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「ネピア」春日井ブランド化推進プロジェクトがスタート、
あなたの愛犬に登録と狂犬病予防注射を

春日井商工会議所・王子ネピア㈱・市による「ネピア」春日井ブランド化推進協定締結式春日井商工会議所・王子ネピア㈱・市による「ネピア」春日井ブランド化推進協定締結式春日井商工会議所・王子ネピア㈱・市による「ネピア」春日井ブランド化推進協定締結式
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プロ 16 年目 39 歳、昨年の日本プロゴルフ選
手権大会で春日井市在住のプロゴルファー河
井博大（かわいひろお）さんが悲願の初優勝を
達成されました。
苦労のどん底からつかみ取った優勝カップ。
涙でうまく言葉が出ない中で、思わずあふれ
出たインタビューのその言葉は、東日本大震
災で被災された人をはじめ多くの人の共感を
呼び、勇気を与えてくれました。

「やめないでよかった」
　優勝インタビューで開口一番に出てきた
「やめないでよかった」という言葉は、私の人
生全てを物語っています。
　16 年という年月は長く、ゴルフを諦めかけ
た時期もありましたが、「いつか絶対に優勝し
てやる」という明確な目標がありました。苦労
人というイメージが強いですが、本当に大好
きなゴルフだからこそ続けられたのであっ
て、私自身にはむしろ苦労とは感じられませ
んでした。

これから一流になる！
　最大の目標は、自分の中で一流になること。
　人生 80 年、40 歳になった今、本気で一流を
目指しています。遅いとは思っていません。ゴ
ルフにゴールはなく、自分の可能性は自分で
諦めない限り無限大なのですから。

夢を実現するためには「笑顔」を
　夢や目標を実現するためには、下を向いて
いてはだめです。苦難を背負い込んだときこ
そ、上を向いていくべきです。そして、笑いま
しょう。
　「笑う門には福来る」
　マイナスに考えず、心の重みを取ればきっ
と前へ進むことができます。

優勝、そして心からの感謝
　優勝して 5 年のシード権を得たことはうれ
しいですが、それ以上に自分の中での緊張感、
ベテランとしての役割や責任感が芽生えてきま
した。
　優勝できたのは、師匠であ
る田中秀道さん、尾崎将司さ
んをはじめとしたジャンボ
軍団の先輩方、妻や家族など
私を支えてくださった全て
の人のおかげであり、心から
感謝しています。

　河井プロのゴルフに対する熱い思いとおご
らない素朴な人柄に不思議な魅力を感じまし
た。今後もさらなる活躍をお祈りします。

インタビューを終えて…

キラリ輝く！春日井人
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～学びで育む｢新しい一歩・新しい自分・新しい仲間｣～学びで育む｢新しい一歩・新しい自分・新しい仲間｣～学びで育む｢新しい一歩・新しい自分・新しい仲間｣

前期市民講座前期市民講座前期市民講座前期市民講座前期市民講座平成
24年度

対　象 ▼市内在住か在勤、在学の人
申し込み ▼ 3月31日（土）〈必着〉までに、往復はがき（1

講座につき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、
各施設へ　※講座名に★のある親子講座の
申し込みは、いずれか1講座とし、子ども
の氏名（ふりがな）・性別・年齢も記入。ま
た、持ち物が購入可の講座で、希望する人
は「本希望」も記入

抽　選 ▼ 定員を超えた講座は、4月4日（水）に各施設
で公開抽選を行い、4月6日（金）から応募者
全員に抽選結果を通知 ※講座名に◆のあ
る講座が抽選になった場合は、平成23年度
の同じ市民講座を受講しなかった人を優先

中 央 公 民 館 〒486－0913柏原町1－97－1（☎33－1111）

知 多 公 民 館 〒486－0947知多町4－64－1（☎32－8988）

鷹 来 公 民 館 〒486－0809町屋町3610－1（☎84－7071）

坂 下 公 民 館 〒480－0305坂下町4－250－1（☎88－5555）

東部市民センター 〒487－0011中央台2－2－1（☎92－8511）

味美ふれあいセンター 〒486－0958西本町1－15－1（☎31－3522）

高蔵寺ふれあいセンター 〒487－0013高蔵寺町3－2－1（☎51－0002）

南部ふれあいセンター 〒486－0923下条町666－6（☎85－7878）

西部ふれあいセンター 〒486－0904宮町 3 － 8 － 2（☎33－0808）

講…講師　対…対象　定…定員　受…受講料　教…教材費　持…持ち物

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

中　

央　

公　

民　

館

免疫力アップ！や
さしい気功

気功と簡単な体操で暑さを軽減
し、免疫力を上げる

5／9～6／27の
水曜日(8回)

13:30～
15:00

講  大島ひろ絵　定  30人　受  2000円
持  上靴

パステル画入門

基礎技法の習得から独自の作品
制作まで、写真（風景･花･家族･
ペットなど）やスケッチをもとに、
美しい色のパステル画を描く

5／10～8／16の
木曜日(8回)

10:00～
11:30

講  伊藤幸照　定  24人　受  2000円　
教  2300円　持  タオル

◆
初めてのパソコン
講座

ワード、エクセルとデジカメ写
真の編集について学ぶ

5／13～7／1の
日曜日(8回)

9:30～
11:30

講  NPO法人けやきフォーラム　
定  20人　受  2000円　教  200円 持  パ
ソコンの持ち込み可

大作曲家を訪ねて
～ロマン派から国
民楽派

有名な作曲家の生涯、曲の背景、
エピソードなどを通して、クラ
ッシック音楽を鑑賞する

5／16～8／22の
水曜日(8回)

10:00～
11:30

講  稲田真由美　定  30人　受  2000円

初めての仏像彫刻
「童やくし」を彫る

健康を願い、かわいい「童やく
し」を彫る

5／19～8／18の
土曜日(8回)

10:00～
12:00

講  柿崎圓祐　定  16人　受  2000円　
教  1800円　持  彫刻刃（印刃）、エプ
ロン、軍手、定規

◆
デジタル一眼レフ
カメラ撮影入門　

デジタル一眼レフカメラの基礎
知識と撮影の基礎を学ぶ

7／5～8／9の
木曜日(6回)

