10時～
午後3時〇作品展示…7日(水) ～ 11日(日)
午前9時～午後5時(最終日は正午まで)

民俗企画展｢春日井の電話の歴史｣
と き▶ 2月18日(土) ～ 3月18日(日)〈月曜日は休

み〉午前9時～午後4時30分
ところ▶ 中央公民館
内 容▶ 大正時代から昭和60年までの春日井の電

話に関する歴史と昭和30年代から平成10
年までの高蔵寺農協の有線放送電話に関
する歴史について展示紹介

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

｢ルソーと素朴な画家たち｣展関連イベント
展覧会がよくわかる！ギャラリートーク
と き▶ 2月25日(土)・29日(水)、3月7日(水)午後2時

～ 2時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 展覧会｢アンリ・ルソーと素朴な画家た

ち｣を巡りながら、担当学芸員が作品を
解説　※展覧会入場料が必要

世田谷美術館からやってきました！鑑賞リーダー
と一緒に遊んじゃおう！
と き▶ 3月17日(土)午後1時～ 4時(受け付けは3時

まで)
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 鑑賞リーダーが話をしながら展覧会を案

内。動くルソー人形や缶バッジを作る
楽しい工作体験も　※展覧会入場料が必
要。工作体験参加料は100円

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

紙芝居とお話を聞く会3月の開催日
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)

9(金)・23(金)11：00～

図書館
7(水)11：00～、3(土)・10(土)・
17(土)・24(土)15：00～、14(水)
・21(水)・28(水)15：30～

東部市民センター 2(金)・9(金)・16(金)・23(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 10(土)11：00～

高蔵寺ふれあいセンター 10(土)14：00～

南部ふれあいセンター 21(水)16：15～

西部ふれあいセンター 10(土)11：00～

知多公民館 7(水)15：30～

中央公民館 10(土)11：00～

グリーンパレス春日井 17(土)14：00～

※鷹来公民館、坂下公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 2月26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)

森下真樹ダンス公演
これって、ダンスなの？
と き▶ 2月26日(日)午後6
　　　　時から
ところ▶ 文化フォーラム春

日井・視聴覚ホー
ルなど

内 容▶ コンテンポラリー
・ダンサー森下真
樹が繰り広げるユニークでパワフルなダ
ンス公演。春日井オリジナルダンス｢春
日井うずうず音頭｣も発表

入場料▶ 2000円(全自由席、未就学児入場不可)
入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、

チケットぴあで販売中　※当日券もあり
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
助 成▶ (財)地域創造
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ミニコンサート
と き▶ 3月4日(日)午後3時～ 3時20分
内 容▶ オカリナ演奏
出 演▶ おたまじゃくし
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 3月4日(日)午後1時30分までに申し込み(1

人1点)、2時から抽選(立ち会いが必要)
対 象▶ 市内在住の人
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※配達は1点1000円で、1階玄関
まで(共同住宅は1階敷地部分まで)

郷土館茶会｢やよい｣
と き▶ 3月4日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※当日は、大垣共立銀行春日井

支店の駐車場が利用可
呈茶券▶ 400円(当日会場で販売)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)
協 力▶ 市茶道連盟協会

からだの中身を知ってみよう！
と き▶ 3月6日(火)～11日(日)午前9時～午後9時30分
内 容▶ 体組成計による内臓脂肪などを測定し、

運動アドバイスを受ける
対 象▶ 高校生か同年齢以上の人
費 用▶ トレーニング室使用料。トレーニング室

未登録者は200円の登録料も必要
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

3月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①6日(火)②13日(火)・南部ふれあ

いセンター、③8日(木)・関田公民館(貴
船町)、③9日(金)・坂下公民館、③12日(月)
・鷹来子どもの家、③14日(水)・グリー
ンパレス春日井、③15日(木)・味美ふれ
あいセンター、③16日(金)・上条区集会
所(上条町8)、午前10時～ 11時30分

内 容▶ 保育士などが子育て支援サロンや子育て
相談を行う移動型の地域子育て支援事業
(自由参加、途中の入退場も自由)

対象・定員▶ ①0～1歳児②2歳児③0～2歳児とその保
護者・各40人程度(超えたときは入場を制限
する場合あり)　※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)

