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ポリオ定期予防接種のワクチンが変わります
「わが家の節電アイデア」の募集結果を発表

今年の納涼まつりでは花火が復活（落合公園）今年の納涼まつりでは花火が復活（落合公園）
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情報あ・ら・か・る・と

ポリオ定期予防接種のワクチンが変わります
9月1日(土)から、ポリオの定期予防接種に使用するワクチンが、生ワクチンから不活化ワクチ
ンに切り替わります。対象者は早めに接種を受けましょう。

｢わが家の節電アイデア」の募集結果を発表

　ブレーカーを20Aに下げ、消費電力を平均化して使用。外
出時は、冷蔵庫、電話以外の待機電力を０にするため、分岐ブ
レーカーをオフにするなど、さまざまな取り組みを自分なり
に少しずつ取り入れています。
　これらの取り組みにより、電力使用量が前年同月比で減っ
ているのが数字として出てくるので、次はどんなことができ
るか、楽しんでいます。
　また、節電のことを家族で話題にして、みんなが節電をし
ようという気持ちに向かうよう心掛けています。　(内容抜粋)

問い合わせ▶環境政策課内、節電対策本部事務局（☎85－6216）

生ワクチンから不活化ワクチンに変わると
接種について次の点が変更となります

方　法▶口から飲む ⇒ 皮下に注射
回　数▶2回 ⇒ 4回(※)
時　期▶春と秋 ⇒ 通年
場　所▶市内公共施設(集団) ⇒ 指定医療機関(個別)
※生ポリオワクチンを1回接種している場合は、
不活化ポリオワクチンを3回接種

「わが家の待機電力ゼロ作戦」　川合正義さん(浅山町)「わが家の待機電力ゼロ作戦」　川合正義さん(浅山町)

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

対　　象 通知時期

平成23年8月31日～24年6月30日生まれ 8月末
平成24年7月1日～7月31日生まれ
平成22年8月31日～23年8月30日生まれ 9月末

平成21年8月31日～22年8月30日生まれ 10月末

　8月末から次のとおり接種券を送ります。通知
時期より前に接種を希望する場合は、問い合わ
せてください。

○対象者は生後3か月～7歳6か月未満の人です。平成21年8月30日以前に生まれた対象者で接種を希望
　する人は問い合わせてください。
○9月1日(土)以降は定期予防接種としての生ポリオワクチン接種はできなくなります。
○四種混合(ジフテリア、百日ぜき、破傷風、不活化ポリオ)ワクチンについては、詳細が決まり次第お
　知らせします。
○ポリオワクチンに関する情報は、厚生労働省ホームページを見てください。
　ホームページ　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/polio/index.html

接種券の送付

家庭でできる節電対策として、実際に行っているユニークな取り組みや徹底していることなど
を募集したところ､96の取り組みが寄せられました。応募ありがとうございました。最優秀賞の
取り組みを紹介します。

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞

「室内を自然冷却する」　「室内を自然冷却する」　
仲小路浩さん(高森台)仲小路浩さん(高森台)

※受賞した取り組み内容は、市
ホームページに掲載しています

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

節電対策は、地球温暖化防止にもつながります。無理のない範囲で、できることから取り組
みましょう。

「圧力鍋で時短！節電！！｣　「圧力鍋で時短！節電！！｣　
浅野美幸さん(大手町)浅野美幸さん(大手町)

「みんなで節電。門灯消して「みんなで節電。門灯消して
ホタルが飛びかう町内に」ホタルが飛びかう町内に」
森田智香さん(高森台)森田智香さん(高森台)

「わが家の待機電力ゼロ作戦」　川合正義さん(浅山町) 「室内を自然冷却する」　
仲小路浩さん(高森台)

「圧力鍋で時短！節電！！｣　
浅野美幸さん(大手町)

「みんなで節電。門灯消して
ホタルが飛びかう町内に」
森田智香さん(高森台)
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環境審議会の公開
と き▶ 9月5日(水)午前10時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 8月29日(水)か ら、環境政策課(☎85－

6216)へ

総合計画審議会の公開
と き▶ 9月6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▶ 企画政策課(☎85－6031)

