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ハニワ制作大会、予防接種を受けましょう
県市町村対抗駅伝競走大会の市代表選手を募集

液体窒素でマイナス195℃を体験（環境分析センター）液体窒素でマイナス195℃を体験（環境分析センター）
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問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6222）

資源・ごみの分別が一部変わります資源・ごみの分別が一部変わります
ごみの減量と資源化促進のため、平成25年４月からプラスチック製容器包装と金属類の資源収集を開始し
ます。これに伴い、次のとおり資源・ごみの分別区分変更などを予定しています。

　7月から、各区、町内会、自治会などを対象とした説明会や、集合住宅への周知などを始めました。皆さ
んの理解と協力をお願いします。収集日など詳しくは、12月15日号の広報春日井にあわせて配布する「2013
年版環境カレンダー」を見てください。

金属資源とは…

※家電リサイクルの対象品目など（パソコン、エアコン、テ
レビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は対象外です

プラスチック製容器包装とは…

商品を入れたもの（容器）や包んだもの
（包装）で、商品が消費された後は不要
となるプラスチック製のもので、

　　 マークがついています。

デジカメ、DVDプレーヤーなどの小型家電や、鍋、フライ
パンなどの家庭用調理器具、スプレー缶、石油ストーブなど、
金属を多く含むものをいいます。

平成25年４月から

今の「燃やせないごみ」の内容

30cm以上80cm未満の
プラスチック製品、ガラス、陶器類

プラスチック製容器包装（以下、プラ容器）

汚れの落ちないものや
中身を使い切っていないプラ容器
30cm以下のプラスチック製品

小型家電・金属類

今の「燃やせないごみ」の
曜日で月２回集めます
今の「燃やせないごみ」の
曜日で月２回集めます

資源（指定袋導入検討中）

金属資源（透明・半透明の袋）

今の「燃やせないごみ」の曜日に集めます今の「燃やせないごみ」の曜日に集めます

今の「危険ごみ」の日に集めます今の「危険ごみ」の日に集めます

マヨ
ネーズ

汚れの落ちないものや
中身を使い切っていないプラ容器
30cm以下のプラスチック製品

小型家電・金属類

プラ容器プラ容器

汚れの落ちないものや
中身を使い切っていないプラ容器
30cm以下のプラスチック製品

小型家電・金属類

今の「燃やせるごみ」の曜日に集めます今の「燃やせるごみ」の曜日に集めます

燃やせるごみ（黄色の指定袋）

燃やせないごみ（青色の指定袋）
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と　き▶9月8日(土)午後1時30分～5時、9月9日(日)午前9時
～午後5時(2回)

ところ▶中央公民館
定　員▶50組(1組6人まで)〈抽選〉　※小学生以下は保護

者同伴
持ち物▶粘土細工用のへらなど
申し込み▶8月7日(火)〈必着〉までに、はがき(1組1枚)かファ

クス、Ｅメールに参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号、代表者に○、初参加の人は「初」
と書いて、〒486－0913柏原町1－97－1、文化
財課内、ハニワまつり実行委員会事務局(☎33
－1113、FAX34－6484、Eメールbunkazai@city.
kasugai.lg.jp)へ

ハニワ制作大会～古代の埴輪(はにわ)をつくろう！～
毎年、二子山公園で開催しているハニワまつり〈10月27日(土)〉で焼き上げるハニワを2日かけ
て作ります。できあがったハニワは、ふれあい緑道か二子山公園内のハニワの館に並べます。

　麻しんは、空気感染、飛沫(ひまつ)感染、接
触感染により起こる病気で、感染力が非常に強
く、例えば体育館の中に患者が一人いると、全
員が感染してしまうほどです。
　麻しんにかかると発熱、鼻汁、発疹を主症状
とし、肺炎、脳炎といった合併症を引き起こす
こともあり、命に関わる病気です。

予防接種を受けましょう

　日本脳炎は、ウイルスを持つ蚊に刺されるこ
とにより感染します。感染し、脳炎を発症した
場合は20～40％が死に至る病気です。有効な治
療法がないため、予防接種を受けて免疫をつく
ることが重要です。

日本脳炎ワクチン日本脳炎ワクチン

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

対　象 接種券送付時期 接種券の有効期限
第1期 1～2歳未満 1歳の誕生月の月末 2歳の誕生日の前日

第2期 平成18年4月2日～19年4月1日生まれ
（幼稚園・保育園の年長相当）

4月上旬に発送済み 平成25年3月31日第3期 平成11年4月2日～12年4月1日生まれ（中学1年相当）
第4期 平成6年4月2日～7年4月1日生まれ（高校3年相当）

　現在は、3歳、8歳、9歳になる人へ、誕生月の月
末に接種券を送付しています。また、平成7年6
月1日～19年4月1日生まれの人は、定期予防接
種として20歳までの間に4回の接種を受けるこ
とができます。

窯元の先生の指導があるから、
初めての人も安心です！

　風しんは、飛沫感染によって起こる病気で
す。発疹、発熱を主症状とし、血小板減少性紫
斑病、脳炎などの合併症を引き起こすこともあ
ります。また、妊婦が風しんにかかると、心臓
病、白内障、聴力障害などを持った赤ちゃんが
産まれる可能性があります。

　麻しん風しんは、予防接種をすることで、発症を防いだり、軽症で済ませることができます。
定期予防接種の対象となる次の人は有効期限までに接種を受けましょう。　

麻しん風しん混合ワクチン麻しん風しん混合ワクチン

麻しん(はしか) 風しん (三日ばしか )

