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児童手当などの手続きを忘れずに
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春日井市制70周年記念事業ロゴマークを募集
心肺蘇生法ガイドラインが変わりました
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手当名 支給対象 手当の月額 備考

15歳到達後最初の3月31日まで
の児童（中学校修了前の児童）
を養育している人

児童1人につき
○3歳未満………1万5000円
○3歳以上小学校修了前
　（第1子・第2子）…1万円
　（第3子以降） …1万5000円
○中学生……………1万円

○手続きをした翌月分から支給
○支給対象の児童が増減したとき、
他の市町村へ転出するときなども手
続きが必要
※6月分から所得制限が適用されます
所得制限以上の場合は、児童1人につ
き手当の月額は5000円になります

父母の離婚などで父か母がい
ない18歳以下（一定の障がいが
ある場合は20歳未満）の児童を
監護している母か、監護しか
つ生計を同じくする父または
父母のいない児童を養育して
いる人

○児童1人の場合
　…4万1430円～9780円
○2人目
　…5000円加算
○3人目以降1人につき
　…3000円加算
児童1人の場合の金額が4
月分から改定されました

○手続きをした翌月分から支給
○手当を受給してから5年または離婚
など支給要件に該当した月から7年経
過した場合で、必要な届け出がない
場合は手当額の2分の1が支給停止と
なります
※所得制限などがあります

市内に住所があり、父母の離
婚などで父か母がいない18歳
以下（一定の障がいがある場合
は20歳未満）の児童を監護して
いる父か母、または父母のい
ない児童を養育している人

児童1人につき
○小学生以下……2000円
○中学生…………3000円
○高校生など……4000円

○手続きをした翌月分から支給
※所得制限などがあります

県内に住所があり、父母の離
婚などで父か母がいない18歳
以下の児童を監護している父
か母、または父母のいない児
童を養育している人

児童1人につき
○1～3年目………4500円
○4・5年目………2250円
※6年目以降手当支給はあ
りません

○手続きをした当月分から支給
※所得制限などがあります

児童手当などの児童手当などの
手続きを忘れずに手続きを忘れずに

　これまで子ども手当を受給していた人は、引き続き児童手当の受給者とな
ります。切り替えの手続きは必要ありませんが、5月下旬に郵送する現況届を
6月中に提出してください。
　6月分から所得制限が導入されるため、平成24年1月1日に春日井市に住民
票がなかった人は、現況届と一緒に平成24年度の課税証明書（所得、扶養人
数が記載された市区町村発行の証明書）を提出してください。

子どもを養育している人には、各種手当があります。内容をよく確認して手続きをしてください。なお、子子どもを養育している人には、各種手当があります。内容をよく確認して手続きをしてください。なお、子
ども手当にかわり、平成24年度から児童手当の支給になりました。ども手当にかわり、平成24年度から児童手当の支給になりました。

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6201）

児童手当の受給には現況届の提出が必要です児童手当の受給には現況届の提出が必要です児童手当の受給には現況届の提出が必要です児童手当の受給には現況届の提出が必要です児童手当の受給には現況届の提出が必要です

児童手当などの児童手当などの
手続きを忘れずに手続きを忘れずに
児童手当などの
手続きを忘れずに

児

童

手

当

子
ど
も
福
祉
手
当

児
童
扶
養
手
当

県
遺
児
手
当

（注）18歳以下の児童とは、18歳に達した月の属する年度末までの人です。また、児童扶養手当、子ども福祉
手当、県遺児手当は、父または母に重度の障がいがあり、18歳以下の児童を監護などしている人も支給対象
となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。



平成24年度市民税・県民税税額決定納税通知書を6月1日（金）付けで郵送します。
通知書には納付方法ごとの税額や年税額（総額）が記載されていますので、確認してください。

○平成24年度の市民税・県民税は、平成23年1月1日から12月31日までの所得を基に計算し、
　平成24年1月1日現在の住所地で課税されます。
○普通徴収（個人納付）分と公的年金等からの特別徴収（年金引き落とし）分の税額決定納税通知書です。
　※給与からの特別徴収（給与引き落とし）分は、事業所へ送付しましたので、「特別徴収税額の決定通知書」
を勤務先から受け取ってください

問い合わせ▶市民税課（☎85－6093）

市民税・県民税の
納税通知書を郵送します

○所得税における年金所得者に係る確定申告不要制度（公的年金等の収入金額が400万円以下な
ど）の創設に伴い、確定申告書の提出がない場合は、公的年金等の源泉徴収票の記載内容を基
に計算されます。　 ※生命保険料控除や地震保険料控除などの適用を受ける場合は、市民税・
県民税の申告が必要です