総合防災訓練～守られる人から守る人へ～
と き▶ 8月26日(日)午前8時～ 11時15分
ところ▶ 大手小学校
内 容▶ 住民避難、避難所設営、初期消火、救出

・救護、炊き出し、ライフラインの応急
復旧などの訓練、応急仮設住宅、防災用
品の展示　※会場周辺の交通規制に協力
をお願いします

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

国民健康保険証の一斉更新
　9月1日(土)に国民健康保険の保険証を一斉に更
新します。8月下旬に、加入者全員分の国民健康
保険証を同封した簡易書留郵便を世帯主宛てに送
付します。記載内容に変更がある場合や、8月31
日(金)までに保険証が届かない場合は、問い合わ
せてください。　※古い保険証は9月以降、各世
帯で破棄してください
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6158)

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間
　屋外広告物の適正な表示とその意識啓発などを
推進するため、全国で｢屋外広告物適正化旬間｣が
実施されます。
　屋外広告物は、条例により表示の仕方や場所な
どにルールが定められていますので、屋外に広告
を出す際は、相談してください。
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6265)

グリーンパレス春日井の取り扱い業務の変更
　10月2日(火)から、グリーンパレス春日井サービ
スコーナーでは、年金現況証明、住民票の記載事
項証明、税証明などのうち一部の証明事務ができ
なくなります。戸籍全部・個人事項証明書、住民
票の写し、印鑑登録証明書は従来どおり発行でき
ます。
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6136)、グリーンパレス春

日井(☎84－0393)

わくわく工作ランド
と き▶ 8月22日(水)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ オリジナルフォトフレームを作ろう
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)

農業祭・ぶどうコンクール
月 日▶ 8月23日(木)
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 市内で生産されたブドウのコンクール

〈午前9時30分から審査、午後1時30分か
ら即売(1時から整理券を配布)〉、ブドウ
の直売(午前11時から)、直売所の紹介

問い合わせ▶ 農政課(☎85－6236)

市では、8月から毎月第1水曜日を「エコライフＤＡＹ」としています。これは、家庭などで地球環
境に配慮した取り組みを特に心掛けようという日です。その取り組みを一層推進するため、「エ
コライフＤＡＹチャレンジキャンペーン」を実施します。

内　容▶9月のエコライフDAYである5日(水)に
環境に優しい生活をした人へ、アトム
通貨100馬力(100円相当)を進呈

引き換え期間▶9月6日(木) ～ 28日(金)〈土・日曜
日、祝日は除く〉午前8時30分～午後5時

対象・定員▶市内在住の人・200人(先着順)

参加方法▶市ホームページ、各ふれあいセンター、
各公民館などで配布している「エコライフ
DAYアクションシート」の取り組みを各
家庭で7つ以上行い、削減できたCO₂の量
を記入して、環境政策課へ　※提出は1人
1回のみ、取り組んだ本人か家族に限る

エコライフエコライフDAYDAYチャレンジキャンペーンチャレンジキャンペーンエコライフエコライフDAYDAYチャレンジキャンペーンチャレンジキャンペーンエコライフDAYチャレンジキャンペーン

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）
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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。

夜コン｢ＯＴＯ8の一夜｣
と き▶ 8月24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▶ ＯＴＯ8(柴田沙耶香、鈴木あゆみ、三輪

一登、平松加奈恵、永井淳一郎、小田原
美賀、三浦麻衣子、奥田雅之)

曲 目▶ ベートーベン｢ジョイフル・ジョイフル｣、
モリコーネ｢ガブリエル・オーボエ｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 8月26日(日)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)

味美地域文化芸能祭
と き▶ 9月2日(日)午前10時30分～午後3時
内 容▶ 味美地域で文化活動をしている12グルー

プによる文化芸能の発表会
ところ・問い合わせ▶味美ふれあいセンター (☎

31－3522)

ミニコンサート～ハンドベル演奏
と き▶ 9月2日(日)午後3時～ 3時20分
出 演▶ ベル春日井
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)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 9月2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)

子育て広場
と き▶ 9月7日～ 12月14日の金曜日(10月26日、

11月9日・23日・30日を除く)午前10時～
11時

内 容▶ 体操や手遊び、簡単な制作遊び、季節の
行事などを行う

対 象▶ 市内在住の未就園児とその保護者
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

オセロ大会
と き▶ 9月8日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶8月23日(木)午前9時から、交

