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いつでも！どこでも！市公式モバイルサイト、学校体育館・
武道場開放の受け付け　など
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確定申告をすることで、所得税の還付が受けられる場合がある人
　源泉徴収票などの源泉徴収税額に記入があり、次のいずれかに該当する人
○所得が公的年金等に係る雑所得のみで、医療費控除や社会保険料控除などを受ける人
○給与所得者で、医療費控除や新たに住宅借入金等特別控除などを受けることができる人
○会社を中途退職し、年末調整を受けられなかった人　など

所得税の確定申告は所得税の確定申告は所得税の確定申告は所得税の確定申告は所得税の確定申告は

３月１５日（火）が期限です３月１５日（火）が期限です３月１５日（火）が期限です３月１５日（火）が期限です３月１５日（火）が期限です
所得税の確定申告

○事業や不動産もしくは年金の収入がある人、土地や建物を売った人などで、平成22年中の所得の合計額から所得控
除の合計額を差し引き、その金額を基に算出した税額が配当控除額を超える人
○平成22年中の給与収入金額が2000万円を超える人
○給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
○2か所以上から給与などの支払いを受けている人（ただし、年末調整を受けていない給与収入が20万円以下の場合
は不要）

所得税の確定申告が必要な人

市･県民税の申告市･県民税の申告

春日井会場 小牧会場
2月14日（月）～ 3月15日（火）午前9時～午後4
時（土・日曜日を除く）
グリーンパレス春日井　※はあとふるライナー
（東環状線）など公共交通機関を利用してくだ
さい

開設期間▶

ところ▶

2月14日（月）～ 3月31日（木）午前9時～午後5
時〈土・日曜日、祝日を除く。ただし、2月20
日（日）・27日（日）は開設〉
小牧市公民館（小牧市小牧）

開設期間▶

ところ▶

広域還付申告センター（還付申告のみ）

2月1日（火）～ 4日（金）午前9時15分～午後5
時（4日は正午まで）
金山総合駅北口アスナル金山内、アスナルホ
ール（名古屋市中区）　※無料駐車場はあり
ませんので、公共交通機関を利用してくださ
い

開設期間▶

ところ▶

　パソコンを利用した申告書の作成補助、申告書の受
け付け（仮収受）、申告書用紙の交付のみを行います。

各会場とも混雑状況により、案内を早めに終了する場合があります。なお、小牧会場開設期間中、小牧税務署で
は申告書の作成指導を行っていません。

　なお、小牧会場は個人事業者の消費
税・地方消費税の申告受け付け、申告
相談のため、3月31日（木）まで開設してい
ます。

確定申告会場では、手引書などを参考に、自分でパソコンを利用するなどして申告書を作成し、提出します。分からな
いことは会場の職員に確認してください。
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所得税の確定申告は所得税の確定申告は

３月１５日（火）が期限です３月１５日（火）が期限です 医療費控除
社会保険料控除
障がい者控除
生命保険料控除
地震保険料控除
住宅借入金等特別控除

支払った医療費の領収書や医療費を補てんする保険金などが分かるもの
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書　など
身体障がい者手帳や療育手帳、障がい者控除対象者認定書（6ページを見てください）　など
生命保険料支払証明書
地震保険料支払証明書
税務署発行の「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」を参照してください

控 除 名 必 要 な 書 類 な ど

※事業所得や不動産所得のある人は、収支内訳書または青色申告決算書の添付が必要

　申告書や申告の手引きなどは、市民税課、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2月4日（金）以降に配布しますが、数に限りがありますので、申告書が作成できる国税庁のホームページ
を利用してください。申告会場へ行く人は、事前に申告書を準備する必要はありません。

申告書などの配布について

　平成23年1月1日現在、市内に住所があって、平成22年中に所得
があり、次の条件に該当しない人。
○平成22年分の所得税の確定申告（還付申告を含む）をした人
○所得が給与所得だけで、勤務先などから市へ給与支払報告書が提出されている人
○所得が公的年金等だけで、次の条件にあてはまる人
　・昭和21年1月1日以前生まれの人で、公的年金等の収入が152万円以下の人　
　・昭和21年1月2日以後生まれの人で、公的年金等の収入が102万円以下の人