日本脳炎

定期予防接種の対象者は、無料で接種できますので、接種券が手元にない場合は連絡してください。
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熱中症
　吸湿・速乾の衣服、帽子や日傘
を活用し、小まめに水分や適度な
塩分を補給しましょう。特に高齢
者は、喉が渇いていなくても水分
補給を行うことが大切です。家で
は、すだれ、打ち水、エアコンを利用して室温の
調整に努めましょう。
　軽度の場合は立ちくらみ、筋肉痛など、中度で
は頭痛、吐き気などの症状となります。涼しい場
所で体を冷やし、水分と塩分の補給をしてくださ
い。重度の場合は、意識がない、けいれん、真っ
すぐ歩けないなどの症状となります。直ちに救急
車を要請しましょう。

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

健康のお話食中毒、熱中症の季節です！食中毒、熱中症の季節です！
食中毒

　予防策として、買い物をしたとき
は、肉、魚は保冷剤などと一緒に包み
ましょう。冷蔵・冷凍保管が必要な食
材は、できるだけ早く冷蔵・冷凍庫へ。

　調理の際は、手や調理器具を清潔にし、生肉、
生魚を切ったまな板、包丁はよく洗ってから、他
の食材を切りましょう。生で食べる食材は水でき
れいに洗い、加熱する場合は75℃以上で1分以上
行いましょう。食材、料理は室温に長く放置せず、
少しでもおかしいと思ったら、思い切って捨てて
ください。
　軽い消化器症状の場合は、2～3日で自然に治ま
ります。しかし、乳幼児や高齢者、血便がある場
合、下痢、嘔吐(おうと)が激しい場合、高熱があ
る場合は、すぐに病院を受診してください。

12月1日(土)に、愛・地球博記念公園(長久手市)で開催される、愛知万博メモリアル第7回県市町村対抗
駅伝競走大会の出場選手を募集します。あなたも万博会場を走ってみませんか。

と　き▶8月25日(土)午前10時から(9時30分から受
け付け)〈雨天決行〉

ところ▶総合体育館
部　門▶○小学生(男子・女子)…1㎞

○中学生(男子・女子)…3㎞
○ジュニア(男子・女子)…4㎞
○一般(男子)…4㎞
○一般(女子)…3㎞
○40歳以上(男女不問)…4㎞

対　象▶市内在住か在勤の人(平成24年9月1日現在)
※「ジュニア」は平成4年12月2日～9年4月1
日に、「一般」は平成4年12月1日以前に、「40
歳以上」は昭和47年12月1日以前に生まれた
人

申し込み▶8月14日(火)〈必着〉までに、往復はがきに
大会名、部門、住所、氏名、生年月日、
勤務先(学校名)、電話番号を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館(☎84
－7101)へ　※インターネットでも申し込
み可

　　　 ホームページ　http://www.s－kousya－
kasugai.or.jp/gymnasium/

県市町村対抗駅伝競走大会の市代表選手を募集

　選考会に参加できない人は、推薦も
受け付けます。総合体育館へ問い合わ
せてください。

　各部門とも選考会の上位2人と被推薦
者(記録提出)のうちから、10月21日(日)の
選考委員会で各2人を選出します。

愛知万博
メモリア

ル愛知万博
メモリア

ル

選考会選考会 推薦推薦

選考方法選考方法



広報春日井 平成24年7月15日号　 5

6/19
㊋

6/13
㊌

6/10
㊐

お願い、入って！
（総合体育館）

　第5回春日井市民グラウンド・ゴルフ大会が
開催され、市内32チーム、約350人が参加しま
した。誰でも気軽にできる、楽しむことが一番
というこのスポーツらしく、笑顔あふれる大
会でした。
　出場者の皆さんは実力者ぞろい。会場のあ
ちこちでホールインワンを達成する人が出て、
そのたびに大きな歓声が上がりました。

　紙芝居やクイズ、工作などで環境問題のこと
が学べる「エコ先案内人」。月に1回行われており、
この日は水についての紙芝居や、鉛筆立ての工
作を通して身近な環境問題を学びました。

環境問題を学ぼう
（エコメッセ春日井）

6/10
㊐

　第2回わくわく！ふれあいワールドが開催
され、市内在住のフィリピン人の皆さんがふ
るさとを紹介したり、「マグーララティック」
という軽快なリズムの伝統的な踊りを披露し
たりしました。
　参加した人たちは外国の文化に触れながら、
笑顔で交流を楽しみました。

フィリピンの文化を体験！
（国際交流ルーム）

納涼まつりに向けて
さあ踊ろう
（レディヤンかすがい）
　
　今年の市民納涼まつりで踊る盆踊りの講習
会が行われました。時折笑顔を見せながらも、
動きの一つ一つを確認し、一生懸命振り付け
を覚えました。春日井の歌と踊り「どっこい
せ」の盆踊りバージョンや、新たな4曲が課題
曲。元気をもらえる曲や楽しい曲、力強い曲な
ど、今から納涼まつりに咲く踊りの花が楽し
みになる講習会でした。
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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。

地域福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 7月24日(火)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)
申し込み▶ 高齢福祉課(☎85－6184)へ

健康施策等推進協議会の公開
と き▶ 7月25日(水)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)
申し込み▶ 7月18日(水)から、健康増進課(☎85－6167)

へ

通学区域審議会の公開
と き▶ 7月30日(月)午前10時から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6441)

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 8月1日(水)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▶ 男女共同参画課(☎85－4401)

