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「電力の見える化」であなたもエコライフ！
希少野生動植物の紹介

水書道で遊ぼう（文化フォーラム春日井）水書道で遊ぼう（文化フォーラム春日井）
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スポーツの催しで健康づくりを応援します

「スポーツの秋」。体を動かして心も体もリフレッシュしませんか。市では皆さんが心身共に
健やかな生活を送るためにスポーツ活動の推進をしています。さまざまな催しを開催したり、
地域のスポーツ活動をサポートするスポーツ推進委員を委嘱したり、皆さんが気軽にスポー
ツができる環境を整えています。

　「ニュースポーツを通じて健康づく
り・仲間づくり」をテーマに、スポー
ツ推進委員は各地域で活躍してい

ます。西藤山台小学校では、毎年6月にふれあい教
育セミナーで、子ども会を中心とした親子レクリエーシ
ョンスポーツ大会を行っています。今年もスポーツ推
進委員10人が出席し、90人の親子が楽しみました。
また、藤山台地区社会福祉協議会の依頼で「カロー
リングを楽しもう」という大会も毎年6月に行っていま
す。今後もスポーツを通じてたくさんの人の役に立つ
ことができればと願っています。

　地元の西山小学校区体育振興
会は所属する町内会が桃山町だけ
という小さな組織ですが、60年続く

町内運動会をはじめ、ソフトボール大会など多くのス
ポーツ大会を開催しています。
　町内にいる2人のスポーツ推進委員も、25年にわ
たって企画・運営から審判まで手伝わせていただい
ています。また審判員など人手が欲しい時は、スポ
ーツ巡回指導員派遣制度を利用して、スムーズに運
営できるように努めています。

問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

広がる楽しさ！スポーツに親しもう広がる楽しさ！スポーツに親しもう

　節目の20回を迎えた今年度のレ
クリエーションスポーツ大会は5月
27日に開催され、600人を超える
人が参加しました。

レクリエーションスポーツ大会

気軽にみんなができる
スポーツの普及を
星子浩（西藤山台地区）

地元のスポーツ活動
のために
神田茂（西山地区）

　スポーツ推進委員は、地域のスポーツ大会やスポーツ教室を開催する際に連絡調整をしたり、健康や体力づくりの
ための実技指導や助言を行ったり、スポーツに関するサポートをしています。市では60人が活躍しており、連絡協議
会を設置してさまざまな活動を行っています。

スポーツ推進委員が地域のスポーツ活動を支援します

　毎年10月の体育の日に開催され、レクリエーションスポーツなどの体験コーナー、各種スポーツ教室や施設の無料開
放を行っています。幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とし、家族みんなで楽しめます。今年度も10月8日（祝）
に総合体育館で開催します。詳しくは9月1日号広報春日井を見てください。

わくわく体験！Active Sports

　年2回発行し、公共施設で配布しています。スポーツ推進委員の日頃の活動や催しに参加した人の声など
を紹介しています。

「スポーツ推進委員だより」の発行

新春春日井マラソン大会
　毎年1月に開催され、約7000人が参加する新春の一大イベントです。

私たちが皆さんのまちのスポーツ推進委員です私たちが皆さんのまちのスポーツ推進委員です私たちが皆さんのまちのスポーツ推進委員です

　皆さんの地域まで出向いてレクリエーションスポーツの普及を目指し、準備の仕方、ゲームの進め方を教えます。

スポーツ巡回指導

気軽にできて、楽しむことを目
的としたスポーツ
●カローリング●グラウン
ド・ゴルフ●ディスクドッヂ
●ソフトバレーボール●レ
クビーチ●ディスコン●ボッ
チャ　など

レクリエーションスポーツとは

スポーツ巡回指導を希望される団体はスポーツ課まで問い合わせてください。
レクリエーションスポーツの用具の貸し出しは総合体育館（☎84－7101）で行っています。
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スポーツの催しで健康づくりを応援します

「スポーツの秋」。体を動かして心も体もリフレッシュしませんか。市では皆さんが心身共に
健やかな生活を送るためにスポーツ活動の推進をしています。さまざまな催しを開催したり、
地域のスポーツ活動をサポートするスポーツ推進委員を委嘱したり、皆さんが気軽にスポー
ツができる環境を整えています。

　「ニュースポーツを通じて健康づく
り・仲間づくり」をテーマに、スポー
ツ推進委員は各地域で活躍してい

ます。西藤山台小学校では、毎年6月にふれあい教
育セミナーで、子ども会を中心とした親子レクリエーシ
ョンスポーツ大会を行っています。今年もスポーツ推
進委員10人が出席し、90人の親子が楽しみました。
また、藤山台地区社会福祉協議会の依頼で「カロー
リングを楽しもう」という大会も毎年6月に行っていま
す。今後もスポーツを通じてたくさんの人の役に立つ
ことができればと願っています。

　地元の西山小学校区体育振興
会は所属する町内会が桃山町だけ
という小さな組織ですが、60年続く

町内運動会をはじめ、ソフトボール大会など多くのス
ポーツ大会を開催しています。
　町内にいる2人のスポーツ推進委員も、25年にわ
たって企画・運営から審判まで手伝わせていただい
ています。また審判員など人手が欲しい時は、スポ
ーツ巡回指導員派遣制度を利用して、スムーズに運
営できるように努めています。

問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

広がる楽しさ！スポーツに親しもう広がる楽しさ！スポーツに親しもう

　節目の20回を迎えた今年度のレ
クリエーションスポーツ大会は5月
27日に開催され、600人を超える
人が参加しました。

レクリエーションスポーツ大会

気軽にみんなができる
スポーツの普及を
星子浩（西藤山台地区）

地元のスポーツ活動
のために
神田茂（西山地区）

　スポーツ推進委員は、地域のスポーツ大会やスポーツ教室を開催する際に連絡調整をしたり、健康や体力づくりの
ための実技指導や助言を行ったり、スポーツに関するサポートをしています。市では60人が活躍しており、連絡協議
会を設置してさまざまな活動を行っています。