エコな物で楽しく作ろう
と き▶ 3月10日(土)午前10時～正午
内 容▶ 水でくっつくスポンジを使って、楽しく

交流しながら作品を作る
対象・定員▶ 市内在住の障がい者(障がいの区分など

は問わない)か60歳以上の人、18歳未満
の人・各20人(先着順)

ところ・申し込み▶3月4日(日)までに、直接か電
話、ファクスに催し名、住所、氏名、年齢、
電話番号、障がい者は障がい名も書いて、
総合福祉センター (☎84－3611、ＦＡＸ
84－3933)へ

市少年少女バドミントン大会(小学生の部)
と き▶ 3月11日(日)午前9時～午後5時　
種 目▶ 男女各シングルス・ダブルス
対 象▶ 市内在住か在学または連盟が認めた小学生
費 用▶ 参加料(1人1種目)500円
ところ・申し込み▶3月2日(金)〈必着〉までに、は

がきに大会名、種目、参加者全員の氏名
・住所・年齢・経験年数と代表者の電話
番号を書いて、〒486－0804鷹来町4196
－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

ひな祭り会
と き▶ 2月26日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ 人形劇｢まほうの水｣など
出 演▶ 人形劇団じゃん・けん・ぽん
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)

レッツ！健康チェック
と き▶ 3月4日(日)午前10時～午後3時(受け付け

は2時30分まで)
ところ▶ ザ・モール春日井(六軒屋町)
内 容▶ 体成分分析(内臓脂肪レベル、体脂肪量、

筋肉量など)、血管年齢測定の健康チェ
ック、禁煙啓発パネルと乳がん触診モデ
ル展示など　※測定は18歳以上

問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6166)
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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。

アトリウム音楽祭【夏・秋】出演団体
月 日▶ アトリウム音楽祭【夏】6月16日(土)・17

日(日)、【秋】9月16日(日)・17日(祝)
内 容▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム

で行われる音楽祭の出演団体を募集
対 象▶ 市内外で活動している音楽団体
費 用▶ 運営協力費(1団体)5000円
申し込み▶ 出演抽選会〈2月23日(木)午後7時〉まで

に、申込用紙(かすがい市民文化財団ホ
ームページ、市の主な施設に用意)に記
入して、直接か郵送、ファクス、Ｅメー
ルで、〒486－0844鳥居松町5－44、か
すがい市民文化財団(☎85－6868、ＦＡ
Ｘ82－0213、Ｅメールmatsuri@lib.city.
kasugai.aichi.jp)へ　※抽選会後でも空
きがあれば随時申し込み可

 ホームページ　http://www.lib.city.kasugai.
aichi.jp/zaidan/

消費生活相談員
任 期▶ 4月1日～平成25年3月31日(更新あり)
勤務地▶ 市役所
勤務時間▶ 午前10時～午後4時
対象・人員▶ 県内在住の20歳以上の人で、消費生活相

談員、消費生活アドバイザー、消費生活
コンサルタントのいずれかの資格を有
し、週2回程度勤務できる人・1人

謝 礼▶ 日額1万円
申し込み▶ 2月16日(木)～29日(水)〈必着〉に、履歴書

(写真付き)に資格を確認できるものの写
しを添付し、直接か郵送で、〒486－8686
春日井市役所市民生活課(☎85－6616)へ

総合計画審議会の委員
任 期▶ 委嘱日から11月ごろまで
内 容▶ 第五次総合計画基本計画の中間見直しを

行うため、年4回程度開かれる審議会に
出席し、審議を行う

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市の
附属機関などの委員になっていない人・4人
以内

申し込み▶ 2月28日(火)〈消印有効〉までに、所定の
用紙(企画課、市ホームページ、市役所
情報コーナー、坂下出張所、東部市民セ
ンター、各ふれあいセンター、各公民館
に用意)に記入して、直接か郵送、Ｅメ
ールで、〒486－8686春日井市役所企画
課(☎85－6031、Ｅメールkikaku@city.
kasugai.lg.jp)へ　※選考結果は文書で通知