福祉有償運送運営協議会の公開
と き▶ 8月8日(水)午後2時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6364)

後期高齢者医療制度のお知らせ
8月1日(水)から保険証が新しくなります
　7月下旬に新しい保険証(若草色)を簡易書留で
郵送します。また、現在｢限度額適用・標準負担
額減額認定証｣を持っている人で、平成24年度(23
年中所得)も非課税世帯であった人に、新しい認
定証を普通郵便で郵送します。　※古い保険証な
どは、8月以降、自分で破棄してください
8月上旬に保険料額決定通知書を郵送します
　6月までに後期高齢者医療の資格を取得した人
に、平成24年度保険料額決定通知書を郵送します。
7月以降に資格を取得した人には、9月以降随時郵
送します。なお、後期高齢者医療の保険料率は、
愛知県後期高齢者医療広域連合で2年度ごとに見
直しがされ、平成24・25年度は、所得割率8.55％、
均等割額4万3510円に改定されました。
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6366)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
　平成23年4月から平成24年3月までの住民基本台
帳の一部の写しの閲覧状況を市ホームページ、各
出張所などで公表しています。
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6143)

文化フォーラム春日井で昼涼み始めます
　電力需要がピークとなる夏の昼間に、家庭のエ
アコンを切って文化フォーラム春日井に集まり、
節電に取り組む“昼涼みプロジェクト”を、昨年に
引き続き行います。
　交流アトリウムに昼涼みコーナーを設け、市民
の憩いの場として開放します。夏休み期間中の金
曜日には、子ども向けのアート教室も開校しま
す。
　詳しくは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.kasugai－bunka.jp/
と き▶ 7月21日(土) ～ 9月2日(日)午後1時～ 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

コミュニティ集会施設の耐震診断への助成
　地域住民が利用するコミュニティ集会施設の耐
震化を促進するため、施設の耐震診断を行う場合
に補助金を交付します。
対 象▶ 昭和56年5月31日以前に着工された施設

を管理する、区・町内会・自治会、学区
その他一定の地域と、そこに居住する住
民を基盤として、その意思統一がある団
体

補助額▶ 耐震診断に要する費用の2分の1で、木造
は5万円以内、木造以外は120万円以内　
※予算の範囲内で先着順

申し込み▶ 7月24日(火)から、所定の用紙(市民安全
課、市民活動推進課、建築指導課に用意)
に記入して、直接、建築指導課へ

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

｢道風くん｣着ぐるみ貸し出し
　書のまち春日井マスコットキャラクター ｢道風
くん｣の着ぐるみの貸し出しを始めました。各種
イベント活動に利用してください。
対 象▶ 市内で活動する団体など　※政治、宗教

活動を目的とするとき、春日井市の品位
を傷付ける恐れがあるときなどは除く

申し込み▶ 着ぐるみ貸出申請書(文化課、市ホーム
ページに用意)に記入して、直接、文化
課(☎85－6079)へ
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保有地売却のお知らせ
長塚地区土地売却(プロポーザル方式)

所在地 地積(㎡) 地目 用途地域
長塚町1－106－1 3784 雑種地 準工業地域

条 件▶ 本件土地に自ら工場、作業場、倉庫など
を建設し、製造業、運輸業、卸売業を操
業しようとする者

売却方法▶ 事業計画などの提案内容の審査(プロポ
ーザル方式)により決定

申し込み▶ 8月1日(水) ～ 31日(金)に、直接、管財契
約課(☎85－6086)へ

※詳しくは案内書(管財契約課に用意)か市ホーム
ページを見てください

夜コン
サックス de ナイト with パーカッション
と き▶ 7月20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▶ ＮＷＳサクソフォンカルテット＋打楽器

〈藤原愛子、柴田沙耶香、佐野功枝、真
室香代(サクソホン)、平林明美(パーカッ
ション)〉

曲 目▶ ガーシュイン｢ラプソディー・イン・ブ
ルー ｣、山口景子｢モーツァルト・トリ
ビュート｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

夏の農業祭
　市内で生産された農産品のコンクールや出品物
の即売、桃の販売会などがあります。
と き▶ 7月21日(土)午前9時30時から
ところ▶ ＪＡ尾張中央春日井中央支店(八田町1)
内 容▶ 夏作農産品コンクール〈午前11時30分か

ら審査、午後2時30分から即売(2時から
整理券を配布)〉、桃の販売会、青空市(生
産農家による野菜の販売)、伝統野菜・
食育ＰＲコーナー

問い合わせ▶ 農政課(☎85－6236)

夏休み企画展｢文化財ってなあに？ ｣
と き▶ 7月21日(土) ～ 9月16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▶ 市内の文化財について、子ども向けに分

かりやすく紹介
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

わくわく工作ランド
と き▶ 7月25日(水)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 緩衝材をくっつけて遊ぼう
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▶児童センター (☎87－6866)

紙芝居とお話を聞く会8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) 10(金)・24(金)10：30～

図書館
1(水)・11(土)11：00～、4(土)・
18(土)・25(土)15：00～、
8(水)・15(水)・22(水)15：30～

図書館(語り聞かせの会) 11(土)15：00～

東部市民センター 3(金)・10(金)・17(金)・24(金)
15：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 3(金)10：30～

味美ふれあいセンター 11(土)11：00～
西部ふれあいセンター 11(土)11：00～
知多公民館 1(水)15：30～
坂下公民館 4(土)14：00～
中央公民館 11(土)11：00～
グリーンパレス春日井 18(土)14：00～

