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市民病院の市民公開講座、保有地売却のお知らせ

どっこいせ総踊りでフィナーレを飾った春日井まつり

情報あ・ら・か・る・と

どっこいせ総踊りでフィナーレを飾った春日井まつり



道風くんとサボテンキャラクターも
まつりを盛り上げました郷土芸能の棒の手などの披露郷土芸能の棒の手などの披露

華やかな道風平安朝行列華やかな道風平安朝行列

道風くんとサボテンキャラクターも
まつりを盛り上げました

室田伊緒文化スポーツ大使と
ミスケローナもまつりを満喫
室田伊緒文化スポーツ大使と
ミスケローナもまつりを満喫

フィナーレ～かすがいの歌と踊り｢どっこいせ｣総踊りフィナーレ～かすがいの歌と踊り｢どっこいせ｣総踊り

オープニング～元気よくスタートオープニング～元気よくスタート

Kasugai ザ 道風 書道部門で優勝した
｢金城学院大学 書道部ＯＧ｣

Kasugai ザ 道風 書道部門で優勝した
｢金城学院大学 書道部ＯＧ｣

Kasugai ザ 道風 芸能部門で優勝した
｢天音座 つばさ｣
Kasugai ザ 道風 芸能部門で優勝した
｢天音座 つばさ｣

将棋公開対局～文化スポーツ大使に
かすがいっ子が挑戦！
将棋公開対局～文化スポーツ大使に
かすがいっ子が挑戦！

2 　広報春日井 平成24年11月15日号



広報春日井 平成24年11月15日号 3

10/13
㊏

おいしいお米に
育ったかな？
（少年自然の家）

　米作りを中心に、年間を通して豊かな里山
の自然を五感を使って楽しむ｢里山体験 田ん
ぼと森の学校｣。この日は5月に田植えをした
稲の収穫作業が行われました。
　参加した子どもたちは、慣れない手つきで
稲を刈り、天日干しするため、わらで束ねては
ざに掛けました。初めての体験に悪戦苦闘し
ながらも、収穫の喜びを感じていました。

10/14
㊐

眠るピアノが目を覚ます
プロの訪問演奏
（かすがい市民文化財団）

　ピアニスト・作曲家の平井真美子さんがコ
ンサートの関連企画の1つとして、市内の2軒
の家を訪れ、長年使われずに眠っているピア
ノを演奏しました。家族や近所の皆さん約20
人は、自宅のピアノが奏でる美しい音色にう
っとり。プロの演奏を楽しそうに聴き入って
いました。

10/14
㊐

手作りの子どもみこしで
わっしょい、わっしょい
広報特派員 岸本邦夫さん（東野町）

　東野町の八幡社の秋祭りで、東野町3丁目3
班の子どもみこしが新しくお披露目されまし
た。このみこしは、町内の有志3人が「子どもた
ちでも担ぐことができるように軽いものを」と
試行錯誤し、手作りで完成させたものです。
　少し曇った秋空のもと、子どもたちに担が
れた新しいみこしは、元気よく町内を練り歩
きました。

10/18
㊍

姿勢と歩幅を意識して！
（西山小学校）

　子どもの体力向上を目的として、一流選手
による運動教室が開催されました。陸上の元
オリンピック選手の杉本龍勇さんから「スポ
ーツの楽しさと夢の実現」の講話を聴いた後、
速く走るこつを学びました。児童は一つ一つ
の動きを意識しながら一生懸命練習しました。
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DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある（またはあった）者からふ
るわれる暴力のことをいいます。国の調査結果では、女性の約3人に1人が｢配偶者から暴力を受けたことが
ある」と回答しています。

問い合わせ▶男女共同参画課（☎85－4401）

■オンラインDVほっと相談
　ホームページ
　　http://www.soudan－kasugai.jp/

【愛知県女性相談センター】
■女性悩みごと電話相談（☎052－962－2527）
　月～金曜日　午前9時～午後9時
　土・日曜日　午前9時～午後4時
　（祝休日、年末年始を除く）

▲QRコード

【レディヤンかすがい】
■DV相談（☎85－7867）
　電話・面接相談
　　火～日曜日　午前9時～正午、午後1時～ 5時
■女性の悩み相談（☎85－7871）
　電話・面接相談
　　火～金曜日　午後1時～ 4時30分
　　（月曜日が祝休日の場合その直後の祝休日でない
　　日と年末年始を除く）

オレンス）とは、配偶者や恋人など、親密な たた者や恋人な偶者や 人など 親密恋や者や恋人など、親親偶 ふ関親密な関係にある（またたははあったははあったっあ係 （関係にある（まにあ係にに る ま ったま ああたたたま（親密な関係親密な にあにあ親親 関係ににに親密親親
います。国の調査結果では、女性の約3人に女性の約3人はでは、女性の約3人に果では 女 約 に女性の約果で果 は、女性の約は 女性でで ががとがとがとががとがとの約3人に1人が｢配偶者からら暴力暴力 受受受受を受暴力暴力ををを力 受受受受受ををを力を受ら約3人に1人が｢配偶者かか｢ 偶者 力暴者 力力ををををををを暴暴暴ららかららの約3人に1人ががの約 人 偶人の 人が 偶約3人約

