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平成25年4月に落合公園体育館がオープン、
通学区域が変わります、四種混合ワクチンのお知らせなど

学習農園で学んだ成果が実りました（大泉寺町）学習農園で学んだ成果が実りました（大泉寺町）
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職員の勤務時間の概要（平成24年4月1日現在）
　原則、午前8時30分から午後5時15分までの60分の休
憩時間を除く1日7時間45分、週38時間45分です。

分限処分と懲戒処分制度の概要（平成23年度）
　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があ
れば、職を失ったり、降任されたり、給料を減額され
たりします。
心身の故障による分限休職▶29人

職員の服務の状況（各種制度の平均取得日数と取得人
数・平成23年度）
年次有給休暇（年間20日）▶8.3日（前年度比0.1日減）　
厚生休暇（年間6日）▶5.2日（前年度比0.1日減）　育児休
業（₃歳までの子を養育する場合取得可）▶56人（前年度
比2人増）※　育児短時間勤務（小学校就学の始期に達
するまでの子を養育する場合取得可）▶24人（前年度比
8人増）※　部分休業（小学校就学の始期に達するまで
の子を養育する場合取得可）▶42人（前年度比8人増）※　
介護休暇（家族を介護する場合取得可）▶1人（前年度比
1人減）※
※平成23年度中に新たに取得した職員数

勤務成績の評定の状況
　年1回勤務成績の評定を行っています。

勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況（平成23
年度）
　職員は給与など勤務条件に関して公平委員会に適
当な措置を講ずるよう要求することができます。
措置要求件数▶0件

不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況
　職員は懲戒その他その意に反する不利益な処分に
関して、公平委員会に不服の申し立てをすることが
できます。
不服申立件数▶0件

人事行政の透明性を高め、その公平性を確保するため、職員の任用、給与、服務、福利厚生などの状況を公
表しています。その主な内容をお知らせします。

職員給与費（普通会計予算・平成24年度）
職員数（Ａ）▶1704人（94人）　給料▶64億1001万円　職
員手当▶14億4671万円　期末・勤勉手当▶22億9650万
円　計（Ｂ）▶101億5322万円　1人当たり給与費（Ｂ/
Ａ）▶595万円
※職員数の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の数。給
与費には、特別職に対する給料・報酬などは含まない。
職員手当とは、扶養・地域・管理職・通勤・特殊勤務
・住居・時間外勤務などの手当で、退職手当は含まな
い（金額は万円未満切り捨て）

人件費の状況（普通会計決算・平成23年度）
歳出総額（Ａ）▶855億6059万円　実質収支▶28億6344
万円　人件費（Ｂ）▶144億4292万円　人件費率（Ｂ/Ａ）
▶16.9％
※人件費には市長・議員など、特別職に支給される給
料・報酬などの他、事業費から支出された職員の給与
なども含む（金額は万円未満切り捨て）

2 職員の給与などの状況

1 職員数その他服務等の状況

部門別職員数（各年4月1日現在）
区分

部門
職員数（人） 対前年増減数（人）

平成23年 平成24年 平成23年 平成24年

普
通
会
計

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政

議　　会 9 9
総　　務 233 229 ▲4 ▲4
税　　務 75 77 1 2
労　　働 2 1 ▲1
農林水産 12 11 ▲1
商　　工 13 12 ▲1 ▲1
土　　木 137 127 1 ▲10
小　　計 481 466 ▲3 ▲15

福
祉
関
係

民　　生 537 538 8 1
衛　　生 224 223 2 ▲1
小　　計 761 761 10

一般行政部門計 1242 1227 7 ▲15
教　　　育 97 92 ▲4 ▲5
消　　　防 296 299 5 3
普通会計計 1635 1618 8 ▲17

公
営
企
業
等
会
計

病　　　院 707 734 38 27
水　　　道 37 36 ▲1 ▲1
下　水　道 34 32 1 ▲2
そ　の　他 63 61 2 ▲2

計 841 863 40 22
総合計 2476 2481 48 5

職員の競争試験と選考の状況（平成23年度合格者数と倍率）

職　　種 合格者数 倍　率 職　　種 合格者数 倍　率

事
務
職

一般事務 26人 12.2倍

技
術
職

機　　械 1人 8.0倍

身体障がい者 0人 電　　気 1人 7.0倍

道風記念館学芸員 1人 10.0倍 栄養士1 1人 17.0倍

社会福祉士 3人 8.0倍 栄養士2 0人

精神保健福祉士 1人 2.0倍 管理栄養士 1人 6.0倍

民間事務職（一般事務） 3人 29.0倍 保育職1 21人 4.0倍

技
術
職

土　　木 6人 3.0倍 保育職2 5人 7.2倍

建　　築 2人 4.5倍 消防職 12人 13.5倍

化　　学 2人 9.0倍 保健師 2人 3.5倍
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特別職の報酬など（平成24年4月1日現在）
給料（月額）▶市長101万2000円、副市長84万4000円　
報酬（月額）▶議長62万7000円、副議長56万7000円、議
員 52万1000円　期末手当▶6月期1.4月、12月期1.55月

その他の職員福祉のための制度の概要
　定期健康診断や職員健康（身体・心）相談室の開設、
市職員共済会（平成24年8月1日現在、2510人）への助成
などを行っています。

公務災害補償の実施状況（平成23年度）
　公務（通勤）上において、災害が発生し、職員が受傷
や死亡した場合には、地方公務員災害補償基金から一
定の補償がなされます。
通勤災害▶傷病2件　公務上の災害▶傷病22件

職員（共済組合員）の福祉事業の概要
　給付事業として、職員とその被扶養者の病気やけが、
出産、死亡、休業、災害などに対して支払われる短期
給付と、職員が退職した場合や、障がいの状態になっ
たり、死亡した場合に、職員やその遺族の生活の安定
を図ることを目的として支給される長期給付（退職共
済年金、障害共済年金、障害一時金、遺族共済年金）
があります。また、職員（共済組合員）の健康保持に資
する保養所の宿泊事業、住宅資金などの貸付事業や、
貯金事業などがあります。

4 職員の福祉と利益の保護の状況

階層別研修▶勤務年数や職位に応じて要請される諸能
力の育成のために、各階層別に実施・714人　特別･専
門研修▶より高度な専門的知識と技術を習得し、実務
能力を養成するために実施・1737人　派遣研修▶自治
大学校、国土交通大学校、市町村職員中央研修所など、
高度な行政運営能力・専門能力を養成するため他の研
修機関に派遣・76人　通信教育▶職員の自己啓発支援
として、通信教育講座の受講料を助成・26人

３ 職員研修の実施状況（平成23年度）

職員の初任給（平成24年4月1日現在）
大学卒▶17万8800円（採用2年経過日給料額19万2800円）
高校卒▶14万4500円（採用2年経過日給料額15万4400円）