○児童手当の支給などに伴い、16歳未満（平成8年1月2日以後生まれ）の扶養親族に係る扶養控除
（33万円）が廃止されました。　※所得税については平成23年分から廃止されています
○16歳以上19歳未満（平成5年1月2日～ 8年1月1日生まれ）の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗
せ部分（12万円）が廃止され、扶養控除の金額が33万円となりました。

変更前

変更後

年齢 ～15歳 16～18歳 19～22歳 23～69歳 70歳～

年少扶養控除 特定扶養控除
（一般）扶養控除 老人扶養控除

（一般）扶養控除 特定扶養控除廃止

所
得
控
除
額

控除対象扶養親族

扶養親族

上乗せ分12万円
廃止

33万円
廃止 33万円 33万円

38万円
45万円

平成24年度課税分の変更内容など

広報春日井5月15日号 3
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4/13
㊎

4/12
㊍

4/12
㊍

交通ルールを守ってね
新入生の登下校
（山王小学校）
　小学校に入学したばかりの1年生を対象に、
市交通安全推進協議会による下校時の交通安
全指導が行われました。
　ピカピカの大きなランドセルを背負った子
どもたちは、交通安全指導員に横断歩道の渡
り方などの交通ルールを教わりながら、元気
いっぱいに通学路を歩きました。

　手軽な運動で健康づくりをする「健康どアッ
プ教室」が行われました。音楽に合わせてストレ
ッチやウオーキング、筋力トレーニングなどを
行い、参加した皆さんは楽しみながら汗を流し
ていました。

手軽な運動で
健康度アップ
（保健センター）

4/7㊏
～８㊐

　種から育てる実生栽培の生産量が日本一と言
われる春日井のサボテンをＰＲするため、サボ
テンフェアが開催されました。当日は全国の珍
しいサボテンの展示や多種多彩なサボテンの販
売、食用サボテンを使ったラーメンやコロッケ、
アイスクリームなども販売され、列ができるほ
ど、たくさんの人でにぎわいました。

サボテン大集合
（落合公園）

ステージを飛び出し
音楽を届けます
（エスペラル東春）
　気軽に楽しめるコンサートとして人気の文
化フォーラム春日井「昼コン＆夜コン」。今年
から、「夜コン」の出演者による出張コンサー
ト「かすがい音楽便」が始まります。
　初回は市内の介護老人施設が会場となり、
オーボエ、ファゴット、クラリネットによる3
重奏が披露されました。利用者の皆さんは、
｢星に願いを｣｢花」などの名曲に耳を傾けてい
ました。
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情報あ・ら・か・る・と

心肺蘇生法ガイドラインが変わりました

問い合わせ▶消防総務課（☎85－6374）

○すぐに胸骨圧迫を開始

主な変更点

講習の種別 講習時間 内容
上級救命講習会 8時間  AEDを使った応急手当や傷病者の管理方法
普通救命講習会 3時間  AEDを使った応急手当

普通救命講習会(乳幼児､ 小児) 3 時間  乳幼児や小児の応急手当
※日程など詳しくは広報春日井「講座(健康・福祉)」の欄に掲載します(健康・福祉)」の欄に掲載します

○成人・小児・乳児とも胸の真ん中を圧迫
○少なくとも1分間に100回の速さで、より強く速く圧迫

あなたの救命処置で助かる命があります。
救命講習を受けましょう。

春日井市制70周年記念事業
ロゴマークを募集

デザイン規定▶○市のマスコットキャラクター
「道風くん」、「春日井市」と「70」の文
字を使用(「道風くん」のデザインは市
ホームページからダウンロード可)○
市制70周年を印象づけるもの○GIFか
JPEGのデータ形式で作成

賞　品▶採用作品には、1万円分の図書カード
を進呈

春日井市は平成25年6月1日に市制70周年を迎えます。この節目の年を記念して、さまざまな事業の開催
を予定しています。記念事業の実施にあたり、市制70周年を市内外に広くPRするためのロゴマークを
募集します。

申し込み▶6月13日(水)午後5時〈必着〉までに、直接
か郵送、Eメールで、応募用紙に記入し、
応募作品を添付して、〒486－8686春日
井市役所企画政策課(☎85－6041、Eメー
ルkikaku@city.kasugai.lg.jp)へ　※応募
用紙、応募方法、デザイン規定などの詳
細は募集要項(市ホームページ、企画政
策課、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)を見てください

～ひとや地域、文化をつなぎ、住み続けたいまちへ～
「つながりつながり」

70周年記念事業テーマ
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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。

問い合わせ▶清掃事業所（☎84－3211）

市民、事業者、行政が一体となった不法投棄対策の取り組みが全国一斉に強化されます。
この期間中は、早朝・夜間や常習場所への監視パトロール活動を実施し、不法投棄防止に努めます。

