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待ちに待った夏休み。皆さんはどのような過ごし方を考えていますか。この時季には、
夏祭りをはじめ、さまざまな催しが予定されています。ここでは、その一部を紹介し
ます。暑いからといって家の中ばかりで過ごさず、外へ飛び出し楽しく過ごしましょう。

　春日井で生まれたといわれる小野道風を、小学生にも分かりやすく紹介し
ます。期間中毎日、小野道風について楽しくワークシートで学べます（小学
生対象、中学生以上も参加可）。参加者には道風くんシールをプレゼントしま
す。ぜひ来館してください。

7月20日（金）～9月9日（日）午前9時～午後4時30分
※月曜休館、7月17日（火）～19日（木）は休館
道風記念館
一般100円、大学・高校生50円、中学生以下とその保護者無料

と　き▶

ところ▶
観覧料▶

7月29日（日）
文化フォーラム春日井

月　日▶
ところ▶

　小野道風は幼少のころ、うちわに字を書いて天皇に献上し、その
才能を認められたといいます。これにちなんで、うちわに字を書いて
あなただけのオリジナル道風くんうちわを作りましょう。

7月21日（土）午前10時30分～正午、午後１時30分～ 3時
各40人（先着順）
書道用具

と　き▶
定　員▶
持ち物▶

道風くんにチャレンジ！

　書の実技指導を行います。夏休みの課題も指導します。

7月25日（水）・28日（土）午前10時30分～正午、
午後1時30分～ 3時
小学3～ 6年生・各40人（先着順）
書道用具、夏休みの日誌、あれば課題の手本

と　き▶

対象・定員▶
持ち物▶

道風くん修行場

　書の実技指導を行います。筆の持ち方から丁寧に指導します。

8月2日（木）・7日（火）午前10時30分～正午、午後1時
30分～ 3時
幼児～小学2年生・各16人（先着順）

と　き▶

対象・定員▶

はじめてのふで

場
道用具書道持ち物▶

申し込み▶7月4日（水）から電話で、それぞれのワークショップ開催日の前日までに、道風記念館（☎82－6110）へ

企画展 おののとうふう企画展 おののとうふう企画展 おののとうふう企画展 おののとうふう企画展 おののとうふう企画展 おののとうふう

文化体験道場文化体験道場文化体験道場文化体験道場文化体験道場文化体験道場

ワークショップ

午前の部午前の部
午前10時～ 10時50分
午前11時～ 11時50分

時　間▶

各15人
市日本舞踊協会

定　員▶
講　師▶

さぁ、はばたこう楽しい日本舞踊へ！

正午～午後0時50分
40人
市美術協会

時　間▶
定　員▶
講　師▶

大きな筆で私の一文字を書こう！

各10人
春日井着装ききょう同好会
※浴衣持参も可

定　員▶
講　師▶

今年の夏はゆかたを自分で着よう！

各15人
300円
木目込み人形同好会

定　員▶
費　用▶
講　師▶

豆ひょうたんのストラップを作ろう！

各10人
長唄寛扇会

定　員▶
講　師▶

三味線にふれてみよう！

各10人
春日井正絃社

定　員▶
講　師▶

琴にふれてみよう！

各40人
春日井不二太鼓保存会

定　員▶
講　師▶

和太鼓だよみんなで一緒にドドーン！

各25人
500円
春日井陶芸クラブ協会
※作品は約30日後、市役所で引き渡し
ます

定　員▶
費　用▶
講　師▶

好きな形の小物を作って土に親しもう！

い日本舞踊へ！

NEW!
各15人
春日井水墨画協会

定　員▶
講　師▶

いろいろな濃さの墨で水墨画を描いてみよう！

各15人
篠笛・美笛会

定　員▶
講　師▶

日本の美しい音色・しの笛を吹こう！

各15人
500円
市華道連盟協会

定　員▶
費　用▶
講　師▶

家の中をお花で飾ってみよう！

午後の部午後の部
午後1時～ 1時50分
午後2時～ 2時50分

時　間▶

各20人
300円
市茶道連盟協会

定　員▶
費　用▶
講　師▶

楽しくお菓子をいただき抹茶をたててみよう！

各10人
市民謡協会

定　員▶
講　師▶

春日井の民謡を聴いたり、唄ったりしてみよう！ NEW!

各20人
大正琴あらしば会

定　員▶
講　師▶

大正琴で楽しく童謡やアニメソングをひいてみよう！ NEW!

午前9時30分から時　間▶

午前9時40分から
小木田棒の手保存会
による演技を行います。

待ちに待った夏休み。皆さんはどのような過ごし方を考えていますか。この時季には、待 待 休 皆

夏夏のイベントを楽しもう！のイベントを楽しもう！

日までに 道風記念館（☎82 6110）

　文化フォーラム春日井を巨大な道場として、茶道、
華道、日本舞踊などの伝統文化を体験できる講座を
開催します。

オープニング
　    セレモニー
オープニング
　    セレモニー
オープニング
　    セレモニー

小学生　※原則として保護者は参加
できません
いずれも当日、午前の部は午前9
時20分から、午後の部は午後0時
30分から、交流アトリウムで受け付
け（定員になり次第締め切ります）
文化課（☎85－6079）

対　象▶

申し込み▶

問い合わせ▶
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待ちに待った夏休み。皆さんはどのような過ごし方を考えていますか。この時季には、
夏祭りをはじめ、さまざまな催しが予定されています。ここでは、その一部を紹介し
ます。暑いからといって家の中ばかりで過ごさず、外へ飛び出し楽しく過ごしましょう。

　春日井で生まれたといわれる小野道風を、小学生にも分かりやすく紹介し
ます。期間中毎日、小野道風について楽しくワークシートで学べます（小学
生対象、中学生以上も参加可）。参加者には道風くんシールをプレゼントしま
す。ぜひ来館してください。

7月20日（金）～9月9日（日）午前9時～午後4時30分
※月曜休館、7月17日（火）～19日（木）は休館
道風記念館
一般100円、大学・高校生50円、中学生以下とその保護者無料

と　き▶

ところ▶
観覧料▶

7月29日（日）
文化フォーラム春日井

月　日▶
ところ▶

　小野道風は幼少のころ、うちわに字を書いて天皇に献上し、その
才能を認められたといいます。これにちなんで、うちわに字を書いて
あなただけのオリジナル道風くんうちわを作りましょう。

7月21日（土）午前10時30分～正午、午後１時30分～ 3時
各40人（先着順）
書道用具

と　き▶
定　員▶
持ち物▶

道風くんにチャレンジ！

　書の実技指導を行います。夏休みの課題も指導します。

7月25日（水）・28日（土）午前10時30分～正午、
午後1時30分～ 3時
小学3～ 6年生・各40人（先着順）
書道用具、夏休みの日誌、あれば課題の手本

と　き▶

対象・定員▶
持ち物▶

道風くん修行場

　書の実技指導を行います。筆の持ち方から丁寧に指導します。

8月2日（木）・7日（火）午前10時30分～正午、午後1時
30分～ 3時
幼児～小学2年生・各16人（先着順）

と　き▶

対象・定員▶

はじめてのふで

場
道用具書道持ち物▶

申し込み▶7月4日（水）から電話で、それぞれのワークショップ開催日の前日までに、道風記念館（☎82－6110）へ

企画展 おののとうふう企画展 おののとうふう企画展 おののとうふう企画展 おののとうふう企画展 おののとうふう企画展 おののとうふう

文化体験道場文化体験道場文化体験道場文化体験道場文化体験道場文化体験道場

ワークショップ

午前の部午前の部
午前10時～ 10時50分
午前11時～ 11時50分

時　間▶

各15人
市日本舞踊協会

定　員▶
講　師▶

さぁ、はばたこう楽しい日本舞踊へ！

正午～午後0時50分
40人
市美術協会

時　間▶
定　員▶
講　師▶

大きな筆で私の一文字を書こう！

各10人
春日井着装ききょう同好会
※浴衣持参も可

定　員▶
講　師▶

今年の夏はゆかたを自分で着よう！

各15人
300円
木目込み人形同好会

定　員▶
費　用▶
講　師▶

豆ひょうたんのストラップを作ろう！

各10人
長唄寛扇会

定　員▶
講　師▶

三味線にふれてみよう！

各10人
春日井正絃社

定　員▶
講　師▶

琴にふれてみよう！

各40人
春日井不二太鼓保存会

定　員▶
講　師▶

和太鼓だよみんなで一緒にドドーン！

各25人
500円
春日井陶芸クラブ協会
※作品は約30日後、市役所で引き渡し
ます

定　員▶
費　用▶
講　師▶

好きな形の小物を作って土に親しもう！

い日本舞踊へ！

NEW!
各15人
春日井水墨画協会

定　員▶
講　師▶

いろいろな濃さの墨で水墨画を描いてみよう！

各15人
篠笛・美笛会

定　員▶
講　師▶

日本の美しい音色・しの笛を吹こう！

各15人
500円
市華道連盟協会

定　員▶
費　用▶
講　師▶

家の中をお花で飾ってみよう！

午後の部午後の部
午後1時～ 1時50分
午後2時～ 2時50分

時　間▶

各20人
300円
市茶道連盟協会

定　員▶
費　用▶
講　師▶

楽しくお菓子をいただき抹茶をたててみよう！

各10人
市民謡協会

定　員▶
講　師▶

春日井の民謡を聴いたり、唄ったりしてみよう！ NEW!

各20人
大正琴あらしば会

定　員▶
講　師▶

大正琴で楽しく童謡やアニメソングをひいてみよう！ NEW!