スポーツ推進委員が地域のスポーツ活動を支援します

　毎年10月の体育の日に開催され、レクリエーションスポーツなどの体験コーナー、各種スポーツ教室や施設の無料開
放を行っています。幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とし、家族みんなで楽しめます。今年度も10月8日（祝）
に総合体育館で開催します。詳しくは9月1日号広報春日井を見てください。

わくわく体験！Active Sports

　年2回発行し、公共施設で配布しています。スポーツ推進委員の日頃の活動や催しに参加した人の声など
を紹介しています。

「スポーツ推進委員だより」の発行

新春春日井マラソン大会
　毎年1月に開催され、約7000人が参加する新春の一大イベントです。

私たちが皆さんのまちのスポーツ推進委員です私たちが皆さんのまちのスポーツ推進委員です私たちが皆さんのまちのスポーツ推進委員です

　皆さんの地域まで出向いてレクリエーションスポーツの普及を目指し、準備の仕方、ゲームの進め方を教えます。

スポーツ巡回指導

気軽にできて、楽しむことを目
的としたスポーツ
●カローリング●グラウン
ド・ゴルフ●ディスクドッヂ
●ソフトバレーボール●レ
クビーチ●ディスコン●ボッ
チャ　など

レクリエーションスポーツとは

スポーツ巡回指導を希望される団体はスポーツ課まで問い合わせてください。
レクリエーションスポーツの用具の貸し出しは総合体育館（☎84－7101）で行っています。

広報春日井 平成24年9月15日号　 3



4 　広報春日井 平成24年9月15日号

情報あ・ら・か・る・と

「電力の見える化」であなたもエコライフ！

省エネナビの特徴

貸出期間▶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▶電話で環境政策課へ

☆簡単に取り付け
　付属の電流センサーでブレーカーの電
線を挟んで、電源をコンセントに差し込
むだけです。
☆節電できているかが一目で分かる
　目標値を入力すれば、目標ランプの色
によって達成（青）、不達成（赤）が分かり
ます。
☆電力消費量が即座に分かる
　家電製品ごとの電力消費量の把握にも
活用できます。
☆20％の省エネ効果
　※財団法人省エネルギーセンター調べ

市が特に保護する必要があるとして指定した希少な野生動植物を紹介します。

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

希少野生動植物種の紹介希少野生動植物種の紹介希少野生動植物種の紹介希少野生動植物種の紹介 その2その2
「カヤネズミ、ヒメタイコウチ」「カヤネズミ、ヒメタイコウチ」「カヤネズミ、ヒメタイコウチ」「カヤネズミ、ヒメタイコウチ」

髙橋匡司提供宇都宮靖博提供

カヤネズミ ヒメタイコウチ
　河川敷やため池周辺、
休耕田のススキやヨシな
どの草地に生息します。
　「一定の広がりを持つ草
地」という特色的な景観や
生態系の指標となります。

　日本最小のネズミで、ススキなどの葉でソフ
トボール大の巣を作るという興味深い生態です。
愛知県では絶滅危惧Ⅱ類と評価されています。

　市内に点在する湿地、
水田、用水路、休耕田、
小規模な水たまりなど
に生息しています。湧
き水などによる湿地環
境の指標となります。
　泳げず飛べないため、移動性が低いという
特異な性質が知られている昆虫です。愛知県
では準絶滅危惧と評価されています。

市では、地球温暖化対策や節電対策の一環として、7月から｢省エネナビ｣の貸し出しを行っています。電
力消費量が即座に表示され、目標値設定や金額換算値も表示できる「省エネナビ」を活用した「電力の見
える化」で、エコライフを実践してみませんか。

省エネナビを使った感想

～その他の利用者の声～
○思ったよりテレビに電気が使われているのが分
かりました。省エネナビを活用することでわが家の
電力消費量の見直しができました。
○違う季節にも比較目的で使ってみてもいいと思
いました。

○目標の達成、不達
成がランプの色で
分かるため、判断
しやすいです。思
ったよりも赤（不達
成）になることが多
いので、目標達成
を心掛けて家族で
節電が行えました。
○電力消費量をグラフ表示できるため、自分の家で
はどの時間帯が電気を一番使っているかを知るこ
とができました。

野村さん(角崎町)

借りたいときは？

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）
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8/23
㊍

8/15
㊌

8/17
㊎

アートの世界へ
こぎ出そう
（交通児童遊園）

　でこぼこした面の上に紙を置いて、その模
様を写し取る「すり絵」を貼った紙の舟“ぼうけ
ん舟”を作るワークショップが行われました。
　参加した子どもたちは、床や壁、アスファル
トなど身の回りのでこぼこから取ったすり絵
を使って、夢いっぱいのぼうけん舟を作りま
した。

　体力の維持や改善に役立ててもらうことを目
的に、高齢者体力測定会が行われ、鷹来地区老人
クラブの会員45人が参加しました。握力、上体起
こしなど6種目を計測し、おのおのに自分の体力
のバランスを確認し合っていました。

体力を知って、健康づくり
（総合体育館）

8/14
㊋

　実物の80分の1サイズの電車模型展が開か
れました。電車をはじめ、山や鉄橋、街並みは
全て沢村武昭さんが廃材を使って手作りで再
現。約14畳のジオラマの中を車両が走り抜け
る様は、実物さながらの臨場感があり、子ども
たちは熱心に見入っていました。