　不用になったテレビや家具などを自分勝手
に捨てると、火災や思わぬ事故を誘発する危
険があり、安全な生活を脅かすものです。一人
一人のマナーと協力で不法投棄をなくし、地
域の環境を守りましょう。

不法投棄は、絶対許しません！不法投棄は、絶対許しません！

全国ごみ不法投棄監視ウィーク
5月30日(水)〈ごみゼロの日〉～6月5日(火)〈環境の日〉

春季かすがいクリーン大作戦
　クリーン大作戦は、地域の道路や公園などの清
掃を各区・町内会・自治会などの協力で行ってい
ます。みんなで参加してきれいな街にしましょう。
と き▶ 5月27日(日)午前8時～10時
ところ▶ 市内全域
ごみの出し方▶各区・町内会・自治会で事前に決

められた場所に出してください。燃やせ
るごみはクリーン大作戦用ごみ袋に、燃
やせないごみ、汚泥はそれぞれ別々の土
のう袋に入れてください　※家庭ごみや
事業系ごみ、粗大ごみは出さないでくだ
さい

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6226)

松河戸土地区画整理審議会委員選挙
　任期満了に伴う審議会委員の選挙を8月に予定
しています。
選挙人被選挙人の資格▶6月11日(月)現在の松河

戸土地区画整理事業地内の土地所有者と
借地権者　※事業地内に未登記の借地権
を持っていて、まだ借地権の申告をして
いない人や申告した借地権に変動がある
人は、6月11日までに｢借地権申告書｣また
は｢権利変動届｣を提出してください。期
日までに提出しない場合は、今回の選挙
権・被選挙権はありません

代表者の届け出▶土地の所有権や借地権が共有と
なっていて、まだ届け出をしていない人
も早めに手続きをしてください

問い合わせ▶ 都市整備課(☎85－6646)

全国一斉｢人権擁護委員の日｣特設相談所
　全国人権擁護委員連合会では、6月1日を｢人権擁
護委員の日｣と定め、人権擁護委員制度の周知と
人権思想の普及に努めるため、特設相談所を開設
します。人権をめぐる問題で悩んでいる人は気軽
に相談してください。
と き▶ 6月1日(金)午前10時～午後4時
相談員▶ 人権擁護委員
ところ・問い合わせ▶市民相談コーナー(☎85－

6620)

市民病院で元気ショップがオープンします
　6月上旬から市民病院
1階中央ホールで、障が
いのある人が心を込め
て作った焼きたてパン
などを販売する｢元気シ
ョップ｣がオープンしま
す。ぜひ利用してくだ
さい。
問い合わせ▶ 障がい福祉課

(☎85－6186)

使用済み乾電池と水銀体温計の回収
　家庭で不用になった乾電池や水銀体温計を回収
します。ごみとは別の透明か半透明の袋に入れて、
回収日の午前8時までにごみステーションに出し
てください。
回収日▶ 燃やせるごみの収集日が○水・土曜日の

地区…6月6日(水)○月・木曜日の地区…
6月7日(木)○火・金曜日の地区…6月8日
(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)
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空き地の管理は適切に
　空き地を放置すると雑草などが生い茂り、犯罪
や火災、害虫の発生につながる恐れがあります。
清潔で安全な環境を保つため、空き地を所有・管
理している人は、適切な管理をしてください。
　また、市では、草刈り機の貸し出し(有料・予
約制)や除草の委託制度を設けていますので利用
してください。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6279)

出土品展｢春日井の前期古墳｣
と き▶ 5月19日(土) ～ 6月10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▶ 市内の前期古墳(高御堂古墳、天王山古

墳、出川大塚古墳)に関する資料や市内
の遺跡から出土した古墳時代前期の出土
遺物を展示

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

ジョギング大会
と き▶ 5月20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)

かすがい日曜シネマ｢ペーパーバード｣
と き▶ 5月20日(日)①午前10時15分から②午後1

時45分から(上映前に職員による15分間
のミニトークあり)

ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ スペイン内戦で妻と子を失った喜劇役者

のホルヘ。1年ぶりに劇団に復帰した彼
は、亡くした息子と同じ年頃のミゲルと
一緒に暮らすことになる。そんな中、軍
はホルヘに反体制派の容疑を掛ける(ス
ペイン映画・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

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

夜コン｢Ｆrancなひととき｣
と き▶ 5月25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▶ Ｆranc木管五重奏団〈荻本美帆(フルー

ト)、中川愛(オーボエ)、工藤雄司(クラリ
ネット)、熊谷直美(ホルン)、小野木栄水
(ファゴット)〉

曲 目▶ サティ ｢ジュ・トゥ・ヴ｣、ドボルザー
ク｢ユモレスク｣など

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
みどりの風 オカリナコンサート
と き▶ 6月2日(土)午前11時～ 11時40分、午後1