9:30～
11:30

講  丹羽省吾　定  30人　受  1500円　
教  500円　持  デジタル一眼レフカメ
ラ、取扱説明書

味
美
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

シェフ大鹿の一番
易しい西洋料理 

ホテルプラザ勝川のシェフから
学ぶ、初心者向け料理講座

5／14～6／18の
月曜日(6回)

10:00～
12:30

講  大鹿裕司　定  24人　受  1500円　
教  6000円　持  エプロン、調理用布
巾、タオル2本

天然石ビーズアク
セサリー教室

天然石を使ったアクセサリー制
作の基礎を学ぶ

5／15～6／19の
火曜日(6回)

10:00～
12:00

講  乾あゆみ　定  15人　受  1500円
教  3500円　持  ニッパー（はさみな
ど）、ビーズ入れ用小容器、ハンカ
チ

楽しい！美味しい！
手作りベーカリー

「作って楽しい！食べて美味し
い！」手作りパンの入門講座

5／16～7／25の
水曜日(6回)

10:00～
12:30

講  森幸代　定  24人　受  1500円
教  5000円　持  エプロン、調理用布
巾、タオル、持ち帰り用の容器
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公　

民　

館

ボールペン画入門
身近なボールペンを使って、ボ
ールペン画の基礎を学び、風景
や仏像を描く

5／8～7／24の
火曜日(6回)

10:00～
11:30

講  日置英治　定  20人　受  1500円　
教  500円(ボールペン含む)　持  ティ
ッシュ

リボン刺繍入門
かれんな草花のリボン刺しゅう
で、ミニスカーフやブックカバ
ーとしおりを作る

5／11～8／24の
金曜日(8回)

10:00～
11:30

講  伊藤美紀　定  20人　受  2000円　
教  3000円　持  裁縫用具

和のフィットネス
（NOSS）～日舞
で健康体操

日本舞踊西川流と中京大学湯浅
教授が、日本舞踊を元に考案し
た年齢を問わず誰でも参加でき
る健康体操。筋力の衰えを防ぎ、
脳の活性化を図る

5／15～8／21の
火曜日(7回)

10:30～
12:00

講  西川まさ子　定  15人　受  1750円

★
親子で体操ゲーム

親子一緒に遊びも交え、スキン
シップを楽しみながら体操をす
る

5／16～8／15の
水曜日(8回)

10:00～
11:30

講  アイディアＣ体創協会　対  2歳以
上の未就園児とその保護者　定  35
組

方丈記を読む～古
今大震災から学ぶ
もの

究極の断捨離を敢行した鴨長明の
生涯をたどり、無常観と喪失感、
災害の忘却への警告などを学ぶ

5／17～8／2の
木曜日(7回)

10:00～
12:00

講  宮地桂子　定  30人　受  1750円　
持  岩波文庫「方丈記」（市古貞次校
注）〈講座初日に525円で購入可〉

古典説話文学

和文脈ののびやかな語り口の説
話集である宇治拾遺物語を読み
解き、その時代の暮らしぶりを
学ぶ

5／19～9／1の
土曜日(8回)

14:00～
15:30

講  森まさし　定  40人　受  2000円　
持  角川ソフィア文庫「宇治拾遺物
語」(講座初日に940円で購入可)

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

知　

多　

公　

民　

館　

街道と旅～下街道
探訪

江戸時代、名古屋と信州を結ぶ
庶民の道としてにぎわった下街
道の史跡や伝説を訪ねる

5／8～8／28の
火曜日(8回)

10:00～
11:30

講  村中治彦　　定  50人　受  2000円

★
親子ふれあい体操

親子で体操やゲームをしながら
集団への溶け込みと友達づくり
を覚える

5／9～8／22の
水曜日(8回)

10:00～
11:30

講  アイディアＣ体創協会　対  2歳以
上の未就園児とその保護者　定  35
組

自然染めと羊毛で
生活小物を楽しむ

エコバッグ、ランチョンマット、
のれんなどで自然の草木染めを
楽しむ

5／11～8／24の
金曜日(8回)

13:30～
15:00

講  矢野美代子　定  15人　受  2000円
教  6000円　持  エプロン、ゴム手袋、
ごみ袋

おもしろ古代史～
「続日本紀」の世界

疫病の大流行と藤原４兄弟の死に
ついて学ぶ　

5／15～9／4の
火曜日(8回)

14:00～
15:30

講  いのぐち泰子　定  50人　受  2000
円　持  講談社学術文庫「続日本紀」
上巻

身体にやさしい家
庭料理～手作り料
理で健康に

塩分、糖分を控えた素材のうま
味を引き出す料理を学ぶ

5／16～9／5の
水曜日(8回)

10:00～
11:30

講  大石三恵　定  20人　受  2000円　
教  6400円　持  エプロン、布巾2枚、
三角巾1枚 

暮らしの中の書
好きな詩やことばを書いて部屋
に飾る

5／17～9／6の
木曜日(8回)

10:00～
11:30

講  後藤抱琴　 定  15人　 受  2000円 
※小品額代別途必要　持  書道用具
一式 

◆
初級パソコン講座

ワード、エクセル、インターネ
ット操作の初級を学ぶ

5／15～7／10の
火曜日(8回)

13:30～
15:00

講  NPO法人けやきフォーラム　定
 16人　 受  2000円　 教  200円　 持  ビ
スタかXP対応パソコン、接続コード

坂　

下　

公　

民　

館 　
　

  

町名から春日井の
歴史を探る

市内にある138町の名称の由来
を考察しながら、春日井の歴史
を探る

5／18～6／29の
金曜日(6回)

10:00～
11:30

講  櫻井芳昭　定  30人　受  1500円 

親子または祖父母
と孫で笛を作って
吹こう！

横笛とミニ尺八を作って、易し
い曲を吹いて楽しむ

5／20～7／15の
日曜日(8回)

10:00～
11:30

講  中部尺八ネット　対  小学3年生以
上の子どもとその親または祖父母
定  20組 教  3000円　持  汚れてもい
い服装、軍手、タオル

楽しい体育遊び
幼児期の運動能力に合わせた
(マット、鉄棒、跳び箱)運動を
行い楽しく遊ぶ

6／2～7／7の
土曜日(6回)

10:00～
11:30

講  石橋満　対  年中組・年長組の園
児　定  20人　持  体操服、上靴

はじめてのハガキ
絵

身近にある草花・果物・野菜な
どをはがきに描き、自宅に飾っ
たり便りを出す

6／14～8／2の
木曜日(8回)