通児童遊園(☎81－1301)へ

からだの中身を知ってみよう！
と き▶ 9月11日(火) ～ 17日(祝)午前9時～午後9時

30分
内 容▶ 体組成計により内臓脂肪などを測定し、

運動アドバイスを受ける
対 象▶ 高校生か同年齢以上の人
費 用▶ トレーニング室使用料。トレーニング室

未登録者は200円の登録料も必要
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

毎日新聞社杯ソフトテニス大会
と き▶ 9月16日(日)午前9時から
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、男子Ａ・Ｂ級、女子Ａ・Ｂ級
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▶ 8月29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)

展示｢日本が誇る写真家｣
と き▶ 8月31日(金) ～ 9月20日(木)〈休館日を除

く〉午前9時～午後8時
内 容▶ 9月8日(土)から文化フォーラム春日井で

開催される写真家・石元泰博の共同巡回
展に関連した展示

ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

昼コン｢昼ジャズ！｣
と き▶ 9月1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▶ 長瀬良司Jazz Group〈長瀬良司(トラン

ペット)、砂掛康浩(ギター )、平光広太郎
(ピアノ)、大村守弘(ベース)、砂掛裕史朗
(ドラムス)〉＋junko(ボーカル)

曲 目▶ ｢on the sunny side of the street｣｢グリ
ーンスリーブス｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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9月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①7日(金)②18日(火)・南部ふれあ

いセンター、③6日(木)・関田公民館(貴
船町)、③10日(月)・鷹来子どもの家、③
13日(木)・味美ふれあいセンター、③20
日(木)・坂下公民館、③21日(金)・上条区
集会所(上条町8)、③24日(月)・グリーン
パレス春日井、午前10時～ 11時30分　
※途中の入退場も可

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(参加者が多い場合は入場制限も
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
童がいる場合はどちらも参加可

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)

初めて挑戦！アウトドア秋
と き▶ 9月22日(祝)午前9時40分～ 23日(日)午後2

時30分
内 容▶ 初めて会う仲間とテント泊やハイキン

グ、野外炊事、キャンプファイア、工作
などを通して秋の自然に親しむ

対象・定員▶ 小学2 ～ 4年生・40人(抽選)
費 用▶ 参加料5000円
ところ・申し込み▶8月30日(木)〈必着〉までに、

往復はがきに行事名、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▶ キャンプカウンセラーサークル｢みろく
会｣

秋季硬式テニス大会
と き▶ 9月23日(日)午前9時から〈予備日9月30日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、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▶ 9月8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)

あそびむしくらぶ  ながつき
お月見だんごをつくろう
と き▶ 9月28日(金)午前10時～正午
内 容▶ 月見の季節の自然を観察し、団子を作っ

て親子で秋を楽しむ
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)300円
ところ・申し込み▶8月30日(木)〈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

平井真美子ＰianoＤiary ～対話する時間
と き▶ 10月28日(日)午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 映画、テレビ番組、ＣＭなど幅広いジャ

ンルで活躍する平井真美子(ピアニスト・
作曲家)によるピアノコンサート

入場料▶ 2500円(全自由席、未就学児不可)
入場券▶ 8月18日(土)から、文化フォーラム春日井

・文化情報プラザ、チケットぴあで販売
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

9月の紙芝居とお話を聞く会
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)

14(金)・28(金)10：30～

図書館
5(水)・8(土)11：00～、1(土)
・15(土)・22(祝)15：00～、
12(水)・19(水)・26(水)15：30～

図書館(語り聞かせの会) 8(土)15：00～

東部市民センター 7(金)・14(金)・21(金)・28(金)
15：30～、22(祝)14：30～

東部市民センター(赤ちゃ
んのためのおはなし会) 7(金)10：30～

味美ふれあいセンター 8(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 8(土)14：00～
南部ふれあいセンター 19(水)16：15～
西部ふれあいセンター 8(土)11：00～
知多公民館 5(水)15：30～
鷹来公民館 8(土)13：30～
坂下公民館 1(土)14：00～
中央公民館 8(土)11：00～
グリーンパレス春日井 15(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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市民病院の医療職員
職種・人数▶ 理学療法士、作業療法士・各1人
受験資格▶ 昭和61年4月2日以降に生まれ、免許を取