幼児2人同乗用自転車の貸し出し
対 象▶ 市内在住の16歳以上で、1歳以上6歳未満

の幼児を2人以上養育している人　※年
齢の基準日は平成24年5月1日

期 間▶ 5月1日(火) ～平成25年2月28日(木)〈期間
中に6歳になった幼児は同乗ができなく
なります〉

賃貸料▶ 月額1000円(10か月分を前納)
申し込み▶ 3月9日(金)〈必着〉までに、申請書(子ど

も政策課、市ホームページなどに用意)
に記入して、直接か郵送で、〒486－
8686春日井市役所子ども政策課(☎85－
6206)へ　※応募多数の場合は抽選

ごみ処理基本計画の市民意見
　｢春日井市ごみ処理基本計画(中間案)｣がまとま
りましたので、その内容をお知らせし、市民の皆
さんの意見を募集します。
　中間案は、2月15日(水)からごみ減量推進課、市
ホームページ、市役所情報コーナー、坂下出張所、
東部市民センター、各ふれあいセンター、各公民
館などで見ることができます。
提出方法▶ 2月15日(水) ～ 3月15日(木)〈必着〉に直接

か郵送、ファクス、Ｅメールに意見、住
所、氏名を書いて、〒486－8686春日井
市役所ごみ減量推進課(☎85－6222、Ｆ
ＡＸ84－8731、Ｅメールgomigen@city.
kasugai.lg.jp)へ　※意見に対する個別の
回答はしません。また、内容については
個人が特定されない形式で原則として公
表します

市民病院用務員(臨時職員)
勤務内容▶ 病棟での看護補助業務
勤務時間▶ 午前8時30分～午後5時
休 日▶ 土・日曜日、祝日、12月29日～ 1月3日
賃金(時給)▶ 880円
待 遇▶ 社会保険、通勤手当、有給休暇あり
問い合わせ▶ 市民病院管理課(☎57－0046)

道風記念館　☎82－6110
｢風信帖を書く｣～空海筆風信帖を題材とした初
心者向け臨書講座
と き▶ 3月2日～ 23日の毎週金曜日(4回)午後1時

30分～ 3時30分
講 師▶ 安達柏亭
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 2月21日(火)から、直接か電話で
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エコメッセ春日井　☎88－5006
生ごみのリサイクル～生ごみを堆肥にするぼかし
作り
と き▶ 3月10日(土)午前10時～ 11時30分
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
申し込み▶ 2月21日(火)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
勤労青少年講座｢センスアップセミナー｣～自分を
アピールするメイクを見つけよう！(新社会人歓迎)
と き▶ 3月11日(日)・25日(日)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 稲垣かおり
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、教材費200円
持ち物▶ スタンド型鏡、眉メイク道具、アイメイ

ク道具、ファンデーション
申し込み▶ 2月29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)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0844
鳥居松町2－247へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～ツバキの上手な育て方
と き▶ 3月11日(日)午後2時～ 4時
講 師▶ 佐藤晴美
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
春休み子ども教室～動物の飼育体験
と き▶ 3月20日(祝)・28日(水)午前10時～午後2時
講 師▶ なかよし生き物倶楽部プチＺＯＯ職員
対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 3年生・各10人(抽選)
持ち物▶ 長靴、帽子、弁当、雨天の場合は雨具
野辺の生け花教室～園内を散策して四季折々の草
花を鑑賞し、生け花を生ける
と き▶ 4月～平成25年3月の第1日曜日(1月は第2

日曜日)〈12回〉午前9時30分～正午
講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費1万4000円
植物画教室～植物画の基礎を学ぶ
と き▶ 4月～ 10月の第2・4日曜日(8月は第3・4

日曜日)〈14回〉午前9時45分～ 11時45分
講 師▶ 小池昇司
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3500円、教材費1万円
草木染教室～草木染めの基礎を学ぶ
と き▶ 4月～平成25年3月の第2土曜日(4月は第1

土曜日)〈12回〉午後1時30分～ 4時
講 師▶ 矢野美代子
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費8500円(半期分)
フラワーアレンジメント(西洋盛り花)教室～基礎
から中級までのフラワーアレンジメントを学ぶ
と き▶ 4月～平成25年3月の第3水曜日(12回)午後

1時30分～ 4時
講 師▶ 松本洋一郎
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費1万5000円(半期分)
デジタル写真教室～撮影の基本からパソコンで簡
単な画像処理
と き▶ 4月～平成25年3月の第4金曜日(12回)午前