午前9時30分から時　間▶

午前9時40分から
小木田棒の手保存会
による演技を行います。

待ちに待った夏休み。皆さんはどのような過ごし方を考えていますか。この時季には、待 待 休 皆

夏夏のイベントを楽しもう！のイベントを楽しもう！

日までに 道風記念館（☎82 6110）

　文化フォーラム春日井を巨大な道場として、茶道、
華道、日本舞踊などの伝統文化を体験できる講座を
開催します。

オープニング
　    セレモニー
オープニング
　    セレモニー
オープニング
　    セレモニー

小学生　※原則として保護者は参加
できません
いずれも当日、午前の部は午前9
時20分から、午後の部は午後0時
30分から、交流アトリウムで受け付
け（定員になり次第締め切ります）
文化課（☎85－6079）

対　象▶

申し込み▶

問い合わせ▶
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　市内の商店街などでも、夏祭りなどのイベントが行われます。真夏のひとときを地域の人たちと交流して楽しん
でください。

商店街が行う夏のイベント商店街が行う夏のイベント商店街が行う夏のイベント商店街が行う夏のイベント商店街が行う夏のイベント商店街が行う夏のイベント

7月15日（日）・16日（祝）午後4時から
サンマルシェアピタ館西側駐車場（中央台）
高蔵寺フォークジャンボリー公開オーディシ
ョン、ステージイベント、夜店など
サンマルシェ会（☎92－1133）
高蔵寺きてみん祭 in サンマルシェ実行委
員会

と　き▶
ところ▶
内　容▶

問い合わせ▶
主　催▶

高蔵寺きてみん祭 in サンマルシェ

8月4日（土）午後4時～9時　※雨天時は翌
日
八光公園（柏井町1）
夜店、バンド演奏、ダンスパフォーマンスなど
花の永井（☎31－7539）
勝川駅東商店街振興組合

と　き▶

ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

納涼夏まつり

8月4日（土）・5日（日）午後6時～ 9時
鳥居松広小路商店街
屋台、夜店、ゲームコーナー、金魚すくい
ハヤシカナモノ（☎81－2771）
鳥居松広小路商店街振興組合

と　き▶
ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

とりひろ夏まつり

8月18日（土）午後3時～9時　※雨天順延
花長公園（花長町2）
炭ぬり祭事、町民ステージ、鳴子おどりなど
ふくさ屋・西野（☎31－4436）
味美商店街振興組合、味美ネットワーク

と　き▶
ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

サマーフェスタ味美“味美炭ぬり祭”

8月25日（土）午後4時30分～ 9時
篠木小学校体育館
フラガールショー＆子ども向け映画会
ブティックイトウ（☎81－2672）
篠木発展会

と　き▶
ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

ハワイアン「フラガール」＆星空映画会

8月11日（土）～15日（水）
イオン春日井ショッピングセンター正面広場
（柏井町4）
縁日、盆踊り、子どもふれあい動物園、ＺＥ
ＲＯ１プロレスなど
イオン春日井ＳＣ・阪本（☎070－6449－1588）
イオン春日井ショッピングセンター同友店会、
19号発展会

月　日▶
ところ▶

内　容▶

問い合わせ▶
主　催▶

イオン春日井ＳＣふれあい夏祭り

7月28日（土）午後5時から
春日井駅前児童遊園（上条町1）
屋台、ステージでのショータイム、抽選会、
盆踊り
夫馬モータース（☎81－2848）
春日井駅前町内会・春日井駅前商店会

と　き▶
ところ▶
内　容▶

問い合わせ▶
主　催▶

春日井駅前夏まつり

7月28日（土）午後6時～ 9時（フリーマーケッ
トは4時から）　※雨天順延
霜畑公園（高蔵寺町5）
ステージでのショータイム、フリーマーケット、
ビンゴ、映画上映、夜店など
伯山堂（☎51－0431）
高蔵寺商店街振興組合

と　き▶

ところ▶
内　容▶

問い合わせ▶
主　催▶

“楽市楽座”高蔵寺夏まつり

7月21日（土）、8月18日（土）午後4時～9時
勝川駅前通商店街
グルメ屋台、テント市など
勝川駅前通商店街事務所（☎31－9282）
勝川駅前通商店街振興組合

と　き▶
ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

勝川弘法宵市

※とき、ところ、内容が変更になることがあります

8月4日（土）・5日（日）
鳥居松本通商店街区
街区全体を使った本格的夏まつり
モードまるみつ（☎81－2947）
鳥居松本通商店街振興組合

月　日▶
ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

復活！鳥居松本通商店街夏まつり！

問い合わせ▶市民課（☎85－6138）

　7月9日（月）から住民基本台帳法、入管法などの改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民も日本人と
同様に住民基本台帳法が適用されます。また、特別永住者の制度や在留管理制度なども変わります。

　7月9日（月）以降は、外国人登録原票は法務省で保管することになるため、市役所で外国人登録原票記載事
項証明書などの発行ができなくなります。法改正前の居住歴や氏名・国籍などの変更履歴が必要な場合は、
本人が直接法務省に対して外国人登録原票の開示請求をしてください。
　詳しくは、法務省へ問い合わせてください。

　7月9日（月）以降は、日本人と同様に、市外に異動する際は異動前の市町村役場に転出届をすることにより転出
証明書の交付を受け、新しい住所に住み始めてから14日以内に転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書
を添えて、転入先の市町村役場に転入届をすることになります。 
　なお、外国人住民の住所異動については、これまでどおり、市役所市民課のみでの受け付けとなります。

　外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書にかわり、中長期在留者には在留カードが、特別永住者
には特別永住者証明書が交付されます。
　ただし、外国人登録証明書は、一定期間在留カードまたは特別永住者証明書とみなされますので、すぐに
かえる必要はありません。このみなし期間は、在留資格や年齢により異なります。詳しくは、中長期在留者
は入国管理局へ、特別永住者は市役所市民課に問い合わせてください。

　住民基本台帳カードを持っている人が、住所変更（転入、転居、転出）する際には、住民基本台帳カードを
持参してください。（同一世帯の代理人が届け出をする場合は、届出人に住民基本台帳カードを預け暗証番
号を言付けてください。）

月

　なお、住所の変更や在留期間の延長などを市役所に届けていない人は、住民票が作成されていない場合が
ありますので、適正な届け出をしてください。また、在留資格が切れている人も住民票が作成されませんので、
今後も国内に滞在を希望する場合は、早めに名古屋入国管理局（☎052－559－2150）まで相談してください。

特別永住者、中長期在留者、出生または国籍喪失による経過滞在者など
※観光目的など短期滞在者や在留資格のない人は対象となりません。詳しくは、総務省へ問い合
わせてください

対　象 ▶ 

　住民基本台帳法の改正に伴い、住民基本台帳カードを持っている人についても変更される事項があります。

法務省外国人在留総合インフォメーションセンター　☎0570－013－904
　（土・日曜日、祝休日、年末年始を除く午前8時30分～午後5時15分）
総務省コールセンター　☎0570－066－630
　（土・日曜日、祝休日、年末年始を除く午前8時30分～午後5時30分）
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　市内の商店街などでも、夏祭りなどのイベントが行われます。真夏のひとときを地域の人たちと交流して楽しん
でください。

商店街が行う夏のイベント商店街が行う夏のイベント商店街が行う夏のイベント商店街が行う夏のイベント商店街が行う夏のイベント商店街が行う夏のイベント

7月15日（日）・16日（祝）午後4時から
サンマルシェアピタ館西側駐車場（中央台）
高蔵寺フォークジャンボリー公開オーディシ
ョン、ステージイベント、夜店など
サンマルシェ会（☎92－1133）
高蔵寺きてみん祭 in サンマルシェ実行委
員会

と　き▶
ところ▶
内　容▶

問い合わせ▶
主　催▶

高蔵寺きてみん祭 in サンマルシェ

8月4日（土）午後4時～9時　※雨天時は翌
日
八光公園（柏井町1）
夜店、バンド演奏、ダンスパフォーマンスなど
花の永井（☎31－7539）
勝川駅東商店街振興組合

と　き▶

ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

納涼夏まつり

8月4日（土）・5日（日）午後6時～ 9時
鳥居松広小路商店街
屋台、夜店、ゲームコーナー、金魚すくい
ハヤシカナモノ（☎81－2771）
鳥居松広小路商店街振興組合

と　き▶
ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

とりひろ夏まつり

8月18日（土）午後3時～9時　※雨天順延
花長公園（花長町2）
炭ぬり祭事、町民ステージ、鳴子おどりなど
ふくさ屋・西野（☎31－4436）
味美商店街振興組合、味美ネットワーク

と　き▶
ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

サマーフェスタ味美“味美炭ぬり祭”

8月25日（土）午後4時30分～ 9時
篠木小学校体育館
フラガールショー＆子ども向け映画会
ブティックイトウ（☎81－2672）
篠木発展会

と　き▶
ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

ハワイアン「フラガール」＆星空映画会

8月11日（土）～15日（水）
イオン春日井ショッピングセンター正面広場
（柏井町4）
縁日、盆踊り、子どもふれあい動物園、ＺＥ
ＲＯ１プロレスなど
イオン春日井ＳＣ・阪本（☎070－6449－1588）
イオン春日井ショッピングセンター同友店会、
19号発展会

月　日▶
ところ▶

内　容▶

問い合わせ▶
主　催▶

イオン春日井ＳＣふれあい夏祭り

7月28日（土）午後5時から
春日井駅前児童遊園（上条町1）
屋台、ステージでのショータイム、抽選会、
盆踊り
夫馬モータース（☎81－2848）
春日井駅前町内会・春日井駅前商店会

と　き▶
ところ▶
内　容▶

問い合わせ▶
主　催▶

春日井駅前夏まつり

7月28日（土）午後6時～ 9時（フリーマーケッ
トは4時から）　※雨天順延
霜畑公園（高蔵寺町5）
ステージでのショータイム、フリーマーケット、
ビンゴ、映画上映、夜店など
伯山堂（☎51－0431）
高蔵寺商店街振興組合

と　き▶

ところ▶
内　容▶

問い合わせ▶
主　催▶

“楽市楽座”高蔵寺夏まつり

7月21日（土）、8月18日（土）午後4時～9時
勝川駅前通商店街
グルメ屋台、テント市など
勝川駅前通商店街事務所（☎31－9282）
勝川駅前通商店街振興組合