職員の平均給料月額、平均年齢（平成24年4月1日現在）
一般行政職▶32万4135円、平均年齢41歳6月
技能労務職▶32万3537円、平均年齢48歳4月

一般行政職の級別職員数（平成24年4月1日現在）
1～₃級︵主事 ･主任︶▶313人(43.3%) ₄級︵主査 ･統括主
任︶▶202人(28.0%) 5～6級︵課長補佐︶▶116人(16.0%)
₇級︵課長︶▶75人(10.4%) 8級︵部長︶▶16人(2.2%) ₉級
︵部長︶▶1人(0.1%)

期末・勤勉手当（平成23年度・国の支給率と同じ）
期末手当▶6月期1.225月､12月期1.375月 勤勉手当▶6
月期0.675月､12月期0.675月 ※職制上の段階、職務の
級などによる加算措置あり

自己都合 勧奨・定年

最高限度 59.28月分 59.28月分

勤続35年 47.50月分 59.28月分

勤続25年 33.50月分 41.34月分

勤続20年 23.50月分 32.76月分

その他の
加算措置

定年前早期退職者に対し、最高100分の20を乗
じて得た額を加算

退職手当（平成23年度・国の支給率と同じ）

※平成23年度中に退職した市職員（全職種）の1人当た
り平均支給額は、自己都合退職者232万円、勧奨・定
年退職者2561万円（金額は万円未満切り捨て）

地域手当（平成24年4月1日現在）
支給率▶3％（国の支給率3％）　支給対象職員数▶1635人
支給対象職員1人当たり平均支給年額▶11万3923円

時間外勤務手当（平成23年度）
支給総額▶3億2588万円　職員1人当たり平均支給年
額▶19万円（金額は万円未満切り捨て）

その他の手当
扶養手当▶扶養親族１人につき6500円～1万3000円。
満16歳年度初めから満22歳年度末までの間にある子1
人につき5000円加算　住居手当▶借家・借間は家賃額
に応じて支給（最高限度額は月額2万7000円）　通勤手
当▶徒歩以外で2km以上の通勤者に対して、5万5000円
まで

特殊勤務手当（平成23年度）
職員全体に占める手当支給職員の割合▶40.7%　支給
対象職員1人当たり平均支給年額▶10万5173円　手当
の種類▶29種類

問い合わせ▶人事課（☎85−6021）

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成
24年4月1日現在）

※経験年数は、卒業後から採用までの年数（換算率に
より加算）を含む

経 験 年 数

10年 15年 20年

一般行政職
大学卒 266,423円 322,939円 356,980円

高校卒 225,800円 286,500円 329,600円

技能労務職
大学卒 該当なし 290,800円 321,400円

高校卒 該当なし 286,100円 294,700円
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平成25年4月に落合公園体育館がオープン

場　所▶東野町字茨沢15－5
施設概要▶体育館（競技エリア）35ｍ×46ｍ、観客

席208席

問い合わせ▶学校教育課（☎85－6441）

　近年の健康に対する意識やスポーツ志向の
高まりから、特に、屋内体育施設の利用者が
増加しています。このため、落合公園に体育
館を開設し、さまざまなスポーツ活動を行う
市民ニーズに応え、さらなるスポーツの普及
・振興につなげていきます。

藤山台中学校区の小学校統合に伴い、平成25年4月1日から、一部区域で通学区域が変わります。

利用方法などの詳細は、12月15日号の広報春日井でお知らせします

外観イメージ図

内観イメージ図

問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

通学区域が変わります
藤山台小学校と藤山台東小学校を統合

校区
区域

変更前 変更後
藤山台小学校

藤山台小学校 藤山台1～3、
9・10丁目藤山台東小学校

白山町5丁目の校区が変わります

区域
校区

変更前 変更後

白山町5丁目
西藤山台小学校 不二小学校
藤山台中学校 高蔵寺中学校

四種混合ワクチンのお知らせ

対　象▶生後3か月～7歳6か月未満の人
接種間隔▶20日～56日の間隔を置いて3回、その後6か月以上(標準的には12か月～18か月)の間隔を置いて1回

　生後3か月になる月の前月末に接種券を送付しますので、指定医療機関で接種を
受けてください。

11月1日(木)から、四種混合(ジフテリア、破傷風、百日ぜき、ポリオ)ワクチンによる接種が始まります。
生後3か月になる人に、これまでは三種混合(ジフテリア、破傷風、百日ぜき)ワクチンと不活化ポリオ
ワクチンの接種券を送付してきましたが、今後は四種混合ワクチンの接種券を送付します。

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

接種を受けるには？

平成24年8月1日以降生まれの人

平成24年7月31日以前生まれの人
　三種混合ワクチンまたは不活化ポリオワクチンの接種を開始している人は、す
でに送付してある接種券で、それぞれの予防接種を最後まで受けてください。
※接種スケジュール上支障がなければ、四種混合ワクチンを接種できる場合があ
りますので、希望する人は健康増進課まで相談してください
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市 長 賞市 長 賞市 長 賞
一般の部

小・中学生の部

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

道 風 展

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内、道風展事務局（☎85－6868）

短詩型文学祭

　詩　▶松本道子
短　歌▶笠井忠政
俳　句▶畔柳邦子
川　柳▶田中雄司
狂　俳▶神谷真理子

　詩　▶藤原圭輔(鳥居松小4)
短　歌▶坂田智央(牛山小6)
俳　句▶髙田博貴(高座小5)
川　柳▶三石瑠海(小野小6)

三跡の1人として日本書道史上に大きな足跡を残し、現在の春日井市で生まれたと伝えられる小野道風。
今年で64回目を迎える道風展は、その偉業をたたえる全国公募の書の展覧会です。

と　き▶10月27日(土)～11月4日(日)午前9時～午後4時
30分(最終日は3時まで)

と こ ろ 内　　容

文化フォーラム春日井 一般部の市観光協会長賞以上の作品
市役所10～12階 一般部・学生部条幅の部
道風記念館、観音寺(松
河戸町) 学生部半紙の部、参考作品

と　き▶11月13日(火)～18日(日)午前10時～午後6時
〈16日(金)は8時まで〉

と こ ろ 内　　容
県美術館ギャラ
リーJ(名古屋市
東区)

一般部の市観光協会長賞以上と
学生部の文部科学大臣奨励賞の
作品

市役所
前

JR
勝川
駅 前

道 風 記 念 館
観 音 寺

JR
春日井
駅前

市役所
前

(着) (発)