10時～正午
講 師▶ 垣内博
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円
持ち物▶ デジタルカメラ(携帯電話のカメラ機能

は不可)
 
申し込み▶ ｢園芸教室｣は2月21日(火)から電話で、そ

れ以外は2月29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、｢春休み子ども教室｣
は希望日、学年、保護者名も書いて、〒487
－0001細野町3249－1へ

中央公民館　☎33－1111
ハンギングバスケットで春を演出
と き▶ 3月24日(土)午前10時～正午
講 師▶ 八木昌子
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ 花ばさみ、エプロン、持ち帰り用の袋、

新聞紙
申し込み▶ 2月29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

西部ふれあいセンター　☎33－0808
春休みこどもパン作り教室～ホームメイドのパン
を作ってみましょう
と き▶ 3月28日(水)・29日(木)〈2回〉午前10時～

午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住の小学生・24人(先着順)
費 用▶ 材料費1200円
持ち物▶ エプロン、布巾、持ち帰り用の容器
申し込み▶ 2月18日(土)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。

文化財課　☎33－1113
親子体験教室 ｢大王の首飾りをつくろう｣～勾玉
(まがたま)と管玉(くだたま)で古墳時代の首飾り
を作る
と き▶ 3月24日(土)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組3人まで)・15組

(抽選)
費 用▶ 材料費(1個)300円
申し込み▶ 3月2日(金)〈必着〉までに、はがきかファ

クス、Ｅメールに教室名、住所、氏名、
電話番号、学校名、学年、保護者名を書
いて、〒486－0913柏原町1－97－1、Ｆ
ＡＸ34－6484、Ｅメールbunkazai@city.
kasugai.lg.jpへ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
認知症予防回想法～ひな祭りに欠かせない尾張文
化の味、おこしものを作ろう
と き▶ 2月24日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター

講 師▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ エプロン
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5734)へ
『そろばん』で脳の活性化！パチパチ弾いて頭の体
操
と き▶ 3月1日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 小林義美
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
栄養改善教室｢お花見料理を作ろう｣～一緒に春
を感じましょう
と き▶ 3月13日(火)午前9時30分～正午
ところ▶ 南部ふれあいセンター
講 師▶ 管理栄養士・伊藤雅代
定 員▶ 20人(先着順)
持ち物▶ エプロン、布巾(2枚)、三角巾、箸
申し込み▶ 第三介護地域包括支援センター (☎56－

8611)へ

介護保険課　☎85－6187
ほほえみ会(認知症介護家族交流会) ～医師によ
る講演会
と き▶ 2月28日(火)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 医師・垣内泰久
対象・定員▶ 市内在住で、認知症の人を在宅で介護し

ている家族・15人(先着順)
認知症サポーター養成講座～認知症の人とその家
族の応援者となる認知症サポーターを養成する
と き▶ 3月13日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 認知症キャラバン・メイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(先着順)
 
申し込み▶ いずれも2月20日(月)から、電話で

市社会福祉協議会　☎85－4321
ボランティア養成講座｢シルバー疑似体験 高齢者
の気持ちになってみよう｣学校などで子どもの福
祉学習をサポートするボランティアを養成
と き▶ 3月14日(水)午前10時～午後4時
ところ▶ 総合福祉センター
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 2月20日(月)から、電話かＥメールに講座

名、住所、氏名、電話番号を書いて、Ｅ
メールsyakyo－vc@mocha.ocn.ne.jpへ

坂下公民館　☎88－5555
山散策はじめの一歩～楽しく安全な山歩き(初級)
と き▶ 3月15日(木)午前10時～正午
講 師▶ 野田雄紀
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円
ポジャギ(韓国のパッチワーク)きょうしつ～韓国
の伝統技法を縫い物で味わおう
と き▶ 3月16日(金)・23日(金)〈2回〉午前10時～正

午
講 師▶ ユ・チョンファン
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費2000円
持ち物▶ 裁縫道具、定規、へら、カッティングマット
 
申し込み▶ いずれも2月29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)、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ
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消防総務課　☎85－6374
上級救命講習会～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
と き▶ 3月17日(土)午前9時～