時～ 1時40分
出 演▶ たうんず
曲 目▶ ｢ドレミの歌｣｢世界の約束｣｢ドナ ドナ｣

など
花・ハワイの風
と き▶ 6月3日(日)午後1時30分～ 2時10分
出 演▶ カ・レオ・オ・ラカ・イ・イアパナ
曲 目▶ ｢カイマナヒラ｣｢ハナレイムーン｣｢ソフ

ィスト｣など
ＪＡＺＺコンサート
と き▶ 6月9日(土)正午～午後0時50分、午後1時

10分～ 2時
出 演▶ 春日井ジャズフレンズ
曲 目▶ ｢枯葉｣｢ペーパームーン｣｢イパネマの娘｣

など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

おやこで出かけよう！歯の健康教室
と き▶ 6月10日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 市役所10階、保健センター
内 容▶ 歯科健診、フッ化物塗布(乳幼児のみ)、

歯科相談、歯科保健指導など
対 象▶ 市内在住の就学前の乳幼児とその保護者
費 用▶ フッ化物塗布代300円(希望者のみ)
持ち物▶ ハンドタオル
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6164)
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ミニコンサート
と き▶ 6月10日(日)午後3時～ 3時20分
内 容▶ オカリナ演奏
出 演▶ おたまじゃくし
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

歯の健康家族コンクール
　6月4日(月)から始まる｢歯の衛生週間｣に合わ
せ、口の健康に努めている家族を表彰します。
と き▶ 6月10日(日)午前9時～ 11時
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 歯や歯肉などの審査　※9月2日(日)の健

康救急フェスティバルで表彰
対 象▶ 市内在住の平成18年4月2日～ 19年4月1

日に生まれた虫歯がない子どもとその両
親(ひとり親家族を含む)

申し込み▶ 5月31日(木)〈必着〉までに、電話かはが
きに住所、参加者全員の氏名(ふりがな)
・生年月日、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所健康増進課(☎85－
6164)へ

紙芝居とお話を聞く会6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)

8(金)・22(金)10：30～

図書館

6(水)11：00～、2(土)・9(土)
・16(土)・23(土)15：00～、
13(水)・20(水)・27(水)
15：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 1(金)10：30～

東部市民センター 1(金)・8(金)・15(金)・22(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 9(土)11：00～

高蔵寺ふれあいセンター 9(土)14：00～

南部ふれあいセンター 20(水)16：15～

西部ふれあいセンター 9(土)11：00～

知多公民館 6(水)15：30～

鷹来公民館 9(土)13：30～

坂下公民館 2(土)14：00～

中央公民館 9(土)11：00～

グリーンパレス春日井 16(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 6月17日(日)午前9時から
種 目▶ 一般男子・女子の部(1チーム4～ 6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上で、

5月30日(水)までに今年度の連盟登録を
した人

費 用▶ 参加料(1チーム)3000円(高校生1000円)
持ち物▶ ユニホーム、ゼッケン
ところ・申し込み▶5月30日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、全員の氏名・年齢、
代表者の住所・電話番号を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

自然学校｢カヌーに乗って湿地探検｣
と き▶ ①6月23日(土)②6月24日(日)午前9時20分

～午後3時30分
内 容▶ 築水池周辺特有の湿地で陸上と水上から

自然観察を行う
対象・定員▶ 小学4年生以上の人・各15人(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)2500円
持ち物▶ 弁当
ところ・申し込み▶5月30日(水)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名(①②の別も)、住所、
氏名(ふりがな)、学年(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▶ 春日井カヌークラブ

市民ソフトボール大会
と き▶ 6月24日～ 7月29日の日曜日(7月15日を除

く5回)午前8時30分から　
ところ▶ 上条グラウンド
種 目▶ 男子・女子ソフトボール
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人で構成された

チーム
費 用▶ 参加料(1チーム)4000円
申し込み▶ 5月27日(日)〈必着〉までに、所定の用紙

(総合体育館に用意)に記入して、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市ソフトボール連盟・大島(☎090－2614
－6807)
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6月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①5日(火)②19日(火)・南部ふれあ

いセンター、③7日(木)・坂下公民館、③
14日(木)・関田公民館(貴船町)、③15日(金)
・上条区集会所(上条町8)、③18日(月)・
鷹来子どもの家、③21日(木)・味美ふれ
あいセンター、③25日(月)・グリーンパ
レス春日井、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

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)