と　き▶
ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

勝川弘法宵市

※とき、ところ、内容が変更になることがあります

8月4日（土）・5日（日）
鳥居松本通商店街区
街区全体を使った本格的夏まつり
モードまるみつ（☎81－2947）
鳥居松本通商店街振興組合

月　日▶
ところ▶
内　容▶
問い合わせ▶
主　催▶

復活！鳥居松本通商店街夏まつり！

問い合わせ▶市民課（☎85－6138）

　7月9日（月）から住民基本台帳法、入管法などの改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民も日本人と
同様に住民基本台帳法が適用されます。また、特別永住者の制度や在留管理制度なども変わります。

　7月9日（月）以降は、外国人登録原票は法務省で保管することになるため、市役所で外国人登録原票記載事
項証明書などの発行ができなくなります。法改正前の居住歴や氏名・国籍などの変更履歴が必要な場合は、
本人が直接法務省に対して外国人登録原票の開示請求をしてください。
　詳しくは、法務省へ問い合わせてください。

　7月9日（月）以降は、日本人と同様に、市外に異動する際は異動前の市町村役場に転出届をすることにより転出
証明書の交付を受け、新しい住所に住み始めてから14日以内に転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書
を添えて、転入先の市町村役場に転入届をすることになります。 
　なお、外国人住民の住所異動については、これまでどおり、市役所市民課のみでの受け付けとなります。

　外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書にかわり、中長期在留者には在留カードが、特別永住者
には特別永住者証明書が交付されます。
　ただし、外国人登録証明書は、一定期間在留カードまたは特別永住者証明書とみなされますので、すぐに
かえる必要はありません。このみなし期間は、在留資格や年齢により異なります。詳しくは、中長期在留者
は入国管理局へ、特別永住者は市役所市民課に問い合わせてください。

　住民基本台帳カードを持っている人が、住所変更（転入、転居、転出）する際には、住民基本台帳カードを
持参してください。（同一世帯の代理人が届け出をする場合は、届出人に住民基本台帳カードを預け暗証番
号を言付けてください。）

月

　なお、住所の変更や在留期間の延長などを市役所に届けていない人は、住民票が作成されていない場合が
ありますので、適正な届け出をしてください。また、在留資格が切れている人も住民票が作成されませんので、
今後も国内に滞在を希望する場合は、早めに名古屋入国管理局（☎052－559－2150）まで相談してください。

特別永住者、中長期在留者、出生または国籍喪失による経過滞在者など
※観光目的など短期滞在者や在留資格のない人は対象となりません。詳しくは、総務省へ問い合
わせてください

対　象 ▶ 

　住民基本台帳法の改正に伴い、住民基本台帳カードを持っている人についても変更される事項があります。

法務省外国人在留総合インフォメーションセンター　☎0570－013－904
　（土・日曜日、祝休日、年末年始を除く午前8時30分～午後5時15分）
総務省コールセンター　☎0570－066－630
　（土・日曜日、祝休日、年末年始を除く午前8時30分～午後5時30分）

広報春日井 平成24年7月1日号　 9
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真心込めたパンを
届けます！
（市民病院）
　障がい者の皆さんが心を込めて作ったパン
などを笑顔で販売する「元気ショップ」。市役
所では、5年前に開店して以来、毎日行列がで
きるほどの人気です。
　その2号店が、市民病院に開店しました。記
念すべき初日に「ワーカー鷹来」の皆さんが用
意した200個のパンは、30分ほどであっという
間に売り切れました。

気軽に立ち寄り
楽しめるコンサート
（文化フォーラム春日井）

　月に2回開催され、楽しみにしている人も多
い「昼コン＆夜コン」。「Francなひととき」と題
された木管五重奏のコンサートには約200人の
来場者が集まりました。しっとりと響き渡る音
色や、演奏者による楽しい話に、皆さん聴き入
っていました。

6/4
㊊

5/25
㊎

ディスクを投げる！
よける！受ける！
（総合体育館）

　第20回レクリエーションスポーツ大会が開
催され、子どもから大人まで一緒にスポーツ
を楽しみました。ソフトバレーボールとグラ
ウンド・ゴルフの大会やディスク・ドッヂなど
の体験が行われ、皆さん真剣に取り組んでい
ました。合間には笑顔があふれ、会場は和気あ
いあいとした雰囲気に包まれました。

5/27
㊐

天ぷら揚げてカラッと笑顔
(レディヤンかすがい)

　「かすがいふれあい教室」で日本語を学ぶ外
国人住民が日本の文化を学ぶために、日本料理
を体験しました。みんなで協力して天ぷらを揚
げたり、そばをゆでたりしました。満足いく料
理の出来栄えにみんな笑顔がこぼれていまし
た。

5/27
㊐
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市長 伊藤　太

みんなで学ぼう
生活の知恵
（市役所）

　市内の消費者団体の日頃の研究成果の発表
や展示などを行う消費生活展が、今回で39回
目を迎えました。会場を訪れた皆さんは、クイ
ズラリーや洋服のリフォームファッションシ
ョー、アクリルたわし作り体験などの催しを
通して、消費生活や環境などについて学びま
した。

6/5
㊋

泥だらけになって
田植えに挑戦
（田楽町）

　鷹来小学校の5年生の児童76人が、総合学習
の時間に田植え体験をしました。子どもたち
は、慣れない田んぼの土の感触に大はしゃぎ。
足を取られ、悪戦苦闘しながらも、地元の農家
の人や農協の職員の指導のもと、一生懸命、苗
を植えていました。

早起きは三文の徳

　「春眠暁を覚えず」の季節が過ぎて、日の出
の時間も早くなり、朝早く目が覚めるように
なりました。
　商工会議所や大学、各種団体が主催される
講演会を聴講する機会がありますが、最近お
聞きしたお話で、偶然にもお二人の方が「早起
き」について話をされました。お二人とも会社
の経営者の方ですが、話の要点は、「毎朝4時に
起きる」「新鮮な空気を体一杯に吸う」「社員の
誰よりも早く出社する」「道路の清掃や花壇の
手入れを行い、一日の仕事の段取りを行う」な
どでした。
　私の知人もふれあい緑道を散歩してラジオ
体操をする人、家庭菜園をする人、座禅やラン
ニング、自分に合った方法で体を鍛える人な
ど、朝の時間を有効に使われている方がたく
さんいます。仕事面での効用とともに、誰もが

言われることは「健康になった」という言葉で
す。
　生活のリズムは人それぞれであり、また職
業の関係もあって、一概に早起きが全てに良
いとは言えませんし、早起きができる状況に
ない人もいらっしゃるでしょう。しかし、もう
すぐ暑い夏がやってきます。節電が求められ
る今日、「早起きは三文の徳」のことわざがあ
るように、朝の時間の使い方を考え実践して
みてはいかがでしょうか。

6/8㊎
～9㊏
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情報あ・ら・か・る・と

県営名古屋空港からは、ＦＤＡ（フジドリームエアラインズ）が５路線を運航しています。夏休みの旅
行にぜひ利用してください。

問い合わせ▶企画政策課（☎885－6031）

便利で快適！県営名古屋空港

○駐車場が120時間(5日間)無料
○空港バスでＪＲ勝川駅から約20分

　詳しくは、ＦＤＡコールセンター(☎0570－55－0489)に
問い合わせてください。

福岡

いわて花巻

新潟

熊本

県営名古屋空港

県営名古屋空港は近くて便利県営名古屋空港は近くて便利

王子製紙硬式野球部が6年連続12回目の都市対抗野球大会進出を果たしました。市を代表して出場する
王子製紙の市民応援団を募集します。あなたも東京ドームで応援しませんか。

問い合わせ▶総合体育館（☎8484－71017101）

市民応援団を募集

定　員▶定　員▶160人(先着順)160人(先着順)
費　用▶費　用▶参加料大人4000円、中学生以下2000円(交通費、参加料大人4000円、中学生以下2000円(交通費、

入場料を含む)入場料を含む)
申し込み申し込み▶▶7月3日(火)～10日(火)午前9時～午後5時に、総合7月3日(火)～10日(火)午前9時～午後5時に、総合

体育館(☎84体育館(☎84－7101)か春日井商工会議所(☎817101)か春日井商工会議所(☎81－
4141)へ〈総合体育館は7月9日(月)、春日井商工会4141)へ〈総合体育館は7月9日(月)、春日井商工会
議所は土・日曜日休み〉　※参加料は7月10日(火)議所は土・日曜日休み〉　※参加料は7月10日(火)
午後5時までに申し込み先へ。初戦に勝つと次の午後5時までに申し込み先へ。初戦に勝つと次の
試合にも応援バスを出します試合にも応援バスを出します

王子製紙が都市対抗野球大会に出場決定！

～東京ドームへ応援に行こう～

大会開催期間大会開催期間
7月13日（金）～24日（火）7月13日（金）～24日（火）
大会開催期間
7月13日（金）～24日（火）

フライトスケジュール 越後三大花火

青森青森

世界遺産平泉

名古屋→青森
 10 : 55    12 : 15
 18 : 15    19 : 35

 名古屋→　　
  7 : 30     8 : 45
 14 : 30    15 : 45

名古屋→新潟
  7 : 50     8 : 50 
 12 : 05    13 : 00

名古屋→福岡

  8 : 00     9 : 20 
  9 : 00    10 : 20
 11 : 35    13 : 00
 16 : 00    17 : 20
 18 : 00    19 : 25

名古屋→熊本
  8 : 30     9 : 55
 17 : 45    19 : 10

太宰府天満宮太宰府天満宮

阿蘇五岳

スケジュールなどは変更になる場合があります

青森ねぶた祭り青森ねぶた祭り

いわて
花巻
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情報公開・個人情報保護制度
市では、総合的な情報公開の推進と個人情報の適切な取り扱いに努めています。平成23年度情報公開・
個人情報保護制度の施行状況をお知らせします。

　主な請求先は、教育委
員会48件、総務部33件、
まちづくり推進部22件な
どです。公開率は昨年度
よりも上がりました。

　市が保有する個人情報に
対する本人の開示請求件数
は13件です。一部開示にな
った理由は、本人以外の情
報があったためです。なお、
訂正請求、利用停止請求は
ありませんでした。

