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「人と地域が輝き、安全安心で
躍動する都市」を目指して（4P）
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地球温暖化対策実行計画を策定しました
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かすがい「人・夢創り」文化スポーツ大使交代式
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松村亜矢子さん

伊藤 太 市長

室田伊緒さん

春日井市の魅力を発信し、さまざまな活動を通して市民の皆さんに夢や希望を与える
『かすがい
「人・夢創り」
文化スポーツ大使』
。その交代式が3月3日（土）に行われました。初代大使で元シンクロナイズドスイミング
日本代表の松村亜矢子さんと、新たに大使となる将棋の女流棋士室田伊緒さんにインタビューをしました。

将棋を始めたきっかけ、そして今の目標
室田さん

小学５年生のときに、将棋をやっていた弟に誘われ
て出場した大会で勝利できたのが将棋との出会いで
す。すっかり夢中になり、中学３年生のときにプロを目
指そうと女流育成会に入会、高校１年生でプロ入りを
果たしました。
プロとしてはまだまだ未熟ですが、日々勉強を重ね、
２段を目指すとともに、６つある女流タイトルのうち１つを
取ることが今の目標です。大舞台での機会はまだあり
ませんが、プレッシャーを感じられるような対局をしたい
と思っています。

プロフィール
室田伊緒
（むろたいお）
22歳、春日井市出身。将棋の女流棋士。
第36回女流アマ名人戦優勝、現在女流初段として活躍中。

松村さん
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引退して新しい人生の第１歩を踏み出す時期に
文化スポーツ大使のお話をいただいたので、ありが
たいと思う一方で、シンクロ一筋でやってきた自分に
何ができるのか不安はありました。しかし、大好きな
春日井市でさまざまなスポーツ大会や文化イベントを
通じ、市民の皆さんと一体となって素敵な時間を過
ごせたことは、とても楽しく、私自身もパワーをいた
だきました。有意義で貴重な３年間の体験が、今
後の活動の自信となり、新しい挑戦のための勉強を
させていただいたと心から感謝しています。
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文化スポーツ大使としての３年間

長

松村さんには、オリンピック出場という目標を達成し、次のステッ
プにという時に文化スポーツ大使の依頼を快く受けていただきまし
た。また、大使として自らの活動も広がったというお話を聞き、お
願いしてよかったと思います。春日井はもとより、全国に春日井市を
より身近に感じていただけるよう情報発信していただいたことに心
から感謝しています。
そして、まさにこれから将棋の世界で頂点を極めようとしている
室田さんには、将棋で培った貴重な経験やチャレンジ精神から得
たものなどを市民の皆さんに伝えていただくとともに、春日井の魅力
を全国に発信していただければと思います。

室田さん

器用な方ではないので不安がいっぱいですが、一生懸命取り
組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。

市

ふるさと春日井に対する思いや印象
松村さん

他の市町村と比べて、春日井市は全体的にひとつのまちとし
てまとまりがあると思います。
「やっぱり春日井っていいなぁ」
と感
じます。春日井は、市民の方が健やかで生き生きと前向きに暮
らせるよう、多くの場を提供しています。そうした機会をぜひ活
用して、健康づくりやコミュニケーションの輪を広げていただきた
いと思います。
室田さん

「書のまち」
である春日井は書道教室が本当に多いと思います。
棋士は、サインを色紙に墨で書かせていただく機会が多いので、
しっかりと練習していきたいです。

市

室田さんの書を見たときに、とても優しい字を書かれるという印象
がありました。将棋の世界は、書道と切っても切れないものがある
のですね。将棋界でも
「書のまち春日井」
をＰＲしていただければう
れしく思います。

長

子どもたちへのメッセージ
松村さん

どんなことでもいいので、自分が楽しめる、集中できることをひとつ見つけて、常に目標を持って突き進
んでいってほしいです。

室田さん

好きなことには自然と集中でき、楽しんで頑張れると思います。勉強もしつつ、何か夢中になれることを
見つけてくれたらうれしいです。

市

長

お二人のようになるためには、好きなことを見つけて
目標に向かって夢中になることが大切だということです
ね。文化やスポーツは生きがいや健康づくりに良いこと
はもちろん、心豊かな人間形成や人と人との交流、
地域の活性化などさまざまな面で良い影響があります。
「文武不岐」
という言葉がありますが、文化とスポーツ
を両輪とし、春日井市民の皆さんが健康で心豊かな
生活を送れるようなまちになっていくことを望んでいま
す。春日井市は
「文化・スポーツ都市」
の実現を目指
していきますので、室田さん、４月からよろしくお願いし
ます。
広報春日井4月1日号

3

4

広報春日井4月1日号

広報春日井4月1日号

5

6

広報春日井4月1日号

広報春日井4月1日号

7

8

広報春日井4月1日号

広報春日井4月1日号

9

࠾ᤫᙣᆗ્ᴸ┳ᧅǬᴸੵƱǘƱƹ
この計画は、市内から排出される温室効果ガスの削減に向け、地球温暖化対策を総合的、計画的に進め、地球
温暖化防止に貢献することを目的としています。市民、事業者、市が共通の目標を持ち、その達成に向けて
地球温暖化対策に取り組みましょう。
その他

߬ᖟᎉྕ⨮⨧

6.0%
灯油から

9.3%

私たちは、日常生活をする上で、電気やガソリン
などのエネルギーを使用します。こうした人間活動
によって、排出される二酸化炭素などの温室効果ガ
ス濃度が増加し、地球の大気や海洋の温度が上昇す
ることです。

平成21年度
電気から

家庭からの
二酸化炭素
排出量

都市ガス・
LPガスから

12.9%

40.2%

（1人当たり・燃料種別内訳）

2030［kgCO₂/人］

約
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ガソリンから

31.5%

さまざまな気候変動が起き、自然災害の増加や食
料生産の不均衡などが生じると言われています。ま
た、異常高温やそれに伴う熱中症患者の増加なども
懸念されています。

（出典）温室効果ガス
インベントリオフィス

温室効果ガス排出量

（千t−CO₂）
（千t−
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17 % 削減

150
1500

60%削減
1000

1733.4

1438.8
693.4

0

平成20年度

平成32年度

長期目標

500

中期目標

基準年度

温室効果ガスの排出量を削減するためには、まず
一人一人が温暖化対策に取り組む必要があります。
この計画では中期と長期の目標値を立て、その達成
に向け、「再生可能エネルギーの利用促進」
「市民・
事業者の活動促進」
「地域環境の整備及び改善」
「循環
型社会の形成」の基本施策と11項目の主要施策を定
め、さまざまな取り組みを実施していきます。

200
2000

平成62年度

̿⨩⨾᧾⩉ٯԂড়
○市民

○事業者

○市

・再生可能エネルギー
・
再生可能エネルギー（太陽光、
太陽熱など）の導入と活用
・ 省エネルギー機器の導入
・ 自転車や徒歩、公共交通の利用
・ 資源分別などによるごみの減量

・再生可能エネルギーの活用
・
再生可能エネルギーの活用
・ 省エネ改修工事や見える化
などによるエネルギーの削
減
・ 緑化の推進
・ バイオマス資源や未利用エ
ネルギーの有効利用

・再生可能エネルギーの率先導入
・
再生可能エネルギーの率先導入
と補助金の交付
・ 省エネルギー機器の導入の推進
・ 地球温暖化対策に関する情報提
供や環境学習の推進
・ ごみの減量化の推進

※この計画は市のホームページで見ることができます

問い合わせ▶環境政策課（☎85−6216）
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おこしものを作ろう！

2/24

（少年自然の家）

春を楽しむ小花のリース
(グリーンピア春日井)

2/23

㊍

㊎

桃の節句に合わせて、この地方に伝わるお
こしもの作りを親子で楽しみました。おこし
ものとは、米の粉を熱湯でこね、扇などの形
をした木型に入れて形を付け蒸したもので
す。
参加した皆さんは、
型から上手に取れた瞬間
には、
本当にうれしそうな笑みを浮かべ、
蒸し
立てを砂糖じょうゆに付けて頬張っていまし
た。

「おしゃれ園芸教室」が行われ、ビオラやプリ
ムラ・ジュリアン(サクラソウ科)などを使ってリ
ースの形の寄せ植えを作りました。
立派な出来栄えに、参加した皆さんはとても
満足げ。
一足先に春の訪れを楽しみました。

ＫＡえるグランプリ
市では、職員が業務改善や組織風土づくり
に組織横断的に取り組む「プロジェクト活動」、
個人での「職員提案」制度、そして今回お話す
る課単位で改善に取り組む「KAえるグランプ
リ」
運動を行っています。
KAえる は、道風さんが努力することを学
んだという、柳に跳びつく「蛙」と改善や改革
の
「変える」
から名付けたものです。
平成21年度から始めたこのグランプリも今
回で3回目を迎え、22チームの参加がありまし
た。間伐材を活用した柵や椅子の製作、市民か
らの相談内容を記録した相談シートを職員間
で共有するなどの業務改善提案があり、市民
の皆さんの利便性や市の経費節減、業務の効
率化や活性化などそれぞれの職場で取り組ん
でくれました。最優秀賞は、
「 窓口事務改善〜
とまどう市民・職員をなくすには〜」というテ
ーマで窓口業務での問題点を抽出・分類して
改善策をまとめてくれた市民税課のチームで
した。