ミュージカル｢王様と私｣
と き▶ 8月9日(木)午後6時から、10日(金)午後1時

から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ ｢シャル・ウィ・ダンス｣の名曲でも有名

な名作ミュージカルが、最高のキャスト
で春日井に登場

出 演▶ 松平健、紫吹淳、はいだしょうこ(10日
のみ出演)ほか

入場料▶ 3500円、団体割引(10枚以上同時購入の
場合)3000円　※全席指定、未就学児入
場不可

入場券▶ 5月19日(土)から、文化フォーラム春日井

・文化情報プラザ、かすがい市民文化財
団ホームページ、チケットぴあ、ローソ
ンチケット、名鉄ホールチケットセンタ
ーで販売　※電話予約もあり。団体割引
は文化フォーラム春日井のみの取り扱い

 ホームペ ー ジ　http://www.lib.city.
kasugai.aichi.jp/zaidan/　

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

高齢者総合福祉計画推進協議会の委員
任 期▶ 委嘱の日から3年
内 容▶ 高齢者総合福祉計画の策定や円滑な推進

を図るため、年1～5回程度開催される協
議会で意見を述べる

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
・3人

申し込み▶ 6月4日(月)〈必着〉までに、直接か郵送、
ファクス、Ｅメールで、所定の用紙(高
齢福祉課、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などに用意)に
記入して、〒486－8686春日井市役所高
齢福祉課(☎85－6184、ＦＡＸ84－5764、
Ｅメールkorei@city.kasugai.lg.jp)へ

 ※書類と面接により審査・選考。選考結
果は後日、文書で通知

市では禁煙週間に合わせてたばこに対する正しい知識の普及・啓発を図るため、｢禁煙キャンペーン｣を
実施します。

受動喫煙の害について受動喫煙の害について
　たばこの先から立ち上る煙は、直接たばこを吸
って口の中に入ってくる煙よりも多くの有害物質
が含まれています。
　親の喫煙により、子どもはぜんそくや気管支炎、
中耳炎にかかる割合が高くなります。また、家庭
や職場での受動喫煙により、非喫煙者のがん、心

禁煙週間 5月31日(木)～6月6日(水)

筋梗塞、脳卒中を増加させます。換気扇・空気清
浄機を使用しても全ての有害物質は取り除けず、
別室で吸っても髪の毛や衣類などに付着する有害
物質により、受動喫煙は完全にはなくせません。
自分のためにも、周囲の人のためにも、禁煙を推
進しましょう。

保健師による禁煙相談を健康増進課（☎85－6166）で随時行っています。気軽に相談してください。

5月31日は世界禁煙デーです
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エコメッセ春日井　☎88－5006
シャツのリフォーム教室～シャツでエコバッグを
作る
と き▶ 6月2日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 三輪武子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・12人(先着順)
持ち物▶ 不用なシャツ、ミシン糸、レース、縫い

針
パッチワークキルト教室～和布で作る鏡餅のよう
な招き猫
と き▶ 6月14日(木)・28日(木)〈2回〉午前9時30分

～ 11時
講 師▶ 丹羽ちず子
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1300円
持ち物▶ 裁縫用具、白糸
 
申し込み▶ いずれも5月22日(火)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの春から夏の管理
と き▶ 6月2日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 北健司
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
みろくの森自然観察会～みろく、甘原、三之倉、
桧峠を歩く
と き▶ 6月9日(土)午前9時30分～午後4時
講 師▶ 波多野茂
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 弁当、帽子
トロッケンゲビンデ教室～クーゲルバーム(丸い
木の形をしたテーブル飾り)を作る
と き▶ 6月10日(日)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 恒川晴美
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2000円
持ち物▶ ラジオペンチ
子ども花育教室～父の日に贈る花のプレゼント作
り
と き▶ 6月17日(日)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 市民サービス公社職員
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 園芸用はさみ、エプロン、持ち帰り用の

袋
 
申し込み▶ ｢園芸教室｣｢みろくの森自然観察会｣は5

月22日(火)から、それ以外は5月23日(水)
から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
リフレッシュヨガ入門～やる気、勇気、元気がで
るヨガを楽しむ
と き▶ 6月10日～ 7月22日の隔週日曜日(4回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 井坂津矢子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ マットかバスタオル
申し込み▶ 5月31日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0844
鳥居松町2－247へ

市営住宅およびコミュニティ住宅入居者
募集住宅▶ ①道場山住宅Ａ棟②道場山住宅Ｂ棟③道

場山住宅Ｃ棟④道場山住宅Ｅ棟⑤西島住
宅⑥上八田住宅Ａ棟⑦東野住宅Ｂ棟⑧⑨
東野住宅Ｃ棟⑩勝川第1コミュニティ住
宅⑪柏井第1コミュニティ住宅

募集戸数▶ ①②③④2Ｋ(一般・単身)各1戸⑤3Ｋ(一
般)1戸⑥3ＤＫ(一般)1戸⑦2ＤＫ(一般・単
身)1戸⑧⑨2ＤＫ(一般)各1戸⑩2Ｋ(高齢、
障がい)1戸⑪2ＤＫ(母子・父子、子育て)1
戸〈6月19日(火)に抽選〉

