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春日井市民病院が愛知県がん診療拠点病院に指定されました
企業支援施策が新しくなりました
新かすがい男女共同参画プランを策定しました
情報あ・ら・か・る・と
各種お知らせ
まちのイベントNEWS
子育て情報など

2
　3
4
5
8
18
19

2012
No.1489
平成24年

4/154/15

狂犬病予防注射 集合注射会場の案内、緑と花のフェスティ
バル、高齢者学級で学びませんか　など

高齢者ニュースポーツ講習会でボッチャを楽しむ市民の皆さん（総合体育館にて）高齢者ニュースポーツ講習会でボッチャを楽しむ市民の皆さん（総合体育館にて）高齢者ニュースポーツ講習会でボッチャを楽しむ市民の皆さん（総合体育館にて）
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「愛知県がん診療拠点病院｣とは、全国どこでも適切ながん医療が受けられる体制の整備
に向けて、地域のがん医療の連携の拠点と医療水準の引き上げを行うことを目的として、
国が定める「がん診療連携拠点病院」に準ずる病院として、愛知県が定める病院のことで
す。春日井市民病院は、｢愛知県がん診療拠点病院｣に、3月2日付けで指定されました。

問い合わせ▶市民病院医事課（☎57－0057）

　治療法に対する疑問や闘病生活に対する不安、
薬や痛みに関すること、入院や退院後の生活、普段
は主治医にはなかなか言えないことなど、何でも
相談できます。

がん相談支援センターの設置がん相談支援センターの設置がん相談支援センターの設置

　がんの治療体験者（ピアサポーター）が治療体験
を生かしながら、新たにがんにかかった人や家族
の相談に対応しています。

と　き▶毎月第 4木曜日午前 10 時～正午
ところ▶市民病院 1階中央ホール

ピアサポーターによるがん相談会の実施ピアサポーターによるがん相談会の実施

　市民病院受診中の人を対象に、がんを体験した
人や家族同士が情報を共有したり、不安や疑問など
同じ目線で気軽に話し合えたりする場所です。

と　き▶毎月第 1金曜日午前 11 時～正午
ところ▶市民病院 7階がん相談支援センター

患者サロン「たんぽぽ」の実施患者サロン「たんぽぽ」の実施患者サロン「たんぽぽ」の実施

春日井市民病院が春日井市民病院が春日井市民病院が

に指定されましたに指定されましたに指定されました

　日本に多い 5大がん（肺がん・胃がん・肝がん・
大腸がん・乳がん）について、専門的な医療を行う
医師、看護師を配置し、地域の診療所などと連携し
て質の高いがん医療を提供しています。

5大がんの治療大がんの治療5大がんの治療

　主治医の診断や治療法について、患者が第三者
の医師に意見を求めることができます。

セカンドオピニオン機能セカンドオピニオン機能セカンドオピニオン機能

　がんによって体験する症状や苦痛を和らげる体
制が整っています。

緩和ケアの提供緩和ケアの提供緩和ケアの提供

　他病院や地域の診療所などとの連携や診療支援
を行っています。

地域の医療機関との連携地域の医療機関との連携地域の医療機関との連携

　がん医療に関する専門的な知識や技能を有する
職員を配置しています。

専門職員の配置専門職員の配置専門職員の配置

愛知県がん診療拠点病院

ん相談会の実施相ん相談会の実施

する専門的な知識や技能を有する

不安、
、普段
何でも

ピアサポータアサポピアサポータ

　がん医療に関す
職員を配置してい

ターによるがんターによるがターによるがん

する専門的な知
います。

がん診療拠点病院の役割がん診療拠点病院の役割がんががん

市民病院での主な取り組み市民病院での主な取り組み市民病院での主な取り組み
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事業名 助成対象 助成金額（限度額）

防災関連助成事業

①事業継続計画（BCP）に基づく非常電源や耐震・免震設
備などの防災に関連する設備を設置する場合　※設置
費用100万円以上のものに限る。建物や建物の耐震工事
などを除く。重複して設備投資助成事業や環境投資助成
事業を受けることは不可
②耐震診断を行う場合　※同一建物当たり1回に限る

対象経費の20%以内の額
（300万円/年）

商店街コミュニティ
形成促進事業

商店街振興組合などの団体が実施する夏まつりなどの地
域コミュニティの形成に資する事業に要する経費　※商
店街振興組合などの商業団体が対象

対象経費の20%以内の額
（30万円）

事業名 助成概要 拡充内容など

地盤調査等事業
工場新増設・移転事業に伴い、地耐力調査や地盤改良を
行う場合、対象経費の50%、限度額200万円（本社機能移転
を伴う場合は60%、限度額240万円）　※製造業者が対象

地盤改良を助成対象に
追加

環境投資助成事業
自然エネルギー（太陽光、風力、地熱など）を利用した出
力10kw以上の発電設備を設置する場合、対象経費の20%、
限度額1000万円/年

太陽光以外の自然エネ
ルギーを利用した発電
設備を助成対象に追加

知的財産権取得事業

日本国特許庁に提出した特許権の出願、出願審査請求
または国内実用新案権の出願を行う場合、対象経費の
50%、限度額50万円/年（1回の出願または出願審査請求
につき10万円）　※中小企業・個人事業主が対象

特許協力条約に基づく
国際出願（PCT出願）を
助成対象に追加

企業信用力向上事業
エコアクション21、プライバシーマーク、中小企業の格
付認証、UL規格認証の取得またはCEマーキングを行う
場合、対象経費の20%、限度額50万円

UL規格認証の取得と
CEマーキングを助成対
象に追加

　市では、他にも研究開発、雇用促進、金融など企業活動を支援する施策を多数用意しています。詳
しくは、市や商工会議所で配布している企業支援ガイドや市ホームページを見てください。
　また、市や商工会議所の施策紹介をはじめとする産業情報の提供サイト「かすがい産業ナビ」を開設
していますので、併せて利用してください。

企業の新たなチャレンジを支援するため、4月から創設した新規事業と拡充した既存事業を紹介します。企業の新たなチャレンジを支援するため、4月から創設した新規事業と拡充した既存事業を紹介します。

問い合わせ▶企業活動支援課（☎85－6247）、経済振興課(☎85－6246）

　 のものは、事業を行う30日前までに事業の認定手続きが必要です。ただし、今年度に限り、新規・拡充
部分を4月中に実施したものについては、4月末まで申請できます。

企業支援施策が新しくなりました企業支援施策が新しくなりました

かすがい産業ナビホームページ　http://www.kasugai-snavi.jp

前

前

前

前

企業支援施策が新しくなりました

拡充した事業拡充した事業

新規事業新規事業新規事業

拡充した事業



男女が互いの人権を尊重し、家庭や職場、地域、
政策決定の場などあらゆる分野において、その
個性と能力を最大限に発揮することができる｢男
女共同参画社会｣。その実現に向け、計画期間を
平成33年度までとした｢新かすがい男女共同参画
プラン｣を策定し、市民・事業者・地域団体など
と協働して実践的な活動を展開していきます。