ミニチュア旅行へ
出発進行
（エコメッセ春日井）

ふかふかの
芝生広場が完成
（石尾台小学校）

　　6月に児童やPTA、地域の皆さんによって植
え付けが行われた「芝生広場」。その完成した
姿を披露するセレモニーが行われました。
　｢石尾台サンサン芝生広場｣と名付けられた
ふかふかの芝生広場で、児童の皆さんは裸足
で踊ったり、寝そべったりして、気持ち良さそ
うに芝生の感触を楽しんでいました。
　小学校の校庭を芝生化する事業は、篠木・玉
川・白山小学校に続き、石尾台小学校が4校目
になりました。
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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。

9月21日～30日は秋の交通安全運動
　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○夕暮れ
時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故をなく
そう○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)

ハーモニー春日井の利用申請は3か月前から
　10月から、ハーモニー春日井の利用申請の受け
付け開始日を、利用日が属する月の｢6か月前の初
日｣から｢3か月前の初日｣に変更します。
　平成25年4月利用分の申請受け付け開始は平成
25年1月4日(金)です。
問い合わせ▶ ハーモニー春日井(☎88－0677)

閉架書庫の利用停止
　蔵書点検のため、図書館と東部市民センター図
書室の閉架書庫に所蔵されている図書の貸し出し
・閲覧を停止します。
月 日▶ 10月2日(火) ～ 26日(金)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

地域自立支援協議会の公開
と き▶ 10月12日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 15人(先着順)
申し込み▶ 9月24日(月)から、障がい福祉課(☎85－

6213)へ

10月～12月の献血
とき ところ

10/20(土)・21(日)9：30～
16：00 市役所

11/17(土)10：00～ 16：00 バロー高蔵寺店

11/24(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ第5駐車場
(ジャ

ンボエンチョー前駐車場)
12/1(土)10：00～ 16：00 イオン春日井店

対 象▶ 16 ～ 69歳の人　※65歳以上の人は健康
を考慮し、60 ～ 64歳の間に献血経験が
ある人に限定

問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)か県赤十字血液
センター (☎0561－84－1131)

就業構造基本調査に協力を
　総務省統計局が10月1日現在の
就業構造基本調査を全国一斉に実
施します。
　この調査は就業・不就業の実態
を調べ、全国や各地域別の就業状
況についての基礎資料を作るため
に実施されるもので、雇用・経済
政策などに活用されます。
　9月下旬に調査の対象となった世帯を調査員が
訪問しますので、協力をお願いします。　※この
調査は統計法に基づいて実施される国の重要な調
査で、提出された調査票を統計上の目的以外に使
用することはありません
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6080)

就業構造基本調査
シンボルマーク

9/22（祝）

※当日は、潮見坂平和公園管理事務所（平和公園第1
バス停前）で墓参用の花、線香を販売します
問い合わせ▶潮見坂平和公園管理事務所（☎84－4444）、
　　　　料金については名鉄バス株式会社春日井営
　　　   業所（☎92－5311）

潮見坂平和公園墓参バス時刻表
行　　　　 き 帰　　　　 りバ ス 停
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12：04

11：59

11：57

11：55

11：55

13：31

13：30

13：29

13：27

13：26

13：23

13：21

13：20

13：19

13：18

13：17

13：16

13：15
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12：59
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14：36
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14：26

14：25

14：24

14：23
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味 美 駅
味美ふれあいセンター
花長町1丁目
知多公民館前
山王小学校前
勝 川 駅
柏井町1丁目
八 幡 社 前
柏井町4丁目
春日井高校前
鳥居松2丁目
春日井市役所前
鳥 居 松
鳥居松8丁目
総合福祉センター前
篠 木
東部中学校前
篠 木 6 丁 目
篠 木 7 丁 目
篠 木 8 丁 目
下 市 場
出 川
大 泉 寺
平和公園第1
平和公園第2
平和公園第３　平和公園第６
平和公園第６　平和公園第３

9月20日
　　～26日は
「動物愛護週間」です
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市民射撃競技大会
と き▶ 9月23日(日)午前8時30分～午後3時
ところ▶ 土岐市総合射撃場(土岐市妻木町)
種 目▶ トラップ射撃競技、スキート射撃競技
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で資格を持ってい

る人・50人(先着順)
費 用▶ 参加料1種目5000円、2種目8000円　※昼

食付き
持ち物▶ 銃砲所持許可証、火薬類譲受許可証、散

弾銃
申し込み▶ 当日午前8時30分～ 10時に、会場で
問い合わせ▶ 市射撃協会・長谷川(☎090－3556－2608)

文化財特別展｢春日井の古代史事始｣
と き▶ 9月26日(水) ～ 10月8日(祝)〈10月1日(月)

を除く〉午前9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
内 容▶ 下原古窯跡群をはじめとする市内の窯跡

資料を中心に、窯業生産の歴史を紹介
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

夜コン｢竹林笹頼展｣
と き▶ 9月28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▶ 所克頼(ソプラノサックス)、竹内幸枝(ア

ルトサックス)、笹原直美(ピアノ)、林敬
子(パーカッション)

曲 目▶ 椎名林檎｢カーネーション｣、カッチーニ
｢アベ・マリア｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

ジャバラカメラで記念写真
と き▶ 9月29日(土)午後2時～5時、9月30日(日)午

前10時～午後3時(いずれも終了30分前ま
で随時受け付け)

ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 写真家・石元泰博も使用した大判カメラ

を使って、モデルになったり、シャッター
を切る体験をする

講 師▶ ワイズクリエイト
定 員▶ 各15組(1人でも可・先着順)
費 用▶ 参加料500円(撮影した写真をプレゼント)
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