9:15 9:21 9:28 9:33 9:40 9:46

9:55 10:01 10:08 10:13 10:20 10:26

10:35 10:41 10:48 10:53 11:00 11:06

11:15 11:21 11:28 11:33 11:40 11:46

11:55 12:01 12:08 12:13 12:20 12:26

12:35 12:41 12:48 12:53 13:00 13:06

13:15 13:21 13:28 13:33 13:40 13:46

13:55 14:01 14:08 14:13 14:20 14:26

14:35 14:41 14:48 14:53 15:00 15:06

15:15 15:21 15:28 15:33 15:40 15:46

15:55 16:01 16:08 16:13 16:20 16:26

会場循環バス時刻表(無料)〈11/3(祝)のみ〉

限られた字数の中に、生活や社会、自然を表現する短詩型文学は、身近な創作活動としてとても親しみ
やすく、研ぎ澄まされた表現や新鮮な観察眼を育みます。第32回を迎える今年は、昨年より2900点近く
多い、一般の部に708点、小・中学生の部に1万8572点の作品が応募されました。その中から選ばれた市
長賞は次の皆さんです。

と　き▶10月27日(土)～11月4日(日)午前9時～午後4時30分(最終日は
3時まで)

ところ▶文化フォーラム春日井

販売場所▶10月27日(土)から、文化フォーラム春日井･文化情報プラ
ザ、市役所情報コーナー、東部市民センター、各ふれあい
センター、各公民館で

内　容▶入選作品、審査員・実行委員作品、審査員による審査講評
などを掲載

価　格▶800円

作品展(特別賞受賞作品と審査員･実行委員の作品の展示)

作品集の販売

と　き▶12月中旬～平成25年12月中旬
ところ▶内々神社文学の森

市長賞の作品の展示

春日井会場春

名古屋会場

と
作

と
市

販売
作
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9/15
㊏

未来の環境
みんなで守る
（レディヤンかすがい）

9/16
㊐

芸術の秋を満喫
広報特派員 鈴木仁司さん（牛山町）

　世代を超えた地域の交流と活性化を目的に、
牛山東部公民館で、今年で5回目となる新栄町
内会の文化展が開催されました。
　3歳から92歳までの幅広い年齢層から、絵画、
絵手紙、写真、書、工作など100点近い出品があ
りました。趣味や習い事などを生かした作品
はどれも目を見張るような見事なものばかり。
訪れた人はじっくりと観賞し、芸術の秋を満
喫しました。

9/8㊏
～9㊐

みんなで
ハニワ作りに挑戦
（中央公民館）

　10月27日に行われる｢ハニワまつり｣を前に、
ハニワ制作大会が行われ、親子など43組136人
が参加しました。
　参加した皆さんは窯元の先生の指導を受け
ながら、古墳から出土したさまざまな埴輪を
モデルに、真剣な表情で作り上げました。この
後、約1か月半乾燥させ、ハニワまつりで野焼
きし、ふれあい緑道やハニワの館に設置され
ます。
※｢ハニワまつり｣については、10ページを見
てください

　市民環境フォーラムが開催され、環境に関
する講演と「エコライフ宣言」が行われました。
神屋小学校の児童、市民団体や事業者の代表
がそれぞれ宣言をしました。最後に会場の皆
さんが一緒になって「ちょっとの意識で変え
られる未来の環境 毎月第一水曜日はエコライ
フDAY」というキャッチフレーズを唱和し、環
境保全意識を高めました。
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9/16
㊐

落語を楽しもう！
（八幡学習等供用施設）

　芸術家を地域へ派遣し、本物の芸術に親し
んでもらう「あ～とふるマイタウン事業」。今
回は下条原区で開催された敬老会の中で、「楽
語の会」による落語が披露されました。
　敬老会に参加した皆さんは、社会人落語家
の話術に引き込まれながら、その魅力を十分
に堪能し、多くの笑い声があふれる楽しいひ
とときを過ごしました。

9/16
㊐

舞台人と能楽師による
新たな芸術空間
（市民会館）

　宝くじ文化公演 言の葉コンサート「羅生門」
が開催され、能楽囃子(のうがくばやし)に合わ
せて俳優の江守徹さんによる朗読が行われま
した。
　披露されたのは、芥川龍之介の短編小説「蜜
柑」「手巾」「羅生門」。会場に詰め掛けた皆さん
は、迫力の朗読と重要無形文化財認定保持者
による能楽のリズムが織りなす幽玄な世界に
酔いしれました。江守さんのフリートークも
あり、貴重な話に興味深く耳を傾けました。

9/18
㊋

カナダを描いて
交流を深めました
（神領小学校）

　春日井市とカナダのケローナ市が姉妹都市
提携をしていることから、在名古屋カナダ領
事館開館20周年を記念した児童絵画コンテス
トが行われました。神領小学校の児童が参加
し、日本とカナダの子どもが仲良く手を取り
合う様子を描いた作品などが入賞しました。
　カナダ領事が学校を訪問し表彰を行い、
「作品を通して互いの国をより身近に感じて
もらえたら」と話していました。

9/24
㊊

交通安全バッチリで賞を
受賞しました　
（勝川北部保育園）

　子どもたちに交通ルールを分かりやすく、
楽しく学んでもらおうと、県警察本部交通安
全教育チーム「あゆみ」が来園し、人形劇や紙
芝居を使った交通安全教室が行われました。
　サルの人形「さるおくん」が道路に飛び出そ
うとすると「あぶないよ」と園児たちから声が
上がる一幕も。話をしっかりと聞き、交通ルー
ルを勉強できた園児たちは｢交通安全バッチ
リで賞」をもらいました。



8 　広報春日井 平成24年10月15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。

都市計画審議会の公開
と き▶ 10月29日(月)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▶ 都市政策課(☎85－6264)

健康施策等推進協議会の公開
と き▶ 11月8日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(木)から、健康増進課(☎85－

6167)へ

環境審議会の公開
と き▶ 11月12日(月)午後2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▶ 11月5日(月)か ら、環境政策課(☎85－

6216)へ

暮らしいきいき資金融資あっ旋制度
条 件▶ 次の全てに該当している人○20歳以上66

歳未満かつ完済時71歳未満である○返済
可能な継続・安定した収入がある○市内
に引き続き1年以上在住している○市税
を滞納していない○金融機関や信用保証
会社の審査に合格する

あっ旋金額▶ 10万円以上50万円以内　※担保は不要。
ただし、保証会社の保証料の負担が必要
(利率に含む)。また、保証人などは保証
会社が要請する場合は必要

利 率▶ 年7.5％ (うち4.0％を市が補助)
返 済▶ 元利均等払いで6か月以上5年以内
問い合わせ▶ 市民活動推進課(☎85－6616)

リサイクルプラザ情報を活用してください
　エコメッセ春日井内の｢リサイクルプラザ情報
掲示板｣では、不用品の無償譲渡の情報を紹介し
ています。家庭で不用になった家具や日用品、電
気製品などを無償で提供できる人や譲り受けたい
人は連絡してください。
対 象▶ 市内在住で、不用品の提供者は品物を3