市長

伊藤

太

そのチームが、大分市で行われた全国の事
例発表会に参加しました。
「全国各地の取り組みに刺激を受けた。」
「春
日井市にも参考になる事例があった。」
「 取り
組みを通して自分が成長できた。」など、職員
が生き生きとした目で報告する姿を見て、う
れしさと力強さを感じました。
まだまだ課題はあるものの、以前と比べて
職員の応対が良くなったという市民の皆さん
からのご意見もいただいております。
これからも市民サービス向上のために、職
員の意識改革と育成、職場の風土づくりなど、
精力的に進めてまいります。

広報春日井4月1日号
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人にも地球環境にもやさしい緑のカーテンを育てよう
緑のカーテンは、ゴーヤやアサガオなどのつる性の植物を窓際に育てたものです。周囲の温度を下げ
るなどの効果があり、省エネや地球温暖化対策として楽しみながら取り組むことができます。これか
らの季節は、設置に最適の時期です。夏を楽しく快適に過ごすため、緑のカーテンを育てましょう。

緑のカーテンコンテストを実施します
緑のカーテンコンテストを実施します

■スケジュール■

対 象▶家庭、事業所(事務所、店舗、工場など)
申し込み▶4月16日(月)〜8月3日(金)に、直接かはがき、ファクス、Eメー
ルに住所、氏名または事業所名(ふりがな)、電話番号を書い
て、〒486−8686春日井市役所環境政策課( ☎85−6216、Ｆ
ＡＸ84−8731、Ｅメールkansei@city.kasugai.lg.jp ) へ
※応募者には、種(ゴーヤとアサガオ)、育成パンフレット、
報告用紙を送付します

4月

5月 6月

7月

種まき
ゴーヤ

8月

9月

育成

植え付け

収穫

種まき

育成

植え付け

アサガオ

開花

平成24年度市税等納期のお知らせ
区分
市民税・県民税
固定資産税・都市計画税
軽自動車税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

納期限

4月

5月

6月
1期

1期

7月

8月
2期

9月

10月
3期

11月

2期

12月

1月
4期

3期

2月

3月

4期

全期
1期

5/1
5/31
7/2
（火） （木） (月)

2期
1期
7/31
(火)

3期
2期
1期

4期
3期
2期

5期
4期
3期

6期
5期
4期

7期
6期
5期

8期
7期
6期

9期
8期
7期

10期

8/31
(金)

10/1 10/31 11/30 12/27 1/31 2/28
4/1
(月) （水） (金) （木） （木） (木) （月）

8期

○市税等は納期限までに納めてください。口座振替を利用している人は、
預貯金残高を確認してください。
○納付場所は、収納課、坂下出張所、東部市民センター、味美・高蔵寺ふれあいセンター、市内全て
の金融機関、コンビニエンスストアです。ただし、コンビニエンスストアとゆうちょ銀行・郵便局では、
納期限を過ぎた場合は取り扱いません。
問い合わせ▶収納課
（☎85−6111）

企画から
講師まで

あなたの企画で講師にチャレンジ！

市では、講座を企画し、講師として活躍してくれる人を募集します。あなたの知識や技能、経験を生か
して自由な発想で講座を企画し、
「教える楽しみ」
を感じてみませんか。
応募資格▶生 涯 学 習 情 報 サ イ ト「 ま な び ゃ 選 科 」
(http://kasugai.manabi365.net/)に登録が
ある人
採用件数▶15件程度
選考方法▶面接・書類審査
申し込み▶4月11日(水)〜5月11日(金)に、企画書( 生 涯
学習課、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、各公民館に用意)に記入
し て、 直 接、 生 涯 学 習 課(☎85−6447)
へ ※平日に申し込みが困難な場合は連
絡してください
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募集する講座
容▶①子ども向け講座(中学生以下を対象
とするもの。保護者とともに受講す
るものも含む)②一般向け講座(①以外
のもの)
開講時期▶9月〜11月(予定)
講座回数▶2回まで(1回につき90分か120分)
※語学・楽器の講座は4回まで
開講場所▶東部市民センター、各ふれあいセン
ター、各公民館のいずれか1か所
講師料▶5000円 ※税・交通費を含む
内

住宅の耐震診断・改修への助成
木造住宅無料耐震診断

木造住宅耐震改修費補助

県の講習を受け登録された耐震診断員が、
木造住宅の耐震診断を行います。
対 象▶次のいずれも満たす木造住宅〇昭和
56年5月31日以前に着工された在来軸
組構法、伝統構法の住宅〇現在居住
している住宅〇一戸建て、長屋、併
用住宅(貸家を含む)、共同住宅 ※診
断費用の自己負担はなし
募集棟数▶200棟(先着順)

対

象▶市の木造住宅無料耐震診断等で倒壊する可能
性がある(判定値1.0未満)と診断された住宅
対象工事▶耐震改修の結果、地震に対して安全な構造(判
定値1.0以上)となる工事
補助額▶90万円を限度に市の定める耐震改修工事費
(耐震補強工事費、改修設計費、附帯工事費)
の額
募集棟数▶100棟(先着順)

非木造住宅耐震診断・耐震改修費補助
対 象▶次のいずれも満たす住宅〇昭和56年5
月31日以前に着工された非木造住宅
〇一戸建て、長屋、共同住宅、併用
住宅(建物全体の半分以上が住宅とし
て使われていれば対象)
補助額▶助成額と市の定める限度額のいずれ
か少ない額 ※種別により異なります
ので詳しくは問い合わせてください

申請者▶いずれも対象となる住宅の所有者
申し込み▶いずれも4月2日(月)から、所定の用紙(建
築指導課、市民安全課、市ホームページ、
東部市民センター、各ふれあいセンター、
鷹来・坂下公民館、総合福祉センターな
どに用意)に記入して、直接(木造住宅無
料耐震診断のみ郵送可)建築指導課(☎85
−6328)へ ※事前に相談が必要

かすがい熟年大学
ところ▶文化フォーラム春日井など
講 師▶近隣大学教授、市民病院医師ほか
対 象▶市内在住で昭和27年4月1日以前に生まれた人
費 用▶受講料4000円 ※健康科学コースは実技講座の保険料
として別途100円が必要
)
申し込み▶4月13日 ( 金〈必着〉
までに、往復はがき ( 1人1枚 ) にコ
ース名、住所、氏名 ( フリガナ ) 、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 ( ☎85−6447 ) へ ※申し込みは1人1コースのみ
コース
生活

歴史

文学
健康
科学

月日

時間 定員(抽選)

10:00〜
5/9 ･ 16 ･ 23､
150人
11:30
6/6 ･ 20､7/4
･11 ･25､ 8/8
･ 29､ 9/12 ･
26､10/10の
14:00〜
150人
水曜日(13回)
15:30
5/1 0 ･ 1 7 ･
24､ 6/7 ･ 21､
7/5 ･ 12 ･ 26､
8/9 ･ 30､9/13
･ 27､ 10/11の
木曜日(13回)

開講式・合同講座
と き ▶4月26日(木)午後2時から
ところ▶市民会館
講 演▶
「ものづくりと生きるよ
ろこび」自然流酒を造る
会代表・小林宏明
※閉講式・合同講座は10月24日(水)

演題(講師の都合により変更になる場合あり)
○東日本大震災が東海地方で起こったら○地球温暖化問題と日本
○地域の力を問い直す○いきいきと過ごすために○音楽療法とは
何か〜生きている証 自分らしく楽しく誇りをもって○フードマイ
レージを知ろう など
○甕(かめ)に刻まれた文字〜日本古代史の中で考える○景観から歴
史を読む○悪人に仕立てられた男 平清盛○琉球王朝の歴史○林金
兵衛にみる幕末維新期の春日井〜近世の歴史的到達点と課題○和
様書道の歴史 など

10:00〜
100人
11:30

○源氏物語○大鏡を読む○中国古典詩の世界○俳句へのいざない
○日本近代詩における故郷○近現代文学の名作を読む など

14:00〜
100人
15:30

○運動とスポーツ科学○食事と水分摂取のポイント○睡眠につい
て○心臓・血管の機能と病気について○食べ物の情報はホントウ
ですか？○実技講座5回 など

広報春日井4月1日号
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防犯パトロール用品購入などに補助金を交付

4月1日から名称が変わります
現行

変更後

第 三 介 護 サ ー ビ ス セ ン タ ー 介護サービスセンター
第三介護地域包括支援センター 地域包括支援センター中切
第 一 介 護 サ ー ビ ス セ ン タ ー 廃止

問い合わせ▶ 介護保険課(☎85−6182)