コンテナガーデニング展
月 日▶ 9月29日(土)～10月8日(祝)〈10月1日(月)を

除く〉
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92－8711)

南部ふれあいセンター同好会の展示・発表会
作品展
月 日▶ 9月30日(日)～11月20日(火)〈月曜日を除く〉
内 容▶ 同好会による水彩画、絵手紙、洋裁、陶

芸などの作品展
芸能発表会
と き▶ 10月7日(日)午前10時～午後2時
内 容▶ 同好会による民踊、太極拳、新舞踊、社

交ダンスなどの発表会
ところ・問い合わせ▶南部ふれあいセンター (☎85－

7878)

にこにこ劇場
と き▶ 9月30日(日)午後3時～ 3時30分
内 容▶ 劇、ペープサート(紙の人形劇)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)

おたのしみ会
と き▶ 9月30日(日)午前10時～ 11時
内 容▶ 手遊び、人形劇
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▶ 愛知江南短期大学パネルシアター研究会

西部ふれあいセンター芸能発表会
と き▶ 10月7日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ 同好会や地域で活動している団体による

日本舞踊や民踊、ダンスなどの発表会
作品展
月 日▶ 10月7日(日) ～ 14日(日)〈8日(祝)を除く〉
内 容▶ 水墨画、絵手紙、写真、和裁などの作品展
お茶会
と き▶ 10月7日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券300円、当日券350円
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎33－

0808)

子ども相撲春日井場所
と き▶ 10月7日(日)午前9時30分から(9時から受

け付け)
競技方法▶ 学年別トーナメント方式
対 象▶ 小中学生　※保護者同伴
ところ・申し込み▶9月30日(日)〈必着〉までに、はが

きに大会名、住所、氏名(ふりがな)、性別、
学校名、学年、保護者の氏名、電話番号
を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、
総合体育館へ　※爪は短く切ってきてく
ださい

問い合わせ▶ 市相撲連盟・加藤(☎080－2622－9359)
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福祉の里｢グラウンドゴルフ大会｣
と き▶ 10月17日(水)午前9時15分～ 11時30分(雨

天中止)
対象・定員▶ 市内在住の人・16組(3人1組)〈抽選〉
ところ・申し込み▶9月24日(月)〈必着〉までに、

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

盆栽展
と き▶ 10月18日(木) ～ 21日(日)午前9時～午後4

時(最終日は3時まで)
ところ▶ 落合公園管理棟
出展者募集
設営・搬入▶ 10月17日(水)午後1時～ 4時に、落合公園

管理棟へ
申し込み▶ 10月5日(金)までに、公園緑地課(☎85－

6281)へ

自然満喫！トレッキング体験・秋
と き▶ 10月21日(日)午前7時30分～午後6時30分
ところ▶ ウイングヒルズ白鳥リゾート(岐阜県郡

上市)
内 容▶ 大日ヶ岳トレッキングコースの一部をガ

イドと歩き、紅葉や天然温泉入浴を楽し
む

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・45人(抽選)

費 用▶ 参加料6000円(交通費や昼食代、温泉入
浴料、傷害保険料を含む)　※貸し切り
バスを使用

申し込み▶ 9月30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、
性別、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(☎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/

人にやさしい街づくり地域セミナー
と き▶ 10月27日(土)午後1時～ 4時
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ ○講演会｢支え合い 助け合う 地域をめ

ざして｣日本福祉大学学長補佐・平野隆
之○パネルトーク｢地域での安心を支え
るネットワークをめざして｣コーディネー
ター…平野隆之、パネリスト…岩成台西
地区社会福祉協議会会長・安井史子、ネ
オポリスふれあい連絡会代表・鈴木保利、
岩成台西小学校校長・八並清美　※手話
通訳、要約筆記あり

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6184)、ＮＰＯ法人ワー
カーズかすがい(☎95－3510)

10月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①3日(水)②24日(水)・南部ふれあ

いセンター、③5日(金)・グリーンパレス
春日井、③18日(木)・坂下公民館、③19
日(金)・上条区集会所(上条町8)、③22日
(月)・鷹来子どもの家、午前10時～ 11時
30分　※関田公民館、味美ふれあいセン
ターは、今後各地域の団体によって実施。
詳しくは市ホームページを見てください

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①②どちらも参加可

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)

グリーンピアコンサート
ふれあいジャズコンサート
と き▶ 10月6日(土)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ ダンデライオン
曲 目▶ ｢オール・オブ・ミー｣｢枯葉｣｢Ｉ’ll never 

smile again｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92－

8711)

10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)

12(金)10：30～

図書館 3(水)・13(土)11：00～、
10(水)15：30～、27(土)15：00～

図書館(語り聞かせの会) 13(土)15：00～

東部市民センター 5(金)・12(金)15：30～、
27(土)14：30～

東部市民センター (赤ちゃ
んのためのおはなし会) 5(金)10：30～

味美ふれあいセンター 13(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 13(土)14：00～
西部ふれあいセンター 13(土)11：00～
知多公民館 3(水)15：30～
鷹来公民館 13(土)13：30～
坂下公民館 6(土)14：00～
中央公民館 13(土)11：00～

※南部ふれあいセンター、グリーンパレス春日井
は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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パパ・ママ卓球大会
と き▶ 10月27日(土)午前9時～午後5時
種 目▶ シングルス
対 象▶ 市内在住か在勤で既婚者か30歳以上の人
費 用▶ 参加料500円、ゼッケン代100円(ない人

のみ)
持ち物▶ ラケット、シューズ、ユニホーム、ゼッケン
ところ・申し込み▶10月10日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、住所、氏名、年
齢、電話番号、｢初出場｣か前回出場時の
組名を書いて、〒486－0804鷹来町4196
－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・浅井(☎090－4114－8900)