13:30～
15:00

講  梶田幹彦　定  20人　受  2000円
教  400円　持  水彩絵の具、筆〈面相
筆(小)、彩色筆(小)〉、水入れ、パレ
ット、雑巾 
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講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考
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部
市
民
セ
ン
タ
ー

源氏物語の世界
千年にわたって読み継がれてき
た古典文学『源氏物語』の「宿木」
を読む

4／25～8／8の
水曜日(8回)

10:00～
11:30

講  嘉藤久美子　定  80人　受  2000円
持  新潮社「源氏物語 七」（講座初日
に3465円で購入可）

深読み見直し郷土
史～神社を中心に

春日井市東部の郷土史を原点か
ら読み直し、意外な事実や昔の
郷土の姿を学ぶ

5／8～8／28の
火曜日(8回)

10:00～
11:30

講  髙橋敏明　定  70人　受  2000円

子育てママのすっ
きりヨーガ(子ど
も同伴可)

ストレスを解消し、若々しい体
を保つ方法を学ぶ

5／14～7／23の
月曜日(6回)

10:00～
11:30

講  前野有里　 対  未就学の子どもを
持つ女性　定  20人　受  1500円　
持  バスタオルかヨガマット

日常生活で楽しむ
筆ペン書道

祝儀袋や暑中見舞いなど、生活
の中で生かせる書を学ぶ

5／20～8／5の
日曜日(6回)

10:00～
11:30

講  小林春華　定  20人　受   1500円
教  1000円　持  筆ペン、鉛筆、消し
ゴム、定規

高
蔵
寺
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

春日井の歴史～幕
末・明治維新の時
代史探訪

幕末・明治維新の激動の時代の
春日井の歴史について、史跡と
人物を中心に学ぶ

5／2～8／22の
水曜日(8回)

10:00～
11:30

講  村中治彦　定  60人　受  2000円

ボタニカル・アー
ト入門～草花を美
しく描く植物画を
学ぶ

水彩絵の具で繊細な植物画を描
く

5／10～8／23の
木曜日(8回)

10:00～
12:00

講  大久保玲子　定  20人　受  2000円
持  ＨＢのシャープペンシル、水彩
画用具（初回に注文可、初回は不要）

健康ヨーガ

深くゆっくり呼吸をしながら、
普段動かさない部位を刺激する
ことによって、心と体をひとつ
にしリラックスさせる

5／14～7／9の
月曜日(6回)

10:00～
11:30

講  武田みどり　定  40人　受  1500円
持  ヨガマット（持っている人のみ）
※マット持参の有無も書いて

西
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

★
親子で楽しくリト
ミック！

音楽で遊びながら、子どもの能
力を引き出し、協調性を身に付
ける

5／9～6／13の
水曜日(6回)

10:30～
11:30

講  山下里恵　対  2歳以上の未就園児
とその保護者　 定  35組　持  上靴

はじめてみよう！
暮らしの中の実用
書道(筆ペン可)

冠婚葬祭から簡単な手紙まで、
普段の暮らしの中で利用できる
書道を学ぶ

5／15～6／19の
火曜日(6回)

10:00～
12:00

講  小嶋恵泉　定  20人　受  1500円　
教  1000円   持  書道用具、筆ペンな
ど

輪になって踊ろう♪
楽しく踊る民踊
～伊勢のおどり(正
調伊勢音頭他)

若い人から年配の人まで、幅広
い人気のある盆踊りを踊る

6／3～7／8の
日曜日(6回)

10:00～
12:00

講  野村豊乃　定  40人　受  1500円

初心者のためのフ
ラダンス講座

初心者を対象に、ゆったりとし
たハワイアンリズムにのって楽
しくフラダンスを学ぶ

6／21～7／26の
木曜日(6回)

10:30～
12:00

講  山口奈緒子　定  30人　受  1500円

南
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

★
ふれあい親子体操
①②

ゲームなどを通して、集団への
溶け込みと友達づくりをする

5／11～7／6の
金曜日(8回)

①10:00
～10:50
②11:10
～12:00

講  大石公也　対  2歳以上の未就園児
とその保護者　定  各30組　持  上靴
※①②の別も書いて

楽しいコーラス！！
トーク＆スマイル
＆シング♪♪

親しみのある曲を簡単な二部合
唱で楽しく歌う

5／11～7／13の
金曜日(8回)

13:30～
15:00

講  日比野尚敬　定  40人　受  2000円

平家物語
屋島の合戦を学ぶ 5／12～8／25の

土曜日(8回)
10:00～
11:30

講  いのぐち泰子　定  60人　受  2000
円　持  岩波文庫「平家物語(4)」（講座
初日に903円で購入可）
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情報あ・ら・か・る・と

1

あなたの愛犬に登録と狂犬病予防注射を

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

犬の飼い主は、年1回、4月1日から6月30日までの間に、愛犬(生後91日以上)に狂犬病予防注射を受けさ
せることが義務付けられています。近くの動物病院か集合注射会場で予防注射を受けさせてください。
なお、注射は屋外の集合注射より衛生的なことから、動物病院で受けさせることを勧めます。

　注射を受けさせる際には、ふんの始末ができる用意をし、犬には首輪とリードをつけ、制止できる人
が連れてきてください。飼い主が犬を制止できないときや問診の結果により、注射ができないこともあ
ります。また、市から郵送された｢狂犬病予防注射・登録確認通知書｣を持参してください。

　登録や注射済票交付は次の動物病院で行うことができます(登録手数料3000円、注射済
票交付手数料550円)。詳細は各動物病院へ問い合わせてください。

※集合注射は5月10日(木)から18日(金)までの7日間実施します。時間、会場などの詳細は4月15日号の広
報春日井でお知らせします

病院名 電話番号 病院名 電話番号
朝宮動物病院(柏原町4) 81－0080 花井動物病院(鳥居松町2) 89－2489
王子動物病院(小野町4) 82－9009 林獣医科病院(押沢台5) 92－5182
かすがい動物病院(如意申町2) 32－4400 ハル ペッツクリニック(柏井町5) 27－7888
高蔵寺ペットクリニック(坂下町1) 93－9130 ふじもり動物病院(六軒屋町2) 87－7017
サクマ動物病院(旭町1) 31－0998 平成動物病院(二子町2) 36－1236
しのぎ動物病院(篠木町2) 82－6522 みわしペットクリニック(瑞穂通2) 57－0384
獣医臨床情報サービス(小野町4) 81－3540 吉永動物病院(岩野町1) 83－2848
神領ビーイング動物病院(神領町2) 83－3377 よしだ動物病院(稲口町3) 29－7073
杉本獣医科病院(白山町6) 51－2777 若草動物病院(八幡町) 34－0960
桃花園動物病院(東山町1) 83－9101 犬山動物病院(犬山市羽黒) 67－1267
中村犬猫病院(高山町1) 31－7074