構 造▶ ①②③④⑤鉄筋4階建て⑥鉄筋7階建て⑦
⑩鉄筋2階建て⑧⑨鉄筋5階建て⑪鉄筋3
階建て

家 賃▶ ①7600 ～ 1万5000円②7800 ～ 1万4500円
③7900 ～ 1万4600円④8800 ～ 1万7400円
⑤1万2400 ～ 2万200円⑥2万8800 ～ 5万
6600円 ⑦2万3600 ～ 4万6300円 ⑧ ⑨2万
3000 ～ 4万5300円⑩1万7300 ～ 3万4000
円⑪2万1500 ～ 4万2200円　※額は変更
になる場合あり

入居基準▶ 月額所得15万8000円(高齢者世帯などは
21万4000円)以下

入居可能日▶ 8月1日(水)
申込書▶ 5月17日(木) ～ 6月12日(火)に、住宅施設

課、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、
ささえ愛センターで配布

申し込み▶ 6月1日(金) ～ 12日(火)〈消印有効〉に、直
接か郵送で、申込書に記入して、添付
はがき2枚に50円切手を貼って、〒486
－8686春日井市役所住宅施設課(☎85－
6294)へ
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公園緑地課　☎85－6281
大輪菊づくり講習会
と き▶ 6月14日(木)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 日比野春光
定 員▶ 50人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 苗を持ち帰る袋など
申し込み▶ 5月18日(金)から、電話で

中央公民館　☎33－1111
ハワイアンリボンレイ作り～アロハ(愛)の心を込
めて美しいマリーゴールドレイ(首飾り)を作る
と き▶ 6月13日(水)・20日(水)・27日(水)〈3回〉午

前10時～正午
講 師▶ 岡佳子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料750円、教材費2000円
持ち物▶ 裁縫用具(長めの縫い針、布切りばさみ

など)、黒のボールペン
楽しく親子でリトミック～ピアノに合わせて歌っ
たり、体を動かしてリズム遊びをしたりしながら、
音楽に親しみ集団生活に慣れる
と き▶ 6月15日～ 7月6日

の毎週金曜日(4
回)午前10時30分
～ 11時30分

講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の未就

園児(2歳以上)と
その保護者・45
組(抽選)

持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ いずれも5月29日(火)〈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
－0913柏原町1－97－1へ

かすがいげんきっ子センター
子ども講座～手品
と き▶ 6月23日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(抽選)
費 用▶ 材料費200円
申し込み▶ 5月30日(水)〈消印有効〉までに、往復は

がき(きょうだいでの申し込みは連名可)
に講座名、住所、氏名(ふりがな)、学校
名、学年、保護者名、電話番号を書いて、
〒486－0945勝川町8－2858－1、☎35－
3501へ

知多公民館　☎32－8988
親子パン作り教室(パパと作るパン教室)～コア
ラ、クマ、ウサギなどの動物パンを作る
と き▶ 6月16日(土)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)
費 用▶ 材料費(1人)500円
持ち物▶ エプロン、三角巾、布巾2枚、20㎝四方

の持ち帰り用の箱
申し込み▶ 5月18日(金)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
初心者のための俳句教室～俳句の歴史、基礎を学
び、作品を作る
と き▶ 6月14日～ 7月26日の隔週木曜日(4回)午

後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 太秦女良夫
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 6月5日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒487－0011中央台2
－2－1へ

文化財課　☎33－1113
森浩一文庫特別講演｢高松
塚古墳の諸問題～被葬者像
にせまる｣
と き▶ 6月16日(土)午後1時
　　　　30分～2時30分(1時
　　　　から受け付け)
ところ▶ 中央公民館
講 師▶ 同志社大学名誉教
　　　　授・森浩一
定 員▶ 100人(抽選)

申し込み▶ 5月31日(木)〈必着〉までに、はがきかフ
ァクス、Ｅメールに住所、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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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。

かすがいげんきっ子センター 
ファミリークッキング～フライパンで作る簡単ア
メリカンドック
と き▶ 6月24日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の家族・4組(抽選)　※1家族4人

まで
費 用▶ 材料費(1人)300円
育児講座～妊娠期からの楽しい
触れ合い遊び
と き▶ 6月30日(土)午前10時～

11時30分
講 師▶ 中部大学准教授・梶美

保
対象・定員▶ 市内在住の初めて親と

なる妊婦とその夫・15
組(抽選)

育児講座～ベビーマッサージ
と き▶ 7月3日(火)午前10時～ 11時
講 師▶ 横井千枝子
対象・定員▶ 市内在住の4 ～ 7か月児とその保護者・

20組(抽選)
 