市民弓道大会
と き▶ 10月28日(日)午前9時～午後4時30分(8時30

分から受け付け)
種 目▶ 一般・高校の部…個人・団体戦(1チーム3人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人
持ち物▶ 弓道具
ところ・申し込み▶10月10日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、全員の住所・氏
名・年齢・電話番号・段位か級位を書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体
育館へ

問い合わせ▶ 市弓道協会・影山(☎31－5748)

天平ピアノコンサートツアー ｢火の鳥｣
と き▶ 12月15日(土)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▶ かつてないスピード、パワー、テクニッ

ク。ピアノ界の革命児｢天平｣によるコン
サート

入場料▶ 2500円(全自由席、未就学児不可)
入場券▶ 9月29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)

環境報告書(中間とりまとめ)に対する意見
　環境基本計画に示された環境目標に対する施策
や数値目標、重点的取り組みの進捗状況などを取
りまとめた｢環境報告書(中間とりまとめ)平成24
年版｣を作成しました。今後の環境施策の参考に
するため、この報告書に対する意見を聞かせてく
ださい。報告書は環境政策課、市ホームページ、
市役所情報コーナー、坂下出張所、東部市民セン
ター、各ふれあいセンター、各公民館で見ること
ができます。
提出先▶ 9月19日(水)～10月19日(金)〈必着〉に、直

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西

島住宅④上八田住宅Ａ棟⑤杁ケ島住宅Ａ
棟⑥⑦東野住宅Ｃ棟⑧勝川第1コミュニ
ティ住宅

募集戸数▶ ①②2Ｋ(一般、単身)各1戸③3Ｋ(一般)1戸
④⑤3ＤＫ(一般)各1戸⑥2ＤＫ(高齢、障が
い)1戸⑦2ＤＫ(一般)1戸⑧2Ｋ(母子・父子、
子育て)1戸〈10月16日(火)に抽選〉

構 造▶ ①②③鉄筋4階建て④鉄筋7階建て⑤鉄筋
3階建て⑥⑦⑧鉄筋5階建て

家 賃▶ ①7600 ～ 1万5000円②7800 ～ 1万4500円
　　　　③1万2400～2万200円④2万8800～5万6600

円⑤2万9800～ 5万8500円⑥⑦2万3000 ～
4万5300円⑧1万7300～3万4000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▶ 12月1日(土)
申込書▶ 9月20日(木) ～ 10月10日(水)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▶ 10月1日(月)～10日(水)〈消印有効〉に、直
接か郵送で、申込書に記入し、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

市民美術展覧会のポスター
内 容▶ 市民美術展覧会を宣伝するもの
規 格▶ Ｂ2(縦72.8㎝×横51.5㎝)を縦に使用し、

色は自由(金・銀・蛍光色は除く)で、未
発表のもの

賞 ▶ ○優秀(採用作品2点)○佳作(若干名)
 ※採用されたポスターの著作権は本展覧

会に帰属。入選作品は本展覧会開催中、
会場で展示

応募資格▶ 中学生以上(個人かグループで2点以内)
申し込み▶ 12月2日(日)〈必着〉までに、作品の裏面

に｢第62回春日井市民美術展覧会｣、住
所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、
職業か学校名・学年を書いて、制作意図
を200字以内にまとめたものを添えて、
〒486－0844鳥居松町5－44、かすがい市
民文化財団(☎85－6868)へ

接か郵送、ファクス、Ｅメールに意見、住
所、氏名を書いて、〒486－8686春日井市
役所環境政策課(☎85－6216、ＦＡＸ84
－8731、Ｅメールkansei@city.kasugai.
lg.jp)へ　※意見に対する個別の回答は
しません。内容については、個人が特定
されない形で原則として公表します
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グリーンピア春日井　☎92－8711
創作紙粘土教室～バラの花束
と き▶ 10月6日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 梅田寿子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 20㎝×15㎝×5㎝程度の持ち帰り用の箱
器を彩るドライフラワー教室
と き▶ 10月13日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 岩崎菅子
定 員▶ 15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、持ち帰り用の袋
子ども花育教室｢ハロウィンを花で飾ろう｣
と き▶ 10月14日(日)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 市民サービス公社職員
対象・定員▶ 小学生・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▶ いずれも9月19日(水)から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
生ごみのリサイクル～生ごみを堆肥にするぼかし
作り
と き▶ 10月6日(土)午前10時～ 11時30分
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・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、45ℓ用のビニール袋、雑巾
申し込み▶ 9月19日(水)から、電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
美味しいパンでミニ世界旅行！～各国の代表的な
パンを作る
と き▶ 10月9日(火)・23日(火)、11月13日(火)〈3回〉

午前10時～午後1時
講 師▶ 森幸代
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、材料費2500円
持ち物▶ エプロン、持ち帰り用の容器
申し込み▶ 9月26日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
はじめて学ぶ韓国語教室
と き▶ 10月24日～ 12月12日の毎週水曜日(8回)

午前10時30分～正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
パソコン教室～デジカメを使ってアルバムや年賀
状の作り方を学ぶ
と き▶ 10月24日～ 11月28日の毎週水曜日(6回)

午後7時～ 9時
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
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
持ち物▶ ウインドウズ7かビスタ、ＸＰ対応でエクセル

を内蔵したノートパソコン、デジタルカメラ
 
申し込み▶ いずれも10月3日(水)〈必着〉までに、往

復はがき(1講座1枚)に講座名、住所、氏
名(ふりがな)、電話番号、市外在住の
人は勤務先か学校名も書いて、〒486－
0817東野町字落合池1－2へ

鷹来公民館　☎84－7071
季節の和菓子作り～秋の味覚｢栗きんとん｣
と き▶ 10月24日(水)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(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費750円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、持ち帰り用の容器
申し込み▶ 10月10日(水)〈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、〒486－0809
町屋町3610－1へ