　この計画は、レディヤンかすがい、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▶レディヤンかすがい内男女共同参画課（☎85－4401）

かすがい男女共同参画プランを策定を策定
しましたしましたかすがい男女共同参画プランを策定
しました

新

５つの目標と５つの目標と
主な取り組み主な取り組み
５つの目標と５つの目標と
主な取り組み主な取り組み
５つの目標と
主な取り組み

あらゆる分野へ男女が共に
参画できる基盤づくり

【課題】
○政策・方針決定過程へ
の女性の参画の推進
○就業や地域における男
女共同参画の促進
○さまざまな困難を抱える男女への支援
【主な取り組み】
審議会などへの女性委員の登用推進
女性のチャレンジ支援　など

【課

目標2

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
実現に向けた環境づくり

【課題】
○ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進

○家庭生活・地域生活に
おける男性の参画推進

○子育てや介護を支える社会環境の整備
【主な取り組み】
事業者などに対する啓発と取り組みへの支援
男性の家事・育児・介護などのスキルアップ　など

【課題

目標3

あらゆる暴力を根絶する
社会づくり

【課題】
○男女間における暴力の根絶
○ＤＶのある家庭に育つ子ど
もへの支援

【主な取り組み】
市民への広報・啓発の充実
相談体制の充実　など
※平成 21 年 3 月に策定した ｢春日井市ＤＶ対
策基本計画｣の取り組みに基づく施策の推進

【課題

目標5

男女共同参画社会に向けた
意識づくり

【課題】
○男女共同参画に関す
る意識の普及と定着

○男女平等の視点に立
った教育・学習の推進

○メディアにおける男女の人権の尊重
【主な取り組み】
男女共同参画推進のための広報・啓発活動
学校、家庭などにおける平等教育の推進　など

【課

目標1
男女の性の理解と心身の
健康のための環境づくり

【課題】
○男女が互いの性を理解
し、尊重する環境づくり
○ライフステージに応じた
健康づくりの支援

【主な取り組み】
性に関する教育の充実
心身の健康保持・増進のための環境整備　など

【課題

目標4
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第5次高齢者総合福祉計画を策定しました

第2次障がい者総合福祉計画を策定しました

問い合わせ▶障がい福祉課（☎85－6186）

この計画は、市町村障がい者計画と市町村障がい福祉計画を一体のものとし、障がい福祉サー
ビスや地域生活支援事業などにおける、今後3年間の利用見込みとその確保のための方策などを
定めています。

問い合わせ▶高齢福祉課（☎85－6184）

この計画は、要介護等認定者の増加や地域のニーズなどに適切に対応し、高齢者がいきいきと
安心して暮らせる環境を整備するとともに、介護保険事業の円滑な推進を図るため、老人福祉
計画と介護保険事業計画を一体のものとし、3年を1期として策定するものです。

　基本理念のもとに、次の8分野について基本的施策の推進に取り組みます。

　介護保険の給付費などを3年間で約500億円と予測し、65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の基
準月額を4649円と算出しました。介護保険料の詳しい内容については、6月15日号の広報春日井でお知ら
せします。
　この計画は、高齢福祉課、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。

啓発・交流
○啓発・広報活動の推進○地域福祉
活動の推進○障がい福祉教育の充実
○ボランティア活動の充実

保健・医療
○障がいの原因となる疾病などの予
防・早期発見、障がいの軽減○子ど
もの障がいの早期発見・早期療育体
制の確立○精神保健福祉施策の推進

保育・教育 ○障がい児の保育や居宅生活の支援な
どの充実○特別支援教育などの充実

生活支援 ○障がい福祉サービス、地域
生活支援事業の充実

生活環境
○福祉のまちづくりの推進
○住環境の整備○防災・防犯
対策の充実

スポーツ・文化・
レクリエーション活動

○スポーツ・レクリエーショ
ン活動、文化活動の推進

情報・
コミュニケーション

○情報・コミュニケーション
の充実

○障がい者雇用の促進○福祉的就労
の充実雇用・就労

　基本理念のもとに、次の3つの基本目標に基づく基本的施策の推進に取り組みます。

生きがいをもって生活できる
環境の整備

○社会参加活動の促進○生きがいづくりへの支援○人にやさしい
まちづくりの推進○地域福祉活動の促進

○地域における介護サービスの充実○介護者への支援○日常生活
を支援するサービスの充実○介護予防事業の充実○認知症高齢者
への支援の充実○権利擁護の推進○地域の医療との連携強化

地域で安心して生活できる
支援体制の充実　　　　　

○サービスの質の向上○情報提供の充実○介護サービスの適正な
利用の推進

サービスを利用しやすい
環境の整備　  　　　　　

　この計画は、障がい福祉課、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。

障がいのある人が安心して自立・共生できるまちづくり基本理念基本理念基本理念

基本理念基本理念基本理念 家族の和、隣人の輪、地域の環　生きがいのあるまち かすがい
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～

と　き▶4月27日(金)～6月10日(日)午前9時～午後4時
30分〈月曜日(祝休日の場合は翌日)休館〉

内　容▶歌壇や書壇に所属せず、師につかず、独自
でその芸術を磨き作り上げた會津八一。ま
さに「独往」たる八一の人生の一端を、新潟
市會津八一記念館所蔵の書作品を通して紹
介

観覧料▶一般500円、高校・大学生300円

犬の飼い主は、年1回4月1日から6月30日までに、愛犬(生後91日以上)の狂犬病予防注射接種が義務付け
られています。注射は、近くの動物病院か集合注射会場で行いますが、動物病院での接種を勧めます。
登録や注射済票交付の手続きができる動物病院は、3月15日号の広報春日井を見てください。

月日 時間 場所

5/10(木)
10:00～11:30  牛山公園(牛山町)
13:00～14:30  南部ふれあいセンター

5/11(金)
10:00～11:30  下市場公民館(下市場町)
13:00～14:30  総合体育館駐車場

5/14(月)
 9:30～11:30  神屋公園(神屋町)
13:00～14:30  東部市民センターホール専用駐車場

5/15(火)
 9:30～11:30  東部市民センターホール専用駐車場
13:00～14:30  市民球場駐車場

5/16(水)
 9:30～11:30  白山運動広場(白山町)
13:00～14:30  下市場公民館(下市場町)

5/17(木)
 9:30～11:30  総合体育館駐車場
13:00～14:30  牛山公園(牛山町)

5/18(金)
 9:30～11:30  白山運動広場(白山町)
13:00～14:30  東部市民センターホール専用駐車場

春の特別展「独往の人 會津八一」

ところ・問い合わせ▶道風記念館（☎82－6110）

費　用▶3300円(注射料2750円、注
射済票交付手数料550円)　
※新たに未登録の犬を飼
い始めた場合は、別途登
録手数料3000円が必要

狂犬病予防注射 集合注射会場の案内

集合注射会場での接種集合注射会場での接種集合注射会場での接種集合注射会場での接種集合注射会場での接種

　新潟県出身、近代を代表する芸術家。東
洋美術史を研究した学者であり、歌人であ
り、書家でもありました。
　深い知識の上に立つ力強さ、強い個性に
よる独創的な作品は、今も多くの人の心を
とらえ、その評価はますます高まっていま
す。