―あなたは悪くない、
　　　暴力はふるう側の問題です―

こんなことも暴力にあたります

暴力が心と体にもたらす影響

・殴る蹴る・物を投げ付ける・刃物を突き付けたり、
殴るふりをしたりして脅す

身体的暴力

・生活費を渡さない・働くことを妨害する
経済的暴力

・怒鳴る・人格を否定するようなことを言う
精神的暴力

・望まない性行為を強要する・避妊に協力しない
性的暴力

・外出や友人との付き合いを制限する
社会的暴力

・子どもの前で暴力をふるう・子どもに暴言を言わせ
る　※ＤＶの目撃は、子どもの心に深い傷を負わせます 

子どもを利用した暴力

　理由がどうであれ、暴力は許されるものではありません。
配偶者や恋人との関係を｢何かおかしい｣｢怖い｣と感じていたら一度相談してみて

ください。本人だけでなく、家族、友人も相談できます。

日～25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です日～25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です

メスティックステテステメメメスメメドドドドD（（DV（ド（ メメVVDV（V（VVVDV（V（V（VVVVVVDVVVDDVVDDVVDVV メドドドドメド スメスメメドメスドドドメメメドドメメドメ
る暴力のことる暴れるれるれわれれれれれれれれれれれれわれわわわるわわわわるるるる るれるるれわる るるるるれれれれ

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク

男女共同参画情報紙
はるか号外

相談窓口

○いつも不安でびくびくしている
○「悪いのは自分」と思う
○心が体から離れ、他人事のように感じる

心に受ける影響

体に受ける影響
○けが、痛み、出血、骨折
○体の震え、冷や汗、吐き気、肩凝り、睡眠不足など

市役所や公共施設などに設置してあります。
DVに関する基本的な情報がまとめてあります。

DV防止啓発カード



広報春日井 平成24年11月15日号 5

情報あ・ら・か・る・と

リラックスクリスマスコンサートと命が危ない病気の話

と　きと　き▶12月2日(日)正午～午後4時12月2日(日)正午～午後4時
ところところ▶東部市民センター東部市民センター
定　員定　員▶300人(当日先着順)300人(当日先着順)

と　き▶12月2日(日)正午～午後4時
ところ▶東部市民センター
定　員▶300人(当日先着順)

時　間時　間▶午後1時～1時30分午後1時～1時30分
出　演出　演▶Ｒ．Ｍ．Ｅ．Ｒ．Ｍ．Ｅ．
時　間▶午後1時～1時30分
出　演▶Ｒ．Ｍ．Ｅ．

時　間時　間▶午後3時30分～4時午後3時30分～4時
出　演出　演▶春日井ゴスペルクワイア春日井ゴスペルクワイア
時　間▶午後3時30分～4時
出　演▶春日井ゴスペルクワイア

時　間▶正午～4時
内　容▶○健康チェックコーナー…血糖、血圧、

血管年齢(動脈硬化)、メタボチェック
○医療機器展示コーナー…冠動脈ステ
ント、血管拡張バルーンなど

時　間▶午後1時30分～3時30分
座　長▶市民病院医務局長・佐々木洋光
講　演▶「心臓発作の治療と予防」市民病院循

環器科部長・寺澤彰浩、「脳卒中の
治療と予防」市民病院神経内科部長
・寺尾心一

市民病院では、広く市民の皆さんに病気や病院での治療について理解を深めてもらうため、毎年4回市
民公開講座を開催してきました。今回は、病気に関する知識を深めるための講演はもちろん、病気予防
のためには生活の中にリラックスできる時間が大切との観点から、クリスマスコンサートも行います。

クラシックアンサンブルコンサート ゴスペルコンサート
寺澤彰浩 寺尾心一寺尾心一寺尾心一

健康チェック・医療機器展示

プ ロ グ ラ ムプ ロ グ ラ ムプ ロ グ ラ ムプ ロ グ ラ ムプ ロ グ ラ ム
市民公開講座～命が危ない病気の話

問い合わせ▶市民病院管理課（☎57－0076）

問い合わせ▶管財契約課（☎85－6086）

保有地売却のお知らせ
物件 所在地 地積(㎡) 予定価格(円)

1 篠木四ツ谷土地
区画整理2街区3 1951.53 1億7173万4000

2 浅山町1－1290－2 122.04 1208万1000

3
瑞穂通6－11

362.40 4421万2000
瑞穂通6－13－2

4 八田町1－13－1 326.31 3850万4000
5 松新町2－32－1 108.23 1417万8000
6 勝川町3－18 341.74 3178万1000
7 中新町1－22－19 172.15 1790万3000

保有地一般競争入札
○申し込み
月　日▶平成25年1月7日(月)～18日(金)
ところ▶管財契約課
○入札
月　日▶平成25年1月28日(月)
ところ▶市役所1002会議室
※予定価格以上で最も高い価格で入札した
人に売却

※いずれの物件も地目は宅地

詳しくは案内書(管財契約課で配布)か
市ホームページを見てください

市土地開発公社

市民病院の市民公開講座
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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。