菊花大会出品者
と き▶ 11月4日(日) ～ 10日(土)午前9時～午後5時
ところ▶ 市役所市民ホール・市民サロン
出品規定▶ ○大輪の部…1口3鉢以内○山菊の部…1

口2鉢以内
搬 入▶ 11月3日(祝)午後1時～ 5時に、市民ホー

ルへ
申し込み▶ 10月1日(月)までに、公園緑地課(☎85－

6281)へ

春日井まつり身体障がい者用駐車場
月 日▶ 10月20日(土) ～ 21日(日)
ところ▶ 市役所庁舎周辺駐車場
対象・台数▶ 身体障がいなどの理由で乗用車でしか来

場できない市民・各日20台(先着順)
申し込み▶ 9月28日(金)までに、申込用紙(市民活動

推進課、市ホームページ、春日井まつり
ホームページに用意)に記入して、市民
活動推進課内、春日井まつり実行委員会
事務局(☎85－6622)へ

 春日井まつりホームページ　http://
www.kasugai－matsuri.com/
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中央公民館　☎33－1111
楽しく描く水墨画～初歩の水墨画の基礎技法を学
んで、梅、竹、菊、蘭を描く
と き▶ 10月12日～ 11月2日の毎週金曜日(4回)午

前10時～正午
講 師▶ 齊木茂夫
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、教材費1000円
持ち物▶ 毛筆(中・小)、白い小皿2～ 3枚、新聞紙

か白っぽいフェルトの下敷き
申し込み▶ 9月28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、〒486－0913柏原町1
－97－1へ

レディヤンかすがい　☎85－4188
イクメン応援！パパも楽しく子育てしたい(託児
付き)～父親と子どもの関わり方について学ぶ
と き▶ 10月13日(土)・27日(土)、11月10日(土)〈3

回〉午前10時～ 11時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン東

海
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料750円
申し込み▶ 9月28日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号、託児(おおむね1歳以上
の未就学児)希望の場合は｢託児希望｣と
子どもの名前(ふりがな)・年齢も書いて、
〒486－0844鳥居松町2－247へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
楽しいフラダンス～ゆったりハワイアン音楽に合
わせてフラを楽しく踊ります
と き▶ 10月18日～ 11月8日の毎週木曜日(4回)午

前10時30分～正午
講 師▶ 山口奈緒子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 9月19日(水)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
秋のパステルアート入門～貝殻、秋の花、果物、
来年のえと(み)をモチーフにして美しく描けるパ
ステル画を学ぶ
と き▶ 10月25日～ 12月6日の第1・4木曜日(4回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 西川直見
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円、教材費2500円
持ち物▶ 鉛筆、消しゴム
親子パン作り教室～コアラ、クマ、ウサギなどの
動物パンを作る
と き▶ 10月27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(抽

選)
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▶ ｢秋のパステルアート入門｣は9月19日

(水)から電話で、｢親子パン作り教室｣は9
月25日(火)〈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)・年齢、電話番号を書いて、
〒486－0947知多町4－64－1へ

保健センター　☎91－3755
かむかむクッキングのすすめ～中華ちまきを作っ
てみよう
と き▶ 10月25日(木)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▶ 9月29日(土)〈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

グリーンパレス春日井　☎84－0381
リフレッシュヨガ教室
と き▶ ①10月30日～ 12月18日の毎週火曜日(8

回)午前10時～ 11時②10月31日～ 12月19
日の毎週水曜日(8回)午前10時～ 11時

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各25人(抽選)
費 用▶ 受講料2400円
申し込み▶ 10月3日(水)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名(①②の別も)、住所、氏名(ふり
がな)、電話番号、市外在住の人は勤務
先か学校名も書いて、〒486－0817東野
町字落合池1－2へ

かすがいげんきっ子センター
育児講座～お父さんと遊ぼう(自由参加)
と き▶ 9月30日(日)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住の1歳児とその父親
問い合わせ▶ かすがいげんきっ子センター (☎35－

3501)
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介護保険課　☎85－6187
歯 た゚から(ぱたから)セミナー ｢誤嚥(ごえん)性肺
炎を予防しよう！ ｣～歯科医師の講話と口腔(こ
うくう)機能のチェック
と き▶ ①10月18日(木)②10月25日(木)午後1時30分

～ 3時
ところ▶ ①健康管理センター②高蔵寺ふれあいセ

ンター
講 師▶ 市歯科医師会歯科医師
対象・定員▶ 市内在住か在勤で65歳以上の人・各30人

(先着順)
申し込み▶ 9月18日(火)から、電話で

市体育協会加盟団体の講座
ジョギング教室
と き▶ 9月23日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
費 用▶ 受講料300円、小中学生100円
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・岡本(☎080－2618－8455)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 10月14日(日)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▶ ｢ジョギング教室｣は当日午前8時30分か

ら会場で、｢硬式テニス初心者教室｣は10
月6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

尾張都市計画生産緑地地区の変更案
と き▶ 9月18日(火) ～ 10月2日(火)〈土・日曜日、

祝日を除く〉午前8時30分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶都市政策課(☎85－6264)　
 ※この案についての意見書は、縦覧期間

中に、市長宛てに提出することが可能

尾張都市計画下水道の変更案
と き▶ 9月18日(火) ～ 10月2日(火)〈土・日曜日、

祝日を除く〉午前8時30分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶企画経営課(☎85－6347)
 ※この案についての意見書は、縦覧期間