きっこ動物病院(名古屋市守山区)  052－736－  
 2367西川ふれあい動物病院(東野町西3) 82－8234

ネオポリス動物病院(庄名町) 51－2011 よしざき動物病院(小牧市中央) 73－2137

注意注意注意

「ネピア」春日井ブランド化推進プロジェクトがスタート

動物病院での接種動物病院での接種動物病院での接種

　春日井商工会議所では、春日井が誇る地域ブランドを育成し、街の
活性化に取り組んでいます。このたび、春日井が発祥の地である「ネ
ピア」の春日井ブランド化の推進と地域への社会貢献に取り組むため、
市と商工会議所、王子ネピア㈱との間で3月1日に協定を締結しました。
　この協定に伴う社会貢献の一環として、王子ネピア㈱から、ネピア
製品の市内での購買量に応じて寄付していただくこととなりました。
この寄付金は子どもたちの健全育成を目的に、市内小中学校の耐震工
事の費用の一部などに充てられます。

問い合わせ▶企業活動支援課（☎85－6247）
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変　更　前 変　更　後
企画政策部政策推進課(4階)

企画政策部企画政策課(4階)に統合 (☎85－6041)
企画政策部企画課(4階)
総務部技術管理課(8階) 財政部管財契約課(4階)に統合 (☎85－6086)
鳥居松ふれあいセンター ささえ愛センターに統合 (☎56－1943)
市民生活部市民生活課(2階) 市民生活部市民活動推進課(2階)に統合 (☎85－6617)
まちづくり推進部勝川管理課(9階) まちづくり推進部都市整備課(9階)に統合 (☎85－6306)

事務の効率化を図るとともに、市民の皆さんにとって分かりやすい組織とするため、行政組織
を次のとおり変更します。

問い合わせ▶総務課（☎85－6068）

○総務部市民安全課は4階へ、市民生活部男女共同参画課はレディヤンかすがい(☎85－4401)へ移転します。
○図書館を教育委員会から文化スポーツ部へ移管します。
○企画政策部企画課の統計担当を産業部経済振興課(☎85－6080)へ移管します。
○企画政策部企画課の姉妹都市交流に関する事務をささえ愛センター(☎56－1943)へ移管します。

4月から行政組織の一部が変わります4月から行政組織の一部が変わります4月から行政組織の一部が変わります4月から行政組織の一部が変わります4月から行政組織の一部が変わります

4月から郷土館の開館日などが変わります
　見学方法が外(庭先)から内部を見る方法に変わ
ります。なお、郷土館内の行事についても4月か
らは行いません。
開館日時▶ 毎月第3土曜日午前9時～正午
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

ＤＶ相談窓口などを変更します
　市の組織改正に伴い、4月1日(日)からＤＶ相談
窓口などを次のように変更します。
ＤＶ相談
と き▶ 火～日曜日午前9時～正午、午後1時～5時　

※月曜日(月曜日が祝休日の場合は、その直
後の祝休日でない日)、年末年始は休み

ところ▶ レディヤンかすがい(☎85－7867)
女性の悩み相談
と き▶ 火～金曜日午後1時～4時30分　※月曜日

(月曜日が祝休日の場合は、その直後の
祝休日でない日)、年末年始は休み

ところ▶ レディヤンかすがい(☎85－7871)
問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152　※4月以降

は☎85－4401)

市民会館利用申込期間を変更します
　市民会館の利用受け付け開始を｢6か月前の初
日｣から｢12か月前の初日｣に変更します。6月1日(金)
から平成25年6月利用分の受け付けを始めます。
問い合わせ▶ 市民会館(☎85－6075)

産婦人科在宅当番医の廃止について
　4月1日(日)から産婦人科の在宅当番医は廃止に
なります。緊急時はかかりつけの医療機関などを
受診してください。
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6168)

水道水質検査計画の策定
　安全、安心で良質な水道水を供給するため平成
24年度の水道水質検査計画を策定しました。この
計画は、配水管理事務所、企画経営課、市役所情報
コーナー、市ホームページで見ることができます。
問い合わせ▶ 配水管理事務所(☎81－7157)

就学援助制度について
　経済的な理由で、小中学校への就学が困難な家
庭を支援するため、就学援助の制度があります。
受給申請書を提出し、認定されると給食費や学用
品費などの援助が受けられます。
申し込み▶ 1学期始業式以降、在学の小中学校へ
問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6442)

4月2日は｢世界自閉症啓発デー｣です
　平成19年12月18日の国連総会において、毎年4月2日
を｢世界自閉症啓発デー｣とすることが決議され、世界各
地において自閉症に関する取り組みが行われています。
自閉症をはじめとする発達障がいについて、社会全体で
理解を深め、共に暮らしやすい社会を目指しましょう。
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)

男女共同参画情報紙｢はるか｣を発行
配布場所▶ 男女共同参画課、市の主な施設　※市ホ

ームページからも見ることができます
問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152　※4月以降

は☎85－4401)
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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。

総合計画推進市民委員会の公開
と き▶ 3月22日(木)午後6時30分から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 政策推進課(☎85－6042)

暮らしいきいき資金融資あっせん制度
条 件▶ 次の全てに該当している人○20歳以上66歳未

満かつ完済時71歳未満である○返済可能な
継続・安定した収入がある○市内に引き続き1
年以上在住している○市税を滞納していない○
金融機関や信用保証会社の審査に合格する

あっせん金額▶10万円以上50万円以内　※担保は
不要。ただし、保証会社の保証料の負担
が必要(利率に含む)。また、保証人など
は保証会社が要請する場合は必要

利 率▶ 年7.5％ (うち4.0％を市が補助)
返 済▶ 元利均等払いで6か月以上5年以内
問い合わせ▶ 市民生活課(☎85－6616)