放火が多発！あなたの身の回りは安全ですか？放火が多発！あなたの身の回りは安全ですか？

問い合わせ▶予防課（☎85－6383）

市では、平成23年中114件火災があり、そのうち41件が放火(疑いを含む)となっています。放火の被害
に遭わないため、放火防止の対策を取りましょう。

地域の皆さんの目が放火火災を防ぎます地域の皆さんの目が放火火災を防ぎます地域の皆さんの目が放火火災を防ぎます

　放火は不特定多数の人の生命や財産に危険をもたらす極めて悪質な犯罪です。放火の危険から地
域社会を守るためには、日頃から隣近所で声を掛け合って注意し、地域住民が一体となって放火さ
れにくい地域環境を作り出す必要があります。

門灯や玄関灯を点灯して明るくする
物置や車庫は施錠する
家の周りに燃えやすい物を置かない

自動車やバイクのボディー
シートなどには「防炎製品」
を使う

ごみは収集日の朝に出す

公共下水道事業受益者負担金の説明会
　公共下水道の整備は、台所、風呂、洗濯やトイ
レなどの生活排水を直接下水道へ流し、側溝など
に汚水が流れ込まなくなることで、悪臭がなくな
るなど生活環境などを改善するために進めていま
す。それにより、快適性などの恩恵を受ける区域
の皆さんに、下水道の整備費の一部を負担してい
ただくのが受益者負担金制度です。
　今回、受益者負担金をお願いするのは、該当の
区域内に土地を持っている人、土地を借りている
人などで、これらの人を対象に説明会を開催しま
す。対象者には12月中に市から開催通知と関係書
類を送付します。
と き▶ 平成25年1月25日(金)午後2時～4時、午後

7時～9時、1月26日(土)午後2時～4時、午
後5時～7時

ところ▶ 出川公民館(出川町5)　※駐車場に限り
があります

対象区域▶ 出川町3丁目の全部、出川町4丁目の一部、
不二町1丁目の全部

問い合わせ▶ 業務課(☎85－6346)

災害義援金のお礼
　｢九州大雨災害義援金｣に3万1802円、｢京都府南部
豪雨災害義援金｣に9871円が市へ寄せられました。
この義援金は日本赤十字社を通して被災者の救援
に役立てられます。協力ありがとうございました。
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

道風展入賞者発表
　全国書道展覧会の道風展に、一般部390点、学
生部6760点の出品がありました。主な入賞者は次
の皆さんです。(敬称略)
文部科学大臣奨励賞▶○一般近代詩文…松下鶴苑

(春日井市)○一般少字数…小島初美(東海
市)○学生条幅…長谷川開(豊田高専)

県知事賞▶ ○一般漢字…原田南　(知多郡東浦町)○
一般かな…中田雅美(名古屋市守山区)○
学生条幅…古屋敷帆乃花(中部中)、岩橋
みずき(生路小)○学生半紙…大田彩乃(春
日井高)、梶田汐里(松原中)、村田弥優(春
日井小)

市長賞▶ ○一般漢字…河地栖雲(春日井市)、丹羽
珂嶂(犬山市)○一般かな…甲谷富美子(名
古屋市西区)○一般近代詩文…羽柴苔谷
(春日井市)○一般少字数…鵜飼冠山(春日
井市)○学生条幅…原田沙季(春日丘高)、
丹羽啓太(柏原中)、杉本真河(平洲小)○学
生半紙…清水瑞穂(瀬戸高)、島彩織(致遠
館中)、安藤萌梨(平子小)

市民文化財団理事長賞▶○一般漢字…杉浦遙岑
(春日井市)、鈴木彩鴻(名古屋市中川区)○
一般かな…石黒直子(春日井市)○一般近
代詩文…中村勝子(多治見市)○一般少字
数…鈴木美都子(豊田市)○学生条幅…小
川愛実(名城大学附属高)、鈴木愛乃(中部
中)、古屋敷百恵(勝川小)○学生半紙…森
田千尋(春日井商業高)、池田紗矢音(鷹来
中)、熊谷比茉莉(小野小)

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団内、道風展事務局
(☎85－6868)

鳳
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要介護認定者の障がい者控除について
　12月31日現在、対象となる人に｢障がい者控除
対象者認定書｣を平成25年1月下旬に送付します。
この認定書により、障がい者手帳などを持ってい
ない人でも、確定申告(または、市・県民税申告)
の際、｢障がい者控除｣の適用を受けることができ
ます。障がい者手帳などを持っている人で、手帳
と認定書の認定理由(障がい者と特別障がい者)が
違う場合は、控除額の多い方を申告できます。
　年末調整などで事前に必要な人は、申請してく
ださい。申請時に印鑑と申請者の身分を確認でき
る書類(運転免許証など)が必要になり、申請から
交付まで2週間程度かかります。
対 象▶ 65歳以上で要介護1～ 5の認定を受けて

いて、障がい高齢者または認知症高齢者
の日常生活自立度など一定の基準を満た
す人

問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6197)