問い合わせ▶総務課（☎85－6129）

決定区分 件数
全部開示 94
一部開示 106
不開示 10
不存在 36
取下げ 4

請求件数　193件
公開率　　81％(一部開示を含む)

請求件数　13件

※1つの請求で2種類の決定などがあるため、請求件数と決定件数が異なります。詳しくは市ホームペー
ジを見てください

決定区分 件数
全部開示 7
一部開示 4
不開示 0
不存在 9
取下げ 0

情報公開情報公開 個人情報個人情報

図書館協議会の公開
と き▶ 7月12日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

総合計画審議会の公開
と き▶ 7月17日(火)午前10時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 企画政策課(☎85－6031)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 7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

青少年女性センター運営委員会の公開
と き▶ 7月24日(火)午後7時から
定 員▶ 10人(先着順)
ところ・問い合わせ▶レディヤンかすがい(☎85

－4188)

廃棄物減量等推進審議会の公開
と き▶ 7月26日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6222)

環境審議会の公開
と き▶ 7月27日(金)午後3時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 7月20日(金)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

社会を明るくするふれあい運動
　犯罪や非行を防止し、更生を支援するとともに、
青少年の健全育成を図る啓発活動に参加をお願い
します。
街頭啓発
と き▶ 7月10日(火)午後3時30分から
ところ▶ サンマルシェ南館(中央台1)
参加団体▶ 青少年健全育成推進会議、更生保護協会、

保護司会、更生保護女性会、少年指導員
｢社会を明るくする運動｣啓発講演会
と き▶ 7月12日(木)午後1時30分～3時
ところ▶ 市役所大会議室
講 演▶ ｢一歩・踏み出す若年者の伴走者として｣

ＮＰＯ法人こころほっとステーション理
事長・大橋あつこ

問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)



14 　広報春日井 平成24年7月1日号

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。

省エネナビの貸し出し
　省エネナビとは自宅の電力消費量が即時に分か
り、目標値設定や金額換算値の表示もできる機器
です。効率的な節電に取り組んでみませんか。
期 間▶ 原則1か月(次の貸出希望者がいない場合

は延長可)
対 象▶ 市内在住の人
貸出台数▶ 5台(先着順)
申し込み▶ 7月5日(木)から電話で、環境政策課(☎85

－6216)へ

7月11日～20日は夏の交通安全運動
　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○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)

市民納涼まつりの場所取りを禁止します
　7月21日(土)に落合公園で納涼まつりを開催し
ますが、前日までの場所取りは公園利用者の迷惑
となりますので、全面禁止します。禁止期間中に
レジャーシートなどを敷いていた場合は撤去・没
収します。
問い合わせ▶ 市民活動推進課内、納涼まつり実行委員

会事務局(☎85－6622)

夏休みはサンフロッグ春日井へ
　7月21日(土)から8月31日(金)までの夏休み期間
中は、毎日開場します。トレーニング室は月曜日
休みです。
問い合わせ▶ サンフロッグ春日井(☎56－2277)

障がい者生活支援センター合同個別相談会
　市が委託している4か所の障がい者生活支援セ
ンターが集まり、日常生活の困り事などの相談を
受けます。
と き▶ 7月27日(金)午前9時30分～正午(受け付け

は11時30分まで)　※面接による相談の
み(予約不要)

ところ▶ 西部ふれあいセンター
対 象▶ 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
 ※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)

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(☎85－4401)

ヤング健診
と き▶ 8月18日(土)午前9時～ 10時30分受け付け
検査項目▶ 問診、身体計測、診察、血圧測定、尿検

査、血液検査(脂質・肝機能・血糖・貧
血・腎機能)、心電図検査

対象・定員▶ 市内在住で平成24年4月～ 25年3月に18
～ 39歳の誕生日を迎える人(今年度の当
選者を除く)・70人(抽選)

ところ・申し込み▶7月13日(金)〈必着〉までに、
はがき(1人1枚)に｢ヤング健診｣、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、保健セ
ンター (☎91－3755)へ

特定健診(集団)
とき・ところ▶○8月23日(木)午前9時～ 10時30分

受け付け・保健センター○8月31日(金)午
前9時30分～ 11時受け付け・健康管理セ
ンター

対象・定員▶ 平成25年3月31日までに40 ～ 74歳になる
市国民健康保険加入者・各70人(抽選)

申し込み▶ 7月20日(金)〈必着〉までに、はがきかフ
ァクス(1人1会場のみ)に｢特定健診｣、会
場名、住所、氏名、生年月日、性別、電
話番号を書いて、希望する会場〈〒486－
0913柏原町5－376、健康管理センター
(☎84－3060、ＦＡＸ84－3682)か〒487－
0011中央台1－1－7、保健センター (☎91
－3755、ＦＡＸ91－3739)〉へ　※市ホー
ムページからも申し込み可

パスポートの申請・受け取りについて
　4月から市役所市民課で春日井市に住所がある
人のパスポートの申請・受け取りができるように
なりました。
受付時間▶ ○申請・交付…月～金曜日午前8時30分

～午後5時○交付のみ…日曜日(第3日曜
日を除く)午前8時30分～正午、午後1時
～ 5時　※祝休日、年末年始は休み。な
お、7月8日(日)は休み、代わりに7月15日
(日)に交付窓口を開設します

対 象▶ 日本国籍を有し、市内に住所のある人
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6142)

すこやか歯科健診を受けましょう
対　象▶40・50・60・65・70歳の人
　　　　(誕生月の前に受診券を
　　　　郵送します)
問い合わせ▶健康増進課(☎85－6164)
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新しい企業支援制度を創設
　産業空洞化の防止などを図るために、愛知県と
連携して行う企業立地支援制度を創設し、6月か
ら申請を受け付けています。
助成対象▶ 20年以上市内に立地している企業など

が、工場などの新設や拡張、既設工場の
建物内へ新たな機械設備の設置をする場
合

　この他、工場の新増設や移転を行う際の、道路
や水道などのインフラ整備に対しても、支援制度
を創設しました。詳しくは市ホームページを見て
ください。
問い合わせ▶ 企業活動支援課(☎85－6247)

松河戸土地区画整理事業の審議会委員選挙
投票日▶ 8月26日(日)　※立候補者が定数内の場

合は、投票を実施せず
投票できる人▶6月12日(火)現在の土地所有者か

借地権者で、選挙人名簿に記載されてい
る人○共有の場合…代表者1人　※共有
者全員がそれぞれ別に単独の所有権(借
地権)を持っているときは、この共有に
かかる選挙権はなし○法人の場合…その
法人の指定する人○不在者投票、代理投
票は不可○選挙権についての年齢制限な
し

選挙人名簿の縦覧
と き▶ 7月5日(木) ～ 18日(水)〈毎日〉午前8時30

分～午後5時15分　※この選挙人名簿に
記載漏れや誤りがある場合は、縦覧期間
中に文書で市長への異議申し出が可

立候補の受け付け
と き▶ 8月4日(土) ～ 13日(月)〈毎日〉午前8時30

分～午後5時15分
立候補できる人▶8月26日(日)現在、20歳以上で、

選挙人名簿に記載されている人　※所有
権者から選挙される委員の候補者と、借
地権者から選挙される委員の候補者に、
同時になることは不可

ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6646)　

Ｓhift Ｃube 河面理栄展
と き▶ 7月3日(火) ～ 8月31日(金)〈休館日を除く〉

午前9時～午後8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 名古屋芸術大学出

身の現代美術家・
河面理栄による、
舟形の立体作品と、
凸凹の模様を写し
とるフロッタージ
ュ技法を用いた平
面作品を展示

問い合わせ▶ かすがい市民文化
財団(☎85－6868)

昼コン｢名曲で彩る七夕コンサート｣
と き▶ 7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▶ 牧村沙保(ピアノ)、宮本未央(ピアノ)
曲 目▶ ハチャトリアン｢仮面舞踏会｣、ドボルザ

ーク｢スラブ舞曲｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

おたのしみ会
と き▶ 7月8日(日)午前10時～ 11時
内 容▶ 手遊びや人形劇を楽しむ
対 象▶ 市内在住の乳幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶児童センター (☎87－6866)
協 力▶ 名古屋経済大学児童文化研究会｢わらべ｣

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 7月8日(日)、8月12日(日)、9月9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)

エコ先案内人
と き▶ 7月8日(日)、8月12日(日)、9月9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)

7月～9月のお話の部屋
と き▶ 7月15日(日)、9月16日(日)午後2時～2時30

分　※8月は休み
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせ
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)
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7月～9月の子ども劇場
と き▶ ①7月14日(土)②9月8日(土)午後1時30分～

2時30分　※8月は休み
内 容▶ ①大型絵本｢999ひきのきょうだい｣、大

型紙芝居｢じろりじろり｣②大型絵本｢へ
びくんのおさんぽ｣、紙芝居｢アンパンマ
ン｣　※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

児童センターまつり
と き▶ 7月15日(日)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター、児童センター
内 容▶ 作って遊ぼうコーナー、ヨーヨーコーナ

ーなど
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生
問い合わせ▶ 児童センター (☎87－6866)

7月～9月の包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 7月15日(日)、8月19日(日)、9月16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)

日舞と園児の発表広場
と き▶ 7月21日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 1部…春日井市日本舞踊協会による｢住吉

踊り｣｢月｣、2部…ひなご幼稚園児の遊戯
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

かすがい日曜シネマ｢バビロンの陽光｣
と き▶ 7月22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▶ 戦地に向かったまま戻らない父親を探す

ため、祖母と旅に出た少年が、出会っ
た人々に助けられながら旅を続ける物語
(イラク映画・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、3歳以上有
料

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)

子ども安全アカデミー
と き▶ 7月25日(水)午後1時30分～ 4時30分
ところ▶ 市役所大会議室
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生(保護者同伴可)

・50人(抽選)
内 容▶ 〇防災すごろくで遊びながら防災を学ぶ

〇三角巾の使い方を学ぶ〇安全に避難す
る経路を考えるなど

申し込み▶ 7月18日(水)〈必着〉までに、はがきかフ
ァクスに保護者の住所・氏名(ふりがな)
・電話番号、児童の氏名(ふりがな)・学
校名・学年を書いて、〒486－8686春日
井市役所市民安全課(☎85－6064、ＦＡ
Ｘ83－9988)へ