合併処理浄化槽の設置に補助金を交付
公共下水道事業認可区域外の生活排水対策とし
て、トイレの汚水と台所などの雑排水を併せて処
理する合併処理浄化槽を設置する場合に補助金を
交付します。単独処理浄化槽よりも放流される汚
れの量が少なく河川の水質浄化に大変有効です。
対 象▶ 専用住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽
を設置する個人 ※既に浄化槽の設置工
事を着工しているなど、対象とならない
場合があります。詳しくは市ホームペー
ジを見てください
補助額▶ ○新設…11万円以内○くみ取り便槽から
の転換…57万円以内○単独処理浄化槽か
らの転換…66万円以内 ※浄化槽の人槽
により上限額あり。予算の範囲内で先着順
申し込み▶ 4月2日(月)から、
環境保全課(☎85−6217)へ

飼い主のいない猫の去勢・避妊に補助金を交付
この補助制度は、飼い主のいない猫の繁殖を防
ぐため、市民、動物病院、市の三者で負担し合う
ことにより行います。
対 象▶ 市内に生息する飼い主のいない猫を保護
して、手術を受けさせることができる市
内在住の人
補助額▶ オス(去勢1頭)7500円、メス(避妊1頭)1万
2500円 ※市民の負担額(1頭)5000円。予
算の範囲内で先着順
手続き▶ ○手術前に申請が必要○申請書には、区
長・町内会長・自治会長1人か、隣人な
ど2人による飼い主のいない猫であるこ
との確認が必要○申請書と一緒に対象と
なる猫の写真1枚を提出すること
申し込み▶ 4月4日(水)から、環境保全課(☎85−6219)へ

4月6日〜 15日は春の交通安全運動
次の重点実施項目に沿って運動を展開します。
○子どもと高齢者を交通事故から守ろう○自転車
の安全利用を進めよう○すべての座席でシートベ
ルトとチャイルドシートを正しく着用しよう○飲
酒運転を根絶しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85−6052)
14
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対 象▶ 区・町内会や自治会などが中心となって、
その地域内にあるボランティア団体などの
参加を得て地域ぐるみで設立された自主防
犯組織 ※既に交付を受けた団体を除く
補助額▶ 5 〜 25万円(その地域の世帯数に応じて
予算の範囲内で交付)
申し込み▶ 4月16日(月)から、所定の用紙(市民安全
課に用意)に記入して、直接、市民安全
課(☎85−6064)へ

教育委員会定例会の公開
と き▶ 4月18日(水)午後1時30分から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 当 日 午 後1時 か ら、 教 育 総 務 課(☎85−
6436)へ

高齢者肺炎球菌ワクチンの接種費用補助
平成23年4月1日から24年3月31日までに、指定
医療機関以外の医療機関で高齢者肺炎球菌ワクチ
ンの接種を受けた人の、補助金交付申請期限が近
づいています。
対 象▶ ○市内在住の75歳以上の人○市内在住の
60歳以上75歳未満で、心臓、じん臓、呼
吸器の機能や、ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能に身体障がい者手帳1級
程度の障がいがある人
補助額▶ 1回につき3000円(生活保護受給者は7500
円)を上限
持ち物▶ 印鑑、身分証、領収書、被接種者名義の
振込先口座の分かるもの、身体障がい者
手帳か医師の証明書(60歳から75歳未満
の人のみ)
申請期限▶ 4月27日(金)
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85−6168)

障がい者生活支援センター合同個別相談会
と き▶ 4月27日(金)午前9時30分〜正午 ※面接
による相談のみ(予約不要)
ところ▶ 総合福祉センター ※平成24年度より、
①総合福祉センター②東部市民センター
③味美ふれあいセンター④西部ふれあい
センターの順に毎月、会場を変えて実施
内 容▶ 身体障がい者、知的障がい者、精神障が
い者、障がい児とその家族や支援者など
の日常生活の困り事などの相談を受ける
※手話通訳者を希望する場合は、事前に
申し込みが必要
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85−6213、ＦＡＸ84−
5764)

子ども会活動に補助金を交付

地球温暖化対策機器設置に補助金を交付

条件など▶ 子ども会活動中の事故などを補償する保
険への加入や構成要件など｢地域子ども
会育成基準｣を満たすこと
対 象▶ 地域子ども会
申し込み▶ 5月31日(木)〈必着〉までに、所定の用紙
(子ども政策課、市ホームページに用意)
に記入して、直接、子ども政策課(☎85
−6151)へ

対 象▶ 市内の住宅(店舗などとの併用住宅およ
び集合住宅を含む)に、次の地球温暖化
対策機器を設置する者(法人含む)
補助額▶ ○太陽光発電システム…1kＷ当たり1万
円(上限4kＷ)○太陽熱利用システム…1
台当たり自然循環型は2万円、強制循環
型は4万円○燃料電池システム…1台当た
り10万円 ※予算の範囲内で先着順
申し込み▶ 4月1日以降に対象システムを設置した
後、60日以内に、所定の用紙(環境政策課、
市ホームページに用意)に記入して、環
境政策課(☎85−6216)へ

特定健診および後期高齢者健診の受診券
国民健康保険加入者の特定健診と後期高齢者医
療制度加入者の健診受診券を、がん検診の受診券
と1枚にまとめて、次の予定で発送します。なお、
受診券の発送以前に受診を希望する人は連絡して
ください。
平成24年度に40 〜 74歳になる国民健康保険
加入者
〇4月〜 7月生まれ…5月中旬〇8月〜 11月生まれ
…6月中旬〇12月〜 3月生まれ…7月上旬 ※4月2
日以降の加入者を除く
後期高齢者医療制度加入者
〇4月〜 11月生まれ…4月上旬〇12月〜 3月生まれ
…5月中旬
平成24年度に75歳になる人
〇昭和12年8月〜 13年3月生まれの国民健康保険
加入者…4月上旬〇昭和12年4月生まれ…5月下旬
〇昭和12年5月生まれ…6月下旬〇昭和12年6月生
まれ…7月下旬〇昭和12年7月生まれ…8月下旬
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85−6367)

子宮頸(けい)がんなどのワクチン接種事業
平成23年度から実施している子宮頸がん、ヒブ、
小児用肺炎球菌のワクチン接種事業は、平成24
年度も引き続き実施します
対 象▶ ○子宮頸がん…平成8年4月2日〜 12年4
月1日生まれの女性○ヒブ、小児用肺炎
球菌…生後2か月から5歳未満の人 ※規
定回数の接種が済んでいない人は平成23
年度の｢任意予防接種のお知らせ券｣を使
用できます。接種を希望する人で｢お知
らせ券｣がない人は、連絡してください
子宮頸がんのワクチン接種の期間延長
子宮頸がんワクチンの接種について、ワクチン
供給不足から接種開始が遅くなったので、平成24
年度に限り、次の人も対象となります。
追加対象▶ 平 成7年4月2日 〜 8年4月1日 生 ま れ の 女
性で、平成23年度中に、子宮頸がんワク
チンを1回または2回受けている人
※｢お知らせ券｣は平成25年3月31日まで
使用できます
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85−6168)

緑の相談員による出前診断
と き▶ 毎月第2・4木曜日午前10時〜午後4時(要
予約)
内 容▶ 現地に出向いて病害虫の防除対策や施
肥、庭木の手入れなど植物に関する相談
問い合わせ▶ グリーンピア春日井(☎92−8711)

昼コン｢グランドハープデュオ｣
と き▶ 4月7日(土)午後2時〜 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ 松浦元美(ハープ)、神谷知佐子(ハープ)
曲 目▶ ドビュッシー ｢月の光｣、トーマス｢グラ
ンドデュエット｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85−6868)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 4月8日(日)、5月13日(日)、6月10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)

子育て広場
と き▶ 4月13日〜 7月13日の金曜日(5月4日、6月
29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)
広報春日井4月1日号

15

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。

夜コン｢リー リー リード｣
と き▶ 4月13日(金)午後7時〜 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ トリオダンシュ＋ピアノ
〈安原太武郎(オ
ーボエ)、大津敦(ファゴット)、安原千絵
(クラリネット)、小宮尚子(ピアノ)〉
曲 目▶ イベール｢三重奏の為の5つの小品｣、プ
ーランク｢ピアノ・オーボエ・ファゴッ
トの為の三重奏曲｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85−6868)

4月〜 6月の子ども劇場
と き▶ ①4月14日(土)②5月12日(土)③6月9日(土)
午後1時30分〜 2時30分
内 容▶ ①大型絵本｢おしゃれなおたまじゃくし｣、絵
本｢ぼくはせんせい｣②大型絵本｢おっぱい｣、
ペープサート｢どうながダック｣③大型絵
本｢おまえうまそうだな｣、大型紙芝居｢11ぴ
きのねことあほうどり｣ ※いずれも腹話
術、南京玉すだれなど
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▶鷹来公民館(☎84−7071)
協 力▶ 鷹来おはなしの会、
ロゴス腹話術研究会ほか

4月〜 6月の包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 4月15日 ( 日 ) 、5月20日 ( 日 ) 、6月17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)

4月〜 6月のお話の部屋
と き▶ 4月15日 ( 日 ) 、5月20日 ( 日 ) 、6月17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)

エコ先案内人
と き▶ 4月15日 ( 日 ) 、5月27日 ( 日 ) 、6月10日 ( 日 )
午前10時〜午後3時
内 容▶ リサイクル、エコ生活などについて、紙
芝居、クイズ、エコ工作などで分かりや
すく説明(自由参加)
講 師▶ 樋口祐子、祖田なほみ
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88−5006)