か月間保管できる人　※品物は修理の必
要のない物に限定

取り扱わない物▶ガス・石油暖房器具、布団、靴、
本、レコード、ＣＤ、オートバイ、貴金
属類、動植物、不動産など

問い合わせ▶ エコメッセ春日井(☎88－8999)

合同相談会
　10月15日(月)から21日(日)までの行政相談週間
に合わせて、行政相談をはじめとする合同相談会
を行います。
と き▶ 10月24日(水)午前10時～正午、午後1時～

3時
ところ▶ 市役所304・305会議室
相談名 内容

行政 道路や交通、公害など行政に対する苦情や
要望など

法律(予約制) 民事などに関する法律問題
交通事故
(予約制)

過失賠償問題、示談の進め方など交通事故
に関する相談

登記(予約制) 土地、家屋の測量や相続、登記手続きなど

なやみごと人権 家庭や隣近所でのもめ事、困り事、悩み事
など

建築 建物の新築やリフォーム、建て替え、耐震
対策など

消費生活 商品や契約・販売などのトラブル
一般 市の仕事に対することなど

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

秋季かすがいクリーン大作戦
　クリーン大作戦は、地域の道路や公園などの清
掃を各区・町内会・自治会などの協力で行ってい
ます。みんなで参加してきれいな街にしましょう。
と き▶ 11月4日(日)午前8時～ 10時　※区・町内

会・自治会によっては別の日時に実施す
る場合がありますので、詳しくは各町内
会などに確認してください

ところ▶ 市内全域
ごみの出し方▶各区・町内会・自治会で事前に決

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

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6226)

狂犬病予防注射は済みましたか
　犬の飼い主には、狂犬病予防法により生後91日
以上の犬に対して、犬の登録(生涯1回)を行い、狂
犬病の予防注射を毎年1回受けさせ、注射済票の
交付を受けることが義務付けられています。4月
以降、まだ予防注射が済んでいない場合は、動物
病院で受けさせてください。市内動物病院では、
予防注射に合わせて犬の登録や注射済票の交付が
可能です。　※接種済でも注射済票の交付を受け
てない場合や、飼い主の変更や犬の転入、飼い犬
が死亡した場合は、市役所で手続きが必要
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6219)
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明るい選挙啓発ポスター入選作品展
　199点の応募の中から、優秀作品に選ばれた次
の皆さんの作品を展示します。
小学生の部
犬塚なお(小野小2)、平田咲(牛山小4)、青木萌花(押
沢台小6)
中学生の部
青山めい(松原中2)、難波真子(松原中3)、渡邉彩加
(中部中3)

月日 ところ
10/24(水) ～ 11/2(金) 市役所市民ホール(全地区)
11/16(金) ～ 27(火) 東部市民センター (東)
11/23(祝) ～ 12/6(木) 西部ふれあいセンター (西)
12/7(金) ～ 21(金) 坂下公民館(東)
12/12(水) ～ 26(水) 南部ふれあいセンター (西)

※(東)は東部地区の作品22点、(西)は西部地区の作
品27点を展示。また、各期間とも最終日は正午ま
で。優秀作品は市ホームページでも公開
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

青少年健全育成市民大会
と き▶ 10月26日(金)午後1時30分～ 3時40分(1時

開場)
ところ▶ 市民会館
内 容▶ ○表彰(健全育成功労者、健全育成・非

行防止作品と｢親から子、子から親への
メッセージ｣の優秀作品、運動・文化・
善行で優秀な成績を収めた児童生徒)

 ○講演｢『親業』で子どもとコミュニケーシ
ョン～あなたの愛が伝わっていますか？｣
原田洋子

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

10月～11月の読み聞かせの会
と き▶ 10月27日(土)、11月24日(土)午後2時～2時

30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
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)
協 力▶ 読み聞かせグループ かえるの子

ハッピーコンサート
と き▶ 10月27日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 尺八の演奏とコーラス
出 演▶ 琴古流尺八長月会、混声ふるさと
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

グリーンピアコンサート
篠笛二重奏で奏でる おなじみの歌
と き▶ 10月27日(土)午前11時～正午
出 演▶ 恋篠(こいしの)
曲 目▶ ｢赤とんぼ｣｢竹田の子守唄｣｢エデンの東｣

など
秋風にのせて シャンソンを あなたに
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ マロニエ
曲 目▶ ｢枯葉｣｢ラ・セーヌ｣｢百万本のバラ｣など
ラルゴ＆四季Ａutumnコンサート
と き▶ 11月4日(日)午前11時～正午
出 演▶ コーラス・ラルゴ＆四季ハーモニカ
曲 目▶ ｢港町十三番地｣｢アンパンマンのマーチ｣

｢花は咲く｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

夜コン｢百聞は一見にしかず！ ｣
と き▶ 10月26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▶ 石垣雅美(フルート)、三輪知之(琴)
曲 目▶ 滝廉太郎｢荒城の月｣、山田耕筰｢赤とん

ぼ｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

道風記念館収蔵作家展 林楽園と伊藤東海の書
と き▶ 10月26日(金) ～ 12月

9日(日)〈月曜日を除
く〉午前9時～午後4
時30分

内 容▶ 道風記念館収蔵品
のうち、書のまち春
日井の発展に寄与
した書家、林楽園と
伊藤東海の書作品
を展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)
※展示替えのため10月22日(月) ～ 25日(木)は休館

林楽園「乾坤入艸廬」
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下原古窯で焼かれた多くの埴輪（はにわ）が味美二子山古墳から出土した
ことにちなみ、毎年開催されるハニワまつり。ハニワの野焼きやミニハ
ニワ・勾玉（まがたま）作りなどで秋の一日を楽しみませんか。

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

開会行事
時　間▶午前10時～10時50分
ハニワの野焼き
時　間▶午前10時30分～午後5時
春日井たたら研究会による製鉄実演
時　間▶午前11時～午後3時
ボーイスカウトによる体験教室
時　間▶午前11時～午後3時30分
舞台芸能
時　間▶午前11時15分～午後3時25分
炊き出し
時　間▶午前11時30分から

ミニハニワを作ろう！
時　間▶①午前11時～11時30分
            ②午前11時40分～午後0時10分
対象・定員▶小学生以下の人(親子での参加可)・80組(開会

行事終了後に整理券を配布)
勾玉作り
時　間▶①午後1時～1時45分②午後1時50分～2時35分
            ③午後2時40分～3時25分
定　員▶150組(午後0時30分に整理券を配布)