電子証明書の取得は早めにしましょう
　平成24年分の確定申告で、e－Ｔax(国税電子
申告・納税システム)の利用を予定している人は、
あらかじめ市民課で住基カードと電子証明書(公
的個人認証サービス)の取得が必要です。確定申
告の時期は窓口が混雑しますので、早めに手続き
をしてください。
問い合わせ▶ 住基カード、電子証明書の取得について

は市民課(☎85－6138)、e－Ｔaxでの申
告については小牧税務署(☎72－2111)

夜コン｢音の架け橋～金管五重奏の魅力～ ｣
と き▶ 11月23日(祝)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▶ 金管五重奏団｢あるくす｣〈新玉真士(ト

ランペット)、小澤由起子(トランペット)、
加藤理恵(ホルン)、尾崎加奈(ユーホニウ
ム)、田嶋夕子(テューバ)〉

曲 目▶ ガーシュイン｢パリのアメリカ人｣、モー
ツァルト｢アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

本のリサイクル会
と き▶ 11月25日(日)午前9時～午後2時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ リサイクル本の無料配布(午前8時30分か

ら入場整理券配布)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

｢緑と花の休憩所｣植え替え説明会
と き▶ 11月24日(土)①午前10時30分から②午後

1時30分から、11月25日(日)①午前10時30
分から②午後2時45分から(いずれも約30
分)

内 容▶ 冬・クリスマスの装いに植え替えを行っ
た｢緑と花の休憩所｣、そのテーマやデザ
インの工夫、使用した花類の特徴、自宅
で植える際の注意事項などを説明

定 員▶ 各30人(当日先着順)　※開催時間の10分
前までに緑と花の休憩所インフォメーシ
ョン前に集合

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92
－8711)

歯の健康教室
と き▶ 12月2日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 市役所11階、保健センター
内 容▶ 歯科健診、フッ化物塗布(乳幼児のみ)、

ＲＤテスト(虫歯になりやすさ度チェッ
ク)、歯並びなどの相談、歯科保健指導、
顕微鏡を使った歯周病菌の観察など

対 象▶ 市内在住の未就学児とその保護者
費 用▶ フッ化物塗布代300円(希望者のみ)
持ち物▶ ハンドタオル
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6164)

グリーンピアコンサート
冬きらめきオカリナコンサート
と き▶ 12月2日(日)午前11時～ 11時40分、午後1

時～ 1時40分
出 演▶ オカリナグループたうんず
曲 目▶ ｢エーデルワイス｣｢白い恋人たち｣｢森の

水車｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

12月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①5日(水)②19日(水)・南部ふれあ

いセンター、③3日(月)・グリーンパレ
ス春日井、③17日(月)・鷹来子どもの家、
③20日(木)・坂下公民館、③21日(金)・上
条区集会所(上条町8)、午前10時～ 11時
30分　※途中の入退場も可

内 容▶ 保育士などが行う子育て支援サロン(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)
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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。

クリスマス会
と き▶ 12月2日(日)午前10時～ 11時30分
内 容▶ お楽しみショーを見たり、クリスマスグ

ッズを作ったりして楽しむ
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)
協 力▶ 名古屋短期大学・桜花学園大学児童文化

研究部｢どかあん｣

からだの中身を知ってみよう！
と き▶ 12月4日(火) ～ 9日(日)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)

子どもの部屋
と き▶ 12月9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｣

男子バスケットボールＪＢＬ2春日井大会
と き▶ 平成25年1月26日(土)・27日

(日)午後1時から　※両日と
も午前9時30分開場。前座
試合として市内中学生の東
西対抗戦が行われます

内 容▶ 日本バスケットボールリー
グ2部リーグの豊田通商フ
ァイティングイーグルス対
豊田合成スコーピオンズの試合を観戦

入場整理券▶ 11月24日(土)から、総合体育館で配布
ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)

子どもの家の嘱託職員
採 用▶ 平成25年4月1日
職 種▶ 子どもの家指導員
対象・人員▶ 昭和30年4月2日以降に生まれ、保育士、

社会福祉士か教員免許の資格があるか平
成25年3月までに取得見込みの人・4人

勤 務▶ 午前11時～午後7時15分(土曜日と学校休
業日は午前8時～午後4時15分の勤務あ
り)、日曜日定休で週5日勤務

給与(月額)▶ 14万8781円(平成24年4月1日現在の金額)
※給料の他、通勤、期末・勤勉などの手
当を条件に応じて支給

試 験▶ ○第1次…平成25年1月6日(日)に総合福
祉センターで教養試験、性格検査、作文
試験○第2次…平成25年1月下旬～ 2月上
旬に総合福祉センターで面接試験

申し込み▶ 11月19日(月) ～ 12月14日(金)〈土・日曜日、
祝日を除く〉午前9時～午後5時に、市販
の履歴書と資格証明書を持って、本人が
直接、市社会福祉協議会(☎84－1011)へ

｢母と子のしおり｣への広告
　母子健康手帳の別冊として妊婦に配布する｢母
と子のしおり｣に掲載する広告を募集します。
掲載期間▶ 平成25年4月1日から1年　※配布から1歳