得しているか平成25年5月までに取得見
込みの人

給料(月額)▶ 大卒約20万4000円、短大3卒約19万2000
円　※4月1日現在の額で、地域手当を含
む。給料の他、扶養、住居、通勤、特殊
勤務、期末・勤勉などの手当を条件に応
じて支給

試 験▶ 9月2日(日)午前9時30分から市民病院で
教養試験、適性試験、性格検査、面接試験

申し込み▶ 8月24日(金)〈必着〉までに、市販の履歴
書、免許証の写し、健康診断書(市民病
院管理課、市民病院ホームページに用意)
を、直接か郵送で、〒486－8510鷹来町
1－1－1、春日井市民病院管理課(☎57－
0046)へ　※卒業見込みの人は免許証の
写しの代わりに、卒業見込み証明書、成
績証明書が必要。健康診断書は学校で受
けた最新のものでも可

 ホームページ　http://www.hospital.
kasugai.aichi.jp/

ファミリー・サポート・センターの会員
　ファミリー・サポート・
センターは、子育ての援助
を受けたい人(依頼会員)と、
子育ての援助をしたい人
(援助会員)が助け合う会員
組織です。
対 象▶ ○依頼会員…6か月～小学6年生の子ども

がいる市内在住か在勤、在学の人○援助
会員…市内に在住し、子育ての手伝いを
することができる20歳以上の人　※いず
れの会員も講習会の受講が必要。資格や
経験、性別は不問。依頼会員は報酬の支
払いが必要

会員になるための講習会
と き▶ 10月1日(月)午後1時～ 5時
ところ▶ かすがいげんきっ子センター
内 容▶ 子どもの体と病気、心理、安全と応急手

当てなど、会員活動に必要な知識を学ぶ
定 員▶ 30人(託児10人、6か月～未就学児)〈先着

順〉
申し込み▶ 9月8日(土)午前9時から、証明写真(縦4㎝

×横3㎝)2枚と印鑑を持って、かすがい
げんきっ子センター内、ファミリー・サ
ポート・センター (☎35－3516)へ

グリーンピアギャラリー展示作品
と き▶ 平成24年度後期(10月～ 25年2月)のうち1

か月間展示
内 容▶ 植物などに関する絵画や写真などの展示

※四つ切りサイズで15枚ほど展示可(月
の途中で作品の入れ替えも可)

申し込み▶ 8月31日(金)〈必着〉までに、往復はがき
に希望月、ジャンル、住所、氏名、団体
名、電話番号を書いて、〒487－0001細
野町3249－1、グリーンピア春日井(☎92
－8711)へ　※申し込み者多数の場合は
調整

坂下公民館　☎88－5555
バテない山歩きと遭難予防(初級から中級まで)
と き▶ 9月5日(水)午前10時～正午
講 師▶ 野田雄紀
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円
申し込み▶ 8月24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、性別、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
早春の花と野菜作り講座～キャベツ、ブロッコリ
ー、パンジーなど春の花や野菜の育て方を学ぶ(苗
の種類は変わる場合あり)
と き▶ 9月11日～ 10月23日の隔週火曜日(4回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 神田茂
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・15人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円、教材費500円
持ち物▶ ビニール袋、軍手、エプロンか作業服
日本書紀｢天武天皇の飛鳥浄御原京Ⅱ｣
と き▶ 10月～平成25年3月の毎月第2水曜日(6

回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ いのぐち泰子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 岩波文庫｢日本書紀(5)｣(ワイド版も可)

〈1365円で購入可〉
 
申し込み▶ ｢早春の花と野菜作り講座｣は8月23日

(木)から電話で、｢日本書紀｣は9月15日
(土)〈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、本を希望する人は｢本希望｣も
書いて、〒486－0809町屋町3610－1へ
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中央公民館　☎33－1111
スマイル＆美ボディレッスン～美しい姿勢、歩き
方、ツボ押し、ストレッチ、リンパマッサージで、
｢顔・体・心｣を自分で磨く美容法を学ぶ
と き▶ 9月12日(水)・19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
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布草履
を編む
と き▶ 9月14日(金)・21日(金)〈2回〉①午前9時30