初級・中級硬式テニス大会
と き▶ 8月4日(土)午前9時から〈予備日8月11日

(土)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子のダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で今年度連盟登録

をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 7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、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▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

築水池でカヌーを楽しむ
①築水池カヌー体験②もっとカヌーを楽しもう！
と き▶ ①8月4日(土)○午前9時30分～正午○午

後1時15分～ 3時45分②8月5日(日)○午前
9時30分～正午○午後1時15分～ 3時45分

内 容▶ ①カヌー操作の技術を学び、池の中から
自然観察を楽しむ②操作技術の向上とカ
ヌーでのレクリエーションを楽しむ

講 師▶ 春日井カヌークラブ
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)2000円
ところ・申し込み▶7月15日(日)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、希望日(午前と午
後の別も)、住所、参加者全員の氏名(ふ
りがな)・年齢(学年)・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
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中日新聞社杯ソフトテニス大会
と き▶ 8月5日(日)午前9時から〈予備日8月12日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、男子Ａ級・Ｂ級、女子Ａ級・Ｂ

級のダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上で今

年度連盟登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)一般・大学生1200円、高校生

1000円、中学生800円
申し込み▶ 7月18日(水)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、2人の住所・氏名・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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－
9417)

サマーキャンプ
と き▶ 8月11日(土)午後

1時～14日(火)午
後3時(3泊4日)　
※参加者と保護
者には、7月29日
(日)午前10時から
説明会あり

内 容▶ 子どもだけの長期テント泊(野外炊事、
自然体験、クラフト作り、キャンプファ
イア、天体観測など)

対象・定員▶ 小学4年～中学生・60人(抽選)
費 用▶ 参加料1万5000円(食費、テント宿泊費な

どを含む)
ところ・申し込み▶7月15日(日)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、住所、氏名(ふり
がな)、年齢(学年)、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▶ キャンプカウンセラーサークル｢みろく
会｣

すり絵でぼうけん舟をつくろう！
と き▶ 8月17日(金)①午前9時30分～ 11時30分　

②午後2時～ 4時
ところ▶ 交通児童遊園
内 容▶ 凸凹したものの上に紙を置き、色えんぴ

つなどの画材で模様を写し取る｢すり絵｣
で舟を工作する。作品は、図書館に展示

講 師▶ 河面理栄
対象・定員▶ ①小学1～ 3年生②小学4～ 6年生・各15

人(抽選)
費 用▶ 参加料500円
申し込み▶ 7月31日(火)〈必着〉までに、往復はがきに

催し名、希望時間、住所、氏名(ふりがな)、
保護者名、電話番号、学校名、学年、性別
を書いて、〒486－0844鳥居松町5－44、
かすがい市民文化財団(☎85－6868)へ

あそびむしくらぶ　夜の森探検
と き▶ 8月18日(土)午後6時～ 7時30分
内 容▶ 夏の夜の真っ暗な森を探検する
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその家族・10組(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)200円
ところ・申し込み▶7月15日(日)〈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)・性別・年齢、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

宝くじ文化公演 言の葉コンサート｢羅生門｣
と き▶ 9月16日(日)午後

3時から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 江守徹、大倉正

之助(大鼓)、一
噲幸弘(能管)

内 容▶ 第一級舞台人と重要無形文化財保持者の
演奏による朗読コンサート

入場料▶ 一般1500円、高校生以下1000円　※全自
由席、当日500円増、未就学児不可(宝くじ
の助成により特別料金になっています)

入場券▶ 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、ローソンチケットで販売中
※電話予約もあり

 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)

民俗展示｢絶滅危惧種？台所用品いろいろ｣
　現在ではあまり使われなくなった台所用品を展
示し、調理器具や調理形態の変化を紹介します。

月日 ところ
7/11(水) ～ 31(火) 鷹来公民館
8/2(木) ～ 14(火) 味美ふれあいセンター
8/16(木) ～ 9/2(日) 知多公民館

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)
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全国公募 掌編自分史｢約束｣
　｢約束～あのときの誓い・告白・志～ ｣をテー
マに、約束があなたの人生にどのような影響をも
たらしたのか、短編の自分史につづってください。
優秀作品は、作品集に掲載します。
規 定▶ 400字詰め原稿用紙5 ～ 8枚、縦書き(ワ

ープロ・パソコンの場合はＡ4横置き縦
書きで40字×30行。原稿用紙換算枚数を
表紙に明記)

応 募▶ 9月30日(日)〈必着〉までに、題名、枚数、
氏名(筆名)、年齢、住所、電話番号を書
いた表紙を付けて、〒486－0844鳥居松
町5－44、かすがい市民文化財団(☎85－
6868)へ　※1人1作品で、未発表の作品
に限る(非商業誌掲載は可)。作品集への
掲載は選考の上で決定。掲載作品の著作
権はかすがい市民文化財団に帰属

春日井まつり市民カラオケ大会の出場者
と き▶ 10月21日(日)午後1時15分から
ところ▶ 市民会館
応募資格▶ 市内在住でプロの歌手でない人
定 員▶ 25人　※超えたときは、8月18日(土)午後

1時30分から文化フォーラム春日井で公
開抽選

申し込み▶ 8月6日(月)〈消印有効〉までに、往復はが
き(1人1枚)に曲目、歌手名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所文化課(☎85－6079)
へ

問い合わせ▶ 市民カラオケ大会実行委員会・梅本(☎
88－1800)

春日井まつりボランティア
月 日▶ 10月20日(土) ～ 21日(日)
ところ▶ 春日井まつり会場
内 容▶ 会場案内、イベントの運営補助など
対 象▶ 中学生以上の人　※平成24年4月1日現在

で18歳未満の人は保護者の同意が必要
申し込み▶ 9月7日(金)〈必着〉までに、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、春日井まつりホー
ムページ、各ふれあいセンター、各公民
館などに用意)に記入して、〒486－8686
春日井市役所市民活動推進課内、春日
井まつり実行委員会事務局(☎85－6622、
ＦＡＸ85－5522)へ

 ホームページ　http://www.kasugai－
matsuri.com/

給与支給明細書などへの有料広告
広告媒体▶ ①給与支給明細書(職員約2600人)②賃金

支給明細書(臨時職員約1000人)
規 格▶ 1色刷(色指定不可)①縦約15㎝×横約10

㎝②縦約11㎝×横約10㎝
掲載場所▶ 裏面
掲載期間▶ 10月分～平成25年3月分(6か月分)
掲載料▶ 10万円
申し込み▶ 7月13日(金)までに、申込書(市ホームペ

ージに用意)に記入し、広告案を添えて、
人事課(☎85－6023)へ

全国公募 わたしの絵本
　子どもたちに読んで聞かせたいショートストー
リーを募集します。あなたの実体験を、絵と文に
して送ってください。優秀作品は、絵本として発
行します。
規 定▶ 詳しくはチラシやかすがい市民文化財団

ホームページを見てください
 ホームページ 　http://www.lib.city.

kasugai.aichi.jp/zaidan/
申し込み▶ 10月19日(金)〈消印有効〉までに、題名、

枚数、氏名(筆名)、年齢、住所、電話番
号を書いた別紙を付けて、〒486－0844
鳥居松町5－44、かすがい市民文化財団
(☎85－6868)へ　※未発表の作品に限る
(非商業誌掲載は可)。優秀作品は選考の
上で決定。作品の著作権はかすがい市民
文化財団に帰属

市文化協会の講座
粘土で作る花とスイーツ
と き▶ 8月8日(水)・22日(水)・29日(水)〈3回〉午

前10時～正午
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 長江たず子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 2500円
持ち物▶ 20㎝四方の持ち帰り用の箱
申し込み▶ 7月13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)、
電話番号を書いて、〒486－8686春日井
市役所文化課(☎85－6079)へ

問い合わせ▶ クレイクラフト・マロウ 長江(☎51－
1736)
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対象・定員対象・定員
費 用費 用
申し込み申し込み

文化財を見に行こう！～わく
わく宝さがし

二子山古墳をつくってみよう！ ぷち・ドキ体験！～お寺で座禅ぷち・ドキ体験！～お寺で座禅
とたからものを描こう！！とたからものを描こう！！

と き▶ 8月18日(土)午前9時～
11時30分

ところ▶ 中央公民館
内 容▶ 段ボールで500分の1の

大きさの二子山古墳の
模型を作る

持ち物▶ カッターナイフ

と き▶ 8月22日(水)午前9時～
正午

ところ▶ 密蔵院(熊野町)
内 容▶ 座禅や重要文化財・多

宝塔のスケッチをする
持ち物▶ スケッチ用具

と きと き▶ 8月10日(金)午 前9時～ 8月10日(金)午 前9時～
正午正午

ところところ▶ 中央公民館など 中央公民館など
内 容内 容▶ 県指定名勝・内々神社 県指定名勝・内々神社

庭園と市指定有形民俗庭園と市指定有形民俗
文化財・四つ建て民家文化財・四つ建て民家
を見学するを見学する

子ども文化財探検隊子ども文化財探検隊子ども文化財探検隊子ども文化財探検隊子ども文化財探検隊子ども文化財探検隊

ぷち・ドキ体験！～お寺で座禅
とたからものを描こう！！

と き▶ 8月10日(金)午前9時～
正午

ところ▶ 中央公民館など
内 容▶ 県指定名勝・内々神社

庭園と市指定有形民俗
文化財・四つ建て民家
を見学する

エコメッセ春日井　☎88－5006
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 7月21日(土)午前9時30分～11時
講 師▶ 西村聖治
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、雑巾2枚
夏休み親子エコ教室｢目指せ！わが家の節電対策。
夏休みの自由研究もできるよ｣
と き▶ 7月22日(日)午前9時30分～11時30分
講 師▶ 樋口祐子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者(2人1組)