誕生月まで使用
掲載場所▶ 表紙内面と裏表紙　※枠位置は公開抽選

により決定
規 格▶ 1色刷・黒、縦70㎜×横90㎜
枠 数▶ 各2枠　※1広告に2枠を合わせて掲載可
作成部数▶ 4200部
掲載料▶ 1枠3万円
申し込み▶ 12月17日(月)までに、申込書(市ホームペー

ジに用意)に記入し、広告案を添えて、直接、
子ども政策課(☎85－6170)へ　 ※応募者多
数の場合は、審査後、抽選により決定

12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(土)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(土)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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学校給食献立表への広告
掲載期間▶ 1月～ 3月(3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▶ 11月16日(金) ～ 26日(月)に、申込書(市ホ

ームページに用意)に記入して、学校給
食センター (☎85－6342)へ　※入札は12
月4日(火)に実施

市社会福祉協議会の職員
採 用▶ 平成25年4月1日
職 種▶ 一般職
対象・人員▶ 昭和48年4月2日以降に生まれ、次のいず

れかの要件を満たす人①社会福祉士か精
神保健福祉士の資格を取得しているか平
成25年3月までに取得見込みの人・2人②
平成21年度以降に相談支援従事者研修実
施要綱に基づき都道府県が実施する相談
支援従事者研修を修了している人・1人

給与(月額)▶ 17万2200円(大学新卒の場合。平成24年4月
1日現在の金額)　※給料の他、扶養、住居、
通勤、期末・勤勉などの手当を条件に応
じて支給。経験年数による給料加算あり

試 験▶ ○第1次…平成25年1月6日(日)に総合福
祉センターで教養試験、性格検査、作文
試験○第2次…平成25年1月下旬～ 2月上
旬に総合福祉センターで面接試験

申し込み▶ 11月19日(月) ～ 12月14日(金)〈土・日曜
日、祝日を除く〉午前9時～午後5時に、
受験申込書(市社会福祉協議会法人経営
課、市社会福祉協議会ホームページに用
意)と資格証などを持って、本人が直接、
市社会福祉協議会(☎84－1011)へ

 ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.haru－
syafuku.or.jp

エコメッセ春日井　☎88－5006
ペーパーブロック工作教室～不用な紙(宝くじな
ど)で作る鶴の飾り
と き▶ 12月1日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 永井律夫
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
持ち物▶ はさみ、液状のり
クリスマスアルミ缶アート教室
と き▶ 12月2日(日)午前9時30分～ 11時
講 師▶ ＣＡＮ缶アートＧ
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500円
和紙で作る干支(えと)教室
と き▶ 12月8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・20人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 木工用接着剤、目打ち、はさみ、手拭き

タオル
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▶ 12月15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▶ いずれも11月20日(火)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
お正月の玄関用リース
と き▶ 12月9日(日)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、千枚通し、持ち帰り用

の袋
トロッケンゲビンデ教室～木の実で作るロウソク
立て
と き▶ 12月15日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 恒川晴美
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費

2000円
持ち物▶ ラジオペンチ、はさ

み、木工用接着剤
 
申し込み▶ いずれも11月20日(火)から、電話で

第五次総合計画基本計画案への意見
　｢第五次総合計画基本計画案(平成25～29年度)｣が
まとまりましたので、その内容をお知らせし、市民
の皆さんの意見を募集します。計画案は、企画政策課、
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、
ささえ愛センターなどで見ることができます。
提出方法▶ 11月19日(月) ～ 12月18日(火)〈必着〉に、

直接か郵送、ファクス、Ｅメールに、意見、
住所、氏名を書いて、〒486－8686春日
井市役所企画政策課(☎85－6031、ＦＡＸ
83－9988、Ｅメールkikaku@city.kasugai.
lg.jp)へ　※意見に対する個別の回答はし
ません。また、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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サンフロッグ春日井

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。

○指導員が常駐しているので初めての人でも安心
○目的に合わせたトレーニング指導も実施

トレーニング室で体を動かそうトレーニング室で体を動かそうトレーニング室で体を動かそうトレーニング室で体を動かそうトレーニング室で体を動かそう

ところ・問い合わせ▶サンフロッグ春日井（☎56－2277）

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

中央公民館　☎33－1111
妊婦さん＆乳幼児のための子守りうた講座～子ど
もが安心して眠れる子守歌を覚え、ママもリフレ
ッシュしましょう
と き▶ 12月7日(金)・14日(金)

〈2回〉午前10時～11
時30分

講 師▶ 松本朋子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児

とその保護者、妊婦
・20組(抽選)

費 用▶ 教材費100円
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▶ 12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11月27日(火)〈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

知多公民館　☎32－8988
正月用生け花教室～新年を迎える正月花万年青
(オモト)を生ける
と き▶ 12月23日(祝)午後1時30分～3時30分
講 師▶ 石黒東風
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250円、教材費2700円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 11月20日(火)から、電話で

味美ふれあいセンター　☎31－3522
ブッシュ・ド・ノエルでクリスマス｢クリスマス
に手作りケーキはいかがですか？｣
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～午後0時30分
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250円、教材費1600円
持ち物▶ エプロン、手拭きタオル、布巾、ケーキ