午後5時
ところ▶ レディヤンかすがい
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▶ 2月20日(月)から、電話
で

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

～午後5時
登録される人▶平成4年3月2日までに生まれ、平

成23年12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24年3月1日
登録日▶ 平成24年3月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

震災などによる市・県民税の軽減措置
　地震や台風などにより住宅・家財・自家用車な
どに損害を受けた人は、損害金額に基づき計算し
た金額を所得から控除することにより、個人住民
税の軽減を受けることができます。この軽減措置
は、所得税で申告した人については手続き不要で
す。
問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6093)

軽自動車などの廃車や名義変更の手続き
バイクや軽自動車などの廃車や名義変更は3月中
に
　軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税され
ます。廃棄・譲渡・盗難などで、すでに車両を所
有していない人は、必ずそれぞれの届け出先で所
定の手続きをしてください。
　なお、3月は毎年軽自動車の廃車や名義変更の
届け出が集中し、窓口が大変混雑しますので、で
きる限り3月中旬ごろまでに手続きを済ませてく
ださい。また、他市町村から転入した車両も住所
変更・ナンバープレートの変更などの手続きが必
要です。

車種 届け出先

原動機付自転車(125㏄以下)、
小型特殊自動車(農耕作業
用を含む)       　　　　　

市民税課(☎85－6092)

軽二輪(125㏄超250㏄以下)
軽自動車協会小牧分室(小牧市
新小木3－36、☎43－1406)

二輪の小型自動車(250㏄超)
愛知運輸支局小牧自動車検査
登録事務所(小牧市新小木3－
32、☎050－5540－2048)

軽 三輪、軽四輪　　　　　　　　　　
軽自動車検査協会小牧支所
(小牧市新小木3－36、☎75－
3464)

かすがいミュージックフェスティバル
と き▶ 2月26日(日)午前11時30分から(11時開場)
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 市民音楽連盟加盟団体によるコーラス・

器楽演奏
問い合わせ▶ 市民音楽連盟・山中(☎090－4404－6529)

中部大学オープンカレッジ
月 日▶ 4月4日(水) ～ 7月30日(月)〈週1回、約15

回、各講義90分〉　※ガイダンスは3月2
日(金)午前9時30分から

ところ▶ 中部大学(松本町)
内 容▶ 大学の講義を学生と一緒に受講する
費 用▶ 1科目1万円、登録料5000円(初回のみ)
申し込み▶ 2月24日(金)までに、電話かＥメールで中

部大学エクステンションセンター (☎51
－4392、Ｅメールext@chubu.ac.jp)へ　
※ホームページからも申し込み可

 ホームページ　http://www.chubu.ac.jp

その救急車 
本当に必要ですか？
　昨年 1年間の市内の救急出場件数は過去最多
となりました。また、搬送人員の 59％が軽症者
でした。
　真に急を要する人のために、緊急性の低いと
きは自家用車やタクシーを利用しましょう。

その救急車 
本当に必要ですか？
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10 広報春日井2月15日号

ところ と　き 展示名 出品者
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）2/16（木）～28（火） 春友水墨画展 春友水墨会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
2/17（金）～19（日） 雪割草と梅花展 春日井山草会
2/22（水）～26（日） デコパージュ展 ねむの花工房

坂下公民館 （☎88－5555）2/17（金）～28（火） ひまわりの会折り紙展 ひまわりの会
市役所市民サロン （☎85－6073）2/20（月）～25（土） 習作展 可燿会
落合公園管理棟 （☎56－0414）2/22（水）～28（火） 植物画展 植物画同好会(美咲会)
南部ふれあいセンター（☎85－7878）2/24（金）～3/7（水） 虹の会作品展 水彩画 虹の会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

おやこであそぼう 英語の歌とおはなし
とき▶①2月25日(土)午前10時～11時②2月29日
(水)午前10時～11時③3月29日(木)午前9時30分
～10時30分④3月29日(木)午前11時～正午　と
ころ▶①②西部ふれあいセンター③④大留下
公民館(大留町5)　内容▶親子でマザーグース
や名作絵本をバイリンガルで楽しむ　対象・
定員▶市内在住で①④0歳～幼児とその保護者
②③0～3歳児とその保護者・各15組(先着順)　
費用▶1組300円　申し込み▶開催日の前日ま
でに、電話かファクスに住所、参加者全員の
氏名、電話番号、子どもの年齢を書いて、ラボ・
テューターの会・本多(☎・FAX32－5189)へ