アトリウム音楽祭－春－
と き▶ 3月17日(土)・18日(日)午前11時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 合唱やオカリナ演奏など、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)

春休み企画展｢春日井の古墳散策｣
と き▶ 3月24日(土) ～ 4月15日(日)〈月曜日は休

館〉午前9時～午後4時30分
ところ▶ 中央公民館
内 容▶ 市内に残る古墳をパネルと出土遺物で紹介
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

かすがい日曜シネマ｢ハーモニー ｣
と き▶ 3月25日(日)①午前10時30分から②午後2

時から③午後5時から(追加上映)　※上
映15分前に職員によるミニトークあり

ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 女子刑務所内で出産したジョンヘは、生

きる希望を見いだすために｢ハーモニ
ー ｣合唱団を結成する。合唱団は成功す
るが、やがて最愛の子どもとの別れの日
がやってくる(韓国映画・日本語字幕)

入場料▶ 900円、ペア1700円(当日はともに200円
増)　※時間指定、全自由席

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。①と②の
回は残席わずか。完売の場合、当日券は
ありません

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

ジョギング大会
と き▶ 3月25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)

4月～6月の献血
とき ところ

4/14(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ第5駐車場
(ジャン

ボエンチョー前駐車場)
4/21(土)10：00～ 16：00 イオン春日井店
5/13(日)10：00～ 15：00 落合公園
5/30(水)9：30～ 16：00 市役所
6/2(土)10：00～ 16：00 バロー高蔵寺店
6/9(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店
6/23(土)10：00～ 16：00 ピアゴ篠木店

対 象▶ 16～69歳の人　※65歳以上の人は健康を考慮
し、60～64歳の間に献血経験がある人に限定

問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)か県赤十字血液
センター (☎0561－84－1131)

紙芝居とお話を聞く会4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)

13(金)・27(金)10：30～

図書館
4(水)11：00～、7(土)・14(土)
・21(土)・28(土)15：00～、
11(水)・18(水)・25(水)15：30～

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～

東部市民センター 6(金)・13(金)・20(金)・27(金)
15：30～

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～
知多公民館 4(水)15：30～
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～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

と　き▶○予選リーグ…3月27日(火)午前10時から
　　　　○決勝トーナメント…3月28日(水)午前9時から
ところ▶総合体育館
入場料▶大人1日1000円(前売りは800円、2日通し券は1500円)、高

校生以下1日500円(前売りは400円、2日通し券は750円)　
※未就学児は無料。通し券は前売りのみ

入場券▶3月23日(金)まで、チケットぴあ、セブンイレブン、サ
ークルＫ・サンクスで販売。当日は総合体育館で販売

全国高等学校剣道選抜大会全国高等学校剣道選抜大会全国高等学校剣道選抜大会全国高等学校剣道選抜大会全国高等学校剣道選抜大会
第1回から春日井で開催され、「剣道の甲子園」とも呼ばれるこの大会は、全国各地から予選を勝ち抜い第1回から春日井で開催され、「剣道の甲子園」とも呼ばれるこの大会は、全国各地から予選を勝ち抜い
た男女各48校の剣士が集結し、全国制覇を目指して戦います。高校生の若さみなぎる熱戦を、間近で観た男女各48校の剣士が集結し、全国制覇を目指して戦います。高校生の若さみなぎる熱戦を、間近で観
戦してみませんか。戦してみませんか。

第1回から春日井で開催され、「剣道の甲子園」とも呼ばれるこの大会は、全国各地から予選を勝ち抜い
た男女各48校の剣士が集結し、全国制覇を目指して戦います。高校生の若さみなぎる熱戦を、間近で観
戦してみませんか。

障がい者総合福祉計画のシンポジウム
と き▶ 3月28日(水)午後1時30分～4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 第2次障がい者総合福祉計画の説明。共

生社会についてのパネルディスカッション
定 員▶ 180人(先着順)
問い合わせ▶障がい福祉課(☎85－6186)

4月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①10日(火)②24日(火)・南部ふれ

あいセンター、③5日(木)・関田公民館(貴
船町)、③6日(金)・上条区集会所(上条町8)、
③18日(水)・グリーンパレス春日井、③
19日(木)・味美ふれあいセンター、③23
日(月)・鷹来子どもの家、③26日(木)・坂
下公民館、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。途中の入退場も可)

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)

サボテンフェア
と き▶ 4月7日(土)～8日(日)午前10時～午後4時(雨

天決行)
ところ▶ 落合公園
内 容▶ 大型サボテンの展示、サボテン関連商品

の即売や春日井コロッケ、サボテンラー
メンなどの飲食(有料)

問い合わせ▶ 経済振興課内、市観光協会(☎85－6244)

林家正雀｢歌舞伎×落語｣
と き▶ 6月10日(日)午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 芝居噺(はなし)の名人・林家正雀による落

語｢猫の忠信｣と、歌舞伎ソムリエ・おく
だ健太郎との対談

入場料▶ 2500円(全自由席、未就学児不可)
入場券▶ 3月24日(土)から、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
※電話予約もあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

グリーンピアコンサート
春を呼ぶ風のハーモニー
と き▶ 3月25日(日)午後2時～3時
出 演▶ 篠笛アンサンブル風(ふう)
曲 目▶ ｢キラキラ星変奏曲｣｢Ｇ線上のアリア｣、

日本の子守唄など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

連盟会長杯硬式テニス大会
と き▶ 4月22日(日)午前9時から〈予備日4月29日(祝)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子、壮年男子(45歳以上)の

各ダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で平成24年度連盟

登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 4月7日(土)〈必着〉までに、往復はがきに

大会名、種目、2人の住所・氏名・年齢・電
話番号・勤務先か学校名を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)
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部　門▶日本画、洋画・版画、書、彫塑工芸、写真
応募規約▶各部門とも1人1点　※作品は自作で未発表(教室・サー