体験工房

と　き▶10月27日(土)〈雨天時は28日(日)に順延〉
午前10時～午後5時

ところ▶二子山公園ハニワまつりハニワまつりハニワまつり

ココ☆スキコンテスト(景観絵画)作品展
　身近にある｢まちの魅力(景観)｣を再発見・再認
識してもらうために実施したココ☆スキコンテス
トの入賞作品展と表彰式を行います。
月 日▶ 10月28日(日)正午～11月2日(金)午後4時
 ※表彰式は28日午後1時30分から
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▶ 都市政策課(☎85－6265)

秋の読書週間
図書館探検
と き▶ 10月28日(日)午前11時～11時30分、午後2

時～2時30分
ところ▶ 図書館　※お話の部屋の前に集合
ブラックパネルシアター
と き▶ 11月3日(祝)午前11時～11時30分
ところ▶ 図書館
内 容▶ 暗くした部屋で話を聞き、歌を歌う
腹話術と楽しい手品
と き▶ 11月4日(日)午後2時～2時30分
ところ▶ 図書館
ボランティアによる図書館フェスタ
と き▶ 11月11日(日)午前10
　　　　時～午後3時
ところ▶ 文化フォーラム春日

井・交流アトリウム
内 容▶ 本の紹介や読み聞か

せ、工作など
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

社会福祉大会
と き▶ 10月29日(月)午後2時～3時45分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 〇社会福祉に尽力した功労者の顕彰〇講

演｢これからの地域福祉を考える｣日本福
祉大学学長補佐・原田正樹

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6228)

一般男・女ソフトテニス選手権大会
と き▶ 11月4日(日)午前9時から
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の個人戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上の人
費 用▶ 参加料(1組)1200円、高校生1000円
申し込み▶ 10月26日(金)〈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)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 10月28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)
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市民第九演奏会
と き▶ 11月4日(日)午後3時開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 井村誠貴(指揮)、並河寿美(ソプラノ)、河

村典子(アルト)、松本薫平(テノール)、田
中勉(バリトン)、市交響楽団、市民第九
合唱団

入場料▶ 1000円(全自由席)
入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、

市役所情報コーナー、東部市民センター、
各ふれあいセンター、坂下公民館で販売
中

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

菊花大会
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
内 容▶ 菊の展示や特別出品、菊づくり相談
問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6281)

11月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①21日(水)②14日(水)・南部ふれあ

いセンター、③5日(月)・グリーンパレス
春日井、③8日(木)・坂下公民館、③16日
(金)・上条区集会所(上条町8)、③19日(月)
・鷹来子どもの家、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①②どちらも参加可

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)

講演会｢地域の支え合いが人を救う！ ｣
と き▶ 11月11日(日)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ○講話｢大規模地震災害が起こったら！？｣

市職員○講演 ｢地域の支え合いが人を救
う！～“東日本大震災から学ぶ”在宅要介
護者の状況を知り、備えるために～ ｣岩
手県大船渡市高齢者の避難の確保ワーキ
ンググループ委員長・田畑俊之　※手話
通訳あり、介護が必要な高齢者をお預か
りします〈定員10人、希望者は事前にＮ
ＰＯ法人てとりん(☎090－7867－2408)
へ〉

定 員▶ 300人(当日先着順)
問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6184)

連盟会長杯ソフトテニス大会
と き▶ 11月11日(日)午前9時から〈予備日11月18

日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の個人戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上の人
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▶ 10月28日(日)〈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)

11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)

9(金)・23(祝)10：30～

図書館
7(水)・10(土)11：00～、14(水)
・21(水)・28(水)15：30～、
3(祝)・17(土)・24(土)15：00～

図書館(語り聞かせの会) 10(土)15：00～

東部市民センター 2(金)・9(金)・16(金)・23(祝)
15：30～、24(土)14：30～

東部市民センター (赤ち
ゃんのためのおはなし会) 2

(金)10：30～

味美ふれあいセンター 10(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 10(土)14：00～
南部ふれあいセンター 21(水)16：15～
西部ふれあいセンター 10(土)11：00～
知多公民館 7(水)15：30～
鷹来公民館 10(土)13：30～
坂下公民館 3(祝)14：00～
中央公民館 10(土)11：00～
グリーンパレス春日井 17(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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自然観察と芋煮会
と き▶ 11月25日(日)午前9時～午後2時
内 容▶ 春日井東部丘陵の秋の自然観察を楽しん

だ後、芋煮なべを調理し味わう
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会
対象・定員▶ 3歳以上の人(小学3年生以下は保護者同

伴)・60人(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)600円
ところ・申し込み▶10月30日(火)〈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

知的障がい者の臨時的任用職員
勤務場所▶ 図書館
勤務内容▶ 本の整理作業など
任用期間▶ 12月～平成25年3月
対 象▶ 療育手帳の交付を受けていて、勤務地ま

で単独で通勤でき、介護者なしで業務が
できる人

勤務日▶ 火・木・金曜日の週3日(祝休日、年末年
始を除く)

勤務時間▶ 午前8時45分～午後5時15分(休憩1時間含
む)

賃金(時給)▶ 790円
申し込み▶ 10月22日(月) ～ 31日(水)に、市販の履歴

書(顔写真貼付)、療育手帳の写しを持っ
て、直接、人事課(☎85－6021)へ

ダブルス団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 11月18日(日)午前9時から
種 目▶ 男子・女子ダブルス団体戦(1チーム4 ～

6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上で10

月31日(水)までに今年度の連盟登録をし
た人

費 用▶ 参加料(1チーム)3000円、高校生1000円
持ち物▶ ゼッケン、ユニホーム
ところ・申し込み▶10月31日(水)〈必着〉までに、

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

問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

市民活動推進課　☎85－6616
消費生活講座｢気をつけよう悪質商法！ ｣
と き▶ 11月20日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 鷹来公民館
講 師▶ 金融広報アドバイザー
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(木)から、電話で

遊覧観光
うれしい秋！楽しい秋！
工場見学と紅葉
と き▶ 11月19日(月)午

前9時～午後3時
(雨天決行)

内 容▶ 工場見学(トヨタ
ホーム)、紅葉
観光(内々神社な
ど)　※昼食は寿
司定食

定 員▶ 20人(抽選)〈最少催行人数10人〉
費 用▶ 参加料2000円(昼食代、保険料などを含

む)
申し込み▶ 10月31日(水)〈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・性別・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

レディヤンかすがい　☎85－4188
わいわいクッキング～ホテ
ルプラザ勝川のシェフから
簡単でおいしい料理を伝授
してもらおう
と き▶ 11月11日(日)・25

日(日)〈2回〉午前
10時～午後0時30
分

講 師▶ 大鹿裕司
対象・定員▶ 市内在住か在勤、

在学で独身の人・
24人(抽選)