分～ 11時30分②午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各8人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費200円
持ち物▶ 約5㎝×130㎝の布30枚、裁縫用具、はさみ
 
申し込み▶ いずれも8月29日(水)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名(｢布ぞうり編
み教室｣は①②の別も)、住所、氏名(ふり
がな)、電話番号を書いて、〒486－0913
柏原町1－97－1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
端布リフォーム教室～端布でトンボのブローチを
作る
と き▶ 9月1日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費200円
持ち物▶ 洋裁用具、物差し
セーターリフォーム教室～セーターからベストを
作る
と き▶ 9月15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▶ 古いセーター (カーディガンでも可)、縁

飾り用の毛糸、木綿糸(セーターと同色)、
はさみ(大)、かぎ針

 
申し込み▶ いずれも8月21日(火)から、電話で

児童センター　☎87－6866
親子リズム教室～リズムに合わせて体を動かす楽
しさを親子で十分に味わう
と き▶ 9月7日～ 10月19日の金曜日(9月14日、10

月12日を除く5回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の平成21年4月～ 22年3月生ま

れの未就園児とその保護者(2人1組)・30
組(抽選)

費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 8月29日(水)〈必着〉までに、往復はがき

(1組1枚)に教室名、参加者全員の氏名(ふ
りがな)、子どもの生年月日、住所、電
話番号を書いて、〒486－0857浅山町1－
2－61へ

ハーモニー春日井　☎88－0677
小学生アウトドア教室～自然を学び、ロープの結び
方、略地図の読み方、作り方を実習を交えて学ぶ
と き▶ 9月17日(祝)・30日

(日)、10月14日(日)
・28日(日)〈4回〉午
前9時～ 11時30分

講 師▶ ボーイスカウト春
日井第2団育成会・
中村隆二

対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・20人(抽選)
費 用▶ 材料代500円(保険料含む)
持ち物▶ 長袖、長ズボン、帽子、軍手、雨具
申し込み▶ 8月31日(金)〈消印有効〉までに、往復は

がきに講座名、住所、氏名(ふりがな)、
生年月日、学校名、学年、電話番号を書
いて、〒480－0302西尾町392へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
自然素材でお肌にやさしい手づくり石鹸～ ｢保湿
のオリーブ石鹸｣と｢美肌マルセイユ石鹸｣を作る
と き▶ 9月13日(木)・27日(木)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 粟田美和
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料500円、材料代1500円
持ち物▶ 厚手のゴム手袋、マスク、エプロン、布

巾、空の牛乳パック(1ℓ用)、眼鏡かサン
グラス、持ち帰り用の手提げビニール袋

申し込み▶ 8月18日(土)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～山野草の植え替え
と き▶ 9月9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
園芸教室～草花・鉢花類の秋から冬の管理
と き▶ 9月15日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 土屋照二
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ いずれも8月21日(火)から、電話で
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かすがい市民文化財団　☎85－6868
大判カメラの世界｢建築写真をアオリで撮る｣～
写真家・石元泰博も用いた撮影方法｢アオリ｣を、
貴重な大判カメラを使って学ぶ
と き▶ 9月29日(土)午前10時～午後1時
ところ▶ 文化フォーラム春日井など
講 師▶ 木戸嘉一
定 員▶ 15人(抽選)
費 用▶ 参加料2800円
申し込み▶ 9月12日(水)〈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
(フリガナ)、年齢、性別、電話番号を書
いて、〒486－0844鳥居松町5－44、ＦＡ
Ｘ82－0213、Ｅメールws@lib.city.kasug
ai.aichi.jpへ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
ゴムバンド運動で楽々筋力アップ～楽しく健康づ
くりを始めよう
と き▶ 8月21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▶ 理学療法士
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
フラダンスでリフレッシュ！～ハワイの風を感じ
よう
と き▶ 8月23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▶ 植田政子
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ

市民病院　☎57－0057
市民公開講座｢ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)につ
いて｣｢呼吸のリハビリ｣
と き▶ 9月8日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 市民病院呼吸器科部長・鳥居正芳、同リ