市・県民税の申告が必要な人

　給与や年金の源泉徴収票（原本）、印鑑（認め印可）、還付を受ける場合は還付金の振込先の分かるもの（金融機関
名と口座番号、申告者本人の口座に限る）のほかに次の書類が必要です。筆記用具と計算用具も持参してください。

所得税の確定申告に必要な物

市･県民税の申告市･県民税の申告市･県民税の申告市･県民税の申告市･県民税の申告
2月16日（水）～ 3月15日（火） 午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日を除く）
市役所市民税課

と　き▶

ところ▶
※所得税の確定申告は市役所では受け付けできません

年金受給者で源泉徴収されて
いない人でも、所得税と市・
県民税の所得控除の差により
市・県民税のみ課税される場
合があります。市・県民税の
控除の申告により減額できる
場合がありますので、市・県
民税の申告をしてください。

年金と申告

　国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成コーナー」
の画面の指示にしたがって金額などを入力すれば自動計算で申告書が作成・印
刷でき、納税（還付）金額も分かります。
　また、e‒Tax（国税電子申告・納税システム）を利用して申告した場合には、所得税から最高
5000円を控除することができます（平成19 ～ 21年分の申告で控除を受けた人を除く）。利用には税
務署への事前の開始届出書の提出（インターネットでも可）やインターネットに接続可能なパソコ
ンのほか住民基本台帳カード、電子証明書、ICカードリーダライタ（3000円程度）が必要です。

自宅のパソコンで申告書が作成・印刷できます

問い合わせ▶所得税の確定申告・・・小牧税務署（☎72－2111）、市･県民税の申告…市民税課（☎85－6093）
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大地震による家屋の倒壊や火災の発生で、生き埋めになった人やけがをした人をいち早く助けることができるのは、地
域の人たちだと言われています。日ごろから、町内会や自主防災会などで協力し合い、コミュニケーションを深めること
は地域の防災力を付け、自分の命を守ることにもつながります。今回は地域での防災対策についてお知らせします。

～～～

六軒屋町内連合会では、
平成18年に「地震、風
水害等大規模災害対策」
を策定しました。策定にあ
たりどのようなことに気を
配ったか、掛川悦二会長
に話を伺いました。

　大災害が発生したとき、町内会の役員が何を
すべきか具体的に示したものがなかったため、こ
のマニュアルを作成しました。
　六軒屋町では、芸能などの各種団体の活動が
盛んです。そこで、災害時に、公民館や公園に
地域の災害対策本部を設置した際、町内連合会
長や各町内会長などの町内会の役員だけではな
く、クラブや同好会などの各種団体を本部員に
定め、それぞれ役割を決めて活動することにしま
した。また、地域内の事業所や医師、看護師、
介護福祉士、建築士、アマチュア無線免許取得

者などの特殊技
能を持つ住民に、
災害復旧への協
力を依頼していま
す。どちらも、町
内のいろいろな人
が災害時に協力
し合えるように日ご
ろから意識しても
らうことが重要だ
と考えています。

　災害に備えるには、まずイメージすることが大切
です。イメージをすることで、日ごろから備えなけ
ればならないものや事柄が見えてきます。
　ＤＩＧ（ディグ）は、普段皆さんが生活している地
域で災害が発生した場合を想定し、大きな地図を
囲んで色を塗ったり書き込んだりしながら、地域の
皆さんが一緒になって対応策を考え、ゲーム感覚
で実施できる全員参加型の防災トレーニングプログ
ラムです。Ｄ（Disaster・災害）、Ｉ（Imagination
・想像力）、Ｇ（Game・ゲーム）の頭文字をとって
「ＤＩＧ」と名付けられました。
　市では、防災・防犯のボランティアとして活躍
している、安全・安心まちづくりボニターの皆さ
んと一緒にDIGの普及・啓発活動を行っていま
す。ボニターの皆さんが地域に伺いサポートしま
すので、区・町内会・自治会などでDIGを希望
するときには、気軽に問い合わせください。