費 用▶ 受講料500円、教材費2000円
持ち物▶ エプロン、タオル
申し込み▶ 10月26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、電話番号を書いて、〒486－0844
鳥居松町2－247へ
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11月11日(日)に開催コラコラ☆フェスフェスコラ☆フェス

わくわく！ふれあいワールドわくわく！ふれあいワールド
｢交流ステージを楽しもう！｣｢交流ステージを楽しもう！｣
わくわく！ふれあいワールドわくわく！ふれあいワールド
｢交流ステージを楽しもう！｣｢交流ステージを楽しもう！｣
わくわく！ふれあいワールド
｢交流ステージを楽しもう！｣

キッズランド～楽しいあそびがいっぱい！
ささえ愛センターささえ愛センターささえ愛センター

レディヤンかすがいレディヤンかすがいレディヤンかすがい

国際交流ルーム
海外ボランティア活動ってなあに？

市民茶会 パワーofステージ～楽器とダンスの共演

キラキラ夢コンサート～子どもと大人の演奏会

世界の民族衣装 きて みて 体験しよう！
時　間▶午前10時～午後3時
内　容▶地震実験や工作、会場内映像を楽しむ

時　間▶①午前10時～午後3時②午後2時30分～4時
内　容▶①海外ボランティア活動の展示や活動国

の紹介②クイズや写真を交えながら、子
どもにも分かりやすく世界の国々を紹介

時　間▶午前10時～午後3時
呈茶券▶1席600円〈前売り500円、市民茶会運営委

員会・林(☎81－5096)へ〉

時　間▶午後1時～2時

時　間▶午後2時15分～3時15分

と　き▶11月11日(日)午前10時～午後2時20分
ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内　容▶○保育園児による合唱○フィリピン民族舞踊○ペルー民族音楽のフォルクローレ○韓国伝統舞踊

○ペルー民族舞踊のマリネラ○タイ民族舞踊○中国武術の太極拳○日本伝統舞踊の盆踊り

さまざまな国の文化と触れ合い、多文化共生への理解を深めるため、民
族音楽や民族舞踊のステージを開催します。出演者から民族舞踊を教え
てもらって一緒に踊ることもできるので、ぜひ会場に来てください。

時　間▶①正午～午後2時②午後2時～3時
内　容▶着物やいろいろな国の民族衣装を着て、

世界の文化に触れる　※①はファッショ
ンショーも行います

対象・定員▶①年長以上の子どもとそ
の保護者・10組(先着順)　
※②は当日自由参加

申し込み▶10月18日(木)から直接か電
話で、ささえ愛センターへ

｢コラ☆フェス｣は、市民が協働(コラボ)して行う祭りです。さまざまな団体が協働して、団体の垣根を
越えた楽しいイベントを開催します。

問い合わせ▶ささえ愛センター（☎56－1943）

坂下公民館　☎88－5555
楽しい手品｢これであなたも宴会の主役！｣
と き▶ 11月8日～12月20日の隔週木曜日(4回)午

後1時30分～3時
講 師▶ 浅井英雄
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費800円
持ち物▶ のり、はさみ
申し込み▶ 10月28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、性別、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ

知多公民館　☎32－8988
プリザーブドフラワー教室～クリスマスのギフト
用アレンジ作り
と き▶ 11月25日(日)午後1時30分～3時
講 師▶ 梶田みゆき
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3000円
持ち物▶ ワイヤーの切れるクラフト用はさみ、ピ

ンセット、グルーガンか木工用接着剤、
持ち帰り用の袋

申し込み▶ 10月18日(木)から、電話で
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味美ふれあいセンター　☎31－3522
プリザーブドのクリスマス飾り～プリザーブドフ
ラワーでおしゃれな飾りを作る
と き▶ 11月15日(木)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 久保秋子
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、教材費2750円
持ち物▶ 細いワイヤーや小枝が切れるはさみ、先

の細いピンセット
申し込み▶ 11月1日(木)〈必着〉までに、往復はがき

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

エコメッセ春日井　☎88－5006
押し絵教室～えとのミニカレンダーを作る
と き▶ 11月7日(水)・14日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 中野綾子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 材料費1000円
持ち物▶ はさみ、目打ち、ピンセット、手芸用接

着剤、洗濯挟み(小)10個(大)4個、手拭き
タオル

パッチワークキルト教室～古布でえとの白蛇を作
る
と き▶ 11月8日(木)・22日(木)〈2回〉午前9時30分

～ 11時
講 師▶ 丹羽ちず子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費1200円
持ち物▶ 裁縫用具、白糸
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 11月10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
冬物衣服リメイク教室～暖かなショール(ケープ)
を作る
と き▶ 11月16日(金)・23日(祝)〈2回〉午前9時30

分～ 11時
講 師▶ 岩田正子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 材料費1500円
持ち物▶ 不用な冬物衣類2～ 3点、ニードル針(な

い人は当日1200円で購入可)
 
申し込み▶ いずれも10月19日(金)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの秋から冬の管理
と き▶ 11月3日(祝)午前9時30分～正午
講 師▶ 北健司
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
園芸教室～ミニ盆栽の育て方
と き▶ 11月3日(祝)午前9時30分～正午
講 師▶ 松井一尚
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 盆栽用枝切りばさみ、ピンセット、ビニ

ール風呂敷、持ち帰り用の袋
木の実とスパイスの半円クリスマスリース
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 松本芙三子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1750円
持ち物▶ はさみ、ペンチ、持ち帰り用の袋
園芸教室～松の剪定(せんてい)教室
と き▶ 11月7日(水)午前9時30分～午後4時　※雨

天の場合は、研修室で講義
講 師▶ 大野光義
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 木ばさみ、剪定ばさみ、弁当
 
申し込み▶ ｢松の剪定教室｣は10月19日(金)から、そ

れ以外は10月23日(火)から、電話で

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
方や、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▶ 11月14日(水)・21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
申し込み▶ 10月30日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒486－0913柏原町1
－97－1へ

10月18日は「統計の日」です
公的統計は、政策などの基礎
資料となる大切なものです。
統計調査への協力をお願いし
ます。
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健康増進課　☎85－6166
歯周病予防教室～歯周病は糖尿病の合併症！ ｢健
康｣のために｢健口(口の健康)｣を目指しましょう
と き▶ 11月8日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・24人(先着順)
持ち物▶ 手鏡、ハンドタオル、現在使用中の歯ブ

ラシ、歯間ブラシなどの補助清掃用具、
糖尿病健康手帳(ある人のみ)

親子の楽しい料理教室｢簡単でかわいい花シュー
マイを作ろう！ ｣
と き▶ 11月10日(土)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▶ 市内在住の小学生とその保護者・10組(抽