ハビリテーション技術室理学療法士・山
下裕

定 員▶ 120人(抽選)
申し込み▶ 8月27日(月)〈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

健康増進課　☎85－6164
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 9月11日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1～ 5歳の子どもが

いる保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
申し込み▶ 8月21日(火)から、電話で

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▶ 9月29日(土)午前9時～午後5時
ところ▶ 総合福祉センター
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▶ 8月20日(月)から、電話で

市体育協会加盟団体の講座
硬式テニス初心者教室
と き▶ 9月8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
申し込み▶ 9月1日(土)〈必着〉までに、往復はがきに

教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、
経験年数を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ソフトエアロビクス教室
と き▶ 9月11日～ 10月2日の毎

週火曜日(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▶ 8月30日(木)〈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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定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 9月3日(月) ～ 7日(金)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶平成4年9月2日までに生まれ、平

成24年6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9月1日
登録日▶ 平成24年9月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎85－

6071)

ホテルプラザ勝川ブライダルの市民特典
　市内在住か在勤の人には、ホテルでの結婚披露
宴の飲食料金に特別割引があります。また、結納
や親族食事会についても気軽に問い合わせてくだ
さい。
ウエディングフェア▶9月2日(日)午前10時～午後

5時
ところ・問い合わせ▶ホテルプラザ勝川(☎36－

2331)

長期療養児講演会
と き▶ 9月13日(木)午前10時～ 11時45分
講 演▶ ｢アトピー性皮膚炎について～病気の基

礎知識と日常生活のポイントについて
～ ｣公立陶生病院小児科医師・森下雅史

対象・定員▶ アトピー性皮膚炎のある子どもの保護者
など・30人(先着順)

ところ・申し込み▶8月20日(月) ～ 9月5日(水)に、
県春日井保健所健康支援課(☎31－2133)
へ

中部大学市民講座
日本の電気とエネルギー
と き▶ 9月15日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 中部大学(松本町)
内 容▶ ｢7学部29学科の総合大学で行われている

最新の研究｣を分かりやすく講演
講 師▶ 中部大学教授・武田邦彦
定 員▶ 400人(先着順)
申し込み▶ ホームページか電話で、中部大学エク

ステンションセンター (ホームページ
http://www.chubu.ac.jp、☎51－4392)へ

日商2級販売士検定
月 日▶ 10月3日(水)
受験料▶ 5500円
ところ・申し込み▶8月17日(金) ～ 9月6日(木)に、

春日井商工会議所(☎81－4141)へ

珠算・段位認定検定
月 日▶ 10月28日(日)
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

ところ・申し込み▶8月22日(水) ～ 9月12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㎝)必要

｢みどり香るまちづくり｣企画の募集
　まちづくりに｢かおり｣の要素を取り込んで、良
好なかおり環境を創り出す地域の取り組みを支援
するための｢みどり香るまちづくり｣企画コンテス
ト。環境省では、その企画を募集しています。
申し込み▶ 10月31日(水)〈消印有効〉までに、登録

表(環境省ホームページに用意)、企画の
場所が分かる地図、かおりの樹木・宿
根草・その他の草花配置図(平面図)、現
状写真、主要な地点の成木時の予想図
(全体像が分かるもの)、概要書(企画の
紹介文)、植栽場所を確保していること
を示す書類を、電子データにし、ＣＤ
－Ｒの郵送かＥメールで、〒101－0031
東京都千代田区東神田2－6－2タカラ
ビル4階、公益社団法人におい・かおり
環境協会(☎03－5835－0315、Ｅメール
midori_kaoru@orea.or.jp)へ

 ホームページ　http://www.env.go.jp/
air/akushu/midori_machi/index.html

自衛官募集
種 目▶ ①防衛大学校学生②防衛医科大学校学生

③陸上自衛隊看護学生
試験日▶ ①11月10日(土)～ 11日(日)②10月27日(土)

～ 28日(日)③10月20日(土)
応募資格▶ ①②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③高卒(平成25年3月卒業見込み含
む)で、平成元年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、9月3日(月) ～ 10月1日
(月)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/
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ところ と　き 展示名 出品者