(縦24㎝×横9㎝×高さ9㎝くらい)持ち帰
り用の箱

正月花教室～生け花を飾り、新年を迎える
と き▶ 12月28日(金)午前10時～正午
講 師▶ 市華道連盟
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250円、教材費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み
 
申し込み▶ ｢ブッシュ・ド・ノエルでクリスマス｣は

12月7日(金)〈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、｢正月花教室｣は、11月
20日(火)から、電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
手作りリースでクリスマスを演出～生の木の枝を
ドライフラワーなどで飾りすてきなリースを作る
と き▶ 12月10日(月)午前10時～正午
講 師▶ 稲垣貴子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学

の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費

2200円
持ち物▶ ワイヤーが切れるはさみ
申し込み▶ 11月27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、電話番号を書いて、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ
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環境保全課　☎85－6279
冬の自然環境学習会～冬の自然観察と落ち葉でス
テンドグラスとお面を作る
と き▶ 12月16日(日)午前9時～正午
ところ▶ 落合公園、グリーンパレス春日井(集合

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

着順)
持ち物▶ 帽子、筆記用具、雨具、虫眼鏡(ある人

のみ)
申し込み▶ 11月19日(月)から、電話で

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会｢寄せ植え｣～一升枡々 (一生益々 )幸
福鉢を使った正月寄せ植え
と き▶ 12月9日(日)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 石井口丸男
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料350円、教材費3300円
持ち物▶ ゴム手袋、エプロン、園芸用はさみ、持

ち帰り用の袋
申し込み▶ 11月30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、〒486－0817
東野町字落合池1へ

鷹来公民館　☎84－7071
楽しいクリスマスケーキ作り～イチゴを使った手
作りクリスマスケーキを作る
と き▶ 12月23日(祝)午前9時30分～正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、25㎝四方の持ち帰

り用の容器、ハンドミキサー (ある人の
み)

申し込み▶ 12月2日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0809
町屋町3610－1へ

西部ふれあいセンター  ☎33－0808
正月の祝い花講座｢新春を彩る祝い花を生けてみ
ましょう｣
と き▶ 12月27日(木)午前10時～正午
講 師▶ 石黒東風
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250円、材料費2500円
持ち物▶ 花切りばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 11月20日(火)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
｢うまい！ ｣手打ちそば作り講座
と き▶ 12月8日(土)午前9時30分～午後0時30分
講 師▶ 日本手打そば保存会
対象・定員▶ 市内在住の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費500円
持ち物▶ エプロン、布巾、タオル
家族で楽しむ日本舞踊
と き▶ 12月14日(金)、平成25年1月18日(金)、2月

15日(金)〈3回〉午後3時15分～ 4時45分
講 師▶ 西川まさ子
対象・定員▶ 市内在住の3歳～小学生の子どもとその

保護者(2人1組)・15組(抽選)
持ち物▶ 足袋か白靴下
 
申し込み▶ いずれも11月30日(金)〈必着〉までに、往

復はがき(1人か1組1枚)に講座名、参加者
全員の氏名(ふりがな)、住所、年齢、性別、
電話番号を書いて、〒480－0305坂下町4
－250－1へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
認知症予防教室｢来て見て触って！懐かしい時代
へ時間旅行｣
と き▶ 11月22日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ

保健センター　☎91－3755
もっと知ろう！動脈硬化の危険因子と予防～食事
編・運動編
と き▶ 12月15日(土)午後1時30分～ 3時30分(1時

から受け付け)
講 師▶ 医師・矢野孝
定 員▶ 100人(先着順)
申し込み▶ 11月21日(水)午前9時から、直接か電話で

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▶ 12月22日(土)午前10時～午後1時
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・10人(先着順)
申し込み▶ 11月19日(月)から、電話で
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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。

介護保険課　☎85－6187
歯 (゚ぱ)たからセミナー ｢誤嚥(ごえん)性肺炎を予
防しよう！ ｣～講話と口腔(こうくう)機能のチェ
ック
と き▶ ①12月6日(木)②12月20日(木)午後1時30分

～ 3時
ところ▶ ①健康管理センター②西部ふれあいセン

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▶ 11月19日(月)から、電話で

子ども政策課　☎85－6170
Ｕターン育児塾(祖父母の育児教室)｢あなたもぜ
ひ新米パパママのサポーターに！ ｣～最新の育児
事情、もく浴などの育児方法を学ぶ
と き▶ 12月11日(火)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住で、もうすぐ孫が生まれる人か

乳児(1歳未満)の孫がいる人・20人(先着
順)　※新米パパママも同席可

申し込み▶ 11月21日(水)から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
卓球教室
と き▶ ①平成25年1月10日～31日の毎週木曜日(4

回)午後4時～ 5時②平成25年1月12日～ 2
月2日の毎週土曜日(4回)午前10時～ 11時

対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 3年生②小学4～ 6
年生・各10人(抽選)

申し込み▶ 11月30日(金)〈消印有効〉までに、往復は
がきに教室名(①②の別も)、住所、氏名(ふ
りがな)、学校名、学年、保護者名、電
話番号を書いて、〒486－0945勝川町8－
2858－1、☎35－3501へ