新潟市會津八一記念館蔵

と　き▶5月6日(日)午後1時30分～3時
講　師▶新潟市會津八一記念館館長・

神林恒道

會津八一 (1881～1956)

講演会「會津八一の美学」講演会「會津八一の美学」講演会「會津八一の美学」

○ふんの始末のできる用意をし、
犬には首輪とリードを付け、制止
できる人が連れて来てください。
○問診の結果などにより、注射で
きないこともあります。
○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。

注 意

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）
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期　間▶5月～平成25年3月(11回)
内　容▶毎回テーマを変えて学習する

※講座の内容などは各施設で
異なります

対象・定員▶60歳以上の人・各50人(抽選)　
※坂下公民館は48人

費　用▶受講料2000円
申し込み▶4月28日(土)〈必着〉までに、往

復はがきに住所、氏名、年齢、
性別、電話番号、学級名を書
いて、各施設へ

と こ ろ 学 級 名 と　き
中央公民館(☎33－1111)
〒486－0913柏原町1－97－1

和楽路
(わらじ)

第3金曜日
13 :30～15 :00

知多公民館(☎32－8988)
〒486－0947知多町4－64－1 ことぶき 第3金曜日

10 :00～11: 30
鷹来公民館(☎84－7071)
〒486－0809町屋町3610－1 えびす 第4木曜日

10 :00～11:30
坂下公民館(☎88－5555)
〒480－0305坂下町4－250－1

源敬
(げんけい)

第2金曜日
10 :00～11:30

東部市民センター(☎92－8511)
〒487－0011中央台2－2－1 はいから 第2木曜日

13 :30～15 :00

と　き▶4月29日(祝)午前10時から(雨天中止)
集　合▶グリーンピア春日井芝生広場で午前9

時から受け付け　※駐車場に限りがあ
るので、公共交通機関か乗り合わせで
来てください

コース▶築水の森・みろくの森散策路①健脚コ
ース5.6㎞②標準コース3.4㎞　※険し
い山道があるので、山歩きができる
服装・靴で参加してください

問い合わせ▶公園緑地課(☎85－6281)
※当日の開催案内は、
午前7時30分以降☎0180
－99－5111(プリペイド
式携帯電話、PHSからは
利用不可)

緑と花のフェスティバル
東部丘陵の豊かな自然の中で、市民の皆さんに自然に親しむ機会を
提供するため、「緑と花」をテーマにフェスティバルを開催します。

高齢者学級で学びませんか

第1会場…グリーンピア春日井第1会場…グリーンピア春日井（☎92-8711）（☎92-8711）第1会場…グリーンピア春日井（☎92-8711）第1会場…グリーンピア春日井（☎92-8711）第1会場…グリーンピア春日井（☎92-8711）（☎92-8711）

第2会場…少年自然の家第2会場…少年自然の家（☎92-8211）（☎92-8211）第2会場…少年自然の家（☎92-8211）第2会場…少年自然の家（☎92-8211）第2会場…少年自然の家（☎92-8211）（☎92-8211） ウオーク大会ウオーク大会ウオーク大会ウオーク大会ウオーク大会

4月29日(祝)～5月13日(日)4月29日(祝)～5月13日(日)
午前10時～午後4時午前10時～午後4時
4月29日(祝)～5月13日(日)
午前10時～午後4時

その他にもさまざまな催しを開催します
○緑と花のにぎわい市○グリーンピアコンサート
○ハンギングバスケット展○草木染体験○寄せ植
え教室○野点茶会○フードコート　など

○4月28日(土)～5月13日(日)
ミニガーデンコンテスト
市民の皆さんから募集したミニガーデンを
展示。4月29日(祝)～5月6日(日)の来園者の投
票により入賞者を決定します。

○5月3日(祝)～6日(日)
こども広場
動物ふれあいコーナー、ポ
ニーに乗ろう、バルーンア
ートなど

○5月3日(祝)～5日(祝)
モリゾー・キッコロと自然体験
・自然体験コーナー 午前10時～午後4時
・自然体験ツアー①②(30分) 1日各3回
ゴン先生のおもしろ理科教室
・低学年・高学年、午後各1回(各40人程度)
・参加費(1人)100円
ネイチャークラフト
・午前・午後、参加費(1人)100円
火おこし体験
・午前・午後

○4月29日(祝)～5月13日(日)
デジカメ五七五　その場で投稿、展示
少年自然の家開所30周年「思い出の写真展」

詳しくは市ホームページを見てください。

○5月3日(祝)○5月3日(祝)
天野麻里絵のガーデニング教室天野麻里絵のガーデニング教室
午前11時から、午後2時から午前11時から、午後2時から
道風くんの植物クイズ道風くんの植物クイズ
午後1時から午後1時から

○5月3日(祝)
天野麻里絵のガーデニング教室
午前11時から、午後2時から
道風くんの植物クイズ
午後1時から
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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。

赤十字活動資金募集に協力してください
　赤十字の活動は、皆さんから寄せられる活動資
金に支えられています。今年も5月に社員増強運
動月間を迎え、各区・町内会・自治会の役員の協
力を得て活動資金を募集します。
問い合わせ▶ 生活援護課内、日本赤十字社春日井市地

区事務局(☎85－6191)

リサイクルプラザ情報を活用してください
　エコメッセ春日井内の｢リサイクルプラザ情報
掲示板｣では、不用品の無償譲渡の情報を紹介し
ています。家庭で不用になった家具や日用品、電
気製品などを無償で提供できる人や譲り受けたい
人は連絡してください。
対 象▶ 市内在住で、不用品の提供者は品物を3

か月間保管できる人　※品物は修理の必
要のない物に限定

取り扱わない物▶ガス・石油暖房器具、布団、タ
オル類、靴、本、レコード、ＣＤ、オー
トバイ、貴金属類、動植物、不動産など

問い合わせ▶ エコメッセ春日井(☎88－8999)

子育て支援サークルの助成
　地域における子育て支援の強化を目的に、構成
員以外を対象として、親子交流の場や情報提供な
どを行う子育て支援サークルに助成をします。
助成金額▶ 1団体当たり年額10万円を限度(3回を上

限)
申し込み▶ 5月31日(木)までに、子ども政策課(☎85

－6206)へ

障がい者の居場所・交流の場づくり事業助成
　地域における障がい者の活動の場の充実を図る
ことを目的として、構成員以外を対象に、市内の
障がい者が気軽に参加できる交流の場やスポーツ
・文化・レクリエーション活動の場などを継続的
に提供する団体に対し、運営経費を助成します。
助成金額▶ 1団体当たり年額10万円を限度(3回を上