申し込み▶ いずれも5月30日(水)〈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(｢ベ
ビーマッサージ｣は月齢)、電話番号を書
いて、〒486－0945勝川町8－2858－1、
☎35－3501へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
リズム体操で転倒予防～音楽に合わせて体を動か
す
と き▶ 5月22日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 松本能子、加藤郁子
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
認知症の理解と予防について～脳トレに挑戦して
認知症を予防する
と き▶ 5月28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▶ 地域包括支援センター職員
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
転倒骨折予防～高齢者に対するヨガ療法・無理の
ない筋肉強化療法
と き▶ 5月31日(木)午前10時～正午
ところ▶ 八田町公民館(八田町2)
講 師▶ 鈴木美智枝
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ バスタオル
申し込み▶ 医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
やさしいヨガ教室
と き▶ 6月16日～ 7月7日の毎週土曜日(4回)午前

10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 5月30日(水)〈必着〉までに、往復はがき

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

市民病院　☎57－0057
市民公開講座｢婦人科のがんについて｣｢婦人科の
漢方治療について｣
と き▶ 6月9日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 市民病院産婦人科部長・早川博生、同第

2部長・下村裕司
定 員▶ 120人(抽選)
申し込み▶ 5月25日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)かＥメールに講座名、住所、氏名、
電話番号を書いて、〒486－8510鷹来町1
－1－1、Ｅメールkouza@hospital.kasug
ai.aichi.jpへ

市民活動推進課　☎85－6616
消費生活展｢消費生活講座｣①安全な食品って何だ
ろう～食品安全の基礎知識②消費生活法律講座③
悪質商法撃退寸劇｢うまい話にゃ裏がある！？ ｣
と き▶ ①6月8日(金)午前11時～正午②6月9日(土)

午前10時30分～11時30分③6月9日(土)午
後1時30分～2時30分

ところ▶ ①②市役所303会議室③市役所市民ホー
ル

講 師▶ ①東海農政局②県司法書士会③お笑い劇
団/笑劇派と市消費生活相談員

定 員▶ 各20人(先着順)
申し込み▶ 5月18日(金)から、直接か郵送、ファクス

で、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、〒486－
8686春日井市役所市民活動推進課内、市
消費生活展実行委員会事務局(ＦＡＸ85
－5522)へ
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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▶ 6月24日(日)午前10時～午後1時
ところ▶ 消防署東出張所
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▶ 5月18日(金)から、電話で

保健センター　☎91－3755
イソフラボンで骨粗しょう症予防～おから＆乾物
クッキング
と き▶ 6月22日(金)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 保健センター管理栄養士
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料300円、材料費600円
持ち物▶ エプロン、布巾
申し込み▶ 5月31日(木)〈必着〉までに、はがき(1人1

枚)かファクスに講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒487
－0011中央台1－1－7、ＦＡＸ91－3739
へ

市体育協会加盟団体の講座
初心者女性ソフトテニス教室
と き▶ 6月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)午前9時

30分～正午
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・50人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円
持ち物▶ ソフトテニスラケット(貸し出し可)、テ

ニスシューズ
問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－

9417)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 6月16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)
 
申し込み▶ ｢初心者女性ソフトテニス教室｣は5月26

日(土)〈必着〉までにはがきに、｢硬式テ
ニス初心者教室｣は6月9日(土)〈必着〉ま

でに往復はがきに、教室名、住所、氏名、
電話番号、｢硬式テニス初心者教室｣は年
齢、経験年数も書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

土地区画整理組合の事業計画の変更案
事業名▶ 春日井篠木四ツ谷土地区画整理事業
組合名▶ 春日井篠木四ツ谷土地区画整理組合
と き▶ 5月18日(金) ～ 31日(木)〈毎日〉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(☎85－6308)　

※この案についての意見書は、5月18日
(金) ～ 6月14日(木)に、市長宛てに提出す
ることが可能

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 6月3日(日) ～ 7日(木)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶平成4年6月2日までに生まれ、平

成24年3月1日までに春日井市に転入の届
け出をし、その日から登録基準日まで引
き続き住民基本台帳に記録されている人

登録基準日▶ 平成24年6月1日
登録日▶ 平成24年6月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

新卒者採用予定事業所対象求人説明会
　平成25年3月新規学校卒業者の採用を予定して
いる事業所を対象とした｢求人申込みの手続等に
ついての説明会｣を開催します。
と き▶ 6月7日(木)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 小牧市勤労センター (小牧市上末)
問い合わせ▶ ハローワーク春日井求人・企画部門(☎

81－5167)

モールアート体験教室
と き▶ 6月10日(日)午前10時～正午
ところ▶ 朝宮公園管理棟
内 容▶ ふわふわで色とりどりの手芸用モールを

使ってかわいい動物や花を作る
定 員▶ 20人程度
費 用▶ 参加費300円
問い合わせ▶ 朝宮公園管理事務所(☎84－4991)