グリーンピアコンサート
ふれあいアロハコンサート
と き▶ 4月15日(日)午後1時30分〜 2時15分
出 演▶ ＮＡＮＩウクレレサークル
16
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曲 目▶ ｢バリバリの浜辺｣｢ラストワルツ｣｢涙を
ふいて｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92
−8711)

オセロ大会
と き▶ 4月21日(土)午後2時〜 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶4月4日(水)午前9時から、かす
がいげんきっ子センター (☎35−3501)へ

ささえ愛センターまつり
と き▶ 4月22日(日)午前10時〜午後3時
内 容▶ ＮＰＯやボランティアをはじめとした社会貢
献活動団体がそれぞれの団体ＰＲや活動紹
介をパネル展示やさまざまなイベントを通し
て行う
ところ・問い合わせ▶ささえ愛センター (☎56−1943)

泊まって味わう・まるっと自然の家
と き▶ ①4月29日(祝)午後3時〜 30日(休)午後3時
②5月3日(祝)午後3時〜 4日(祝)午後3時③
5月4日(祝)午 後3時 〜 5日(祝)午 後3時 ④5
月5日(祝)午後3時〜 6日(日)午後3時
内 容▶ 30周年を迎える少年自然の家に宿泊し、
緑と花のフェスティバル、キャンプファ
イア、星座観察、野外炊事などを楽しむ
対象・定員▶ 家族などの団体・各90人(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)3000円(宿泊費・3食分の食費
含む)
)
ところ・申し込み▶4月15日(日〈必着〉
までに、往
(
復はがきに催し名、希望日 ①〜④)、参
加者全員の住所・氏名(ふりがな)・年齢・
性別、電話番号を書いて、〒487−0031廻
間町1102−1、少年自然の家(☎92−8211)
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.html

市民硬式テニス大会
と き▶ 5月6日(日)午前9時から
〈予備日5月13日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子、一般女子、壮年男子(45歳以上)
の各ダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1組)1000円
申し込み▶ 4月21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)

会長杯争奪戦卓球大会

自然満喫！トレッキング体験・春

と き▶ 5月6日(日)午前9時〜午後5時
種 目▶ 一般男子・女子シングルス、中学生男子
・女子シングルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で4月18日(水)まで
に平成24年度の連盟登録をした人(中学
生は未登録可)
費 用▶ 参加料(1人)一般・大学生500円、高校生
300円、中学生200円
持ち物▶ ユニホーム、ゼッケン
ところ・申し込み▶4月18日(水)〈必着〉までに、
はがきに大会名、種目、住所、氏名、年齢、
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4196−3、
総合体育館へ
問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090−5451−7341)

と き▶ 5月20日(日)午前7時30分〜午後5時30分
ところ▶ ウイングヒルズ白鳥リゾート( 岐阜県郡上市)
内 容▶ 白鳥の雄大な自然を感じながらトレッキ
ングコース(初・中級)をガイドと歩き、
山菜採りや天然温泉入浴を楽しむ
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の高校生か同年齢
以上の人・45人(抽選)
費 用▶ 参加料6000円(交通費や昼食代、温泉入浴
料、傷害保険料を含む) ※貸し切りバス
を使用
申し込み▶ 4月18日(水)〈必着〉までに、往復はがき
に催し名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、
性別、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
4196−3、総合体育館(☎84−7101)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/gymnasium/

あそびむしくらぶ
四季を通して自然と遊びの中から親子で新しい発
見を楽しむ
と き▶ 5月8日、6月5日、7月3日、9月25日、10月9
日、11月6日、12月4日、平成25年1月15日、2
月19日、3月19日 の 火 曜 日(10回)午 前10時
〜11時30分 (9月25日と2月19日は正午まで)
対象・定員▶ 2 〜 3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)2000円
) 必着〉
ところ・申し込み▶4月15日(日〈
までに、往復
はがきに催し名、
住所、
参加者全員の氏名(ふ
) 年齢・性別、
りがな・
電話番号を書いて、
〒487
−0031廻間町1102−1、少年自然の家(☎92−
8211) 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.html
協 力▶ 子育て支援サークル はじめの一歩

初夏のファミリーキャンプ
と き▶ 5月12日(土)午前10時〜 13日(日)午後3時
内 容▶ 家族でテント泊やハイキング、
野外炊事、
キャンプファイア、パン作りなどを楽しむ
対象・定員▶ 小学生を含む家族・60人(抽選)
費 用▶ 参加料大人3500円、小学生以下3000円(宿
泊費・3食分の食費含む)
ところ・申し込み▶4月15日(日)〈必着〉までに、
往復はがきに催し名、参加者全員の住所
・氏名(ふりがな)・年齢・性別・電話番
号を書いて、
〒487−0031廻間町1102−1、
少年自然の家(☎92−8211)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.html
協 力▶ かすがい東部丘陵自然観察会、キャンプ
カウンセラーサークル｢みろく会｣

レクリエーションスポーツ大会
と き▶ 5月27日(日)午前9時から開会式
持ち物▶ 上靴
ソフトバレーボール競技
部 門▶ 女性の部…①39歳以下②40歳以上、混成
の部(女性が2人以上)…③年齢制限なし
④男性が40歳以上 ※年齢は大会当日
チーム▶ 1チーム5人以上で構成(同一団体は2チー
ムまで)。各部門18チーム(抽選) ※審判
は参加者が行うため、5月15日(火)午後7
時から総合体育館で開催するルール説明
会と抽選会に必ず1人以上の参加が必要
グラウンド・ゴルフ競技
部 門▶ ①一般の部②家族の部(小学4 〜 6年生1
人を必ず含む)
チーム▶ 1チーム3人で構成(同一団体は5チームまで)。
64チーム(抽選) ※雨天中止
ディスク・ドッヂ体験
時 間▶ 午前9時30分〜 11時30分
対 象▶ 小学生以上の人
ラダーゲッター体験、カローリング体験、ディス
コン体験
時 間▶ 正午〜午後2時
ところ・申し込み▶｢ソフトバレーボール｣｢グラウ
ンド・ゴルフ｣は4月14日(土)〈必着〉
までに、
往復はがき(1チーム1枚)に種目、部門、チ
ーム名、全員の氏名(代表者に〇を表示)・
年齢 (小学生は学年も)・性別、代表者の住
所・電話番号を書いて、〒486−0804鷹来
町4196−3、 総 合 体 育 館(☎84−7101)へ
※各種体験は、事前申し込み不要(当日、
開始時間の15分前から随時受け付け)
広報春日井4月1日号
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高齢者ゲートボール大会

環境審議会の委員

と き▶ 5月16日(水)午 前9時 か ら(8時30分 か ら 受
け付け)〈予備日17日(木)〉 ※両日とも
雨天中止
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住の60歳以上の人で構成された5
〜 7人のチーム
持ち物▶ スティック、弁当
申し込み▶ 4月20日(金)〈必着〉までに、はがきか所
定 の 用 紙(高 齢 福 祉 課 に 用 意)に チ ー ム
名、参加者全員の氏名・年齢、代表者の
住所・電話番号を書いて、〒486−8686
春日井市役所高齢福祉課(☎85−6176)へ

内 容▶ 環境基本計画と環境の保全などに関する
事項の調査、審議をする
対象・人員▶ 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・2人
任 期▶ 委嘱の日から2年
申し込み▶ 4月17日(火)までに、所定の用紙(環境政
策課、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、環境政策課(☎85−6216)へ
※選考結果は文書で通知

ファミリー・サポート・センターの会員

みんなで音楽会出演者
音楽を通して世代間の交流会
と き▶ 6月16日(土)午後1時30分〜 2時30分
内 容▶ ○1部…児童、生徒による演奏や合唱など
○2部…成人者グループによる演奏や合唱
など ※和太鼓、
ドラムなどの打楽器は禁止
対象・定員▶ ○1部…市内在住か在学の18歳以下の人
・6組程度(1組3人程度まで)○2部…市内
在住か在勤の成人で構成された団体・1
組(1組5 〜 20人程度)〈先着順〉
ところ・申し込み▶4月4日(水) 〜 15日(日)に、直
接か電話で、福祉の里レインボープラザ
(☎88−7007)へ

河川浄化モデル地区
市内を流れる河川の水質汚濁監視や生活排水対
策などを積極的に行っている地域団体を募集し、
活動費の一部を助成します。
対 象▶ 3分の2以上が河川周辺に住所がある100
世帯以上の町内会などの地域団体
申し込み▶ 4月9日(月)までに、環境政策課 (☎85−6216)
へ

フリーマーケットの出店者
と き▶ 5月27日(日)午前9時30分〜午後3時
対 象▶ 市内在住で商業者でない人
販売品目▶ 家庭での不用品(営利目的の物は不可)
小間数▶ 45小間(抽選)
小間料▶ 1小間(250㎝×400㎝)500円
ところ・申し込み▶4月15日(日)〈必着〉までに、
往復はがき(1グループにつき1枚)に代表
者の住所・氏名・電話番号、参加人数、
販売品目を書いて、〒480−0304神屋町1
−2、エコメッセ春日井(☎88−5006)へ
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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
…市内在住で、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▶ 5月14日(月)午後1時〜 5時
ところ▶ げんきっ子センター
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)〈先着順〉
申し込み▶ 4月14日(土)午 前9時 か ら、 証 明 写 真(縦4
㎝×横3㎝)2枚と印鑑を持って、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