限)
申し込み▶ 6月1日(金)までに、障がい福祉課(☎85－

6186)へ

光化学スモッグに注意してください
　市では、光化学スモッグ注意報などが発令され
ると、市役所や各ふれあいセンターなどに速報板
を掲示するとともに、安全安心情報ネットワーク
でその状況を配信しています。また、県では光化
学スモッグ情報メール配信サービスで発令状況を
配信しています。
　屋外で活動する人は、光化学スモッグ情報に注
意し、被害の未然防止に努めてください。また、
目がチカチカしたり、喉に痛みを感じたりしたと
きは洗眼やうがいをし、環境保全課(☎85－6217)
か県春日井保健所(☎31－2188)へ連絡してくださ
い。詳細については市ホームページを見てくださ
い。

収蔵品展｢端午の節句｣
と き▶ 4月21日(土) ～ 5月13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▶ 昭和初期の武者人形やよろいかぶと飾り

など端午の節句に関する資料を展示
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

計量器定期検査
　量目による商品の販売などの取引・証明に使用
するはかりは、2年に1度、計量法に基づく定期検
査が義務付けられています。対象となるはかりを
所有している人は、最寄りの会場で定期検査を受
けてください。
月日 対象区域(小学校区) ところ

5/14(月) 市内全域 市計量検査所
(市役所地下2階)

5/15(火) 篠木・神領・北城・篠原・東野 ＪＡ尾張中央
関田支店

5/16(水) 坂下・西尾・神屋 坂下公民館

5/18(金)

不二・藤山台・藤山台東・西藤
山台・高森台・東高森台・岩成
台・岩成台西・中央台・石尾台
・押沢台・高座・玉川・出川

ＪＡ尾張中央
高蔵寺支店

5/21(月) 味美・白山・松山・勝川・山王 味美ふれあい
センター

5/22(火) 松原・西山・鷹来・牛山・春日井・大手 鷹来公民館

5/23(水) 小野・上条 南部ふれあい
センター

5/24(木) 鳥居松・八幡・柏原・丸田
市計量検査所

5/25(金) 各会場での未受検者

時 間▶ 午前10時～正午、午後1時～ 3時30分
対 象▶ 指示・皿手動・台手動・電気式はかり
 ※検査手数料が必要
問い合わせ▶ 市民活動推進課(☎85－6616)



広報春日井4月15日号 9

｢下原古窯跡群｣特別公開
と き▶ 4月21日(土)午前9時～正午(小雨決行)　

※職員による解説は①午前9時30分から
②午前10時30分から

ところ▶ 下原古窯跡群(東山町)　※駐車場に限り
があるため公共交通機関を利用してくだ
さい

内 容▶ 古墳時代後期(約1500年前)に須恵器や埴
輪(はにわ)を生産していた｢下原古窯跡
群｣(市指定史跡)を公開

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113、当日のみ☎080－
2600－2366)

ジョギング大会
と き▶ 4月22日(日)午前8時30分から(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)

道風の書臨書優秀作品展
と き▶ 4月24日(火) ～ 30日(休)午前9時～午後4時

30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 道風記念館で開館以来行ってきた公募展

が30回を迎えたことを記念して、歴代の
優秀作品を一堂に展示

問い合わせ▶ 道風記念館(☎82－6110)

4月～6月の読み聞かせの会
と き▶ 4月28日(土)、5月26日(土)、6月23日(土)

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)
協 力▶ 読み聞かせグループ かえるの子

ハンギングバスケット展
と き▶ 4月28日(土) ～ 5月13日(日)午前9時～午後

6時(最終日は2時まで)　
内 容▶ 応募作品をマスター部門、一般部門、キ

ッズ部門ごとに展示
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

こどもの読書週間
録音・点字図書作成、対面読書体験
と き▶ 4月28日(土)午前11時～午後3時
腹話術と楽しい手品
と き▶ 4月30日(休)午後2時～ 2時30分
図書館探検
と き▶ 5月3日(祝)午前11時～ 11時30分、午後2

時～ 2時30分
定 員▶ 各10人(先着順、親子での参加も可)　※3

階お話の部屋の前に集合
折り紙教室
と き▶ 5月4日(祝)午後2時～ 3時
定 員▶ 15組(先着順)　※整理券は当日午後1時

30分から、3階お話の部屋で配布
図書館クイズ
と き▶ 5月5日(祝)午後2時～ 3時
定 員▶ 30人(先着順)
小学生のためのブックトーク
と き▶ 5月6日(日)午後2時～ 2時30分
ブラックパネルシアター
と き▶ 5月12日(土)午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 4月29日(祝)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)

温水プール無料開放
　勤労者とその家族をはじめ市民の皆さんの健康
推進を図り、勤労意欲を促進するため、温水プー
ルを1日無料開放します。　※当日は入場制限を
する場合あり
と き▶ 5月2日(水)午後1時～ 8時30分
ところ▶ サンフロッグ春日井
持ち物▶ 水泳帽、100円硬貨(ロッカー代、使用後

に返却)
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6246)

おいでよ交通児童遊園
と き▶ 5月5日(祝)午前10時～午後3時
内 容▶ マジックショー、手作り鉄道模型館(模

型電車の展示・運行)など
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)
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再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 5月6日(日)午後1時30分までに申し込み、

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)

5月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①8日(火)②22日(火)・南部ふれあ

いセンター、③7日(月)・グリーンパレス
春日井、③10日(木)・関田公民館(貴船町)、
③14日(月)・鷹来子どもの家、③17日(木)
・坂下公民館、③18日(金)・上条区集会
所(上条町8)、③24日(木)・味美ふれあい
センター、午前10時～ 11時30分

内 容▶ 保育士などが子育て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)

あそびむしくらぶ｢さつき｣
｢新緑の森の中へいこう｣～新緑の中で、自然の
面白さや不思議さを発見する
と き▶ 5月11日(金)午前10時～ 11時30分
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)200円
ところ・申し込み▶4月30日(休)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、住所、参加者全員
の氏名(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▶ 子育て支援サークル はじめの一歩

市民体操大会
と き▶ 5月12日(土)午前10時～午後3時30分
器械体操種目▶○小学生男女…連盟作成の規定演

技○中学生男女…自由演技
新体操女子種目▶○小学生発表会○小学4年生以

上競技会…リボン○中学生個人…リボン
・クラブ○中学生団体…ロープ5　※演
技申告書を6部当日提出

対 象▶ 市内在住か在学の小中学生
費 用▶ 参加料(1人)200円
ところ・申し込み▶4月24日(火)〈必着〉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

問い合わせ▶ 市体操連盟・伊藤(☎91－3192)

福祉の里｢グラウンドゴルフ大会｣
と き▶ 6月9日(土)午後2時～ 4時30分(雨天中止)
対象・定員▶ 市内在住の人(3人1組)・16組(抽選)
ところ・申し込み▶4月25日(水)〈必着〉までに、

往復はがきに大会名、3人の氏名(ふり
がな)、代表者の
住所・電話番号
を書いて、〒480
－0304神屋町字
引沢57－1、 福
祉の里レインボ
ープラザ(☎88－
7007)へ

紙芝居とお話を聞く会5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) 11(金)・25(金)10：30～

図書館
2(水)11：00～、12(土)・19(土)
・26(土)15：00～、9(水)・16(水)
・23(水)15：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 4(祝)10：30～