・12組(先着順)　※4年生以上は子どもだ
けの参加可

持ち物▶ カラーペン、電気・ガス・水道・ガソリ
ン・灯油の使用量データ

 
申し込み▶ いずれも7月5日(木)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
お父さんとパンを焼こう～親子で動物パンを作る
と き▶ 7月22日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその父親・16組(抽

選)
費 用▶ 教材費(1人)500円
持ち物▶ エプロン、三角巾、布巾2枚、20㎝四方の

持ち帰り用の容器
申し込み▶ 7月11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)、電話番号を書いて、〒487
－0011中央台2－2－1へ

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会｢ツバキの管理｣～鉢植えツバキを盆栽
風に
と き▶ 7月29日(日)午後1時30分～3時30分
講 師▶ 柴山松雄
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料350円、教材費1150円
持ち物▶ ペンチかニッパー(針金が切れるもの)、

切り出しナイフかカッター、持ち帰り用
の袋

申し込み▶ 7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

環境政策課　☎85－6216
夏休み子どもエコライフセミナー｢親子で学ぼう
エコクッキング｣～緑のカーテンから採れるゴー
ヤを生かして、環境に優しい調理方法を学ぼう
と き▶ 7月26日(木)午前10時～午後1時
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 友の会春日井グループ
対象・定員▶ 市内在住の小学4～6年生とその保護者・

24人(先着順)
申し込み▶ 7月4日(水)から、電話で

対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者(1組3人まで)・各15組(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)200円(保険料含む)
申し込み▶ ｢文化財を見に行こう！～わくわく宝さがし」は7月14日(土)〈必着〉までに、そ

れ以外は8月4日(土)〈必着〉までに、はがきかファクス、Ｅメール(1講座1枚)
に講座名、住所、参加者全員の氏名、電話番号、学校名、学年を書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1、文化財課(☎33－1113、FAX34－6484、Ｅメー
ルbunkazai@city.kasugai.lg.jp)へ
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鷹来公民館　☎84－7071
子ども講座｢夏休み小学生苦手克服体育教室｣～
跳び箱やマット運動、鉄棒など苦手な運動を楽し
みながら克服する
と き▶ 7月21日(土)・28日(土)、8月4日(土)〈3回〉

午前9時30分～ 11時
講 師▶ 石橋満
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学1～ 3年生・20人

(抽選)
持ち物▶ 上靴
子ども講座｢楽しいペーパークラフト｣～色画用
紙を切り抜いて組み合わせ、ゆらゆら揺れるゾウ
さんのモビールを作る
と き▶ 7月25日(水)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生(3年生までは保

護者同伴)・15人(先着順)
費 用▶ 参加料100円
持ち物▶ はさみ、工作用のり、30㎝定規
子ども講座｢夏のおやつ作り｣～みんな大好き！
ふわふわロールケーキ作り
と き▶ 7月31日(火)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・24人

(抽選)
費 用▶ 教材費700円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、20 ～ 25㎝四方の持

ち帰り用の容器、上靴、ハンドミキサー
(ある人のみ)

 
申し込み▶ ｢楽しいペーパークラフト｣は7月5日(木)

から電話で、｢夏休み小学生苦手克服体
育教室｣は7月13日(金)〈必着〉までに、｢夏
のおやつ作り｣は7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)、性別、学年、電話番号
を書いて、〒486－0809町屋町3610－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
夏休み子ども教室｢木片で作るおもちゃ教室｣
と き▶ 7月22日(日)～29日(日)〈月曜日を除く〉①午

前10時～正午②午後1時30分～3時30分
講 師▶ 牧野辰雄とＴＯＹ ＶＩＬＬＡＧＥ 虹の森
対象・定員▶ 4歳～小学6年生・各10人(先着順)
費 用▶ 教材費各1000円
夏休み子ども教室｢動物飼育体験｣
と き▶ ①8月7日(火)②8月10日(金)午前10時～午

後2時
講 師▶ なかよし生き物倶楽部プチＺＯＯ職員
対象・定員▶ ①小学1～ 3年生②小学4～ 6年生・各10

人(抽選)
持ち物▶ 帽子、長靴、弁当、軍手、雨具(雨天時)
 
申し込み▶ ｢木片で作るおもちゃ教室｣は各回開始時

間の10分前から会場前で受け付け、｢動
物飼育体験｣は7月15日(日)〈必着〉まで
に、往復はがき(1人1枚)に教室名(①②
の別も)、住所、氏名(ふりがな)、学年、
保護者名、電話番号を書いて、〒487－
0011細野町3249－1へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
親子体験手打ちうどん作り～手打ちころうどんを
作る
と き▶ 8月3日(金)・4日(土)午前9時～正午
講 師▶ 岩崎初海
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・各13組

(抽選)
費 用▶ 材料費(1組)1200円
持ち物▶ エプロン、布巾、上靴
申し込み▶ 7月11日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に講座名、参加希望日、住所、参
加者全員の氏名(ふりがな)・年齢、電話
番号を書いて、〒486－0923下条町666－
6へ

生涯学習課　☎85－6447
名城大学連携講座｢農学基礎講義｣～農薬の使用
説明書の意味がよく分かる
と き▶ 7月18日(水)午後1時30分～ 3時20分
ところ▶ 名城大学農学部附属農場(鷹来町)
講 師▶ 名城大学教授・田村廣人
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着順)
申し込み▶ 7月4日(水)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
夏の和菓子｢わらび餅｣をつくろう
と き▶ 7月28日(土)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、手拭きタオル、持ち帰り用の容器
親子パン作り教室
と き▶ 7月29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)
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▶ ｢夏の和菓子『わらび餅』をつくろう｣は7

月4日(水)から、｢親子パン作り教室｣は7
月6日(金)から、電話で
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環境保全課　☎85－6219
夏休み自然観察会｢庄内川でガサガサ探検｣～川
の中の不思議な生き物を見つける
と き▶ 7月22日(日)午前9時～正午(雨天時は室内

で実験ゲーム)
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター、高蔵寺運動広

場周辺の庄内川
講 師▶ 自然環境保全活動推進員
対象・定員▶ 小学生(3年生以下は保護者同伴)・30人(先

着順)
持ち物▶ 水に濡れてもよい靴、帽子、着替え、タ

オル、筆記用具、雨具(雨天時)
申し込み▶ 7月4日(水)から、電話で

児童センター　☎87－6866
親子川あそび教室
と き▶ 7月28日(土)、8月18日(土)午前9時～午後

3時
ところ▶ 多治見市土岐川観察館とその周辺河川　

※午前9時に児童センターに集合
対象・定員▶ 市内在住の小中学生とその保護者(2人1

組)・各15組(抽選)
費 用▶ 1組200円
持ち物▶ 弁当、帽子、着替え一式
絵手紙教室
と き▶ 7月31日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・20人(抽選)
持ち物▶ 絵の具
 
申し込み▶ ｢親子川あそび教室｣は7月18日(水)〈必

着〉までに、｢絵手紙教室｣は7月20日(金)
〈必着〉までに、往復はがき(1人か1組1枚)
に教室名(｢親子川あそび教室｣は希望日
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
－0857浅山町1－2－61へ

レディヤンかすがい　☎85－4188
簿記3級を目指して～簿記の知識や技能を身に付
け、資格を取って就職やキャリアアップに役立て
る
と き▶ 7月28日～ 10月13日の毎週土曜日(12回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 税理士・鈴木直樹
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費735円
親子おもしろ科学教室｢おもちゃを作って何故を
考えよう！ ｣～新型肥後トンボ、発光ダイオード
で紙コップの中に咲かせる光の花　
と き▶ 7月29日(日)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 中部大学教授・岡島茂樹
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・25組(抽

選)
費 用▶ 教材費(子ども1人)500円
持ち物▶ はさみ、持ち帰り用のビニール袋
 
申し込み▶ いずれも7月14日(土)〈必着〉までに、往

復はがき(1人か1組1枚)に講座名、住所、
参加者全員の氏名(ふりがな)・年齢、電
話番号を書いて、〒486－0844鳥居松町2
－247へ

かすがいげんきっ子センター
子ども講座～小学生バルーン教室
と き▶ 8月1日(水)午後1時～ 3時
講 師▶ 中部大学准教授・梶美保
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
申し込み▶ 7月14日(土)〈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

高齢福祉課　☎85－6364
家庭介護のためのハートフルケアセミナー～高齢
者のための車椅子介助方法など
と き▶ 9月12日(水)・19日(水)・26日(水)〈3回〉午

前10時～午後4時(12日は9時45分から)
ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住の人・40人(抽選)
申し込み▶ 8月22日(水)〈必着〉までに、電話かはが

き、ファクスに講座名、住所、氏名、電
話番号を書いて、〒486－8686春日井市
役所高齢福祉課(ＦＡＸ84－5764)へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
デジタル一眼レフカメラの使い方と撮影のテクニ
ックを学ぶ(入門編)
と き▶ 8月4日～ 9月8日の毎週土曜日(6回)午前

10時～正午
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
持ち物▶ デジタル一眼レフカメラ、取扱説明書
申し込み▶ 7月17日(火)〈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
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
ナツメロ歌って脳若返り｢若かりしころの思い出
を歌おう｣
と き▶ 7月7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▶ 地域包括支援センター職員
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
カラーで生き生きライフ～色で右脳の活性化
と き▶ 7月12日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 市場丈則
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ はさみ、スティックのり
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)へ
栄養 パッククッキング～暑い夏の脱水症対策・
食事からも水分補給
と き▶ 7月18日(水)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 管理栄養士・河口桂子
定 員▶ 24人(先着順)
費 用▶ 材料費200円
持ち物▶ エプロン、布巾
申し込み▶ 医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ
転倒予防 ＪＳＡボールエクササイズ｢小さなボー
ルの上で力を抜くだけ｣で動きの軽さを実感
と き▶ 7月19日(木)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▶ 水野ふみ子
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ バスタオル
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ
絵手紙～夏の果物・野菜を描く
と き▶ 7月20日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 野口すみ子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 材料費200円
申し込み▶ 7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 (予防教室受付専
用ダイヤル☎87－5399)へ