かすがい市民文化財団

☎85−6868

勘亭流文字で団扇をつくろう〜歌舞伎で縁起物とさ
れる勘亭流文字を書いて、オリジナルうちわをつくる
と き▶ 5月19日(土)午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 川田真壽
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 参加費500円(材料費含む)
申し込み▶ 4月7日(土) 〜 5月6日(日)〈 必 着 〉に、 は
がきかファクス、Ｅメールに｢勘亭流文
字で団扇をつくろう希望｣、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、〒486−0844
鳥居松町5−44、ＦＡＸ82−0213、Ｅメ
ールws7@lib.city.kasugai.aichi.jpへ

鷹来公民館

☎84−7071

季節の和菓子作り｢苺大福｣
と き▶ 4月13日(金)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(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費700円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、持ち帰り用の容器
おしゃれな｢苔玉｣作り入門〜金豆(キンズ)のかわ
いい｢苔玉｣作りを基礎から学ぶ
と き▶ 4月29日(祝)午前9時30分〜正午
講 師▶ 青紅会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費750円
持ち物▶ エプロンなど作業のできる服装、持ち帰
り用の容器、ピンセット(ある人のみ)
申し込み▶ ｢季節の和菓子作り｣は4月5日(木)から、｢お
しゃれな
『苔玉』作り入門｣は4月6日(金)か
ら、電話で

グリーンピア春日井

☎92−8711

ハーブを使った花粉症対策スプレー作り
と き▶ 4月19日(木)午前10時30分〜正午
講 師▶ 山口奈緒子
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1200円
子ども花育教室〜はじめてのハンギングバスケット
と き▶ 4月22日(日)午後1時30分〜 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 軍手、カッターナイフ、エプロン
呈茶事入門教室〜客の心得を学ぶ
と き▶ 4月29日(祝)午前10時〜午後3時
講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ ふくさ、懐紙、扇子、エプロン、タオル
申し込み▶ いずれも4月5日(木)から、電話で

エコメッセ春日井

☎88−5006

押し絵教室〜お福さんを作る
と き▶ 4月19日(木)・26日(木)〈2回 〉午 前10時 〜
11時30分
講 師▶ 中野綾子
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1200円
持ち物▶ はさみ、目打ち、ピンセット、接着剤、
洗濯挟み(小)5個(大)2個、手拭きタオル
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▶ 4月20日(金)午前10時〜 11時30分
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
バッグ作り教室〜スラックス、ジーパンからバッ
グを作る
と き▶ 4月21日(土)・28日(土)〈2回 〉午 前10時 〜
11時30分
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▶ 教材費1000円
持ち物▶ スラックスかジーパン
自転車修理教室〜自転車修理、
部品交換の基本を学ぶ
と き▶ 4月22日(日)午前9時30分〜 11時
講 師▶ 春日井市自転車リサイクル愛好会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・8人(先着順)
持ち物▶ スパナ(14・15番手)、ペンチかプライヤー、
プラスドライバー (ある人のみ)
ダンボールコンポスト教室〜ダンボール箱で自家
製堆肥を作ってみよう
と き▶ 4月27日(金)午前10時〜 11時30分
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750円
持ち物▶ みかんなどの箱(高さ19㎝、幅30㎝、奥
行37㎝程度)、カッターナイフ、ガムテ
ープ
申し込み▶ いずれも4月5日(木)から、電話で

落合公園管理棟

☎56−0414

プリザーブドフラワー講習会〜母の日のフラワー
アレンジメントを作る
と き▶ 4月29日(祝)午前10時〜正午
講 師▶ 内村朋子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料350円、教材費3000円
持ち物▶ クラフト用はさみ(ワイヤーを切れるもの)、
木工用接着剤、ピンセット、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 4月15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、〒486−0817
東野町字落合池1へ

図書館

☎85−6800

一日子ども司書〜本の貸し出しやブックカバーを
掛ける作業などを体験する
と き▶ 4月29日(祝)午後1時30分〜 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
対象・定員▶ 今までに参加したことがない市内在住の
小学3 〜 6年生・24人(先着順)
持ち物▶ 図書館利用者カード、本1冊(Ａ5サイズ)
申し込み▶ 4月6日(金)午前9時から、直接か電話で
広報春日井4月1日号
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東部市民センター

☎92−8511

季節の和菓子づくり〜よもぎを入れた道明寺まん
じゅうを作る(託児付き)
と き▶ 4月24日(火)午前10時〜午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・32人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費800円
持ち物▶ エプロン、布巾、持ち帰り用の容器
申し込み▶ 4月16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、託児(2歳以上の未就学児)希望
者は子どもの名前(ふりがな)・年齢も書
いて、〒487−0011中央台2−2−1へ

かすがいげんきっ子センター
つくってあそぼ〜身近な素材を使って遊ぶ
と き▶ 5月8日〜 6月19日の隔週火曜日(4回)午前
10時30分〜 11時15分
対象・定員▶ 2歳6か月〜 3歳児とその保護者・15組(抽選)
工作教室〜ビーズでアクセサリーを作る
と き▶ 5月12日(土)午後2時〜 3時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
)
申し込み▶ いずれも4月14日(土〈消印有効〉
までに、往
(
)
復はがき
〈1人 1組 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 、保護者名、年齢、電話番号、｢工作
教室｣は学校名、学年も書いて、〒486−
0945勝川町8−2858−1、☎35−3501へ

ハーモニー春日井

☎88−0677

初心者のためのピアノ入門講座〜初心者がキーボ
ードを使用し、ピアノ演奏の基礎を学ぶ
と き▶ 5月9日〜 6月27日の毎週水曜日(8回)午前
10時〜 11時30分
講 師▶ 原田綾子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
気楽に歌おう｢笑えばイイ声｣声楽入門講座〜有名
な日本の曲を中心に、みんなで楽しく歌を歌い、
歌うことの気楽さを学ぶ
と き▶ 5月10日〜 7月5日の木曜日(6月21日を除
く8回)午前10時〜 11時30分
講 師▶ 米丸史朗
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ 運動靴
申し込み▶ いずれも4月15日(日)〈消印有効〉までに、
往復はがきに講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号、｢初心者のためのピアノ
入門講座｣はピアノ、キーボードの所有の
有無も書いて、〒480−0302西尾町392へ
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環境保全課

☎85−6279

自然環境保全活動推進員養成講座〜市内の貴重な
自然や身近な自然の保全に向けて市民のリーダー
を養成する
月 日▶ 5月〜10月の第2水曜日(6回、
7月は第3水曜日)
対象・定員▶ 市内在住か在勤の20歳以上の人・20人(先着
順) ※自然環境保全活動推進員(平成25年
1月募集予定 )の応募にはこの講座の受講
が必須
申し込み▶ 4月4日(水) 〜 13日(金)に、電話で

福祉の里レインボープラザ☎88−7007
さあ始めよう！ ｢初心者からの筆ペン教室｣
と き▶ 5月10日〜 31日の毎週木曜日(4回)午前10
時〜 11時30分
講 師▶ 小林春華
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費1000円
)
申し込み▶ 4月14日(土〈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

少年自然の家

☎92−8211

野外活動・自然体験指導者講座①リーダー講座②
インストラクター講座
とき

内容

5/19(土)9：30 〜 15：30

開校式、自然体験活動の理念、
自然の仕組み、地域の自然など

6/16(土)16：00 〜 20：30

参加者・対象者を知る、ナイト
ハイクなど

9/15(土)14：00 〜 20：30

安全対策、普通救命救急、キャ
ンプファイアなど

11/24(土)9：00 〜 15：30

ハイキングガイドを通して里山
文化を知る

2/9(土)9：00 〜 16：00

自然体験活動の指導方法、プロ
グラムモデルを作る、閉校式

※自然体験活動推進協議会(ＣＯＮＥ)認定のリーダー・イ
ンストラクター養成講座。
本講座の全日程修了者は少年
自然の家の野外活動・自然体験指導者として登録され、
任意でＣＯＮＥに登録することができます(部分参加も可)
対象・定員▶ ○リーダー…高校生以上・15人(抽選)○
インストラクター…20歳以上でリーダー
講座修了者・5人(抽選)
費 用▶ 受講料全5回3000円、各回700円
) 必着〉
申し込み▶ 4月15日(日〈
までに、往復はがきに講
座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、
電話番号、①②の別、部分参加のときはそ
の開催日も書いて、
〒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.html

中央公民館

☎33−1111

外国人のための日本語講座〜初心者と初級者のク
ラスに分かれて日本語を学ぶ
と き▶ 5月13日〜平成25年3月17日の日曜日(8月
・12月は休講)〈28回〉
午前10時〜正午
講 師▶ 春日井国際交流会・ＫＩＦ
対 象▶ 市内在住か在勤で15歳以上の人
費 用▶ テキスト代4725円
申し込み▶ 5月13日(日)午前10時までに直接、会場へ