東部市民センター 4(祝)・11(金)・18(金)・
25(金)15：30～

味美ふれあいセンター 12(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 12(土)14：00～
南部ふれあいセンター 16(水)16：15～
西部ふれあいセンター 12(土)11：00～
知多公民館 2(水)15：30～
鷹来公民館 12(土)13：30～
中央公民館 12(土)11：00～
グリーンパレス春日井 19(土)14：00～

※坂下公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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男女共同参画審議会の公募委員
内 容▶ 男女共同参画の推進に関する施策の実施

状況や、市が実施する施策に対する市民
からの申し出に対して調査審議したり、
意見を述べたりする

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
・2人

任 期▶ 委嘱した日から2年
申し込み▶ 5月2日(水)〈必着〉までに、直接か郵送で、

所定の用紙(男女共同参画課、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、〒486
－0844鳥居松町2－247、レディヤンかす
がい内男女共同参画課(☎85－4401)へ　
※選考結果は文書で通知

協働イベントの企画・運営ボランティア
　地域の皆さんの｢きずな｣づくりを目的として、
イベントの企画・運営に参画できるボランティア
を募集します。
活動内容▶ イベントの企画、連絡調整、開催準備、

当日の運営など　※月1回程度の会議を
行い、作業を進めます

対象・人員▶ 市内在住か在勤、在学で20歳以上の人・
7人程度

活動期間▶ 5月～平成25年3月
ところ・申し込み▶5月7日(月)〈必着〉までに、直

接か郵送、ファクスで、所定の用紙(東
部市民センター、市役所情報コーナー、
ささえ愛センター、文化フォーラム春日
井・文化情報プラザなどに用意)に記入
して、〒487－0011中央台2－2－1、東部
市民センター (☎92－8511、ＦＡＸ91－
1994)へ

市民納涼まつり協賛
　7月21日(土)〈小雨決行、荒天中止時は翌22日(日)
に順延〉に落合公園で行われる夏の風物詩、市民
納涼まつりを盛り上げるため、皆さんの協賛をお
願いします。
企業
対 象▶ 企業・団体　※当日の観覧席招待券を進

呈。パンフレットと市ホームページに協
賛者名を掲載。「おもちゃ氷」は、ブース
に協賛者名入りの看板も設置

協賛名 内容 金額(1口)
　  花 火 ( Ｓ ) スターマイン大 50万円　
　  花 火 ( 特 Ａ ) スターマイン中 30万円　
　  花 火 ( 特 Ｂ ) スターマイン小 20万円　
　  花 火 ( 特 Ｃ ) 打上玉20発程度 10万円　
　  花 火 ( Ａ ) 打上玉10発程度 5万円　
　  花 火 ( Ｂ ) 打上玉6発程度 3万円　
　  花 火 ( Ｃ ) 打上玉2発程度 1万円　

　  お も ち ゃ 氷 氷の中に閉じ込められた
おもちゃを取り出すゲーム 3万円　

個人

申し込み▶ 5月31日(木)までに、所定の用紙(市民活
動推進課、市ホームページに用意)に記
入して、市民活動推進課内、納涼まつり
実行委員会事務局(☎85－6622)へ　

協賛名 内容 金額(1口)

花火玉願い事
メ ッ セ ー ジ

花火玉にあなたのメッセージ
を貼り付け、打ち上げます。ま
た、先着30人に、後日、メッ
セージを貼り付けた花火玉の
レプリカを渡します。

1万円

一言メッセージ

｢パンフレット｣と｢市ホーム
ページ｣に名前と一言メッセ
ージを掲載します。(名前・メ
ッセージともに20文字以内)

1万円

ま つ り 協 賛
花火を間近で観覧できる｢ま
つり協賛席｣の入場券 (定員
1000人)を1枚提供します。

2000円  

市民納涼まつり納涼夜店
と き▶ 7月21日(土)午後6時～ 8時30分
ところ▶ 落合公園
対 象▶ 市内に店舗があり、出店責任者が5月下

旬開催の説明会および当日に参加できる
店

販売品目▶ 飲食物、おもちゃなど出店者が通常自店
で扱っているもの

出店料▶ 1小間(間口3.6ｍ×奥行き2.7ｍ)3万円　 
※コンセント1つにつき別途2000円

募集小間数▶ 36小間(抽選)
申し込み▶ 5月11日(金)までに、申込用紙(市民活動

推進課、市ホームページに用意)に記入
して、市民活動推進課内、納涼まつり実
行委員会事務局(☎85－6622)へ
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市民第九演奏会の出演者
　11月4日(日)に市民会館で開催する市民第九演
奏会の出演者を募集します。
合唱
練 習▶ 6月2日(土)から、毎週土曜日午後6時30分

～ 8時30分に文化フォーラム春日井・視
聴覚ホールなどで

合唱指導▶ 松下伸也
人 員▶ ○ソプラノ・アルト…各70人○テノール

・バス…各30人
費 用▶ 参加費3000円(楽譜代は実費)
申し込み▶ 4月27日(金)〈消印有効〉までに、往復は

がきに｢市民第九演奏会出演希望｣、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、性別、身長、電
話番号、希望のパート、第九経験の有無
と回数を書いて、〒486－8686春日井市
役所文化課(☎85－6079)へ

オーケストラ
練 習▶ 8月から、日曜日午後1時～ 5時にハーモ

ニー春日井で
人 員▶ 弦楽器全パート、管・打楽器若干名　　

※いずれも経験者。詳しくは問い合わせ
てください

申し込み▶ 6月29日(金)までに、中部大学内、市交響
楽団事務局(☎51－5250)へ

西部ふれあいセンター  ☎33－0808
つくってみよう！緑のカーテン～ゴーヤを使い屋
外実習を交えて、ネット張りや苗植、追肥の方法
などを学ぶ
と き▶ 5月15日(火)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 緑の相談員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(先着順)
持ち物▶ 軍手、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 4月18日(水)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
親子パン作り教室～コアラ、クマ、ウサギなどの
動物パンを作る
と き▶ 5月6日(日)午前10時～正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・10組(先

着順)

坂下公民館　☎88－5555
緑のカーテン講座～設置から育成方法まで
と き▶ 5月9日(水)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 緑の相談員
対象・定員▶ 市内在住の人・48人(抽選)
持ち物▶ 軍手、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 4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)、
年齢、電話番号を書いて、〒480－0305
坂下町4－250－1へ

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
緑のカーテン講座～設置から育成方法まで
と き▶ 5月17日(木)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 緑の相談員
対象・定員▶ 市内在住の人・15人(抽選)
持ち物▶ 軍手、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 4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)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

成人式実行委員
内 容▶ 成人式の企画立案・運営
対象・定員▶ 平成4年4月2日～ 5年4月1日生まれの市

内在住で、水曜日の午後7時～ 9時(月1
～ 2回程度)に開催する会議に継続して参
加できる人・5人程度

申し込み▶ 5月11日(金)〈必着〉までに、はがきかＥ
メールに住所、氏名(ふりがな)、性別、
生年月日、電話番号、出身中学校、応
募理由を書いて、〒486－8686春日井市
役所生涯学習課(☎85－6447、Ｅメール
syogaigk@city.kasugai.lg.jp)へ