※高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンタ
ー、鷹来公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

夏のお楽しみ会
と き▶ 7月24日～ 8月31日の火～金曜日午後3時

30分～ 3時45分(講座などの開催により、
行わない日もあります)

内 容▶ エプロンシアター、パネルシアター、体
操、手遊びなど

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▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

子どもの部屋
と き▶ 7月29日(日)午前10時30分～ 11時30分
内 容▶ ブラックパネルシアターや大型絵本、立

体カード作りなどを楽しむ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
持ち物▶ はさみ、のり
ところ・問い合わせ▶中央公民館(☎33－1111)
協 力▶ グループ｢ゆう｣

夏休み劇場
と き▶ 7月29日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ 人形劇｢おたまじゃくし海へ行く｣など
出 演▶ 人形劇団じゃんけんぽん
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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8月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①3日(金)②21日(火)・南部ふれあ

いセンター、③2日(木)・関田公民館(貴
船町)、③8日(水)・グリーンパレス春日井、
③9日(木)・味美ふれあいセンター、③17
日(金)・上条区集会所(上条町8)、③23日
(木)・坂下公民館、午前10時～ 11時30分

内 容▶ 保育士などが子育て支援サロンや子育て
相談を行う移動型の地域子育て支援事業
(途中の入退場も可。人数が多いときは、
入場を制限する場合あり)

対 象▶ ①0 ～ 1歳児②2歳児③0 ～ 2歳児とその
保護者　※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)

平和祈念式典
と き▶ 8月6日(月)午前10時～ 11時
ところ▶ 総合福祉センター　※公共交通機関を利

用してください
内 容▶ 平和への願いをテーマにした作文朗読、

参加者全員による献花など
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

ミックスダブルス硬式テニス大会
と き▶ 8月19日(日)午前9時から〈予備日8月25日

(土)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男女の混合ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で今年度

の連盟登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 8月4日(土)〈必着〉までに、往復はがきに

大会名、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)

遊覧観光
みんなでサボってリフレッシュ！
と き▶ 8月22日(水)午前9時～午後3時30分(雨天

決行)
内 容▶ サボテンの寄せ植え体験、サボテンビー

ル工場見学、サボテン料理を堪能など
定 員▶ 20人(抽選)〈最小催行人数10人〉
費 用▶ 参加料2000円(昼食代、保険料などを含

む)
身も心も癒される春日井！
と き▶ 8月28日(火)午前9時～午後4時(雨天決行)
内 容▶ いす工場、企画展｢おののとうふう｣見学、

商店街散策など
定 員▶ 20人(抽選)〈最小催行人数10人〉
費 用▶ 参加料2000円(昼食代、保険料などを含

む)
申し込み▶ いずれも7月31日(火)〈必着〉までに、往

復はがき(1枚2人まで可)に催し名、参加
者全員の住所・氏名・年齢・職業・電話
番号を書いて、〒486－8686春日井市役
所経済振興課内、市観光協会事務局(☎
85－6244)へ

硬式テニス大会(団体戦)
と き▶ 8月26日(日)午前9時から〈予備日9月2日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 1チーム6人の3ダブルス(男女混合も可)
対 象▶ 6人とも市内在住か在勤、在学で今年度

の連盟登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1チーム)4000円
申し込み▶ 8月11日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、チーム名、参加者全員の住
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)

春日井まつり前夜祭 ＰＯＰＳに恋をして♥
と き▶ 10月19日(金)午後6時30分から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ サーカス、渡辺真知子、庄野真代
曲 目▶ ｢Ｍr.サマータイム｣｢かもめが翔んだ

日｣｢飛んでイスタンブール｣など
入場料▶ 5000円(全席指定、未就学児不可)
入場券▶ 7月28日(土)から、文化フォーラム春日井

・文化情報プラザ、チケットぴあ、ロー
ソンチケットで販売　※電話予約もあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

市民ハンドボール大会
と き▶ 10月25日(木)・26日(金)・30日(火)～11月

2日(金)午後6時30分～ 9時
種 目▶ 男子・女子
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で18歳以上の人で

構成されたチーム
費 用▶ 参加料(1チーム)6000円
ところ・申し込み▶8月15日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、代表者の住所・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▶ 市ハンドボール協会・岡嶋(☎090－1236
－3926)
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学校給食献立表の広告
　市立の小中学校に在籍する全児童生徒に配布し
ます。
掲載期間▶ 9月～ 12月(2学期分)
規 格▶ 1色刷り・黒、縦35㎜×横60㎜
作成部数▶ 1か月2万9000枚
掲載料▶ 入札により決定
申し込み▶ 7月17日(火) ～ 24日(火)に申込書(市ホー

ムページに用意)に記入して、直接、学
校給食センター (☎85－6342)へ　※8月1
日(水)に入札を実施

給食用物資納入業者の登録
　平成25・26年度の給食用物資の納入を希望する
業者は登録申請をしてください。
資 格▶ 食品に関する法律・諸規程を順守して、

指定する物資供給量に対応できる、市内
か近隣に事業所がある業者

申請用紙▶ 7月17日(火) ～ 31日(火)に、食育推進給食
会で配布

申し込み▶ 8月13日(月) ～ 31日(金)に、食育推進給食
会(☎32－9400)へ

市臨時職員登録者
任 用▶ 職員に欠員が生じたとき
職 種▶ ①一般事務②国民健康保険推進員③小学

校用務員④司書⑤現業員⑥社会福祉士⑦
精神保健福祉士⑧保健師

賃金(時給)▶ ①②860円(②は能力給あり)③880円④
920円⑤1020円⑥⑦1270円⑧1390円

登録有効期間▶12月31日(月)まで
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、直接、人事課

(☎85－6021)へ　※④⑥⑦⑧に登録する
場合は資格証の写しを持参してください

景観絵画｢ココ☆スキコンテスト｣
　子どものころから、まちの景観を意識する心を
育む機会を作り、身近にある｢まちの魅力(景観)｣
を再発見・再認識してもらうため、春日井の風景
を描いた絵を募集します。
テーマ▶ 音(にぎわいや静けさ)を感じる風景
部 門▶ 小学生の部、中学生の部
応募資格▶ 市内在住か在学の小中学生
応募規程▶ 用紙(四つ切り画用紙程度)・画材ともに