予防課

☎85−6383

防火管理講習①甲種防火管理新規講習②乙種防火
管理講習③甲種防火管理再講習
と き▶ ①6月16日(土) 〜17日(日)、9月26日(水) 〜
27日(木)、12月5日(水) 〜 6日(木)、平成25年
2月16日(土) 〜 17日(日)午 前10時 〜 午 後4
時②6月16日(土)、12月5日(水)午前10時〜
午後4時③6月27日(水)午前10時〜正午
ところ▶ ①②総合体育館③市役所301会議室
対象・定員▶ ①②市内の建物、事業所において、防火
管理者の選任を必要とし、管理的・監督
的地位の人③市内の建物、事業所におい
て、収容人員300人以上の特定防火対象
物の防火管理者として選任されており、
5年以内ごとの再講習が必要な人・①各
80人②各50人③30人
費 用▶ テキスト代①②3400円③1300円
申し込み▶ 4月4日(水)から、顔写真1枚(縦4.5㎝×横
3.5㎝)、③は甲種防火管理新規講習(再講
習)修了証の写しを持って予防課へ
※郵送の場合は、電話で事前に申し込
み状況を確認後、返信用封筒(宛名を記
入し、80円切手を貼ったもの)を同封し、
〒486−8686春日井市役所予防課へ

講 師▶ 聴覚障害者福祉協会
対象・定員▶ 入門課程を修了したか、手話で日常会話
ができる人・20人 ※面接あり。詳細な
日程は申し込み後に連絡
費 用▶ テキスト代は実費必要
点字講座〜社会生活への参加と自立のために必要
な点字を習得
と き▶ 5月10日 〜 平 成25年3月7日 の 木 曜 日(30
回)午前10時〜正午
講 師▶ 点訳ボランティア春点
対象・定員▶ 市内在住の視覚障がい者・30人(先着順)
点訳奉仕員養成講座〜点字を学び、視覚障がい者
の社会参加のためのボランティア活動につなげる
と き▶ 5月10日 〜 12月13日 の 木 曜 日(20回)午 前
10時〜正午
講 師▶ 点訳ボランティア春点
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ テキスト代は実費必要
やさしいクラシックギター講座
と き▶ 5月9日〜 6月6日の水曜日(5月23日を除く
4回)午後1時30分〜 3時
講 師▶ 春日井クラシックギター同好会
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者
・15人(抽選)
費 用▶ 受講料520円、補償金2000円(ギターを借
りる人のみ、講座最終日に返金)
持ち物▶ クラシックギター (ある人のみ)
申し込み▶ ｢点字講座｣は4月15日(日)までに電話で、
それ以外は4月15日(日)〈必着〉までに、
往復はがきに講座名、住所、氏名(フリ
ガナ)、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。初回受け付け時に身体障がい者手
帳の提示が必要

保険医療年金課
総合福祉センター

☎84−3611

手話奉仕員養成講座(入門課程) 〜手話の特徴や
表現方法など基本を学ぶ
と き▶ 5月12日 〜 平 成25年2月2日 の 土 曜 日(30
回)午前10時〜正午
講 師▶ 聴覚障害者福祉協会
対象・定員▶ 市内在住で手話を初めて学ぶ人・40人(抽
選)
費 用▶ テキスト代は実費必要
手話奉仕員養成講座(レベルアップ課程) 〜手話
通訳を目指すための基本を学ぶ
と き▶ 5月12日〜 12月8日の土曜日(25回)午前10
時〜正午

☎85−6158

｢セカンドライフのための健康塾｣ 〜国民健康保
険・医療の上手なかかり方、生活習慣病予防、運
動習慣入門
と き▶ 5月8日(火)・15日(火)・22日(火)〈3回 〉午
後1時30分〜 3時30分
ところ▶ 総合体育館
対象・定員▶ 定年退職などで市国民健康保険の被保険
者になった人(夫婦での参加も可)・80人
(抽選)
申し込み▶ 4月26日(木)〈必着〉までに、はがき(1人
1枚・夫婦での申し込みは連名可)かＥメ
ールに講座名、住所、氏名(ふりがな)、
性別、年齢、電話番号を書いて、〒486
−8686春日井市役所保険医療年金課(Ｅ
メールiryo＠city.kasugai.lg.jp)へ
広報春日井4月1日号

21

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。

サン・アビリティーズ春日井
交流の日｢カローリング講座｣
と き▶ 4月 〜 平 成25年3月 の 第2日 曜 日(12回)午
前10時〜正午
講 師▶ 日本カローリング協会指導員
対象・定員▶ 障がい者と健常者・40人(先着順) ※介
助を必要とする人は、介助者同伴
持ち物▶ 上靴
交流の日｢アキュラシー講座｣ 〜フライングディ
スクを使った競技
と き▶ 4月〜平成25年3月の第3日曜日(11月は除く。
) 11回〉
12月は第4日曜日〈
午前10時〜正午
講 師▶ あいち障害者フライングディスク協会指導員
対象・定員▶ 障がい者と健常者・50人(先着順) ※介
助を必要とする人は、介助者同伴
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ ｢カローリング講座｣は 4月5日(木)までに、｢ア
キュラシー講座｣は4月12日(木)までに、直接
か電話、
ファクスで、☎84−2611、ＦＡＸ84
−3005へ

介護保険課の介護予防教室☎85−6187
転倒骨折予防教室〜始めよう！家庭でできる軽運動
と き▶ 4月10日(火)午後1時30分〜 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 市民サービス公社スポーツインストラク
ター
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
口と足・腰鍛えて健康を維持〜健康体操で楽しく
動きましょう
と き▶ 4月14日(土)午前10時〜正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春日井
講 師▶ 健康体操高齢者リーダー つくしの会会員
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル
春日井(☎32−1117)へ
お口の健康大丈夫？〜口腔(こうくう)機能の低下予防
と き▶ 4月16日(月)午後2時〜 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 歯科衛生士・水草あゆみ
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93
−1314)へ
ヨーガでアンチエイジング！
と き▶ 4月17日(火)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▶ 前野有里
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ バスタオル(あればヨガマット)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56−
9166)へ
22
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中高年のうつ病について学ぼう｢最近、意欲あり
ますか？ ｣
と き▶ 4月24日(火)午後2時〜 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 医師・垣内泰久
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88−5734 )
へ
太極拳〜体内からバランスを整えませんか
と き▶ 4月25日(水)午前10時〜 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 藤岡蔓子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 4月4日(水)午前9時から、社会福祉協議会
地域包括支援センター (予防教室受け付
け専用ダイヤル☎87−5399)へ
折り紙で鶴の小物入れを作ろう〜手先を使って認
知症予防
と き▶ 4月26日(木)午前10時〜 11時50分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 西本笑子
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛
(☎51−1840)へ

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▶ 5月9日〜 30日の毎週水曜日(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
腰痛予防教室〜ストレッチング、筋トレを中心と
した運動教室
と き▶ 5月10日〜 31日の毎週木曜日(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・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ いずれも4月13日(金)〈必着〉までに、直
接かはがき、ファクス(1枚1講座)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

消防総務課

☎85−6374

普通救命講習会〜ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当て
と き▶ 5月13日(日)午前9時〜正午
ところ▶ 味美ふれあいセンター
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▶ 4月4日(水)から、電話で

健康増進課

☎85−6164

歯周病予防教室〜歯周病は糖尿病の合併症！ ｢健
康｣のため｢健口(口の健康)｣を目指しましょう
と き▶ 4月26日(木)午前9時30分〜 11時30分
ところ▶ 保健センター
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、歯間ブラシなどの補助清掃道具、
糖尿病健康手帳(ある人のみ)
申し込み▶ 4月5日(木)から、電話で

市子育て支援センター (上八田保育園内)
子育てサロン〜親子触れ合い遊び
と き▶ ①5月10日(木)・17日(木)・24日(木)〈3回〉
②6月1日(金)・8日(金)・15日(金)〈 3回 〉③
7月5日(木)・11日(水)・19日(木)〈 3回〉④6
月22日(金)、①〜③午前10時〜 11時30分
④午前10時〜 11時10分
ところ▶ ①総合体育館②④西部ふれあいセンター
③南部ふれあいセンター
対象・定員▶ ①〜③市内在住の1歳6か月以上の未就園
児とその保護者・各30組④市内在住の4
〜 12か月の未就園児とその保護者・15
組(先着順)
申し込み▶ 4月9日(月)午前9時から、☎85−8824へ

かすがいげんきっ子センター
育児講座〜ベビーマッサージ
と き▶ 5月15日(火)午前10時〜 11時
講 師▶ 横井千枝子
対象・定員▶ 4 〜 7か月児とその保護者・20組(抽選)
申し込み▶ 4月14日(土)〈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
話番号を書いて、〒486−0945勝川町8−
2858−1、☎35−3501へ