費 用▶ 材料費(1人)500円
持ち物▶ エプロン、三角巾、布巾2枚、持ち帰り

用の容器(20㎝角の箱)
漢字の正しい表記～文章を書くときの用字・用語
を学ぶ
と き▶ 5月24日、6月14日・28日、7月12日の木

曜日(4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 岩田鎭人
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ ｢親子パン作り教室｣は4月18日(水)から

電話で、｢漢字の正しい表記｣は5月10日
(木)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)
に講座名、住所、氏名、年齢、電話番号
を書いて、〒486－0947知多町4－64－1
へ
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東部市民センター　☎92－8511
外国人のための日本語講座①入門クラス②初級ク
ラス
と き▶ 5月6日～平成25年3月17日の日曜日(月2

回、22回)午前10時～正午
講 師▶ ①野々山美津子②上島昌代
対象・定員▶ 日本語を話せない外国人・各20人(先着

順)
費 用▶ 教材費(テキストを購入する人のみ)①

4210円②4281円
申し込み▶ 5月6日(日)午前10時に直接、会場へ(以後

随時受け付け)

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会｢松の管理｣～マツのみどり摘みの仕
方、剪定(せんてい)方法を学ぶ
と き▶ 5月12日(土)、10月13日(土)〈2回〉午前9時

30分～ 11時30分
講 師▶ 加藤繁明
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料700円
持ち物▶ 植木ばさみ(先の細いもの)
申し込み▶ 4月30日(休)〈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

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～ ｢ろうや柿｣の育て方
と き▶ 5月13日(日)午前9時30分～正午
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
みろくの森自然観察会～大谷、みろく、岩ヶ根、
みろく山西山麓を歩く
と き▶ 5月13日(日)午前9時30分～午後4時(雨天

中止)
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
子ども花育教室～母の日に贈る花のプレゼント作
り
と き▶ 5月13日(日)午後1時30分～ 3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▶ 園芸用はさみ、軍手、エプロン、持ち帰

り用の袋
 
申し込み▶ いずれも4月19日(木)から、電話で

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
家族と楽しくふれあい遊び｢親子ふれあい広場｣
～リズム遊び、手遊びなど
と き▶ 6月の毎週水曜日(4回)午前10時～ 11時15

分
講 師▶ チルドレン
対象・定員▶ 市内在住の平成22年6月以前生まれの未

就園児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 教材費300円
申し込み▶ 5月2日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に講座名、住所、参加者全員の氏
名(ふりがな)、子どもの生年月日・性別、
電話番号を書いて、〒480－0304神屋町
字引沢57－1へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
エッセイ講座～シナリオライターとして活躍する
講師が文章表現のポイントを分かりやすく解説
と き▶ 6月7日～ 8月9日の毎週木曜日(10回)午後

7時～ 9時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 芳賀倫子
定 員▶ 20人(抽選)　※応募者が少ない場合は中

止
費 用▶ 受講料5000円
申し込み▶ 5月18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、電話番号を書いて、〒486
－0844鳥居松町5－44、ＦＡＸ82－0213、
Ｅメールbungei@lib.city.kasugai.aichi.jp
へ

文化財課　☎33－1113
春日井古代史講座｢春日井の前期古墳Ⅱ｣～埋葬
施設と壺形埴輪(つぼがたはにわ)を中心に
と き▶ 5月26日(土)、6月9日(土)・30日(土)〈3回〉

午後1時30分～ 3時
ところ▶ 中央公民館
講 演▶ ｢高御堂古墳・天王山古墳の埋葬施設｣市

文化財課職員、｢可児地域の前期古墳に
ついて｣可児市教育委員会・長江真和、｢東
之宮古墳の発掘調査成果について｣県埋
蔵文化財センター・赤塚次郎

定 員▶ 100人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円(資料代含む)
申し込み▶ 5月1日(火)〈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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グリーンパレス春日井　☎84－0381
はじめて学ぶ韓国語教室
と き▶ 5月15日～ 7月3日の毎週火曜日(8回)午前

10時30分～正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
旅先ふれあい英会話教室(初級編)
と き▶ 5月19日～ 6月23日の毎週土曜日(6回)午

後1時30分～ 3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2000円
 
申し込み▶ いずれも4月26日(木)〈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
育児講座～お父さんと遊ぼう(自由参加)
と き▶ 5月6日(日)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住の0歳児とその父親
おいしいクッキング～野菜のチーズオムレツを作
ろう
と き▶ 5月27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
子育て支援ボランティア養成講座～乳幼児期の特
徴や絵本の選び方・読み方、応急手当てなどを学
ぶ
と き▶ 6月7日～ 7月5日の毎週木曜日、7月11日

(水)〈6回〉午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
 
申し込み▶ いずれも4月28日(土)〈消印有効〉までに、

｢おいしいクッキング｣は往復はがき(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、保護者名、電話番号を書いて、｢子
育て支援ボランティア養成講座｣は往復
はがきに講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒486－0945勝川町8
－2858－1、☎35－3501へ

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▶ 5月22日(火)午前9時～午後5時
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
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18日(水)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
子どものほめ方、叱り方のコツ｢関係づくりから
考える。『行動』に着目して、子育ての悩みをラク
に！ ｣(託児付き)
と き▶ 5月10日(木)・17日(木)・24日(木)〈3回〉午

前10時～ 11時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人あっとわん
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料750円
申し込み▶ 4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)、年齢、電話番号、託児(おおむね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

中央公民館　☎33－1111
いやしの楽しいハワイアン フラ初級(託児付き)
～心地良いハワイアンソングに合わせて、フラの
基本を丁寧に学ぶ
と き▶ 5月11日～ 6月1日の毎週金曜日(4回)午前

10時30分～正午
講 師▶ 近藤ケハウラニ信子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ スカート(ジャージでも可)
スマイル＆美ボディレッスン～美しい姿勢・歩き
方や、ツボ押し、ストレッチ、リンパマッサージ
で、｢顔・体・心｣を磨く美容法を学ぶ
と き▶ 5月23日(水)・30日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 伊藤朱見

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
持ち物▶ ヨガマットかバスタオル、大きめの手鏡
 
申し込み▶ いずれも4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、｢いやしの楽しいハ
ワイアン フラ初級｣で託児(2歳以上の未
就園児)を希望する人は子どもの名前(ふ
りがな)・年齢も書いて、〒486－0913柏
原町1－97－1へ
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サン・アビリティーズ春日井
ボッチャ講座
と き▶ 5月～ 6月の第2・4水曜日(4回)午後7時～

9時
講 師▶ 上級障がい者スポーツ指導員
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
ソフトバレーボール講座
と き▶ 5月17日・31日、6月7日・21日、7月5日

の木曜日(5回)午後7時～ 9時
講 師▶ 市バレーボール連盟
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ ｢ボッチャ講座｣は5月6日(日)までに、｢ソ