自由で、自作の未発表作品に限る　※1
人何点でも応募可

賞 ▶ 市長賞、子ども景観大賞、まちのたから
発見賞、審査員特別賞など　※10月に入

賞作品展と表彰式を開催予定
申し込み▶ 9月6日(木)〈必着〉までに、氏名(ふりが

な)、電話番号、学校名、学年、組、描
いた場所、感じた音を作品の裏面に書い
て、直接か郵送、または学校を通じて、
〒486－8686春日井市役所都市政策課(☎
85－6265)へ

児童センター　☎87－6866
親子お茶会
と き▶ 8月5日(日)午前10時～正午
対象・定員▶ 市内在住の小中学生とその保護者(2人1

組)・15組(抽選)
申し込み▶ 7月26日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に講座名、住所、氏名(フリガナ)、
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

知多公民館　☎32－8988
子ども科学あそび｢音・光のふしぎ｣
と き▶ 8月5日(日)・8日(水)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 嶋田秀敏
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同

伴)・各15人(先着順)
持ち物▶ 紙コップ4個、木綿糸2m、10円玉1個、は

さみ、のり、セロハンテープ
バルーンで遊ぼう～細長い風船を使い、動物など
を作って遊ぶ
と き▶ 8月19日(日)午前10時～正午
講 師▶ 岩月清美
対象・定員▶ 市内在住の幼児、小学生(2年生以下は保

護者同伴)・20人(先着順)
費 用▶ 教材費200円
持ち物▶ 持ち帰り用の大きめの袋
 
申し込み▶ いずれも7月18日(水)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
家族ふれあい教室～音遊びで親子の触れ合いを楽
しむ
と き▶ 8月18日(土)・25日(土)、9月1日(土)〈3回〉

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 右髙せつ子
対象・定員▶ 市内在住の3歳以上の未就学児とその保

護者・15組(抽選)
申し込み▶ 7月31日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

人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
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グリーンピア春日井　☎92－8711
夏休み親子教室｢押し花グッズを作る｣
と き▶ 8月8日(水)午前10時～正午
講 師▶ 山本啓子
対象・定員▶ 小学生とその保護者・15組(先着順)
費 用▶ 教材費(1組)1800円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、カッターナイフ、

持ち帰り用の袋
園芸教室｢サギソウの育て方｣
と き▶ 8月12日(日)午前9時30分～正午
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 20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
夏休み子ども教室｢動物飼育体験｣
と き▶ ①8月21日(火)②8月28日(火)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▶ 小学1 ～ 3年生・各10人(抽選)
持ち物▶ 長靴、帽子、弁当、雨具(雨天時のみ)
 
申し込み▶ ｢夏休み親子教室｣｢園芸教室｣は7月19日

(木)から電話で、｢夏休み子ども教室｣は7
月30日(月)〈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、〒487－0001細野町3249－1
へ

東部市民センター　☎92－8511
キッズパティシエになろう～見た目もおいしそう
なフルーツパフェを作る
と き▶ 8月5日(日)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 伊佐治素美
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・25人(抽選)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ エプロン、三角巾、布巾2枚
夏休みボトルシップづくり教室～びんの中にかっ
こいいヨットを作ろう
と き▶ 8月7日(火)・8日(水)〈2回〉午前10時～正

午
講 師▶ 鷲野章三
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生・20人(抽選)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ シャープペンシル、定規、カッターナイ

フ、はさみ、洗濯挟み2個、作品と道具
を入れる箱

 
申し込み▶ いずれも7月26日(木)〈必着〉までに、往

復はがき(1枚につき2人まで)に講座名、
住所、氏名(ふりがな)、学年、電話番号
を書いて、〒487－0011中央台2－2－1へ

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
夏休み親子ふれあい工作教室～段ボールで｢ころ
ころタワー ｣を作り、家族で遊ぼう
と き▶ 8月7日(火)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 村田祐一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・20組(抽

選)
費 用▶ 教材費(1人)300円
持ち物▶ はさみ、木工用接着剤
申し込み▶ 7月25日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に教室名、住所、参加者全員の氏
名(ふりがな)・年齢、電話番号を書いて、
〒487－0013高蔵寺町3－2－1へ

坂下公民館　☎88－5555
韓国のパッチワーク ポジャギ～伝統型ポーチを
作る
と き▶ 8月17日(金)午前10時～正午
講 師▶ ユ・チョンファン
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 裁縫道具(針、絹糸、定規、はさみ、へら、

チャコ)、カッティングマット
申し込み▶ 7月31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、性別、電話番号を書いて、〒480－
0305坂下町4－250－1へ

交通児童遊園　☎81－1301
夏の工作教室～自分だけの万華鏡を作ろう
と き▶ 8月4日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・15人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
手品教室
と き▶ 8月22日(水)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 田中大貴
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
 