クルなどでの発表作品を除く)のものに限る
応募資格▶市内在住か在勤、在学(教室・サークルなどを含む)で

高校生以上の人
　賞　▶市長賞、財団理事長賞、教育委員会賞、市議会議長賞、

観光協会長賞など
搬入日▶8月4日(土)午前9時～午後5時か5日(日)午前9時～正午
申し込み▶7月1日(日)～15日(日)〈必着〉に、所定の用紙(文化フォー

ラム春日井、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、総合
福祉センターに用意)に記入して、〒486－0844鳥居松
町5－44、かすがい市民文化財団(☎85－6868)へ

坂野有美
(名古屋市立工芸高3)

ポスター チラシ

市民美術展覧会の作品を募集市民美術展覧会の作品を募集市民美術展覧会の作品を募集市民美術展覧会の作品を募集市民美術展覧会の作品を募集

畑中千尋
(名古屋市立工芸高3)

ポスターとチラシがポスターとチラシが
決定しました決定しました
ポスターとチラシが
決定しました

松竹大歌舞伎
と き▶ 7月14日(土)①正午から②午後5時から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 尾上菊五郎、中村時蔵、尾上松緑、尾上

菊之助ほか
演 目▶ 義経千本桜｢鳥居前｣｢道行初音旅｣｢川連

法眼館｣(①②共通)
入場料▶ ＳＳ席7500円(文化フォーラム春日井の

み取り扱い)、Ｓ席6500円、Ａ席5500円、
Ｂ席4500円、Ｃ席2500円(全席指定、乳
幼児可、3歳以上有料)

電話先行予約▶3月16日(金)午前10時～午後5時
に、かすがい市民文化財団(☎85－6868)、
チケットぴあ特電(☎052－320－9955)へ

インターネット先行予約▶3月16日(金)午後6時～
午前0時に、かすがい市民文化財団ホー
ムページか名鉄ホールチケットセンター
ホームページへ

入場券▶ 3月22日(木)から、
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　※電話
予約もあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化
財団(☎85－6868)

ハンギングバスケット展の作品
規 格▶ ○壁掛けタイプのハンギングバスケット

で、1人で持ち運びできるもの○縦・横が
60㎝以内のもの○使用植物は10種類以内

(同じ植物でも色違いは1種類とみなす)
※器材は市販、オリジナルとも可

部 門▶ キッズ(小学生対象)、一般、マスター　
※詳しくは市ホームページを見てください

募集点数▶ 60点　※1人2点までで、1部門のみ
賞 ▶ 市長賞、教育委員会賞、中日新聞社賞など

申し込み▶ 4月15日(日)〈必着〉までに、はがきかファ
クスに参加部門、出展数、住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、キッズ部門は保護
者名も書いて、〒487－0001細野町3249
－1、グリーンピア春日井(☎92－8711、
ＦＡＸ92－8695)へ

県立高校の屋外体育施設を開放
開放日▶ 学校教育などで使用しない土・日曜日、

祝休日
開放時間▶ 午前9時～正午、午後1時～4時
開放校▶ ○春日井…ソフトテニス、テニス○春日井

西…ソフトボール○春日井南…ソフトボー
ル、テニス○春日井東…ソフトボール、軟
式野球○高蔵寺…ソフトテニス、テニス、
ソフトボール、軟式野球、硬式野球、サッ
カー、ラグビー○春日井商業…ソフトテニ
ス、テニス、ソフトボール、軟式野球、硬
式野球○春日井工業…ソフトテニス、テニ
ス、ソフトボール、軟式野球

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人で構成し、成
人の責任者がいる10人以上の団体　※テ
ニスについてはこの限りではない。政治
・宗教・営利活動への利用は不可

申し込み▶ 3月27日(火)〈月曜日を除く〉午後5時15分
までに、所定の用紙(スポーツ課に用意)に
記入して、直接、スポーツ課(☎84－7117)へ

抽選日▶ 4月6日(金)午後7時から、総合体育館で(6
時40分から受け付け)



広報春日井3月15日号 11

潮見坂平和公園の墓所(随時募集)
区 画▶ 一般墓所(3㎡・4㎡)、芝生墓所(5㎡)、空

き区画(返還区画3㎡・4㎡・6㎡・9㎡・12㎡)
対 象▶ 市内在住で現在祭祀(さいし)をする遺骨が

手元にあり、1年以内に納骨をするための
墓所が必要な人　※分骨・改葬などで墓所
が必要な人は、別途一般募集をする予定

申込書▶ 3月24日(土)から、潮見坂平和公園管理事
務所で配布

申し込み▶ 4月1日(日)から、潮見坂平和公園管理事
務所(☎84－4444)へ

市民協働フェスタ事業の参加団体
　市民協働フェスタ事業(コラ☆フェス2012)は、
市民活動団体が互いに協働して企画・運営・実施
するイベント事業です。
月 日▶ 11月11日(日)
ところ▶ ささえ愛センター、レディヤンかすがい
申し込み▶ 5月1日(火)〈消印有効〉までに、直接か

郵送、ファクス、Ｅメールで申請書(さ
さえ愛センター、ささえ愛センターホ
ームページに用意)に記入して、〒486－
0837春見町3、ささえ愛センター (☎56－
1943、ＦＡＸ56－4319、Ｅメールsasae
－i@city.kasugai.lg.jp)へ　※ささえ愛セ
ンターで団体の登録が必要

 ホームページ　http://kasugai.genki365.
net

統計調査員の登録
登録期間▶ 受付日から平成25年3月31日まで
内 容▶ 年2回程度実施される国の統計調査で調

査対象を訪問し、調査票などを配布、回
収、点検、整理して提出する

対 象▶ 市内在住の20 ～ 65歳で、選挙や徴税、
警察業務に従事していないか、従事予定
のない人

申し込み▶ 電話で、企画課(☎85－6080)へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
意身功教室～誰でも、無理なく、ゆったりした動
作と呼吸の気功運動法を学ぶ
と き▶ 4月の毎週土曜日(4回)午前10時～11時30分
講 師▶ 富坂英世
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1000円
申し込み▶ 3月18日(日)から、直接か電話で

児童センター　☎87－6866
幼児のびのび教室～楽しい親子遊び
と き▶ 4月18日～ 5月23日の水曜日(5月2日を除

く5回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ チルドレン
対象・定員▶ 市内在住の平成21年4月～ 22年3月生ま

れの未就園児とその保護者(2人1組)・30
組(抽選)

費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 4月2日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1組

1枚)に教室名、参加者全員の氏名(ふりが
な)、子どもの生年月日、住所、電話番号
を書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