持ち物▶ ラグビー用ヘッドキャップ、練習用ラグ
ビーボール ※幼児の部は貸し出し可
問い合わせ▶ 市ラグビーフットボール協会・水谷(☎
34−9485)
子ども相撲教室
と き▶ 4月8日〜 10月28日の日曜日(5月13日・27
日、7月1日、9月2日・30日、10月7日を除
く24回)午後2時〜 4時
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 小中学生
問い合わせ▶ 市相撲連盟・加藤(☎080−2622−9359)
小学生ハンドボールスクール
と き▶ 4月14日〜平成25年3月23日の原則隔週土
曜日午前9時〜正午 ※4月14日(土)は午
後6時より総合体育館で開校式と練習を
行います
ところ▶ 総合体育館など
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・40人(先着順)
費 用▶ 受講料8000円(年間)
持ち物▶ 室内用運動靴
問い合わせ▶ 市ハンドボール協会・萩原(☎090−3305
−9466)
申し込み▶ ｢小学生ハンドボールスクール｣は4月13
) 必着〉
日(金〈
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、
それ以外は当日、会場で随時受け付け

総合体育館

☎84−7101

地域ふれあい運動教室〜肩凝り・腰痛予防のスト
レッチ体操や簡単な軽運動
と き▶ ①5月8日〜 29日の毎週火曜日(4回)②5月
9日〜 30日の毎週水曜日(4回)午前10時〜
11時30分
ところ▶ ①東部市民センター②グリーンパレス春
日井
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・各30人(先着順)
費 用▶ 受講料各1000円
申し込み▶ 4月4日(水)午前9時から、電話で

市体育協会加盟団体の講座

かすがいげんきっ子センター

ラグビーフットボール教室
と き▶ 4月8日 〜 平 成25年3月10日 の 日 曜 日(月2
回程度・8月を除く)午前9時〜 11時30分
※詳しくはホームページ(http://kasugai
−rugby−rfs.jimdo.com)を見てください
ところ▶ 名城大学農学部付属農場内芝生広場(鷹
来町)
講 師▶ 日本体育協会公認スポーツ指導員、県ラ
グビーフットボール協会公認コーチ
対 象▶ 幼児(年中) 〜中学生(体験可)
費 用▶ 受講料(年間)7000円

卓球教室
と き▶ ①5月10日〜 31日の毎週木曜日(4回)午後
4時〜 5時 ②5月12日〜 6月2日の毎週土
曜日(4回)午前10時〜 11時
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▶ 4月14日(土)〈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)、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
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健康運動教室〜骨盤体操〜

認知症市民講座
と き▶ 4月14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▶ ｢認知症の方の在宅ケアについて｣市居宅
介護支援事業者連絡会
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85−6187)か市認知症地域
連携の会事務局あさひが丘ホスピタル
(☎88−0284)

被災地における女性の悩み・暴力相談
内閣府では、長引く避難生活や原子力発電所の
事故に伴う不安や悩み、配偶者などからの暴力(Ｄ
Ｖ)などの相談を受けるため、｢女性のための電話
相談・ふくしま｣を開設しました。被災した人は
もちろん、被災者を支援している人からの相談に
も対応します。秘密は厳守しますので、安心して
相談してください。(匿名可)
電話番号▶ ☎0120−207−440
相談時間▶ 月〜金曜日(祝日を除く)午前10時〜午後
5時

と き▶ 4月24日(火)午後1時〜 2時
講 師▶ 濱田隆儀
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(先着順)
費 用▶ 1050円
と こ ろ・ 申 し 込 み ▶4月5日(木)か ら、 直 接 か 電
話で、ルネックスポーツクラブ(☎34−
6300)へ

初心者のための楽しいクラシック・ギター
と き▶ 5月22日〜 7月10日の毎週火曜日、7月18
日(水)・24日(火)〈10回〉
午後7時〜 9時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 川久保勲
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 教材費1500円
持ち物▶ ギター (5000円で貸し出し可)
申し込み▶ 4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、ギターの貸し出しを希望す
る人は｢ギター貸し出し希望｣と書いて、
〒486−8686春日井市役所文化課(☎85−
6079)へ
問い合わせ▶ ＭＹギターアンサンブル春日井・川久保
(☎090−9913−1396)
主 催▶ 春日井市民音楽連盟

えきサイト勝南
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▶ アトラクション、フリーマーケット、新
鮮朝市(なくなり次第終了)
問い合わせ▶ 勝川開発㈱
〈☎34−6800〉

新川親子流域フォーラム治水見学会
と き▶ 5月13日(日)午前10時〜午後4時
集合・解散▶ 県庁(名古屋市中区)
見学予定地▶ 大曽根駅雨水調整池(名古屋市)→八田川
と地蔵川の立体交差(春日井市)→みずと
ぴあ庄内(清須市)→名鉄五条川橋梁改築
工事(清須市、あま市)→小場塚ポンプ場
(清須市) ※昼食時にクイズ大会もあり
対象・定員▶ 市内在住の小学4 〜 6年生とその保護者
(2人1組)・40組(抽選)
) 必着〉
申し込み▶ 4月18日(水〈
までに、はがきかファ
クス、Ｅメールに催し名、住所、電話番
号、参加者全員の氏名・性別・年齢(学年)
を書いて、〒486−8686春日井市役所河
川排水課(☎85−6361、ＦＡＸ83−2960、
Ｅメールkasen@city.kasugai.lg.jp)へ
主 催▶ 新川流域総合治水対策協議会
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危険物取扱者試験
月 日▶ 6月3日(日)
ところ▶ 名城大学(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▶ 4月23日(月) 〜 5月2日(水)に、受験願書
〈4
月9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愛知県支部へ ※電
子申請もあり〈受付期間4月20日(金)午前
9時〜 29日(祝)午後5時〉
ホ ー ム ペ ー ジ http://www.shoubo−
shiken.or.jp
予備講習会
月 日▶ 4月9日(月)
ところ▶ ウィルあいち(名古屋市東区)
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) ※平成24年度か
ら予備講習会の受講券、テキスト販売は
予防課および消防署では行いません
問い合わせ▶ 試験については予防課(☎85−6387)、予
備講習会については(社)愛知県危険物安
全協会連合会(☎052−961−6623)

シルバー人材センター入会説明会

学生納付特例とねんきんネットのお知らせ

と き▶ 4月17日 ( 火 ) 、5月15日 ( 火 ) 、6月12日 ( 火 ) 午
後1時30分〜4時
ところ▶ 総合福祉センター
対 象▶ 市内在住の健康で働く意欲のあるおおむ
ね60歳以上の人
申し込み▶ はがきかファクス、Ｅメールで住所、氏
名(フリガナ)、年齢、性別、生年月日、
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

学生で、国民年金の納付が困難な場合には、学
生納付特例を申請してください。将来受け取る年
金の金額には反映されませんが、年金を受け取る
ために必要な期間には含めることができます。
また、これまでの年金記録を確認したい人は、
｢ね
んきんネット｣を利用してください。パソコンから日
本年金機構のホームページで、自分の情報を登録す
ると、年金の加入記録を確認することができます。
問い合わせ▶ 日本年金機構名古屋北年金事務所国民年
金課(☎052−912−1246)
ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

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
パレットハウス創寛会総合展
とき▶4月3日(火)〜8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 内容▶創寛会会員の絵画・工芸作品を展示
問い合わせ▶アートサロンパレットハウス(☎
85−9623)

展
と こ ろ

示

と き
4/1（日）〜6（金）

市役所市民サロン

春日井南高校吹奏楽部・ＯＢ定期演奏会
と き▶4月15日(日) 午後 1時30分〜 3時45分 ( 1時
開場) ところ▶市民会館 曲目▶｢ティル・オ
イレンシュピーゲルの愉快ないたずら｣など
※客演指揮…堺武弥、特別出演…松山小学校音
楽部 定員▶1100人(先着順) 問い合わせ▶春
日井南高校・清水(☎32−7688)

展 示 名
水彩画ぶどうの会作品展

（☎85−6073）4/7（土）〜12（木） フォトサークル未来写真展
4/13（金）〜18（水） 水墨画展

鷹来公民館

（☎84−7071）4/1（日）〜8（日）

エコメッセ春日井

（☎88−5006）4/4（水）〜28（土）

落合公園管理棟

（☎56−0414）

グリーンピア春日井 （☎92−8711）

出 品 者
水彩画ぶどうの会
フォトサークル未来
平成水墨画クラブ

春の山野草展

青紅会

ボトルシップ展

春日井ボトルシップ同好会

不用な寿司材料で作る額絵展 瀬辺忠

4/5（木）〜15（日） 花の写真展

安藤年孝

4/13（金）〜15（日） 春の盆栽展

緑風盆栽会、牛山松柏会

4/6（金）〜8（日）

春日井万年青同好会

万年青展

4/13（金）〜15（日） 春のミニ盆栽展

春日井ミニ盆栽会

西部ふれあいセンター（☎33−0808）4/7（土）〜20（金） 書道＆墨彩画

森節子

アスティ高蔵寺

フォト・楽・575

（☎85−6079）4/12（木）〜24（火） フォト・楽・575作品展

高蔵寺ふれあいセンター（☎51−0002）4/12（木）〜24（火）

バーナーワークガラス工芸
とんぼ玉の会
作品展
※展示時間は各施設に問い合わせてください
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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
(☎84−7101）