申し込み▶ ｢夏の工作教室｣は7月20日(金)午前9時か

ら、｢手品教室｣は8月2日(木)午前9時か
ら、電話で

グリーンパレス春日井　☎84－0381
レストランさくらの料理長から学ぶ親子料理教室
～飾り巻きずしとフルーツパフェを作る
と き▶ 8月7日(火)午前10時～午後1時
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者

(2人1組)・10組(先着順)
費 用▶ 受講料(1組)1500円(材料費含む)
持ち物▶ エプロン、布巾、三角巾
申し込み▶ 7月18日(水)午前9時から、電話で
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エコメッセ春日井　☎88－5006
夏休み親子アルミ缶アート教室
と き▶ 8月3日(金)午前9時30分～ 11時
講 師▶ ＣＡＮ缶アートＧ
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
費 用▶ 教材費500円
ダンボールコンポスター教室～生ごみ堆肥作りと
家庭菜園
と き▶ 8月4日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 広川雄三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 教材費850円
持ち物▶ みかんなどの箱(高さ19㎝、幅30㎝、奥行

37㎝程度)、カッターナイフ、ガムテープ
夏休み親子工作教室～ペーパークラフトでアロワ
ナ(熱帯魚)を作る
と き▶ 8月11日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
費 用▶ 教材費100円
持ち物▶ はさみ、木工用接着剤
夏休み親子工作教室～段ボールでスマートボール
盤を作る
と き▶ 8月18日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 村田祐一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ はさみ、木工用接着剤
 
申し込み▶ いずれも7月19日(木)から、電話で

味美ふれあいセンター　☎31－3522
夏休み子ども絵画道場～夏休みの思い出を描く
と き▶ 8月16日(木)午前10時～正午
講 師▶ 瀬尾昭夫
対象・定員▶ 市内在住の小学生(3年生以下は保護者同

伴)・20人(抽選)
持ち物▶ クレヨンか水彩用具、四つ切り以下の画

用紙、新聞紙
夏休み親子でクッキングスクール～ホテルプラザ
勝川料理長から、プロのこつを学ぶ
と き▶ 8月22日(水)午前10時～午後1時
講 師▶ 大鹿裕司
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者

(2人1組)・8組(抽選)
費 用▶ 教材費2000円
持ち物▶ エプロン、布巾、手拭きタオル2本
 
申し込み▶ いずれも8月8日(水)〈必着〉までに、往復

はがきに講座名、住所、氏名(ふりがな)、
学校名、学年、性別、電話番号を書いて、
〒486－0958西本町1－15－1へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
写真講座 カスガイ、カスガイ～写真家・石元泰
博の作品について学び、撮影会で春日井の街を写
し、オリジナル写真集を作る
と き▶ 8月25日(土)、9月22日(祝)・23日(日)〈3回〉

午後1時～ 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 京都造形芸術大学准教授・田中仁
定 員▶ 15人(抽選)　※中学生以下は保護者同伴
費 用▶ 参加料3000円(写真集作成代、展覧会｢写

真家 石元泰博｣の入場料を含む)
持ち物▶ デジタルカメラ
申し込み▶ 8月10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(中
学生以下は保護者の氏名も)、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ws@lib.city.kasugai.aichi.jpへ

生涯学習課　☎85－6447
中部大学連携講座｢リハビリテーション体験講座
～作業療法士の仕事を体験しよう！ ｣～大学の施
設や医療機器を使い体験学習する
と き▶ 8月25日(土)、9月1日(土)・8日(土)〈3回〉

午前10時～ 11時30分
ところ▶ 中部大学(松本町)
講 師▶ 中部大学准教授・中路純子ほか
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生・20人(抽選)
費 用▶ 教材費500円
申し込み▶ 8月3日(金)〈必着〉までに、はがきかＥ

メールに講座名、住所、氏名(ふりがな)、
学年、性別、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所生涯学習課(Ｅメー
ルsyogaigk@city.kasugai.lg.jp)へ

ハーモニー春日井　☎88－0677
シニアのための和太鼓入門講座～和太鼓を基礎か
ら学び、たたく音色を楽しむ
と き▶ 8月30日～ 9月27日の毎週木曜日(5回)午

前10時～ 11時30分
講 師▶ 柴田捷幸
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料1250円、材料代1500円(ばち、資

料代を含む)
持ち物▶ 運動靴
申し込み▶ 8月1日(水)〈消印有効〉までに、往復はが

きに講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、
電話番号を書いて、〒480－0302西尾町
392へ
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
転倒骨折予防教室｢美空ひばりエクササイズ｣～
美空ひばりの曲に合わせて全身を楽しく動かそう
と き▶ 7月20日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 中切町公民館(中切町2)
講 師▶ 稲田有己子
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター中切(☎56－8611)

へ
ラテンのリズムで情熱的に筋力ＵＰ｢シニア向け
ズンバで夏を乗り切ろう｣
と き▶ 7月24日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 古田慶子
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛

(☎51－1840)へ

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▶ 8月21日(火)午後1時～ 4時
ところ▶ 消防署西出張所
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▶ 7月18日(水)から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
育児講座～ベビーマッサージ
と き▶ 9月4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)
おいしいクッキング｢鮮やかないろどりをおいし
く！カレーをつくろう｣
と き▶ 9月9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(1人)300円
 