中に、市長宛てに提出することが可能

健康増進課　☎85－6164
市民健康づくり講座｢もっと知りたい！乳がんの
こと｣
と き▶ 10月14日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 市医師会医師・山内晶司
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着

順)
はつらつクッキング｢野菜たっぷり！はつらつ元
気メニュー ｣
と き▶ 10月17日(水)午前10時～午後1時
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤で60歳以上の人・20人(抽

選)
費 用▶ 材料費500円
持ち物▶ エプロン、三角巾(ハンカチ、バンダナ可)、

布巾
 
申し込み▶ ｢市民健康づくり講座｣は9月20日(木)か

ら、電話か、Ｅメールに、｢はつらつク
ッキング｣は10月1日(月)〈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)、年齢、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

総合福祉センター　☎84－3611
手とり足とりパソコン講座(視覚障がい者編) ～
音声読み上げソフトによりパソコンの基本操作を
学ぶ
と き▶ 10月の毎週土曜日(4回)午前10時～ 11時

30分
講 師▶ アクセスサポート春日井
対象・定員▶ 市内在住の視覚障がい児・者とその保護

者(本人のみでも可、保護者のみは不可)
・10人(抽選)

申し込み▶ 9月30日(日)までに、電話で

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▶ 10月24日(水)午後1時～ 4時
ところ▶ 鷹来公民館
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▶ 9月18日(火)から、電話で
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就職フェアin春日井＆小牧
と き▶ 9月27日(木)午前10時～午後4時
ところ▶ ホテルプラザ勝川
内 容▶ 企業担当者との面談、就活支援セミナー、

就職相談、職業適性診断
対 象▶ 新卒者(平成25年3月卒業予定の学生・お

おむね3年以内の既卒者)、一般求職者
問い合わせ▶ 春日井商工会議所振興課(☎81－4141)

行政書士無料相談会
と き▶ 10月2日(火)午前10時～正午、午後1時～4時
ところ▶ 市役所701会議室
内 容▶ 建設業許可関係、農地法許可関係など、官

公署に提出する許認可関係についての相談
問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 県行政書士会尾張支部

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 10月3日(水)午前10時～午後4時
ところ▶ 市役所301会議室
内 容▶ 土地価格、地代、家賃、借地権、相続時

の土地の分割、不動産の有効利用など不
動産に関する相談

問い合わせ▶ 公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会事
務局・市川(☎052－241－6636)

司法書士による無料相談会
と き▶ 10月7日(日)午前10時～正午、午後1時～3時
ところ▶ ルネック
内 容▶ 相続、贈与などによる不動産登記、会社

設立などによる法人登記、訴訟書類の作
成についての相談

問い合わせ▶ 県司法書士会春日井支部・前田(☎56－6070)

9月は｢障害者雇用支援月間｣です
　平成25年4月1日から、企業の障がい者法定雇用
率が2.0％ (現在1.8％ )に引き上げられ、労働者を
50人以上雇用する事業主は、労働者50人につき障
がい者を1人以上雇用しなければなりません。障
がい者雇用にさらなる理解をお願いします。
問い合わせ▶ ハローワーク春日井(☎81－5167)

Ｃ型肝炎特別措置法の給付金について
　出産や手術での大量出血などの際に、特定の血
液製剤を投与されたことによって、Ｃ型肝炎ウィ
ルスに感染した人に、給付金が支給される仕組み
があります。給付金の支給を受けるためには、平
成25年1月15日までに国を相手とした訴訟の提起
などを行う必要があります。詳しくは、厚生労働
省ホームページを見てください。
問い合わせ▶ 厚生労働省相談窓口(☎0120－509－002)
 ホームページ　http://www.mhlw.go.jp/

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ ①10月28日(日)②11月28日(水)③12月23

日(祝)午後1時～ 4時
ところ▶ ①総合福祉センター②③東部市民センター
内 容▶ 参加者がゆっくり時間を過ごしながら、

互いの悩みを聞き、一緒に考える　※保
健所か市役所の相談員、地域の精神保健
福祉士も参加　

対 象▶ 身内に心の病の人を抱えている家族
費 用▶ ｢むつみ会｣会員以外の人は参加料200円
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)
主 催▶ 春日井地域精神障害者家族会｢むつみ会｣

古本バザールで販売する本の募集
　赤い羽根共同募金運動の一環として春日井まつり
で行う｢古本バザール｣で販売する古本を募集します。
受け付け▶ 9月18日(火) ～ 10月12日(金)の店舗営業時

間内に、市内の郵便局(簡易郵便局を除
く)、東春信用金庫、東海労働金庫春日井
支店か、10月2日(火)～ 14日(日)午前8時30
分～午後5時に、総合福祉センターへ

問い合わせ▶ 市社会福祉協議会内、共同募金委員会(☎
85－4321)

春日台職業訓練校の訓練生募集
試験日▶ 11月5日(月)以降の指定する日
試験内容▶ 実技試験、面接
訓練期間▶ 1年
募集する科▶ 機械科、縫製科、木工科、陶磁器科、紙

器製造科
対象・定員▶ 義務教育を修了か平成25年3月修了見込

みの知的障がい者で、自己の身辺処理が
可能で、訓練に支障となる著しい問題行
動のない人・各科20人(先着順)

申し込み▶ 9月24日(月)～平成25年3月15日(金)に、入
校願書(ハローワークに用意)、療育手帳
の写し、健康診断書などの書類を持って、
住所地を管轄するハローワークへ

問い合わせ▶春日台職業訓練校(☎88－0811、ＦＡＸ88－0948)