)
申し込み 4月15日(日〈必着〉
までに、往復はがき( 1教室につき1枚のみ)に教室名(①
〜④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

教室名

ジュニア養成教室(硬式テニス)
基礎から応用まで練習して、試合をする

とき
5/8〜31の毎週火・木曜日(8回)
19：30〜21：00

対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人)

受講料

小学3〜6年生・35人(抽選)

3000円

小学1〜2年生・各35人(抽選)

1000円

①5/8〜29の毎週火曜日(4回)

始めてみよう！楽しい体操(とびばこ)①② ②5/10〜31の毎週木曜日(4回)
開脚跳びなどができるように練習する

18：00〜19：00

ステップエアロ

5/9〜30の毎週水曜日(4回)
10：45〜11：45

高校生か同年齢以上の人・35
人(抽選)

1200円

5/10〜31の毎週木曜日(4回)
18：30〜19：30

小学生・40人(抽選)

1000円

5/12〜6/2の毎週土曜日(4回)
①9：30〜10：30 ②10：45〜11：45
5/11〜6/1の毎週金曜日(4回)
③16：30〜17：30 ④17：45〜18：45

①平成20年4月2日〜21年4月
1日に生まれた幼児②③平成
19年4月2日 〜20年4月1日 に
生まれた幼児④平成18年4月2
日〜19年4月1日に生まれた幼
児・各35人(抽選)

1000円

5/12〜6/2の毎週土曜日(4回)
10：45〜11：45

高校生か同年齢以上の人・50
人(抽選)

1200円

5/8〜31の毎週火・木曜日(8回)
17：00〜18：30
雨天延期あり
（予備日6/5・7・12・14）

小学3〜6年生・35人(抽選)

3000円

ステップ台を使用したエアロビクス

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

すこやか幼児体操
(①年少・②③年中・④年長)
体操や遊びを通じて、運動機能を高める

太極拳
（初心者向け）
ゆっくりとした基本の8動作で健康増進

ジュニア養成教室(軟式野球)
基礎から応用まで練習して、試合をする
※全て市民球場で実施

サンフロッグ春日井
（☎56−2277）

申し込み ｢水中ウオーキング教室(応用編)｣は4月4日(水)午前9時から電話で、それ
)
以外は4月15日(日〈必着〉
までに、往復はがき(1教室につき1枚のみ)に教室名(①②
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4286へ

教室名

水中ウオーキング教室(応用編)
効果的なウオーキングをマスターする

大人の初めてクロール教室
顔つけから泳ぎの基本をマスターする

水慣れから始める水泳教室①②
顔つけから泳ぎの基本をマスターする

クロールを覚えよう①②
泳ぎの基本をマスターする

ソフトアクア
（初級）
初心者向きの水中エアロ

脂肪燃焼アクア
（2か月コース）
脂肪燃焼を目指した水中エアロ

親子で幼児水泳
水慣れバタ足浮き身などをマスターする

ＭＯＮＯアクア（初・中級）
いろいろな物を使った水中エアロ

乗ってみよう！プールでカヌー
カヌーの技術をプールで身につける

とき

対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人)

受講料

4/11(水)
10：00〜11：00

高校生か同年齢以上の人・20
人(先着順)

500円

5/9〜6/1の毎週水・金曜日(8回)
10：45〜11：45

クロールで泳げない高校生か
同年齢以上の人・20人(抽選)

6000円

①5/8〜31の毎週火・木曜日(8回)
②5/9〜6/1の毎週水・金曜日(8回)
17：00〜18：00

小学生・各35人(抽選)

4000円

①5/8〜31の毎週火・木曜日(8回)
②5/9〜6/1の毎週水・金曜日(8回)
18：15〜19：15

小学生・各35人(抽選)

4000円

5/8〜29の毎週火曜日(4回)
9：20〜10：20

高校生か同年齢以上の人・50
人(抽選)

2000円

5/8〜6/26の毎週火曜日(8回)
10：40〜11：40

高校生か同年齢以上の人・50
人(抽選)

4000円

5/9〜6/1の毎週水・金曜日(8回)
16：00〜16：45

平成18年4月2日〜21年4月1日に
生まれた幼児と保護者(幼児1人に 5000円
つき保護者１人必要)・30組(抽選)

5/10〜31の毎週木曜日(4回)
9：20〜10：20

高校生か同年齢以上の人・50
人(抽選)

2000円

5/12〜6/2の毎週土曜日(4回)
8：30〜9：45

小 学4年 生 以 上 の 人・7人(抽
選)

5000円

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、インターネットからも申し込みができます。
ホームページ http://www.s-kousya-kasugai.or.jp/
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緊急医
平日
夜間 内科・小児科、外科

診療時間帯
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

健康管理センター（柏原町5）

☎84−3060

健康管理センター（柏原町5）

☎84−3060

4/7

あさひ病院（下原町）

☎85−0077

4/14

肛門科安藤外科（若草通3）

☎33−7033

4/21

はやかわ・すずきクリニック（柏原町3） ☎83−8777

4/28

あさひ病院
（下原町）

☎85−0077

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

内科・小児科
土曜日

在宅緊急医
外科

(注1)
日・祝休日

県小児救急電話相談(注2) ☎＃8000（短縮番号）または052−962−9900

毎日午後7時〜11時

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。
…診療時間帯
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
(注1)産婦人科の在宅緊急医は廃止となりました。緊急時はかかりつけの医療機関などで受診してください。
(注2)4月1日から対応が毎日となり、電話番号も変更となりました。

市税等の納期限

日曜日・平日時間外の市役所業務
業務を行っている課

業務内容

月日

市民課
☎85−6136

戸籍届、住民異動届、印鑑登録、
住民票などの証明書の発行

市民税課
☎85−6093

所 得、 課 税、 非 課 税、 扶 養、
事業所の各証明書の発行

保険医療年金課
☎85−6156

国民健康保険加入および喪失
の届け出

収納課
☎85−6111

納付・納税相談

時間

・固定資産税・都市計画税1期
4/1、8､22

4/29

納期限▶5月1日(火)

8：30〜12：00、
13：00〜17：00

最寄りの金融機関やコンビニエン
スストアで納付してください。

9：00〜12：00、
13：00〜16：00

毎週水曜日（祝休日、年末年始を除く）は、収納課19時まで、市民課19時30分
まで上記の業務を行っています。取扱業務など詳しくは問い合わせてください。

相談

メンタルヘルス相談
精神科医師 第3火曜日14：00〜16：00
臨床心理士 第4水曜日14：00〜16：00
※予約制

春日井の
地名物語

男女共同参画課
（①☎85−7867 ②☎85−7871）

松河戸︵まつかわど︶

①火〜日曜日 9：00〜12：00、13：00〜
17：00 ②火〜金曜日 13：00〜16：30
※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

市役所守衛室（☎81−5111）

︵有料︶

①ＤＶ相談 ②女性の悩み相談

土・日曜日、祝休日、夜間

管工事業協同組合（☎83−8288）か
市指定給水装置工事事業者
※アパート、マンションなどは、
事前に管理者へ

﹁尾張国地名考﹂
という江戸時代の書物に
﹁此村往昔は玉野川下流の端にありて︑松あ
る河戸也︑故に呼︑⁝﹂
とあります︒
この河戸とは︑庄内川沿いの低湿地を流れ
る排水路が庄内川に流れ込む河口のことで︑
この地方の方言で
﹁ごうど﹂
や
﹁こうど﹂
といい
ます︒
江戸時代の松河戸村絵図には東と西に堤
防の切れ目があり︑そこを排水路が流れてい
ました︒この排水路の水門は片開きの大き
な板戸で︑通常は排水のため三分の一程が
開放されていました︒庄内川の水位が上昇
すると水圧によって水門が閉じ︑集落や田
畑を守るようになっていました︒なお︑東
の河戸
︵こうど︶
は地名として残っています︒
文化十年
︵一八一三︶
の庄内川絵図には︑松
河戸村の堤防上に松並木が見られます︒以
上の事情により松河戸の地名が付いたもの
と考えられます︒

子ども政策課（☎85−6229）

平日（8：30〜17：15）
水道工務課（☎85−6420）

宅地内

月〜金曜日 8：30〜17：00
※祝休日および夜間の緊急連絡は児童
虐待防止ホットライン
（☎85−6487 ･ 24時間受け付け）

水道修繕
公道

児童虐待防止相談

火災情報 ☎0180−995−999
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健康増進課（☎85−6172）
★
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まちの 動き
人

口

世帯数

救急件数

30万8786人
12万6545世帯

平成24年3月1日現在（

（＋788）
（＋1236）

）
内は前年同日比

火災発生件数
交通事故死亡者数

1079件
8件
3人

平成24年2月（

発行／春日井市 〒486−8686 愛知県春日井市鳥居松町5−44
編集／企画政策部広報広聴課 ☎（0568）85−6036

（2313件）
（19件）
（4人）

）
内は1月からの累計

☎（0568）81−5111（ 代）

ホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp/
携帯電話用ホームページ
http://mobile.city.kasugai.lg.jp/

▼QRコード

この広報誌は再生紙と大豆油を原料としたSOY INKを使用しています。