選)　※大人1人につき子ども2人まで
費 用▶ 材料費大人1人400円、子ども1人300円
持ち物▶ エプロン、三角巾(ハンカチ、バンダナ

可)、布巾
ＣＫＤ(慢性腎臓病)予防教室｢めざそう！いきい
き腎生(じんせい)｣ ～慢性腎臓病についての医師
による講演と管理栄養士による栄養指導
と き▶ 11月11日(日)午前9時30分～正午
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 市医師会医師・檀原敦、市管理栄養士
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の18歳以上の人・

30人(先着順)
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 11月13日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
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▶ ｢歯周病予防教室」は10月18日(木)から、

「食育のすすめ教室｣は10月23日(火)から
電話で、｢ＣＫＤ予防教室｣は10月22日
(月)から電話かＥメールに、｢親子の楽
しい料理教室｣は10月26日(金)〈必着〉ま
でにはがき(1組1枚)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、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

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
口腔(こうくう)機能向上教室｢お口の健康を見直
しましょう｣～口を元気に、生活を楽しく
と き▶ 10月31日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 中切町公民館(中切町2)
講 師▶ 歯科衛生士・加藤保津美
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
落語会｢わらって 楽しく 目指せご長寿！ ｣
と き▶ 11月1日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 司馬龍鳳
定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(木)午前9時から、社会福祉協議

会地域包括支援センター (予防教室受け
付け専用ダイヤル☎87－5399)へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
パパとおやじの料理講座(どんぶり編) ～かつ丼
作りなどに挑戦
と き▶ 11月17日(土)・24

日(土)〈2回〉午前
10時～午後0時30
分

講 師▶ 加藤令子
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、材料費1200円
持ち物▶ エプロン、布巾、食材入れ
申し込み▶ 10月18日(木)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▶ 11月22日(木)午前9時～午後5時
ところ▶ 西部ふれあいセンター
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▶ 10月18日(木)から、電話で

障がい福祉課　☎85－6186
こころの健康講座
と き▶ ①11月28日(水)午後1時30分～ 3時30分②

11月30日(金)午後2時～ 4時
ところ▶ ①ささえ愛センター②レディヤンかすが

い
講 演▶ ①｢発達障がいってなあに？～小さな親

切 大きなお世話にしないためのヒント｣
障がい者生活支援センターＮＰＯ法人あ
っとわん・河野弓子②｢笑いと健康～一
笑一若｣こころ元気研究所・鎌田敏

定 員▶ ①80人②100人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(木)から、電話かファクスに講

座名、住所、氏名、電話番号を書いて、
市社会福祉協議会(☎85－4321、ＦＡＸ
84－3933)へ
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市の催しや講座などへの直接か電話での申し込みで、時間の記載がないものは午前8時30分から受け付けます。

市体育協会加盟団体の講座
ジョギング教室
と き▶ 10月21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▶ 11月17日(土)午前9時～午後4時
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学4年生以上

の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、テニ

スシューズ、弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
 
申し込み▶ ｢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11
月10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

勝南にぎわい市
と き▶ 11月3日(祝) ～ 4日(日)午前9時～午後3時

(雨天中止)
ところ▶ ＪＲ勝川駅南口・勝南プラザ前
内 容▶ フリーマーケット、新鮮朝市(なくなり

次第終了)
問い合わせ▶ 勝川開発㈱〈☎34－6800〉

かすがいげんきっ子センター 
母親のリフレッシュ講座(託児付き) ～エアロビ
クス
と き▶ 12月4日(火)午前10時～ 11時
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児の母親・20人(抽選)
申し込み▶ 10月30日(火)〈消印有効〉までに、往復は

がきに講座名、住所、氏名、年齢、電話
番号、託児(生後6か月から)希望者は子ど
もの名前・年齢も書いて、〒486－0945
勝川町8－2858－1、☎35－3501へ

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▶ ①11月8日(木)②11月15日(木)午後1時30分
　　　　～ 3時
ところ▶ ①健康管理センター②保健センター
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▶ 10月18日(木)から、電話で

健康管理センター　☎84－3060
乳がん自己検診講座～手に伝わる感触や注意する
ポイントなどを複数のスタッフで実技を交え指導
と き▶ 11月26日(月)午後1時30分～ 3時(1時から

受け付け)
講 師▶ 医師・伊藤朝子
対象・定員▶ 市内在住の30歳以上の女性・約20人(先

着順)　※グループ(2 ～ 5人)での参加も
可

申し込み▶ 10月18日(木)午前9時から、電話で

児童センター　☎87－6866
モリコロパークで遊ぼう
と き▶ 11月18日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ モリコロパーク内、県児童総合センター

(長久手市)　※総合福祉センターの福祉
バスを利用

対象・定員▶ 市内在住の小中学生・25人(抽選)
費 用▶ 参加費200円
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 11月5日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号、学校名、学年、保護者名を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
やさしいヨガ教室
と き▶ 11月24日 ～ 12月15

日の毎週土曜日(4
回)午前10時～ 11時

対象・定員▶ 市内在住か在勤、
在学の人・25人(抽
選)

費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 10月31日(水)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、電話
番号、市外在住の人は勤務先か学校名も
書いて、〒486－0817東野町字落合池1－
2へ
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愛知県最低賃金が改正されました
　｢愛知県最低賃金｣は、10月1日から時間額758円
に改正されました。
　愛知県の特定(産業別)最低賃金(7業種)について
は、現在、改正などのため調査審議中ですので、
今後の改正状況に注意してください。
問い合わせ▶ 名古屋北労働基準監督署(☎052－961－

8653)

自然歩道を歩こう大会
月 日▶ 10月21日(日)〈小雨決行〉
集 合▶ 定光寺公園正伝池東側広場(瀬戸市)
コースなど▶ 東海自然歩道など瀬戸市内約10㎞(ゴー

ルは愛知環状鉄道中水野駅)　※小学生
以下は保護者同伴

費 用▶ 参加料一般200円、中学生以下100円
申し込み▶ 当日午前9時30分に、集合場所で
問い合わせ▶ 県環境部自然環境課(☎052－954－6227)

｢木を植えた人｣を聴く会
と き▶ 11月6日(火)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 榊原忠美による、ジャン・ジオノ作｢木

を植えた人｣の朗読
対象・定員▶ 中学生以上の人・50人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(木)から、環境政策課(☎85－

6216)へ
主 催▶ かすがい環境まちづくりパートナーシッ

プ会議

公立春日井小牧看護専門学校社会人入学生募集
試験日▶ 11月23日(祝)
試 験▶ 一般教養、小論文、面接
課程・学科▶ 医療専門課程・看護学科
修業年限▶ 3年(昼間)
資 格▶ 次の各項目の全てに該当する人○高等学