公園緑地課　☎85－6281
山菊づくり(岩付)講習会
と き▶ 4月19日、5月17日、6月14日、7月19日、

8月16日、9月6日・13日の木曜日(7回)午
前9時30分～正午

ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 石井口丸男
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 教材費2000円
持ち物▶ 苗と鉢を持ち帰る袋など
申し込み▶ 3月19日(月)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
里山体験｢田んぼと森の学校｣～米作りや森の手
入れを中心に里山の自然を五感を使って楽しむ
月 日▶ 4月21日(土) ～ 22日(日)、5月26日(土) ～

27日(日)、7月7日(土)、10月13日(土) ～ 14
日(日)・27日(土)～28日(日)、11月17日(土)
～ 18日(日)、平成25年1月12日(土) ～ 13
日(日)、2月16日(土)～ 17日(日)、3月2日(土)
～ 3日(日)〈9回〉

対象・定員▶ 新小学4 ～ 6年生で、全日程参加できる
人・40人(抽選)

費 用▶ 受講料2万5000円(宿泊費、食費、教材費
を含む)

申し込み▶ 3月30日(金)〈必着〉までに、往復はがき
に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢(新
学年)、性別、電話番号を書いて、〒487
－0031廻間町1102－1へ　※インターネ
ットでも申し込み可

 ホームページ　http://www.s－kousya
－kasugai.or.jp/natures/index.htmlgggggggg jpjpjpjp
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グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～岩船神社、築水池周辺の
丘陵を歩く
と き▶ 4月7日(土)午前9時30分～午後4時　※雨

天時は、午前中のみ講義
講 師▶ 波多野茂 
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 帽子、弁当
園芸教室～ミニ盆栽の育て方
と き▶ 4月14日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 松井一尚
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 盆栽用枝切ばさみ、ピンセット、持ち帰

り用の袋
園芸教室～夏果菜(トマト、ナス、キュウリ、ス
イカなど)の栽培について
と き▶ 4月14日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森田隆史
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ いずれも3月20日(祝)から、電話で

かすがい市民文化財団　☎85－6868
自分史入門講座｢自分史の書き方・つくり方｣～
実際に執筆をしながら、講師と受講者同士で発表
・添削し、"自分史"の基礎を学ぶ
と き▶ 5月11日～ 6月8日の毎週金曜日(5回)午前

10時～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 加藤迪男
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
申し込み▶ 4月27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、性別、電話番号、メールの場合は
題名に｢自分史の書き方・つくり方｣を書
いて、〒486－0844鳥居松町5－44、ＦＡ
Ｘ82－0213、Ｅメールbungei@lib.city.
kasugai.aichi.jpへ

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
シニア運動セミナー～転倒骨折予防を目的とした
ストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動、バ
ランストレーニングなど
と き▶ 4月17日(火) ～ 9月29日(土)の火～土曜日

のうち希望する曜日(23回)午前10時30分

～正午　※火曜日が休館日の場合は、月
曜日に開催

講 師▶ 市民サービス公社健康運動指導士
対象・定員▶ 市内在住か在勤の60歳以上で、体力に自

信がない人・各15人(抽選)
費 用▶ 受講料2300円
申し込み▶ 4月5日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1人1

枚)に教室名、受講曜日(第1・第2希望)、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

総合福祉センター　☎84－3611
ゆったりハワイアンフラダンス
と き▶ 4月17日～ 5月29日の隔週火曜日(4回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 奈緒子カノエラニ山口
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・22人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
申し込み▶ 4月1日(日)〈必着〉までに、往復はがきに

講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、
身体障がい者は障がい名も書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61へ　※身体障がい
者は受講料無料。初回受け付けのときに
障がい者手帳の提示が必要

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会～主に乳幼児や小児に対する応急
手当て
と き▶ 4月23日(月)午後1時～ 4時
ところ▶ 消防署
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・10人(先着順)
申し込み▶ 3月19日(月)から、電話で

児童センター　☎87－6866
卓球教室
と き▶ 4月14日(土)・21日(土)・28日(土)、5月6日(日)

・12日(土)〈5回〉午前10時～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 野々山容充
対象・定員▶ 市内在住の新小学1～中学3年生・30人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ ラケット、上靴
申し込み▶ 4月2日(月)〈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)、
学校名、新学年、保護者名、電話番号を
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ
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市体育協会加盟団体の講座
硬式テニス①初心者教室②初級者教室
と き▶ ①4月7日(土)②4月15日(日)午前9時～午後

4時
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で新小学4年生以

上の人
費 用▶ 受講料各1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、テニ

スシューズ、弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
シニアサッカー教室
と き▶ 4月12日～ 6月21日の隔週木曜日(6回)午

後7時～ 9時
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で40歳以上の人(小

学生は同行可)　※小学生の子どもと一
緒に参加する人は30歳代でも可

費 用▶ 受講料大人2000円、小学生800円
持ち物▶ すねあて、ボール(5号)　※ある人のみ。

ボールは貸し出し可
問い合わせ▶ 市サッカー連盟・小原(☎090－1982－

8482)
市民アーチェリー教室
と き▶ 4月14日～ 6月2日の毎週土曜日(8回)午後

2時～ 4時30分
ところ▶ 総合体育館
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2000円
問い合わせ▶ 市アーチェリー協会・酒井(☎81－1695)
 
申し込み▶ ｢硬式テニス初心者教室｣は3月31日(土)

〈必着〉までに、｢硬式テニス初級者教室｣
は4月7日(土)〈必着〉までに往復はがき
に、｢シニアサッカー教室｣は3月31日(土)
〈必着〉までにはがきに教室名、住所、氏
名、年齢、電話番号、経験年数(｢シニア
サッカー教室｣に複数で申し込む場合は
住所・電話番号は代表者のみ)を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ、｢市民アーチェリー教室｣は講座初日
午後1時40分から、直接会場で

固定資産税の縦覧・閲覧のお知らせ
　この制度は、適正で公平な課税を行うために、
関係者に資産の内容を確認してもらうものです。
4月2日(月)に、平成24年度固定資産税・都市計画