問い合わせ▶市民安全課内市安全なまちづくり協議会
事務局（☎85－6064）

昨年12月の防災訓練の様子昨年12月の防災訓練の様子昨年12月の防災訓練の様子

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6072）

シリーズ

vol.21vol.21
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情報あ・ら・か・る・と

開放日時▶4月1日～平成24年3月15日(12月29日～1月3日と学校などの使用日を除く)
対　象▶市内在住か在勤の人で組織する、次の条件を満たす10人以上の団体
　　　　○成人の責任者1人と副責任者2人がいること○年間を通して決まった曜日、種目で毎週使用

すること○営利目的での使用、政治活動、宗教活動を行わないこと

▲ＱＲコード

いつでも!どこでも! 市公式モバイルサイト
市公式モバイルサイトでは、市政情報など暮らしに役立つ情報を掲載しています。携帯電話からぜひ利
用してください。

 iモード▶[メニューリスト]→[タウン情報/行政]→[東海のタウン情報/
　　　　　行政]→[春日井市]
ＥＺweb▶[メニューリスト]→[グルメ・タウンガイド・行政]→[行政サービス]

→[中部]→[春日井市]
Ｙahoo！ケータイ▶[メニューリスト]→[地域メニュー]→[東海]→[行政]

　→[春日井市]
ＷILLCOM▶[行政/地域情報]→[東海/北陸]→[愛知県]→[春日井市]

問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6037）

皆さんの健康の保持増進・体力の向上を図るため、スポーツ活動の場として市立小中学校の体育館や武
道場を開放しています。

学校体育館・武道場開放の受け付け

施　　設 時　　　間 利 用 料

小学校の体育館
○平日…午後6時～9時
○土・日曜日…午前9時～正午、午後1時～4時、
午後6時～9時

1回500円
(丸田小、出川小は800円)

中学校の体育館 午後7時～9時 1回800円

中学校の武道場 午後7時～9時 1回500円

申し込み▶1月18日(火)～30日(日)〈月曜日は除く〉午前8時30分～午後5時15分に、所定の用紙(スポーツ課
に用意)に記入して、総合体育館内、スポーツ課(☎84－7117)へ　※郵送での申し込みは不可

○ごみ・資源の収集日
○学校給食の献立
○シティバス時刻表
○緊急情報
○避難所
○休日・夜間の診療
○市の指定文化財

モバイルサイトを見るには？
主な掲載内容 　市公式モバイルサイトは4つの携帯電話会社の公式メニューに登録

されています。次のような手順でアクセスしてください。

　市では、市の情報やお知らせなどがメールで
届く｢メール配信サービス｣を行っています。　
※登録が必要。登録は市公式モバイルサイトの
トップページから行います
◇最新情報(原則毎週金曜日に配信)
　旬な市の情報
◇広報お知らせ便(広報春日井の発行前日に配信)
　広報春日井の内容一覧など
◇図書館通信(原則毎月1日に配信)
　図書館の旬な情報・楽しいお知らせなど

メール配信サービス

登録はここから

　ＱＲコードを読み取る
ことができる携帯電話の
場合は、下のＱＲコード
を読み取る
ことで簡単
にアクセス
できます。

※通信料は利用者の負担と
なります
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要介護認定者の障がい者控除について
　平成22年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｣の申告をすることができます。障
がい者手帳を持っている人で、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。　※平成22年中
に亡くなった要介護認定者で対象に該当する人に
ついても、申請により交付できます。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)

小学校に入学する人に就学通知書を送付
　入学する小学校を指定した｢就学通知書｣を1月
末までに送付します。届かないときは、学校教育
課へ連絡してください。　※外国籍で入学を希望
し、まだ教育委員会に申請していない人や、転居
予定の人は、連絡してください
対 象▶ 平成16年4月2日～ 17年4月1日生まれの

子ども
問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6441)

農業振興地域整備計画検討委員会の公開
と き▶ 1月26日(水)午前10時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 6人(先着順)
問い合わせ▶ 農政課(☎85－6236)

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。

保健計画推進委員会の公開
と き▶ 2月1日(火)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▶ 1月17日(月)から、健康増進課(☎85－6167)