申し込み▶ いずれも7月30日(月)〈消印有効〉までに、

｢育児講座｣は往復はがき(1組1枚)に講座
名、住所、参加者全員の氏名(ふりがな)
・年齢(月齢)、電話番号を書いて、｢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、電話番号を書いて、〒486－0945
勝川町8－2858－1、☎35－3501へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
やさしいヨガ教室
と き▶ 8月31日～ 9月21日の毎週金曜日(4回)午

後7時～ 8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▶ 7月31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

うつ病家族懇談会
と き▶ 8月2日(木)、10月4日(木)午後1時30分～ 3

時
内 容▶ 家族同士の交流とうつ病に関する学習
対象・定員▶ うつ病の人と生活を共にしている家族・

10人(先着順)
ところ・問い合わせ▶県春日井保健所健康支援課

(☎31－0750)

自衛官募集
種 目▶ ①自衛隊一般曹候補生②自衛官候補生

(男子)③自衛官候補生(女子)④海上・航空
自衛隊航空学生

試験日▶ ①9月17日(祝)②9月1日(土)・8日(土)・9日
(日)・15日(土)・16日(日)・29日(土)・30日(日)
※高等学校新規卒業者は9月16日(日)・29
日(土)・30日(日)のみ③9月23日(日) ～ 26
日(水)の指定する日④9月22日(祝)

応募資格▶ ①②③昭和61年4月2日～平成7年4月1日
に生まれた人④高卒(平成25年3月卒業見
込み含む)で、平成4年4月2日～ 7年4月1
日に生まれた人

申し込み▶ 願書を請求の上、8月1日(水) ～ 9月7日(金)
に、自衛隊愛知地方協力本部小牧地域事
務所(☎73－2190)へ

 ホームページ　http://www.mod.go.jp/
pco/aichi/

毎月19日は
子育て応援の日
(はぐみんデー )です
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成年後見人制度相談会
と き▶ 8月1日(水)午後1時～ 4時
ところ▶ 市役所301会議室
内 容▶ 成年後見人制度の利用、遺言・相続など

に関する相談
問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 公益社団法人成年後見センター・リーガ

ルサポート愛知県支部

消防設備士試験
月 日▶ 8月26日(日)
ところ▶ 名城大学天白キャンパス(名古屋市天白

区)
内 容▶ 甲種特類・1～ 5類、乙種1～ 7類
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円
申し込み▶ 7月17日(火) ～ 25日(水)に、受験願書(予

防課、消防署、各出張所に用意)に記入
して、直接か郵送で、〒461－0011名古
屋市東区白壁1－50、消防試験研究セン
ターへ　※電子申請による申し込みも可

 ホームページ　http://www.shoubo－
shiken.or.jp

予備講習会
月 日▶ ①7月31日(火)②8月1日(水)③8月2日(木)

④8月3日(金)
ところ▶ 県産業労働センター (名古屋市中村区)
内 容▶ ①電気、機械に関する基礎知識②消火器

(第6類)③自動火災報知設備など(第4類)
④屋内消火栓、スプリンクラー設備など
(第1類)

費 用▶ 受講料各7000円
申し込み▶ 7月18日(水)～26日(木)に、申込書(予防課、

消防署、各出張所に用意)に記入して、
直接か郵送で、〒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▶ いずれも予防課(☎85－6385)

愛知県史を語る会
と き▶ 8月25日(土)午後1時～ 4時30分
ところ▶ 県図書館(名古屋市中区)　※駐車場は有

料。台数に限りがありますので、公共交
通機関で来館してください

内 容▶ ｢愛知県史 資料編20 近世6 学芸｣の執筆
担当者が愛知の近世文化世界について分
かりやすく説明する

講 演▶ ｢近世の尾張・三河の文化世界｣元専修大
学教授・青木美智男ほか

定 員▶ 200人(先着順)
申し込み▶ 県総務部法務文書課県史編さん室(☎052

－972－9172)へ

県排水設備工事責任技術者試験
試験
と き▶ 12月2日(日)午後1時～ 3時30分
ところ▶ 名城大学天白キャンパス(名古屋市天白

区)
受験資格▶ 次のいずれかに該当する人○高等学校の

土木工学科(これに相当する過程を含む)
を修了して卒業した人○高等学校を卒業
し、排水設備工事などの設計か施工に関
し、試験日現在1年以上の実務経験を有
する人○排水設備工事などの設計か施工
に関し、試験日現在2年以上の実務経験
を有する人○上記に準ずる人

費 用▶ 受験料8000円
受験講習
と き▶ 9月8日(土)午前10時20分～午後4時
ところ▶ 名城大学天白キャンパス(名古屋市天白

区)
費 用▶ 受講料6000円
申し込み▶ いずれも7月10日(火) ～ 31日(火)に、所

定の書類(中部地方下水道協会ホームペ
ージに用意)に記入して、直接か郵送で、
〒453－0016名古屋市中村区竹橋町35－
22、愛知県下水道協会愛知県排水設備工
事責任技術者試験等運営委員会事務局分
室(☎052－459－0357)へ

 ホームページ　http://www.jswa－chubu.
jp

 ※申込書は郵送でも入手可。140円切手
を貼った返信封筒(角型2号)に住所、氏名
を書いて、｢責任技術者試験｣か｢受験講
習｣と朱書きして郵送してください

勝南なつまつり
と き▶ 8月4日(土) ～ 5日(日)午後5時～ 8時(雨天

中止)
ところ▶ ＪＲ勝川駅南口・勝南プラザ前
内 容▶ 子ども縁日大会(金魚すくい、輪投げ、

スーパーボールすくいなど)、フリーマ
ーケット、新鮮夕市(なくなり次第終了)