土地区画整理組合の事業計画の変更案
事業名▶ 春日井篠木四ツ谷土地区画整理事業
組合名▶ 春日井篠木四ツ谷土地区画整理組合
と き▶ 11月20日(火) ～ 12月3日(月)〈毎日〉午前

8時30分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6308)
 ※この案についての意見書は、11月20日

(火) ～ 12月17日(月)に、市長宛てに提出
することが可能

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 12月3日(月) ～ 7日(金)午前8時30分～午後

5時
登録される人▶平成4年12月2日までに生まれ、平

成24年9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12月1日
登録日▶ 平成24年12月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎85－

6071)

給与所得者の年末調整について
年末調整をすることで控除が受けられます
　控除申告書などを勤務先に提出すれば、社会保
険料控除や生命保険料控除などの控除が受けられ
ます。ただし、医療費控除や寄附金控除、雑損控
除は、確定申告で控除を受けることになります。
給与所得者で確定申告が必要な人
○給与の年収が2000万円を超える人○給与所得や
退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える
人○給与を2か所以上から受けていて一定の要件
に該当する人など
所得税・市県民税の生命保険料控除が改正されま
す
　一般の生命保険と個人年金保険に加え、平成24
年1月1日以降に締結された介護医療保険契約が、
生命保険料控除の対象となります。また、平成24
年1月1日以降に締結された一般の生命保険・個人
年金保険・介護医療保険に係る控除の上限額は、
従来の5万円(3万5000円)ではなく、4万円(2万8000
円)となります。また、3種類の控除の合計上限額
は12万円(7万円)となります。　※(　)内は市県民
税控除額
国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/
問い合わせ▶ 所得税については小牧税務署(☎72－

2111)、市県民税については市民税課(☎
85－6093)

生け垣はせん定など
適正な管理をしましょう

生け垣が道路に
はみ出したりして
いませんか？

建設部 道路課
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イメージキャラクターを募集
　春日井市をはじめ県内各地を会場として開催す
る｢技能五輪・アビリンピックあいち大会2014｣の
イメージキャラクターを募集します。
応募期間▶ 11月30日(金)〈消印有効〉まで　※詳しく

はホームページを見てください
 ホームページ　http://www.pref.aichi.

jp/0000055141.html
問い合わせ▶ 技能五輪・アビリンピックあいち大会

2014推進協議会事務局(☎052－954－
6469)

社会保険労務士による無料相談会
と き▶ ①12月1日(土)②12月2日(日)午前10時～午

後3時
ところ▶ ①ザ・モール春日井店(六軒屋町)②サン

マルシェ (中央台1)
内 容▶ ○老齢・障がい・遺族年金○労災・雇用

・健康保険○労働条件○人事・労務など
に関する各種相談

問い合わせ▶ 県社会保険労務士会名古屋北支部(☎052
－912－5331)

うつ病家族懇談会
と き▶ 12月6日(木)、平成25年2月7日(木)午後1時

30分～ 3時　　
内 容▶ うつ病についての正しい知識や情報を得

て、より良い対応を考え、家族同士が交
流し、支え合う機会を作る

対象・定員▶ ｢うつ病｣の人を抱えている家族・10人(先
着順)

ところ・申し込み▶県春日井保健所健康支援課(☎
31－0750)へ

中部大学キャンパスコンサート
と き▶ 12月15日(土)午後2時～ 4時(1時開場、開

演20分前よりプレ・コンサート・レクチ
ャー )

ところ▶ 中部大学・三浦幸平メモリアルホール(松
本町)

内 容▶ 荒井美沙樹ピアノ・リサイタル
対象・定員▶ 中学生以上の人・500人(抽選)
申し込み▶ 11月30日(金)〈必着〉までに、往復はがき

(1人1枚)に演奏会名、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒487－8501松本町
1200、中部大学渉外部キャンパスコンサ
ートＫ係(☎51－5250)へ

認知症市民講座
と き▶ 12月8日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 保健センター
講 演▶ ｢認知症の薬物療法｣薬剤師・姜在順
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(当日先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)か市認知症地域

連携の会事務局あさひが丘ホスピタル
(☎88－0284)

自然環境に関する記念講演会
と き▶ 12月12日(水)午後2時～ 4時
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ 環境先進国であるスウェーデンのアダム

・ベイェ大使館広報文化担当官による、
かすがい環境まちづくりパートナーシッ
プ会議の設立10周年を記念した講演

定 員▶ 90人(先着順)
申し込み▶ 11月20日(火)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

危険物取扱者試験
月 日▶ 平成25年1月27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、乙種第1～ 6類、丙種
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 12月10日(月) ～ 19日(水)に、受験願書〈11

月26日(月)から消防本部、消防署、各出
張所で配布〉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　※電子申請もあ
り〈受付期間12月7日(金)午前9時～ 16日
(日)午後5時〉