たかが排泄、されど排泄｢トイレのこと気にしな
いで外出しよう｣
と き▶ 7月26日(木)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

回想法による認知症予防～思い出を語り、脳を活
性化
と き▶ 7月27日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ 思い出の品か懐かしい物
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5734)へ

健康増進課　☎85－6164
こどもの健康教室｢はてな？がいっぱいの不思議
な実験、調理実習、簡単な運動を1日で楽しもう｣
と き▶ ①7月24日(火)②7月25日(水)午前10時～

午後3時
ところ▶ ①保健センター②西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・各10組

(抽選)　※大人1人につき子ども2人まで
持ち物▶ エプロン、三角巾(ハンカチ、バンダナ

可)、布巾、上靴
市民健康づくり講座｢肝炎について学ぼう｣
と き▶ 7月29日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ 市医師会医師・近藤豊
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着順)
 
申し込み▶ ｢こどもの健康教室｣は7月10日(火)〈必

着〉までにはがき(1組1枚)かＥメール
に、｢市民健康づくり講座｣は7月3日(火)
から電話かＥメールに、講座名、住所、
参加者全員の氏名(ふりがな)、年齢(学
年)、電話番号を書いて、〒486－8686春
日井市役所健康増進課(Ｅメールkenko
＠city.kasugai.lg.jp)へ

サン・アビリティーズ春日井
バドミントン講座
と き▶ 7月20日～ 9月21日の隔週金曜日(6回)午

後7時～ 9時
講 師▶ 丹羽忠司
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ ラケット、上靴
申し込み▶ 7月17日(火)までに、直接か電話、ファク

スで、☎84－2611、ＦＡＸ84－3005へ

車にも
乗せようマナーと
思いやり
交通安全スローガン
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総合福祉センター　☎84－3611
ふれあい木工教室～みんなでキーホルダーや看板
を作る
と き▶ 7月28日(土)午前10時～正午
対象・定員▶ 市内在住の障がい者か60歳以上の人、18

歳未満の人・各20人(先着順)
元気パワーアップ運動講座～疲労回復ストレッチ
と き▶ 8月の金曜日(17日を除く4回)午前10時～

11時30分
講 師▶ 市民サービス公社スポーツ振興センター
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・30人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
 
申し込み▶ いずれも7月15日(日)〈必着〉までに、｢ふ

れあい木工教室｣は直接か電話、ファク
スに、｢元気パワーアップ運動講座｣は往
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、ＦＡＸ84－3933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

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▶ 8月の木曜日(16日を除く4回)午前10時～

11時30分
ところ▶ 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・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 7月4日(水)午前9時から、電話で

尾張都市計画道路事業計画
名 称▶ 尾張都市計画道路事業3・4・95号廻間線
と き▶ 平成27年3月31日(火)までの月～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(☎85－6308)、
道路課(☎85－6274)

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▶ 8月5日(日)午前9時～正午
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▶ 7月4日(水)から、電話で

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 7月20日(金)午後2時～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター　
講 演▶ ｢神経難病の基礎知識～パーキンソン病、

脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症な
ど｣東名古屋病院神経内科医師・片山泰
司

対象・定員▶ パーキンソン病、脊髄小脳変性症、筋萎
縮性側索硬化症などの神経系難病患者と
その家族・50人(先着順)

申し込み▶ 7月2日(月) ～ 13日(金)に、県春日井保健
所(☎31－2133)へ

職場のメンタルヘルス相談
と き▶ 7月20日(金)①午後4時～ 4時45分②午後4

時45分～ 5時30分(要予約)
内 容▶ うつ病や統合失調症などのこころの病を

抱える従業員へのメンタルヘルス支援に
ついての相談　※精神科の医師が対応

対 象▶ こころの病を抱える従業員の職場復帰や
対応に悩む事業主、衛生管理者

ところ・問い合わせ▶県春日井保健所健康支援課
(☎31－0750)

市体育協会加盟団体の講座
陸上クラブ(小学生長距離)教室～12月1日(土)
開催の愛知万博メモリアル駅伝競走大会春日井市
代表選手を育成する
と き▶ 7月14日(土)午前9時30分～正午(雨天決行)

※2回目以降は年間を通じ月2回、土・日
曜日午前中に予定

集合場所▶ 総合体育館正面玄関
対 象▶ 市内在住の小学4～ 6年生
費 用▶ 月額1500円(年間保険料・県登録料含む)
申し込み▶ 7月12日(木)〈必着〉までに、はがきに教室

名、住所、氏名、学年、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▶ 市陸上競技協会・岡本(☎080－2618－
8455)
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国民年金保険料免除・納付猶予制度について
　経済的な理由から国民年金保険料を納めること
が困難な場合、保険料の納付が免除または猶予さ
れる制度(学生には｢学生納付特例｣の制度)があり
ます。
　将来の年金受取額には影響しますが、保険料の
納付が困難と思われたら、春日井市役所保険医療
年金課の窓口で相談してください。日本年金機構
で審査の結果、認められない場合もあります。
問い合わせ▶ 名古屋北年金事務所国民年金課(☎052－

912－1246)

家族で参加する植樹体験ツアー
月 日▶ 8月2日(木)〈雨天決行〉
集 合▶ ○尾張一宮駅…午前9時○津島市役所…

午前8時　※解散は各集合場所に午後5時
ところ▶ みのかも健康の森(岐阜県美濃加茂市)
内 容▶ 水源地での植樹などの森林保護体験活動

を通して、｢水道｣について関心と理解を
深めるバスツアー　

対象・定員▶ 尾張水道連絡協議会管内(春日井市、一
宮市など13市4町1村)在住の小学4～ 6年
生とその家族・各集合場所40人(抽選)　
※未就学児の参加は不可

費 用▶ 参加費(1人)1000円　※昼食代、旅行保険
代

申し込み▶ 7月10日(火)〈消印有効〉までに、往復は
がきに参加者全員の住所・氏名(ふりが
な)・年齢・学年・電話番号・希望する
集合場所(尾張一宮駅か津島市役所)を書
いて、〒494－8601一宮市東五城字備前
12、一宮市上下水道部経営総務課内、尾
張水道連絡協議会事務局(☎0586－28－
8620)へ

主 催▶ 尾張水道連絡協議会

養護学校体験入学
春日台養護学校
月 日▶ 9月12日(水)…小学部、9月25日(火)…小・

中学部
対 象▶ 来年度に小中学校に入学予定の知的な発

達に遅れや情緒に障がいのある子どもと
その保護者

申し込み▶ 春日台養護学校(☎88－0811)へ
小牧養護学校
月 日▶ 9月26日(水)、10月23日(火)
対 象▶ 来年度に小中学校に入学予定の手足の不

自由な子どもとその保護者
申し込み▶ 小牧養護学校(☎73－7661)へ
※いずれも教育相談は随時実施

介護支援専門員実務研修受講試験
月 日▶ 10月28日(日)
受験資格▶ 県内在住か在勤で、保健・医療・福祉の

各分野で合計5年以上(一部10年以上)の
実務経験がある人

願　書▶ 7月31日(火)まで、介護保険課、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、総合福祉セ
ンター、ルネックで配布

申し込み▶ 7月2日(月) ～ 31日(火)に、直接、県社会
福祉協議会(☎052－231－3224)へ

愛知環状鉄道沿線 夏休み親子教室
とき ところ 集合場所

① 7/26(木)8：40～12：00 三菱自動車工業㈱岡崎工場 北野桝塚駅

② 8/4
(土)・11(土)〈2回〉

9：00～ 12：00 瀬戸製土㈱ 瀬戸市駅

③ 8/8(水)9：00～ 12：30
パナソニックエコ
システムズ㈱春日
井工場

高蔵寺駅

④ 8/19(日)9：30～11：30 愛知環状鉄道㈱北野桝塚車両基地 北野桝塚駅

⑤ 8/26(日)9：30～11：30 とよたエコフルタウン 新豊田駅

内 容▶ 環境について楽しく学べる親子教室
対象・定員▶ 小学3 ～ 6年生とその保護者・各40人(抽

選)　※1組4人まで
費 用▶ ②のみ材料費(1個)500円
申し込み▶ 各開催日の2週間前(必着)までに、往復は

がきかファクス(1コース1枚)に催し名、
希望コース(①～⑤)、代表者の住所、参
加者全員の氏名(ふりがな)・年齢(学年)、
電話番号を書いて、〒460－8501愛知
県地域振興部交通対策課(☎052－954－
6126、ＦＡＸ052－961－3248)へ　※イ
ンターネットでも申し込み可

 ホームページ　http://www.pref.aichi.
jp/kotsu/

バザー寄附の募集
　7月27日(金)に第一希望の家で東日本大震災被
災地復興支援バザーを開催します。家庭で不用と
なった生活雑貨、陶器、玩具などの寄附をお願い
します。
募集期間▶ 7月2日(月) ～ 20日(金)〈土・日曜日、祝

日を除く〉午前8時30分～午後5時に、第
一希望の家(☎84－4343)へ　※商品によ
っては受け取りできない場合があります
ので、必ず事前に電話で問い合わせてく
ださい
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逵歌謡協会発表会
とき▶7月15日(日)午前9時30分～午後5時(9時開
場)　ところ▶坂下公民館　内容▶歌謡曲、歌
謡舞踊、大正琴などの発表、ゲスト秋山凉子、
共演左門流衛女会　※先着50人に粗品進呈　問
い合わせ▶逵(☎・ＦＡＸ88－3166)

※展示時間は各施設に問い合わせてください

親子ふれ愛・水源地体験ツアー
と き▶ 7月31日(火)午前8時～午後6時(雨天決行)
集合・解散▶ 春日井市役所
ところ▶ 牧尾ダム(長野県木曽郡王滝村)
内 容▶ ｢水道｣について関心と理解を深め、大切