グリーンピア春日井（☎92－8711）
8/16（木）～19（日） 植物園のスケッチ展 日彩会
8/24（金）～26（日） 古典園芸植物展 春日井古典園芸同好会

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）8/17（金）～30（木） 四季の押し絵展 押し絵同好会

東部市民センター （☎92－8511）8/19（日）～23（木） イキイキ彩（いろどる）子どもたち ボーイスカウト春日井
第2団ビーバー隊

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）
8/19（日）～25（土） ハンドメイド雑貨作品展 ハッピーハウスいちごの会
8/30（木）～9/11（火）日曜ペンクラブ作品展 日曜ペンクラブ

※展示時間は各施設に問い合わせてください

講座「食物アレルギーとつきあう暮らし方」
とき▶9月11日(火)午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶食物アレルギーの
子育て経験者である管理栄養士から、食物アレ
ルギーとの付き合い方を聞く　※託児あり〈10
人(先着順)〉　講師▶愛知文教女子短期大学教
授・安藤京子　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
▶9月6日(木)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(ア
レルギー)、託児希望の有無を書いて、春日井
アレルギーの会・田中(☎・ＦＡＸ56－5088)へ

成年後見制度 無料市民公開セミナー及び無料
相談会
とき▶8月25日(土)午後1時30分～4時30分　と
ころ▶レディヤンかすがい　対象・定員▶高齢
者・障がい者やその家族、福祉関係者、医療従
事者など・40人(先着順)　問い合わせ▶一般社
団法人コスモス成年後見サポートセンター愛知
県支部(☎052－908－3022)

子育て支援団体あんじゅ夏休み企画～太陽サン
サン！真夏のおいしいトマトでピザを作ろう！
とき▶8月29日(水)午後1時30分～3時30分　と
ころ▶レディヤンかすがい　内容▶無農薬野
菜、国産小麦を使って体においしい料理を親子
で作る　対象・定員▶3歳～小
学生とその保護者・15組(先着順)　※3歳未満は
入場不可。託児あり(1人につき500円) 申し込み
▶Eメールに氏名、託児の有無を書いて、内田(E
メールange_kasugai@yahoo.co.jp)へ ※ホーム
ページ(http://www.chocokan.jp/ange/)でも申
し込み可

松翠会書展
とき▶8月28日(火)～9月2日(日)午前10時～午後
5時(最終日は4時まで)　ところ▶文化フォーラ
ム春日井　問い合わせ▶山川(☎81－9578)

①宗家藤間流日本舞踊藤楊會②藤間勘楊・藤間
勘之介～親子リサイタル～
とき▶10月8日(祝)①正午から②午後2時から
ところ▶名古屋市北文化小劇場(名古屋市北区)
内容▶①藤楊會主力メンバー出演②藤間勘楊の
創作と古典、藤間勘之介の女形・立役の巻　
費用▶4000円(全席指定)　申し込み▶電話か、
ファクス・Eメールに住所、氏名、電話番号、
参加人数を書いて、藤間(☎090－6336－7880､
ＦＡＸ83－1963 ､Eメ ー ルkanyou1962@nifty.
com)へ　※ホームページ(http://homepage3.
nifty.com/kanyou/)でも申し込み可

　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、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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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①6日(木)②20日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①5日(水)②12日(水)③19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
          
8/17(金)から、電話で

9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

7日(金)、14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)

21日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
8/22(水)から、電話で

①6日(木)②20日(木)10：00～11：30
①西部ふれあいセンター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4月～5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
          
8/24(金)から、電話で

12日(水)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11月～12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
             

①5日(水)②12日(水)③19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 ①6日(木)②13日(木)10：00～11：00
③20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( )９月

地域経済地域経済元気
です！
元気
です！ NO.63

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

　春日井市の企業を支援する産業情報支援サイトです。
　市、商工会議所をはじめ、国や県の中小企業支援施策
を掲載しています。また、イベント情報、市内企業情報、
土地・空き店舗情報などもあります。
　ぜひ一度アクセスしてみてください。

産業情報支援サイト「かすがい産業ナビ」にアクセスを！

かすがい産業ナビ　http://www.kasugai－snavi.jp

これであなたもこれであなたも
「かすがい通」!?「かすがい通」!?
これであなたも
「かすがい通」!?
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