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

予備講習会
月 日▶ ①12月25日(火)②平成25年1月17日(木)
ところ▶ ①ウィルあいち(名古屋市東区)②吹上ホ

ール(名古屋市千種区)
費 用▶ 受講料4000円、テキスト代4000円(テキ

ストのみの購入も可)　※平成24年度か
ら予備講習会の受講券、テキスト販売は
予防課および消防署では行いません

問い合わせ▶ 試験については予防課(☎85－6387)、予
備講習会については(社)愛知県危険物安
全協会連合会(☎052－961－6623)
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ところ と　き 展示名 出品者

落合公園管理棟 （☎56－0414）
11/16（金）～18（日） 寒蘭展 春日井東洋蘭の会
11/30（金）～12/2（日） 早咲き椿展 春日井つばき愛好会

坂下公民館 （☎88－5555）11/16（金）～29（木） 春彩会油絵展 春彩会
味美ふれあいセンター（☎31－3522）11/17（土）～29（木） 夫婦展 藤田守男

市役所市民サロン （☎85－6073）
11/18（日）～23（祝） フォト輝写真展 フォト輝

11/25（日）～30（金） 独楽の会 陶芸・絵画展
－冨田君子米寿を祝って－ 独楽の会

中央公民館 （☎33－1111）11/23（祝）～12/1（土） 中日写協月例会作品展 中日写協春日井支部
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）11/22（木）～12/4（火）「陽菜の会」作品展 陽菜の会
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）11/22（木）～12/4（火） 実用書道展 彩の会
鷹来公民館 （☎84－7071）11/22（木）～12/5（水） 絵手紙展 夢見鳥の会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
11/23（祝）～25（日） カンラン展 春日井古典園芸同好会
11/28（水）～12/2（日） グリーンフォトクラブ展覧会 グリーンフォトクラブ

南部ふれあいセンター（☎85－7878）11/23（祝）～29（木） 出張消費生活展 市消費生活展実行委員会
レディヤンかすがい（☎85－4188）11/23（祝）～12/12（水）木目込み人形展 木目込み人形クラブ
東部市民センター （☎92－8511）11/28（水）～12/10（月）ニュータウン絵画の会作品展 ニュータウン絵画の会

道風記念館 （☎82－6110）11/29（木）～12/9（日） 尾書研書写作品コンクール
春日井地区作品展

尾張教育研究会書部会・春日井
市教職員研修委員会書研究会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

春日井母親大会
とき▶11月23日(祝)午後0時30分から　ところ▶
レディヤンかすがい　講演▶｢原発ゼロをめざ
して～子どもたちの未来のために今、私たちに
できること」伊藤千尋　定員▶250人(先着順)　
資料代▶500円　問い合わせ▶春日井民主商工
会(☎81－1482)

中部大学大学院国際人間学研究科シンポジウム
～尾張の地域文化を考える
とき▶11月24日(土)午後1時30分～4時30分(1時
開場)　ところ▶文化フォーラム春日井　内容
▶春日井を中心とした尾張の地域文化につい
て、その保存と継承の意味について検討する　
定員▶84人(先着順)　問い合わせ▶中部大学国
際関係学部事務室(☎51－4079)

鷹来女声コーラス エッレ 20周年演奏会
とき▶11月23日(祝)午後2時から(1時30分開場)
ところ▶三井住友海上しらかわホール(名古屋市
中区)　曲目▶女声合唱曲｢こころの歌｣｢風の季
節・花の季節｣など　定員▶700人　費用▶1500
円　申し込み▶電話で、加藤(☎84－0303)へ

バレエコンサート
とき▶11月24日(土)午後5時～7時30分　ところ
▶多治見市文化会館(多治見市)　演目▶｢レ・シ
ルフィード｣｢タランテラ｣｢タリスマン｣など
問い合わせ▶幸田(☎82－4775)

春日井アレルギーの会  座談会
とき▶12月4日(火)午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶学校関係の職員か
ら食に関する取り組みなどの話を聞く　対象▶
アレルギー(食物アレルギー、ぜんそく、アト
ピー)を持つ子どもとその親　※親のみの参加
も可　申し込み▶12月3日(月)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、除去食を書いて、春日井アレルギーの
会・田中(☎・ＦＡＸ56－5088)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
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
          
11/16(金)から、電話で

8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

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
          
11/21(水)から、電話で

①12日(水)②13日(木)10：00～11：30
①保健センター
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7月～8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
          
11/22(木)から、電話で

①4日(火)②17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24年2月～3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
             

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)③20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( )12月

地域経済地域経済元気
です！
元気
です！

　春日井商工会議所と市観光協会では、市の特産物や文化・歴史を基にし
た商品を「春日井特産認定品」と認定し、春日井ブランド事業の振興を図っ
ています。お土産には、「春日井特産認定品」をぜひ利用してください。

春日井特産認定品、新たな2品を紹介!

○道風公最中／御菓子処 美濃屋（大和通2）
○サボテンナンカレーセット／ＭＡＹＡ（マヤ）朝宮春日井本店（朝宮町3）

10月9日（火）認定証授与式10月9日（火）認定証授与式

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

NO.66

※その他の特産認定品は、商工会議所ホームページ　( http://
　 www.kcci.or.jp ) に掲載しています
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