校(中等教育学校を含む)を卒業した人か
高等学校卒業者と同等の学力があると認
められた人○平成25年4月1日現在で満21
歳以上の人○平成25年3月31日現在で3年
以上社会人の経験のある人　※詳細は募
集要項に記載

定 員▶ 入学定員(40人)の2割程度
費 用▶ 受験料5000円
募集要項▶ 直接か、郵送の場合は公立春日井小牧看

護専門学校へ問い合わせてください
ところ・申し込み▶10月29日(月) ～ 11月7日(水)〈消

印有効〉に直接か郵送で、〒486－0849八
田町2－38－1、公立春日井小牧看護専門
学校(☎84－5611)へ　※持参は、土・日
曜日、祝日を除く午前9時～午後5時

無料調停相談会
と き▶ 10月26日(金)午前10時～午後3時
ところ▶ 市役所304・305会議室
内 容▶ 〇土地や建物の使用、賃貸借に関する争

い〇交通事故に伴うトラブル〇消費者
金融(サラ金など)に対する債務整理〇日
照、通風、騒音など生活上の利益侵害に
ついての争い〇損害賠償や慰謝料に関す
ること〇夫婦、親子などの身分関係や相
続など家事に関する紛争

相談員▶ 春日井簡易裁判所民事調停委員
問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 春日井調停協会

職場リーダーのためのメンタルヘルス講座
と き▶ 11月13日(火)①午後6時～ 8時②午後8時

～ 9時
ところ▶ 春日井商工会議所
内 容▶ ①講演｢職場におけるメンタルヘルス｣柴

田佳苗②精神科医師、産業カウンセラー
による個別相談

対象・定員▶ 事業所の健康管理者、人事担当者など・
①60人②若干名(先着順)

申し込み▶ 10月31日(水)までに、県春日井保健所健
康支援課(☎31－0750)へ

消防設備士試験
月 日▶ 12月23日(祝)
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・第1～ 5類、乙種第1～ 7類
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円
申し込み▶ 11月12日(月) ～ 21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

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)

自衛官募集
種 目▶ 陸上自衛隊 高等工科学校生徒
試験日▶ 平成25年1月19日(土)
応募資格▶ 平成8年4月2日～ 10年4月1日に生まれた

男性
申し込み▶ 願書を請求の上、11月1日(木) ～平成25

年1月7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/



展   示

　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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ところ と　き 展示名 出品者

グリーンピア春日井（☎92－8711）
10/17（水）～21（日） 春日井植物画同好会作品展 春日井植物画同好会
10/27（土）～28（日） 秋季バラ展 春日井ばら会

坂下公民館 （☎88－5555）10/17（水）～28（日） 絵画・仏像・写真・創作花展 豊の秋
味美ふれあいセンター（☎31－3522）

10/20（土）～26（金）
MOA美術館春日井児童作
品展

エム・オー・エー美術
文化財団

知多公民館 （☎32－8988）
西部ふれあいセンター（☎33－0808）

10/24（水）～26（金）
中央公民館 （☎33－1111）
市役所市民サロン （☎85－6073）10/25（木）～31（水） きりえ展 春日井きりえクラブ
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）10/25（木）～11/6（火）作品展 ソアラの会
鷹来公民館 （☎84－7071）10/28（日）～11/4（日）秋の盆栽展 青紅会
東部市民センター （☎92－8511）10/30（火）～11/3（祝）玄展 春草会
落合公園管理棟 （☎56－0414）10/31（水）～11/6（火）植物画展 植物画同好会（美咲会）

※展示時間は各施設に問い合わせてください

市美術協会展
とき▶10月17日(水)～21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　内容▶日本画、洋画、書、写真、工
芸など約200点を展示　問い合わせ▶武内(☎31
－7406)

をどりの会(精風流精風会・西川流西川好風会)
とき▶10月27日(土)午前9時30分～午後4時30分
(9時開場)　ところ▶文化フォーラム春日井　
内容▶日舞、歌謡舞踊、詩舞などの発表会　問
い合わせ▶明石(☎・ＦＡＸ91－1581)

スズキ・メソードの子どもたちによるバイオリ
ンコンサート
とき▶11月3日(祝)午後1時30分～4時 ところ▶
東部市民センター　内容▶(社)才能教育研究会 
藤山台教室の子どもたちによるバイオリン演奏
定員▶350人(先着順)　問い合わせ▶中川(☎・
ＦＡＸ82－3211)

ちびっこ冒険レンジャー大集合
とき▶11月3日(祝)午前9時30分～午後3時(受け
付けは正午まで)〈雨天順延〉　ところ▶落合公
園　内容▶親子で公園内のゲームや工作など約
10か所のポイントを巡り楽しむ　対象▶年長～
小学4年生の子どもとその保護者　費用▶子ど
も1人200円(材料費、保険代)　問い合わせ▶小
林(☎090－1982－0753)

バウンドテニス講習会
とき▶11月の毎週月曜日(4回)午後1時30分～3
時30分 ところ▶王子体育館(上条町8)　内容▶
バウンドテニスの基礎を学ぶ　定員▶25人(先
着順)　申し込み▶11月4日(日)までに、電話で
庄子(☎080－3285－0573)へ
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「ワイドスクランブル」「ワイドスクランブル」
など、テレビ・ラジオなど、テレビ・ラジオ
の報道番組に出演し、の報道番組に出演し、
経済ジャーナリスト経済ジャーナリスト
として活躍中として活躍中

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①1日(木)②15日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①7日(水)②14日(水)③21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
          
10/17(水)から、電話で

11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

2日(金)、16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)

9日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
10/22(月)から、電話で

①1日(木)②6日(火)10：00～11：30
①レディヤンかすがい
②西部ふれあいセンター

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6月～7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
          
10/24(水)から、電話で

7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24年1月～2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
             

①7日(水)②14日(水)③21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 ①15日(木)②22日(木)10：00～11：00
③29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③のみ上靴

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( )11月

地域経済地域経済元気
です！
元気
です！ NO.65

と　き▶11月7日(水)午後3時～4時30分
ところ▶ホテルプラザ勝川
定　員▶100人(先着順)
申し込み▶10月22日(月)午前9時から電話で、春日井商　
　　　　工会議所内、法人会事務局(☎81－4141)へ

「いま起こっていること、 これから  
  起こること」

須田 慎一郎

公益社団法人小牧法人会春日井４支部講演会

～政治・経済の裏を読む
経歴　1961年生まれ
日本大学経済学部卒業。経済誌の記者を経
て、フリー・ジャーナリストに。内閣府・
多重債務者対策本部有識者会議委員を務め
るなど、政界、官界、財界での豊富な人脈
を基に、数々のスクープを連発している。

「ワイドスクランブル」
など、テレビ・ラジオ
の報道番組に出演し、
経済ジャーナリスト
として活躍中
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