簡単！お手軽サボテン料理教室
と き▶ ①9月25日(火)②10月2日(火)③10月12日

(金)午前10時～正午
ところ▶ ①東部市民センター②西部ふれあいセン

ター③レディヤンかすがい
内 容▶ サボテンミートパスタ、マドレーヌなど
定 員▶ 各20人(先着順)
費 用▶ 材料費各500円
申し込み▶ 9月18日(火)から、春日井商工会議所(☎

81－4141)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）
9/15（土）～17（祝） 秋の山野草展 牛山山草会
9/15（土）～21（金） 植物画展 植物画同好会 彩花
9/28（金）～30（日） おもと展 日本おもと協会春日井支部

市役所市民サロン （☎85－6073）
9/16（日）～20（木） 水彩・油彩 風景画展 風軌会
9/21（金）～25（火） 写真作品の展示会 春日井中央写友会
9/26（水）～30（日） K・K＆S 油彩展 三人会

坂下公民館 （☎88－5555）9/18（火）～29（土） 春友水墨会作品展 春友水墨会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
9/22（祝）～23（日） 野辺の生け花展 野辺の生け花教室受講

生と講師
9/26（水）～30（日） 植物画教室受講生作品展 植物画教室受講生と講師

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）9/27（木）～10/9（火）絵手紙教室“いろ葉”作品展 絵手紙教室“いろ葉”
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）9/28（金）～10/4（木） JA高蔵寺絵手紙展 JA高蔵寺絵手紙

鷹来公民館 （☎84－7071）9/30（日）～10/9（火）ボールペン画入門講座受講生作品展
ボールペン画入門講座
受講生

※展示時間は各施設に問い合わせてください

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。

名古屋造形大学芸術祭
とき▶10月6日(土)～8日(祝)午前10時～午後8時
(6日は午前11時から)　ところ▶名古屋造形大学
(小牧市大草)　内容▶学生の作品展示、バンド
演奏、NHKのキャラクター「どーもくん」の作
者・合田経郎による講演会(6日のみ)、ワーク
ショップなど　問い合わせ▶名古屋造形大学芸
術祭実行委員会・山内(☎・ＦＡＸ78－1230)

とうしゅん創業塾
とき▶11月3日～12月1日の毎週土曜日(5回)午前
9時～正午　ところ▶春日井商工会議所　内容
▶事業計画の立て方などの講習会　対象・定員
▶創業を考えている人・30人(先着順)　申し込
み▶申込書(東春信用金庫各支店か春日井・小
牧商工会議所に用意)に記入して、申込書配布
場所に直接か郵送、ファクスで、〒485－8656
小牧市小牧3－178､ 東春信用金庫・丸山(☎72
－2181、ＦＡＸ75－3049)へ　※ホームページ
(http://www.toshun.co.jp/)でも申し込み可

庄内川水防災フォーラム
と き▶ 10月1日(月)午後2時～5時
ところ▶ 今池ガスホール(名古屋市千種区)
内 容▶ 昨年の台風15号災害から1年経った今、

私たちは何を学び何をすべきなのか、水
から自らを守るためにどうすればよいの
かについて討議する

定 員▶ 300人
申し込み▶ 9月21日(金)〈必着〉までに、はがきかファ

クス、Ｅメールに住所、氏名(ふりがな)、
年齢、性別、職業、電話番号を書いて、
〒460－0007名古屋市中区新栄1－2－8、
㈱ＣＢＣクリエイション・フォーラム受付
係(☎052－249－3904、ＦＡＸ052－249－
3931、Ｅメールbox@cbc－creation.co.jp)へ

問い合わせ▶ 国土交通省庄内川河川事務所調査・品質
確保課(☎052－914－6713)

10月～12月の県春日井保健所
とき 電話番号

食事療法相談(複数の疾
患を持つ人)〈予約制〉

10/9(火)・11/13(火)・
12/11(火)13：30～15：00

31－2133
歯科相談(予約制) 10/18(木)・11/15(木)

・12/20(木)9：30～11：00
メンタルヘルス相談(自
殺、ひきこもり、うつ
など心の健康や病気な
どに関する相談)

月～金曜日(祝休日を除
く)9：00～12：00、13：00
～16：30

31－0750自死遺族相談(相談は匿
名で行います)

月～金曜日(祝休日を除
く)9：00～12：00、13：00
～16：30

ひきこもりを考える親
のつどい(予約制)

10/9(火)・11/13(火)・
12/11(火)14：00～15：30

血液検査(エイズ、肝炎
検査など)

毎週火曜日(12/25を除
く)9：30～11：00 31－2189

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日10：00～15：00
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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4日(木)、18日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①3日(水)②10日(水)③17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
          
9/19(水)から、電話で

13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

5日(金)、19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)

12日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
9/24(月)から、電話で

①4日(木)②16日(火)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5月～6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
          
9/21(金)から、電話で

①2日(火)②11日(木)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12月～24年1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
             

①3日(水)②10日(水)③17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 ①4日(木)②18日(木)③25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②2～3歳児③1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( )10月

地域経済地域経済元気
です！
元気
です！ NO.64

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

　期間中、市内の参加飲食店でイベントメニューを注文し、スタン
プを3つ集めて応募すると、参加店で利用できる食事券が当たります。

春日井ぐるりんグルメ
～春日井グルメを食べつくせ！～～春日井グルメを食べつくせ！～

期　間▶9月14日(金)～11月18日(日)
特　典▶①人気＆おすすめメニューが、期間中に限り割引価格にな
　　　　ります②3店舗分のスタンプを集めて応募すると、参加店
　　　　で利用できる食事券を抽選でプレゼント
　　　　※参加店やスタンプ台紙を掲載したガイドブックは、商
　　　　　工会議所ホームページ( http://www.kcci.or.jp ) または、
　　　　　 商工会議所窓口まで

春日井ぐるりんグルメ春日井ぐるりんグルメ
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