私達のことを理解して～軽度発達障がいの人
たちの支援を考える
とき▶2月25日(土)午後1時30分～4時30分　と
ころ▶総合体育館　内容▶現場からの報告と
基調講演　定員▶120人(先着順)　費用▶資料
代500円　申し込み▶開催日の前日までに、電
話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話
番号を書いて、ＮＰＯ法人まちのエキスパネッ
ト(☎・ＦＡＸ52－7315、Ｅメールexpanet@
angel.odn.ne.jp)へ

地域フォーラム｢障害者自立支援法から新法
へ！｣
とき▶2月26日(日)午後1時30分～4時(1時開場)
ところ▶総合福祉センター　内容▶障がい者
制度改革などに関する基調報告。障がい者や
支援者との意見交換会　定員▶300人(先着順)
問い合わせ▶春日井市身体障害者福祉協会(☎
81－3503)

アレルギーのある子を持つ親の集い
とき▶3月9日(金)午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶栄養士による栄
養勉強会　※託児あり〈10人(先着順)〉　対象▶
アレルギー(食物アレルギー、アトピー、ぜん
そく)のある子どもとその保護者　※保護者の
みの参加も可　申し込み▶3月2日(金)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、栄養士への質問事項、
託児希望の有無を書いて、春日井アレルギー
の会・田中(☎・ＦＡＸ56－5088)へ

　このコーナーは、市の後援などがある催しを
掲載しています。掲載を希望する人は、掲載希
望号の1か月前までに、申請書(市ホームページ
に用意)に記入して、後援等決定通知書の写し
などを添えて、〒486－8686春日井市役所広報
広聴課（☎85－6036、ＦＡＸ84－7421）へ
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地域経済地域経済元気
です！
元気
です！

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
              

6日(火)、13日(火)、27日(火)
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1日(木)、15日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①7日(水)②14日(水)③21日(水)〈3回〉
9：30～11：30
保健センター

①妊娠中の生活・口腔(こうくう)衛生②分娩(ぶん
べん)呼吸法・妊婦体操③新生児の育児と栄養
対象・定員▶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
          
2/22(水)から、電話で

25日(日)10：00～12：00
保健センター

もく浴指導、妊婦疑似体験、育児体験
対象・定員▶初めてパパとママになる人(妊娠7～8か月

での参加を勧めます)・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

2日(金)、16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、身
体計測
持ち物▶母子健康手帳
※身体計測のみの人は9：30～10：30(予約不要)

9日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
2/22(水)から、電話で

①1日(木)②7日(水)10：00～11：30
①保健センター②西部ふれあいセンター

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23年10月～11月生まれの乳児(第1

子)とその保護者・①25組②30組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳、バスタオル、おんぶひもなど

カミカミ健康教室
          
2/24(金)から、電話で

13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23年5月～6月生まれの乳児(第1子)と
           その保護者・40組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳

ふれあい広場
             

①7日(水)②14日(水)③21日(水)
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 ①15日(木)②22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②1～3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

自由参加

児

自由参加

自由参加

子

子

子

子

健

健

か

か
子 健

児

の子育て情報 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( )3月

NO.57

　昭和34年「東洋コーテッドサンド㈱」とし
て創立。その後、平成7年8月に社名を「ト
ーヨーマテラン㈱」に改称。主な取扱製品
は、ケイ砂を利用したマテリアル製品（イ
ンスタントセメント、ケイ砂製品）とラン
ドスケープ製品（ユニットトイレ、コンク
リート擬木）が中心。
問い合わせ▶本社☎88-3322

企業紹介 トーヨーマテラン㈱
（明知町）

　　　　　　主力製品の建築土木用「トーヨーインス
タントセメント」は、大手企業から一般家庭に至るま
で幅広い分野で利用いただいています。また、ランド
スケープ事業として「ユニットトイレ」は、全国各地の
公園作りで活用されており、いずれの製品も国内トッ
プシェアを
誇っていま
す。

我が社のNo.1、オンリー１
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