フトバレーボール講座｣は5月13日(日)ま
でに、直接か電話、ファクスで、☎84－
2611、ＦＡＸ84－3005へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
フラダンス教室
と き▶ 5月10日～ 6月14日の毎週木曜日(6回)午

前10時30分～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1800円
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 5月18日～ 7月6日の毎週金曜日(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4月26日(木)〈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

総合福祉センター　☎84－3611
使って覚える実践パソコン教室(高齢者編) ～好
きな画像でオリジナルＴシャツを作る
と き▶ 5月10日～ 31日の毎週木曜日(4回)午後2

時～ 3時30分
講 師▶ パソコンクラブＫＴＳ
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上で、パソコンを使っ

たことのある人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料

費300円
持ち物▶ ウインドウズ7かビス

タ対応のパソコン、
無地のＴシャツ

手とり足とりパソコン講座(障がい者編)
と き▶ 5月11日～ 6月8日の金曜日(5月18日を除

く4回)午後2時～ 3時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の障がい者とその保護者・18人

(抽選)
 
申し込み▶ いずれも5月1日(火)〈必着〉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、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
回受付時に障がい者手帳の提示が必要

図書館　☎85－6800
音訳技術講習会(初級編) ～視覚障がい者が利用
する録音図書の製作に必要な基礎知識と技術の習
得
と き▶ 5月17日～ 9月27日の木曜日(5月31日、7

月19日・26日と8月を除く12回)午前10時
～正午

ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 坂森順
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で全日程参加でき

る人・25人(先着順)
申し込み▶ 4月20日(金)午前9時から、直接か電話で

健康増進課　☎85－6166
健康体操教室～リズムに合わせた体操や家庭でで
きる簡単な体操
と き▶ 5月22日～ 6月26日の毎週火曜日(6回)午

後1時30分～ 3時
ところ▶ 南部ふれあいセンター
講 師▶ 健康体操連盟指導員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
持ち物▶ 上靴(ひもつき)、バスタオル
申し込み▶ 4月18日(水)から、電話で

介護保険課　☎85－6187
認知症介護家族支援教室～認知症に関する講義と
家族交流会
と き▶ 6月12日、7月10日、8月7日、9月11日、

10月9日、11月13日の火曜日(6回)午後1
時～ 4時(6月12日のみ午前10時～午後2
時)

ところ▶ 総合福祉センター
対象・定員▶ 初期から中期の認知症の家族を主に介護

している市内在住の人・20人(先着順)
費 用▶ 昼食代1000円(初回のみ)
申し込み▶ 4月18日(水)から、直接か電話で
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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。

市体育協会加盟団体の講座
太極拳入門～初心者向け基本の8動作を学ぶ
と き▶ 5月の毎週月曜日(4回)午後7時～ 8時
ところ▶ 勝川小学校
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▶ 上靴
問い合わせ▶ 市武術太極拳協会・浅見(☎090－1788－

6600)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 5月12日(土)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、在学で小学4年生以上

の人
費 用▶ 受講料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)
市民弓道教室
と き▶ 5月12日～ 7月14日の毎週土曜日(10回)午

後6時30分～ 8時30分
ところ▶ 総合体育館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上の人

・15人(抽選)
費 用▶ 受講料6000円
持ち物▶ 弓具(貸し出し可)
問い合わせ▶ 市弓道協会・影山(☎31－5748)
 
申し込み▶ ｢太極拳入門｣は5月1日(火)〈必着〉までに

はがきに、｢硬式テニス初心者教室｣は5
月5日(祝)〈必着〉までに、｢市民弓道教室｣
は4月26日(木)〈必着〉までに往復はがき
に、教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、
｢硬式テニス初心者教室｣｢市民弓道教室｣
は経験年数(弓道は段位か級位も)を書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体
育館へ

児童センター　☎87－6866
子ども空手教室
と き▶ 5月19日(土)・27日(日)、6月3日(日)・9日(土)

・16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▶ 岡本康
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・50人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 5月2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)、
学校名、学年、保護者名、電話番号を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

勝川駅南口周辺土地区画整理事業計画の変更
と き▶ 月～金曜日(祝休日、年末年始を除く)午

前8時30分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6306)

3月21日に春日井交番が移転しました
ところ▶ 西部ふれあいセンター敷地内
受け持ち区域▶稲口町、如意申町、春日井上ノ町、

春日井町、黒鉾町、下屋敷町、新開町、
宗法町、高山町、西高山町、西屋町、前
並町、宮町、四ツ家町、中町

問い合わせ▶ 春日井警察署(☎56－0110)

総合華展
と き▶ 5月3日(祝) ～ 4日(祝)午前10時～午後4時

(呈茶席、琴席は3時まで)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホールな

ど
内 容▶ 華道連盟協会員とその生徒による生け花

展　※呈茶、琴の演奏もあり
問い合わせ▶ 華道連盟協会・松久(☎31－1895)

春の芸能祭
と き▶ 5月6日(日)午前10時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 民謡、琴、舞踊、歌謡、大正琴、詩吟、

長唄、和太鼓、ギター、篠笛など芸能団
体による芸能発表会

問い合わせ▶ 市文化協会・藤間(☎31－2546)

日商簿記検定
月 日▶ 6月10日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井(予定)
受験料▶ 1級7500円、2級4500円、3級2500円、4級

1600円
申し込み▶ 4月18日(水) ～ 5月9日(水)に、春日井商工

会議所(☎81－4141)へ　※1級のみ顔写
真(縦4.5㎝×横3.5㎝)が必要
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消防設備点検資格者講習
月 日▶ ①6月5日(火) ～ 7日(木)②6月12日(火) ～

14日(木)
ところ▶ ウインクあいち(名古屋市中村区)
内 容▶ ①第1種②第2種
定 員▶ 各100人
受講料▶ 3万1000円(合否判定結果通知郵便送料別

途80円必要)
申し込み▶ 4月20日(金) ～ 27日(金)に、直接か郵送で、

受講申請書(予防課、消防署、各出張所
に用意)に記入して、〒461－0011名古屋
市東区白壁1－50、愛知県白壁庁舎内、
愛知県消防設備安全協会へ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)

日商珠算能力・段位認定検定
月 日▶ 6月24日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 1級2040円、2級1530円、3級1330円、段位(珠

算・暗算)2550円、(珠算のみ)2200円、(暗
算のみ)1100円

申し込み▶ 4月18日(水) ～ 5月9日(水)に、春日井商工
会議所(☎81－4141)へ　※1～ 3級のみ顔
写真(縦4.5㎝×横3.5㎝)が必要

2・3級福祉住環境コーディネーター検定
月 日▶ 7月8日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井(予定)
受験料▶ 2級6300円、3級4200円
申し込み▶ 4月24日(火) ～ 5月25日(金)〈土・日曜日、