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
落合公園管理棟 （☎56－0414）5/17（木）～24（木） 水彩風景画展 日彩会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
5/19（土）～20（日） 春季バラ展 春日井ばら会
5/23（水）～27（日） サツキ展 春日井市サツキ団体連合会

市役所市民サロン （☎85－6073）
5/19（土）～24（木） 水彩画『花』展 桃花園美術クラブ
5/26（土）～29（火） スラッシュキルト作品展 春日井レインボー

レディヤンかすがい（☎85－4188）5/23（水）～6/3（日） 伊勢型紙展 春日井伊勢型紙同好会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）5/24（木）～6/5（火） 尾張絵と書展 竹華会
南部ふれあいセンター（☎85－7878）5/27（日）～6/8（金） 写仏画展 吉祥会
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）5/31（木）～6/11（月）楽しんでいます絵手紙展 土筆の会・ポピーの会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

愛知国際文化交流財団記念事業
とき▶5月26日(土)午後1時10分～4時(0時30分開
場)　ところ▶市民会館　内容▶春日井合唱団
の演奏や中国伝統芸能の公演　申し込み▶5月
17日(木)から電話で、西尾(☎83－2566)へ

家庭倫理講演会「感動が心の扉を開く」
とき▶5月27日(日)午前10時～11時45分　ところ
▶レディヤンかすがい　内容▶家庭教育の重要
性、夫婦・親子のあり方を見つめ直す　定員▶
250人(先着順)　入場料▶1000円　申し込み▶5
月26日(土)までに電話で、家庭倫理の会・小栗(☎
81－3724)へ

市民吹奏楽団定期演奏会
とき▶5月27日(日)午後1時30分～3時30分(1時開
場)　ところ▶市民会館　曲目▶「第六の幸福を
もたらす宿」「007コレクション」「NHKスペシャ
ルドラマ 坂の上の雲より」など　定員▶1000
人(先着順)　整理券▶市民会館、東部市民セン
ター、文化フォーラム春日井、各公民館で配布
中　問い合わせ▶山内(☎080－3618－8041)

市長杯市民囲碁大会
とき▶6月10日(日)午前9時～午後4時20分　と
ころ▶総合福祉センター　内容▶段・級別のグ
ループで、全員が互先で4局対戦する　費用▶
参加料1500円(中学生以下1000円)　申し込み▶
5月25日(金)〈必着〉までに、往復はがきに住所、
氏名、年齢、電話番号、段・級位を書いて、〒487
－0005押沢台1－1－10、春日井市囲碁連合会・
重見(☎92－3732)へ

アレルギーっ子のお母さん達とおしゃべり会
とき▶6月12日(火)午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶親同士の交流と
子どもの集い　対象▶アレルギー(食物アレル
ギー、アトピー、ぜんそく)のある子どもとそ
の保護者　※保護者のみの参加も可　申し込み
▶6月11日(月)までに、電話かファクスに氏名、
電話番号、参加人数、子どもの年齢、除去食を
書いて、春日井アレルギーの会・田中(☎・Ｆ
ＡＸ56－5088)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)②21日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①6日(水)②13日(水)③20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
          
5/16(水)から、電話で

9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

1日(金)、8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)

15日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
5/21(月)から、電話で

①13日(水)②14日(木)10：00～11：30
①保健センター②レディヤンかすがい

5か月ごろからの離乳食と食べさせ方について学ぶ
対象・定員▶平成24年1月～2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
          
5/23(水)から、電話で

①12日(火)②18日(月)10：00～11：30
①保健センター②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8月～9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
             

①6日(水)②13日(水)③20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 ①7日(木)②14日(木)③21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( )6月

地域経済地域経済元気
です！
元気
です！

融資額▶運転・設備資金1500万円以内
利　率▶1.85％(4月18日現在)
返済期間▶運転7年以内、設備10年以内
その他▶当初1年間に支払った利子の50％の利子補
　　　　給(限度額10万円)が、市より受けられます。
　　　　融資の利用には、一定の条件がありますの
　　　　で事前に確認してください。

　　　　　　商工会議所の推薦により、小規模事業
者の資金調達を支援する日本政策金融公庫(国民生
活事業)の融資制度です。

NO.60

金融相談会
と　き▶6月26日(火)午前10時～午後4時
ところ▶春日井商工会議所
内　容▶融資相談に日本政策金融公庫、
            愛知県信用保証協会、春日井市、
           春日井商工会議所が対応します。

無保証人 ・無担保の融資制度無保証人 ・無担保の融資制度

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

～マル経融資制度で、

　　　中小企業の資金調達をサポート～

無保証人 ・無担保の融資制度
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