さを認識してもらうため、水源施設など
を見学するバスツアー

対象・定員▶ 県水道北部ブロック協議会管内(春日井
市、尾張旭市など7市1町)在住の小学4～
6年生とその親・80人(抽選)　※未就学児
の参加は不可

費 用▶ 参加費(1人)1000円　※昼食代、旅行保険
代

申し込み▶ 7月10日(火)〈消印有効〉までに、はがきに
参加者全員の住所・氏名(ふりがな)・性
別・年齢・学年・電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所企画経営課(☎85－
6406)へ

主 催▶ 県水道北部ブロック協議会

改正育児・介護休業法の全面施行
　7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行さ
れ、従業員数が100人以下の中小企業についても
短時間勤務制度、所定外労働の制限、介護休暇の
制度導入が義務となります。就業規則などへの規
定整備をお願いします。
問い合わせ▶ 愛知労働局雇用均等室(☎052－219－

5509)

サマージャンボ宝くじ発売
発売期間▶ 7月9日(月)～27日(金)　※抽せん日は8月
　　　　7日(火)
発売場所▶ 全国の宝くじ売り場(市役所売店でも販売)
受託金融機関▶みずほ銀行
発売計画額▶ ○サマージャンボ宝くじ…780億円○2000万

サマー…270億円
価 格▶ 300円
問い合わせ▶ 県市町村振興協会(☎052－962－4171)

と こ ろ と　き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン （☎85－6073）
7/1（日）～7（土） 日本画作品展 鷹美会
7/9（月）～14（土） デッサン・水彩画の作品展 金曜絵の会

味美ふれあいセンター（☎31－3522）7/2（月）～14（土） 味美カメラクラブ写真展 味美カメラクラブ
坂下公民館 （☎88－5555）7/3（火）～14（土） 絵手紙展 絵手紙ラビット同好会

エコメッセ春日井 （☎88－5006）7/4（水）～29（日）
パッチワークキルト展 丹羽ちず子
福祉施設手作り作品展 ベティさんの家高蔵寺

知多公民館 （☎32－8988）7/5（木）～17（火） 水彩画作品展 水曜パレット会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）7/5（木）～17（火） 春日井写団ハッピネス作品展 春日井写団ハッピネス

グリーンピア春日井（☎92－8711）
7/6（金）～8（日） カントリークラフト作品展 カントリークラフト愛好会
7/13（金）～15（日） FREE SPACE煌作品展 FREE SPACE煌と青空の家

南部ふれあいセンター（☎85－7878）7/11（水）～22（日）油彩画展 カンナクラブ
レディヤンかすがい（☎85－4188）7/11（水）～22（日）ボールペン画展 ボールペン画を楽しむ会
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教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

小学生の球技入門(野球)
打、投、捕など、野球の基本を学ぶ

8月の水曜日(15日を除く4回)
17：30～18：30 小学１～2年生・35人(抽選) 1000円

速く走れるようになろう！
少しでも速く走れるように練習する

8月の水曜日(15日を除く4回)
19：00～20：00 小学3～6年生・35人(抽選) 1000円

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

8月の木曜日(16日を除く4回)
10：45～11：45 小学生・40人(抽選) 1000円

ステップエアロ
ステップ台を使用したエアロビクス

8月の金曜日(17日を除く4回)
18：30～19：30

高校生か同年齢以上の人・35
人(抽選) 1200円

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

8月の毎週土曜日(4回)
10：45～11：45

高校生か同年齢以上の人・50
人(抽選) 1200円

教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

水中ウオーキング教室(基本編)
効果的なウオーキングをマスターする

7/11(水)
9：00～10：00

高校生か同年齢以上の人・20
人(先着順) 500円

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

7/18(水)
9：00～10：00

高校生か同年齢以上の人・20
人(先着順) 500円

クロールを覚えよう（短期）①～⑦
短期集中で、泳ぎの基本をマスターする

①7/30(月)～8/3(金) 〈5回〉8：30～9：45
②7/30(月)～8/3(金) 〈5回〉18：00～19：15
③8/6(月)～10(金) 〈5回〉8：30～9：45
④8/6(月)～10(金) 〈5回〉18：00～19：15
⑤8/13(月)～17(金) 〈5回〉18：00～19：15
⑥8/20(月)～24(金) 〈5回〉18：00～19：15
⑦8/27(月)～31(金) 〈5回〉8：30～9：45

小学生・①③⑦各60人、②④
⑤⑥各30人(抽選) 3500円

　

　　　　　｢水中ウオーキング教室｣は7月4日(水)午前9時から電話で、それ以外は7
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(①～⑦の別も)、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話番号、市外在住の人は学校名も書いて、〒486
－0804鷹来町4286へ

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）

サンフロッグ春日井
（☎56－2277）

　　　　　　7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、
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も
書いて、〒486－0804鷹来町4196－3へ

申し込み

申し込み

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/



広報春日井 平成24年7月1日号　 27

水道修繕

公
道

平日（8：30～17：15）
（
有
料
）

宅
地
内

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

水道工務課（☎85－6420）
土・日曜日、祝休日、夜間
市役所守衛室（☎81－5111）

火災情報☎0180－995－999

相談

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）
子ども政策課（☎85－6229）

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
レディヤンかすがい内男女共同参画課
（①☎85－7867  ②☎85－7871）

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
健康増進課（☎85－6172）

①ＤＶ相談　②女性の悩み相談

メンタルヘルス相談

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

平日
夜間 内科・小児科、外科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

土
曜
日

内科・小児科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

在宅緊急医
外科

7/7 はやかわクリニック（下市場町6） ☎89－3388

7/14 白山外科クリニック(白山町5) ☎51－5552

7/21 はやかわ・すずきクリニック（柏原町3）☎83－8777

7/28 あさひ病院（下原町） ☎85－0077
日・
祝
休
日

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

県小児救急電話相談 ☎＃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。
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

緊急医

・固定資産税・都市計画税2期
・国民健康保険税2期
・介護保険料1期

納期限▶7月31日(火)

　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。

市税等の納期限

…診療時間帯
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日
井
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日
井

春
日
井
の

地
名
物
語

★

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。取り扱い業務など詳しくは問い合わせてください。

業務を行っている課 業務内容 月日 時間
 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 7/1、15､

22､29  8：30～12：00、
13：00～17：00

 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

7/29
 収納課
 ☎85－6111 納付・納税相談  9：00～12：00、

13：00～16：00

日曜日・平日時間外の市役所業務

児童虐待防止相談
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まちの動き
人　口 （＋466）

世帯数
30万9085人
12万7388世帯 （＋1046）

平成24年6月1日現在 （　）内は前年同日比

火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

平成24年5月 （　）内は1月からの累計

（46件）

（4人）

（5300件）

5件
979件

0人

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。

講演   穂積裕昌（三重県埋蔵文化財センター主幹）
　　   兼康保明（滋賀民俗学会理事）
　　   中野和正（春日大社権禰宜）
　　   重住真貴子（宗像大社文化財管理事務局学芸員）
　　   前園実知雄（奈良芸術短期大学教授）

とき　10月6日（土）午後1時～ 4時45分

第1部「神と仏の共存と習合～日本文化の本質をさぐる～」

第2部「文字の受容と創造～古代からの日本人の識字率～」

特別寄稿　ドナルド・キーン（コロンビア大学名誉教授）

申し込み

7月3日（火）～ 9月15日（土）に、はがきかファクス、Ｅメールに住
所、氏名、年齢、電話番号、参加希望日を書いて、〒486－0913
柏原町1－97－1、文化財課（☎33－1113、FAX34－6484、Ｅメー
ル bunkazai@city.kasugai.lg.jp）へ

※講演の内容など詳しくはパンフレット（市役所情報コーナー、
市の主な施設に用意）、市ホームページを見てください

 市民会館 2日間　 ：3000円
1日のみ：2500円 1100人

ところ 費　用

定　員
（資料集代を含む）

春日井シンポジウムは平成24年度をもちまして終了させていただきます。
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春
日
井
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム講演   川崎保（長野県教育委員会指導主事）

　　   門田誠一（佛教大学教授）
　　   深萱真穂（元京都新聞記者）
　　   森博達（京都産業大学教授）
　　   森浩一（同志社大学名誉教授）
まとめの討論
　　   【司会】福岡猛志（日本福祉大学名誉教授）
　　   【助言】森浩一
　　   【パネラー】第2部の講演者、前園実知雄
　　   　　   　　野本寛一（近畿大学名誉教授）

とき　10月7日（日）午前10時～午後4時50分

講演   川崎保（長野県教育委員会指導主事）
　　   門田誠一（佛教大学教授）
　　   深萱真穂（元京都新聞記者）
　　   森博達（京都産業大学教授）
　　   森浩一（同志社大学名誉教授）
まとめの討論
　　   【司会】福岡猛志（日本福祉大学名誉教授）
　　   【助言】森浩一
　　   【パネラー】第2部の講演者、前園実知雄
　　   　　   　　野本寛一（近畿大学名誉教授）

とき　10月7日（日）午前10時～午後4時50分


	表紙
	子はかすがい 子育てはかすがい
	子はかすがい 子育てはかすがい1
	子はかすがい 子育てはかすがい2
	子はかすがい 子育てはかすがい3
	子はかすがい 子育てはかすがい4

	夏のイベントを楽しもう！
	夏のイベントを楽しもう！1
	夏のイベントを楽しもう！2
	夏のイベントを楽しもう！3

	住民基本台帳法が一部改正されます
	ＰHOTO スケッチ
	ＰHOTO スケッチ1
	ＰHOTO スケッチ2

	情報あ・ら・か・る・と
	情報あ・ら・か・る・と1

	各種お知らせ
	お知らせ・情報公開・個人情報保護制度
	お知らせ２
	おしらせ３・催し
	催し２
	催し３
	募集・講座（一般） 
	講座（一般）２・子ども文化財探検隊
	講座（一般）３
	講座（一般）４・講座（健康・福祉）
	講座（健康・福祉）２
	講座（健康・福祉）３・講座（スポーツ）・縦覧・その他
	その他２
	その他3・まちのイベントNEWS
	スポーツ教室
	緊急医・日曜日の市役所業務・市税等の納期限・水道修繕・火災情報・春日井の地名物語

	春日井シンポジウム