税納税通知書を郵送します。
縦覧
と き▶ 4月2日(月) ～ 5月1日(火)〈土・日曜日、

祝休日を除く〉午前8時30分～午後5時
内 容▶ 市内に土地・家屋を所有している納税者が

自己の資産との比較ができるように、｢土
地・家屋価格等縦覧帳簿｣を縦覧できる　
※土地所有者は土地、家屋所有者は家屋
のみ

対 象▶ 固定資産税の納税者と同居の親族、納税
管理人など(代理人の場合は納税者の委
任状が必要)

閲覧
と き▶ 4月2日(月) ～ 5月1日(火)〈土・日曜日、

祝休日を除く〉午前8時30分～午後5時
内 容▶ 固定資産税の基礎となる土地・家屋・償

却資産の価格などが登録されている｢固
定資産課税台帳｣(名寄帳)を納税義務者
に限り無料(証明書は有料)で交付

対 象▶ 固定資産税の納税義務者と同居の親族、
納税管理人など(代理人の場合は納税義
務者の委任状が必要)　※借地人・借家
人(契約書の原本が必要)については有料

ところ・問い合わせ▶資産税課(☎85－6101)

4月～6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〉

4/10(火)、5/8(火)、
6/12(火)13：30～
15：00

31－2133

歯科相談(予約制)
4/19(木)、5/17(木)、
6/21(木)9：30～
11：00

メンタルヘルス相談(自殺、
ひきこもり、うつなど心の
健康問題や心の病気などに
関する相談)

月～金曜日(祝休
日を除く)9：00～
12：00、13：00～
16：30

31－0750自死遺族相談(相談は匿名で
伺います)

月～金曜日(祝休
日を除く)9：00～
12：00、13：00～
16：30

ひきこもりを考える親のつ
どい(予約制)

4/10(火)、5/8(火)、
6/12(火)14：00～
15：30

血液検査(エイズ、肝炎検査
など)

毎週火曜日(5/1を
除く)9：30～ 11：
00 31－2189

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日10：00
～ 15：00
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ところ と　き 展示名 出品者

グリーンピア春日井（☎92－8711）
3/15（木）～20（祝） 現代押し花アート展 千種の会
3/23（金）～25（日） シュンラン展 春日井古典園芸同好会
3/30（金）～4/1（日） カンアオイ展 東海葵会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）3/15（木）～27（火） 写真遊び・花あそび 二人展 立岡邦廣、岩崎菅子

東部市民センター （☎92－8511）
3/17（土）～18（日） かすが台こども絵画工作

教室てんらん会
かすが台こども絵画工
作教室受講者

3/20（祝）～24（土） 秀彩展 秀彩会
3/30（金）～31（土） 溪水会書道展 溪水書道会

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）
3/18（日）～23（金） コミュニティ活動写真展 高座地区コミュニティ

推進協議会
3/27（火）～4/6（金） 思いのままに絵手紙展 ときめきクラブ

市役所市民サロン （☎85－6073）
3/18（日）～24（土） デッサン木曜会作品展 デッサン木曜会
3/25（日）～31（土） きり絵・作品展 きり絵友遊会

落合公園管理棟 （☎56－0414）3/23（金）～25（日） おもと展 日本おもと協会春日井支部
坂下公民館 （☎88－5555）3/24（土）～4/14（土）版画的伊勢型紙展 永田與三次

※展示時間は各施設に問い合わせてください

春日井西高校吹奏楽部定期演奏会
とき▶3月18日(日)午後2時30分～4時30分(2時
開場)　ところ▶市民会館　内容▶第1部…シ
ンフォニック・ステージ、第2部…ドリル・ス
テージ、第3部…ポップス・ステージ　定員▶
1000人(先着順)　問い合わせ▶春日井西高校・
橋本(☎32－9631)

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 4月2日(月)午前10時～午後4時
ところ▶ 市役所303会議室
内 容▶ 土地価格や地代、家賃、借地権、相続時

の土地の分割、不動産の有効利用などに
関する相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー(☎85－6620)
主 催▶ (社)愛知県不動産鑑定士協会

うつ病家族懇談会
と き▶ 4月5日(木)、6月7日(木)午後1時30分 ～3時

(要予約)　　
内 容▶ 家族同士の交流とうつ病に関する学習
対 象▶ うつ病の人と生活を共にしている家族
ところ・問い合わせ▶県春日井保健所健康支援課

(☎31－0750)

フリーマーケット出店者募集
と き▶ 4月21日(土)～22日(日)午前10時～午後4時

(雨天中止)
ところ▶ 勝川駅南口ビル・勝南プラザ前
内 容▶ ｢えきサイト勝南2012｣でのフリーマーケ

ット(家庭の不用品、手作り品など)　　
※営利目的の物は販売不可

ブース料▶ 1日につき1ブース(250㎝×150㎝)1000円
ブース数▶ 25ブース(先着順)
申し込み▶ 3月21日(水)午前9時から、勝川開発㈱〈☎

34－6800〉へ

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ ①4月22日(日)②5月23日(水)③6月24日

(日)午後1時～4時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 参加者と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(自由
参加)　※保健所か市役所の相談員、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｣
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地域経済地域経済元気
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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
              

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・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
          
3/16(金)から、電話で

14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7～8か月

での参加を勧めます)・60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、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)

13日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
3/21(水)から、電話で

①11日(水)②17日(火)10：00～11：30
①レディヤンかすがい②保健センター

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11月～12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、おんぶひもなど

カミカミ健康教室
          
3/23(金)から、電話で

①12日(木)②25日(水)10：00～11：30
①健康管理センター②保健センター

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6月～7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

ふれあい広場
             

①4日(水)②11日(水)③18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 ①12日(木)②19日(木)③26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

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( )4月

NO.58 春日井経営塾春日井経営塾春日井経営塾

と　き▶4月12日(木)午後6時～8時
定　員▶50人(先着順)
ところ・申し込み▶春日井商工会議所(☎81－4141)へ

　春日井商工会議所では、市内の企業経営者から経営観や人生観、経
営のノウハウなどを学ぶ「春日井経営塾」を月１回開催しています。
　今回は、「集いと学び空間をデザインする」専門家具メーカーとして、
この厳しい競争の時代をいかにして生き残るかについて、「差別化」「専
門化」「グローバル化」の3つのキーワードを軸に講演します。

愛知㈱
取締役社長・島本迪彦
知㈱

この競争下、如何に生き残るか ～ 一中小企業の取り組み ～
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