祝休日を除く〉午前10時～午後6時に、検
定センター (☎03－3989－0777)へ　※ホ
ームページからも申し込み可

 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

早期教育相談
と き▶ 7月31日(火) ～ 8月1日(水)午前10時～午後

3時
ところ▶ ささえ愛センター
内 容▶ 障がいがあると思われる子どもの就学相

談(要予約)
対 象▶ 幼児(3歳以上) ～平成25年度に小学校に

入学する子どもとその保護者
申し込み▶ 6月22日(金)までに、所定の申込用紙(学

校教育課に用意)に記入して、学校教育
課(☎85－6444)へ

主 催▶ 県教育委員会

ＪＩＣＡボランティアの募集
　国際協力機構(ＪＩＣＡ)は、開発途上国で現地
の人々と同じ生活をしながら、共に働き、国づく
りに貢献するボランティアを募集します。なお、
｢体験談＆説明会｣(自由参加)を4月30日(休)まで開
催しています。　※詳細はホームページで確認し
てください
申し込み▶ 5月14日(月)〈消印有効〉までに、公益社

団法人青年海外協力協会中部支部(☎052
－459－7229、Ｅメールchubu－bosetu@
joca.or.jp)へ

 ホームページ　http://www.jica.go.jp/
volunteer/index.html

後期高齢者医療 協定保養所利用助成事業
　健康の保持・増進を図るため、県後期高齢者医
療制度加入者を対象に、協定保養所利用料金が補
助されます。
対 象▶ 県後期高齢者医療制度加入者
期 間▶ 平成25年3月31日(日)まで
内 容▶ 1人1泊につき1000円を補助(年間4泊まで)
利用可能施設

施設名(所在地) 電話番号
レイクサイド入鹿(犬山市) ☎67－3811
名古屋市休養温泉ホーム松ケ
島(桑名市) ☎0594－42－3330

あいち健康プラザ(東浦町) ☎0562－82－0235
シーサイド伊良湖(田原市) ☎0531－35－1151
サンヒルズ三河湾(蒲郡市) ☎0533－68－4696
豊田市百年草(豊田市) ☎0565－62－0100

利用方法▶ 直接、希望する施設に申し込んでくださ
い。その際、｢愛知県後期高齢者医療の
資格があります｣と伝えてください。宿
泊当日、利用する施設の窓口で健康保険
証を提示して、利用カードの交付(押印)
を受けてください。宿泊料金清算のとき
に、1000円を補助します

問い合わせ▶ 県後期高齢者医療広域連合給付課(☎052
－955－1205)

県立名古屋盲学校 教育相談
と き▶ ○乳幼児…毎週月曜日午前10時から、毎

週水曜日午後1時30分から○小学生…隔
週火・水曜日午後3時50分から○中高生
…毎週水曜日午後1時30分から

内 容▶ 見えにくい、見えないことで困っている
子どもの生活や学習についての相談

ところ・申し込み▶電話で、県立名古屋盲学校・
奥村、飯田(☎052－711－0009)へ



展   示

　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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ところ と　き 展示名 出品者
味美ふれあいセンター（☎31－3522）4/17（火）～28（土） 味美墨絵同好会作品展 味美墨絵同好会
坂下公民館 （☎88－5555）4/18（水）～28（土） 水彩画の展示 坂下水彩ハーモニー

市役所市民サロン （☎85－6073）
4/19（木）～24（火） 水彩画作品展 西水会
4/25（水）～30（休） 水墨画作品の展示 水墨画クラブ五月会

落合公園管理棟 （☎56－0414）
4/20（金）～22（日） 春の山野草展 春日井山草会
4/27（金）～29（祝） セッコク展 春日井セッコク同好会

レディヤンかすがい（☎85－4188）4/20（金）～5/4（祝） トールペイント展 トールペイントT-CLUB
東部市民センター （☎92－8511）4/26（木）～30（休） 写経展 楽只会(らくしかい)
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）4/26（木）～5/8（火） 中部秀彩展 秀彩会
グリーンピア春日井（☎92－8711）4/27（金）～30（休） えびね展 東海えびね会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

自然農法セミナー「夏野菜の栽培管理ポイント」
とき▶4月29日(祝)午前10時～正午　ところ▶
ささえ愛センター　内容▶夏野菜の栽培・管
理ポイント、安全安心の野菜づくり　定員▶
30人(先着順)　費用▶資料代200円　申し込み
▶4月28日(土)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、早矢仕(☎・
FAX32－3868､Eメールvoodoochile-67@snow.
ocn.ne.jp)へ

東日本大震災支援事業 転輪太鼓和太鼓コン
サート「桜梅桃李」
とき▶4月30日(休)午後3時～5時30分(2時開場)
ところ▶市民会館　定員▶1140人(先着順)　入
場料▶2000円(当日2500円、小学生は当日1000
円払い戻し)　入場券▶文化フォーラム春日
井・文化情報プラザ、転輪太鼓事務局で販売
中　問い合わせ▶國分(☎70－3511)

みのり会発表会
とき▶5月5日(祝)午前10時～午後5時(9時30分
開場)　ところ▶市民会館　内容▶大正琴、三
味線の演奏など　定員▶700人(先着順)　問い
合わせ▶前田(☎92－5454)

お米づくり体験
月日▶5月19日(土)～11月10日(土)　ところ▶
市内の水田(明知町)　内容▶米づくりを通じて
感謝の心を育む　対象・定員▶市内在住の小
学生とその家族・20組40人(先着順)　申し込
み▶5月18日(金)までに、(社)春日井青年会議所
ホームページ(http://2012.kasugai-jc.com)で　
問い合わせ▶☎81－8480

家庭介護サポーター 養成講座
とき▶5月26日(土)、6月8日(金)・22日(金)、7月13
日(金)・27日(金)〈6回、最終日は未定〉午後1時
～3時30分(5月26日は午前10時～午後3時)　と
ころ▶総合福祉センターなど　内容▶認知症
とその家族を理解し、サポーターとして家族
介護者会のコーディネートや傾聴者などとし
て活躍していくための講座　定員▶30人(先着
順)　申し込み▶4月18日(水)から、NPO法人て
とりん・井筒(☎090－7867－2408)へ
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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17日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①2日(水)②9日(水)③16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
          
4/18(水)から、電話で

13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7～8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

11日(金)、25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)

18日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
4/23(月)から、電話で

①10日(木)②15日(火)10：00～11：30
①レディヤンかすがい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12月～24年1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
          
4/25(水)から、電話で

21日(月)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7月～8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(水)②16日(水)③23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 ①10日(木)②17日(木)10：00～11：00
③24日(木)10：00～11：30
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( )5月

NO.59
　

“売りたい”“買いたい”はもちろん、共同開発、
販売サポート、アウトソーシング、情報収集
まで、ビジネスに関わることは全てＯＫ！
良い出会いにつながったり、販売先を紹介して
もらったり･･･。思わぬ出会いが、思わぬ可能
性を生み出します！

「アライアンス・パートナー発掘市」は、商工会議所の会員
同士で行う、事前予約型の商談会です。業種・業態・規模
に関わらず、会員であればどなたでも参加可能です。

アライアンス・パートナー発掘市
エントリー企業募集！！

申し込み▶5月31日(木)までに、専用ホームページ
　　　  (http://www.aichi-partner.jp)から

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）
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