問い合わせ▶ 勝川開発㈱〈☎34－6800〉

ボランティア講習会
と き▶ 8月28日(火)午前9時30分～午後2時30分
内 容▶ 学校内見学、講義、ディスカッションな

ど
対象・定員▶ 障がいのある子どもたちへのボランティ

ア活動を希望する人・30人(先着順)
ところ・申し込み▶8月3日(金)までに、県立春

日台養護学校(☎88－0811、ＦＡＸ88－
5863)へ
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ところ と　き 展示名 出品者
坂下公民館 （☎88－5555）7/18（水）～29（日） なかよし展覧会 平川真奈美
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）7/18（水）～30（月） 段ボールおもちゃ展 村田祐一郎
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）7/19（木）～31（火） 趣味の絵画展 梶田美智枝

味美ふれあいセンター（☎31－3522）7/20（金）～30（月） スクラップブッキング作品展 スクラブ

グリーンピア春日井（☎92－8711）7/21（土）～29（日） 木のおもちゃ展 牧野辰雄とTOY VILLAGE 
虹の森

知多公民館 （☎32－8988）7/25（水）～8/5（日）知多川柳クラブ色紙展 知多川柳クラブ

市役所市民サロン （☎85－6073）7/30（月）～8/5（日）平和展 尾張中部地区労連・ピース
フェスタ実行委員会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

家計調査に協力してください
　家計調査は、毎月、総務省統計局が県を通じて
行っている調査です。
　この調査は、暮らし向きを家計の面から捉える
もので、一定の方法により選定した世帯に家計簿
をつけていただきます。その集計結果は経済政策
や社会政策の基礎資料、経済動向や景気動向を見
る指標の一つとして活用しています。
　なお、調査内容は、統計のためだけに使用され
ます。調査員が伺ったときには、協力をお願いし
ます。
問い合わせ▶ 県統計課(☎052－954－6104)

知っていますか 検察審査会
　交通事故、詐欺、脅しなどの犯罪の被害に遭い、
警察や検察庁に訴えたが、検察官がその加害者を
起訴してくれなかった(不起訴処分)ときに、訴え
たい人は、検察審査会に審査申立ができます。
　検察審査会では、選挙権を有する一般国民の中
から｢くじ｣で選ばれた11人の検察審査員が、検察
官が加害者を起訴しなかったことの善しあしを審
査します。
問い合わせ▶ 名古屋第一・第二検察審査会事務局(☎

052－203－2423)

｢ゆめたま号｣がやってくる！
と き▶ 8月3日(金)午前10時～11時
内 容▶ 県児童総合センターの移動児童館が｢う

ごく土のまち｣を実施。たくさんの粘土
を使い、みんなで大きなまちを作る

対象・定員▶ 市内在住の小学生・50人(先着順)
持ち物▶ タオル
ところ・申し込み▶7月18日(水)午前9時から電話

で、交通児童遊園(☎81－1301)へ

ひきこもりを考える家族の教室
と き▶ 8月6日(月)午後2時～4時　
内 容▶ 社会生活を営む上で困難を抱えているひ

きこもりへの理解を深め、対応を考える
講 演▶ ｢ひきこもりの理解と対応｣県精神保健福

祉センター精神科医師・藤城聡
対象・定員▶ 市内か小牧市在住で、ひきこもりの人を

抱える家族・20人(先着順)
ところ・申し込み▶7月17日(火)～27日(金)に、県

春日井保健所健康支援課(☎31－0750)へ

平和への祈り アート展
とき▶7月18日(水)～22日(日)午前10時～午後5時
(最終日は3時まで)　ところ▶文化フォーラム春
日井　内容▶市民の出展による多ジャンルの展
覧会　問い合わせ▶春日井9条の会・細江(☎・
ＦＡＸ81－3767)
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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
              

①7日(火）、21日(火)、28日(火)②14日(火)
10：00～11：00
市役所①301会議室②303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2日(木)、16日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①1日(水)②8日(水)③15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
          
7/18(水)から、電話で

11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

3日(金)、17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)

10日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
7/23(月)から、電話で

①2日(木)②8日(水)10：00～11：30
①レディヤンかすがい②保健センター

5か月ごろからの離乳食と食べさせ方について学ぶ
対象・定員▶平成24年3月～4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
          
7/25(水)から、電話で

①7日(火)②20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10月～11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

問い合わせ▶　 …子ども政策課(☎85－6170)､    …健康増進課(☎85－6164)　　　　　　　子

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( )8月

地域経済地域経済元気
です！
元気
です！

健

NO.62 我が社のNo.1、オンリー１
　「平成23年度愛知ブランド企業」に認定されました。
決め手となったのは、オリジナルの硬質クロムめっ
き「クロマックス」。独自開発の薬液で処理すること
で、めっき被膜の構造
を変え、硬度・耐摩耗
性を向上させることに
成功しました。この受
賞を機に、クロマック
スブランドによるシリ
ーズ展開を検討してい
きます。

　昭和33年「中京硬質クローム工業所」と
して創業。平成11年に現在の「中日クラフ
ト㈱」に改称。
　創業以来、自動車などの部品の強度を
高めるためにかかせないクロムめっき加
工を手掛けています。
問い合わせ▶本社☎31-4005

企業紹介 中日クラフト㈱
（御幸町1）

クロマックス加工した部品クロマックス加工した部品クロマックス加工した部品

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

自由参加 子

子

子

子

健

健
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