へ

このコーナーでは、地域医療を守るため、医療の現状と問題点についてお知らせしています。前回まで
は、2回にわたって病院とかかりつけ医との連携システムについて解説しました。最終回となる今回は、
最近話題の救急医療についてお知らせします。

地域医療を守るために地域医療を守るために

問い合わせ▶市民病院医事課（☎57－0057）

要望①「若い見習いではなく、熟練した医師に診察してほしい」
　

要望②「いつでも専門医に診てもらえるように、専門医を配置してほしい」
　

市民病院の救急医療体制

市民病院からのお願い～救急医療を守るために協力を
　当院の救急外来には、地域の診療所が開いている夕方の時間帯から多くの人が受診されますが、
近くの診療所が診察をしている時間であれば、そちらを受診すると少ない待ち時間で専門医療が受
けられます。救急医療体制を維持していくために、市民病院だから24時間やっているという感覚で
の受診は避けてください。

第3回 救急医療を守ろう

　市民病院では、「救急車は断らない」をモットーに対処しており、昨年の受け入れ台数は約8000台と
尾張地区で最も多く、県下でも有数の実績でした。また、救急外来には、年間約3万人もの人が受診さ
れます。そうした中で、皆さんからはさまざまな要望が寄せられています。

　多くの救急患者に対応するには一人の医師の力では不可能です。したがっ
て若い医師たちにも現場に立ってもらわなければなりません。そういった場
合にも、必ず上級医が当直しており、指導しています。

　医師は当直したら次の日の勤務が免除されるわけではありません。24時間
毎日すべての医師が当直するのは不可能です。そこで、専門医療が必要であ
ると判断すれば、待機医を呼び出して対応し、専門医療が確実に行える体制
をとっています。
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福祉有償運送運営協議会の公開
と き▶ 2月3日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 1月17日(月)から、高齢福祉課(☎85－6198)

へ

都市景観審議会の公開
と き▶ 2月3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▶ 都市政策課(☎85－6265)

常任委員会
と き▶ ○文教経済委員会…2月7日(月)○厚生委

員会…2月8日(火)○建設委員会…2月9日
(水)○総務委員会…2月10日(木)いずれも
午前9時から　※開催しない場合や日程
が変更になる場合あり

ところ▶ 市役所全員協議会室
　傍聴を希望する人は当日午前8時30分から8時45
分までに議会事務局へ　※定員は5人(抽選)
問い合わせ▶ 議事課(☎85－6492)

1月～3月の読み聞かせの会
と き▶ 1月22日(土)、3月26日(土)午後2時～2時30

分　※2月は休み
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

映画｢ラベンダーの咲く庭で｣
と き▶ 1月30日(日)①午前10時30分から②午後2

時から(上映15分前に職員によるミニト
ークあり)

ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ イギリスの田舎でつつましく暮らす老姉

妹。ある嵐の後、浜辺に倒れていた青年
を発見し介抱することに。彼の存在は二
人の生活にさまざまな変化をもたらして
ゆく(日本語字幕)

入場料▶ 900円、ペア1700円(当日はともに200円
増)　※時間指定、全自由席、3歳以上有
料

入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ
で販売中　※電話予約もあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

卓球大会
と き▶ 2月6日(日)午後2時～

4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・

16人(先着順)
ところ・申し込み▶1月20日

(木)午前9時から、か
すがいげんきっ子セ
ンター (☎35－3501)
へ

新入学を祝うよい子のつどい
と き▶ 1月26日(水)午前10時～

正午
ところ▶ 市民会館　※駐車場

に限りがありますの
で、公共交通機関を
利用してください

内 容▶ 新入学の心構えを聞
いたり、親と子の手
遊びをしたりする

対 象▶ 4月に小学1年生になる子どもとその保護
者

入場整理券▶ 市内の幼稚園や保育園で配布中　※当
日、会場でも配布。1枚で1家族が入場可

問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6441)か保育課(☎85－
6205)

子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶2月3日(木)・坂下公民館、2月7日(月)

・鷹来子どもの家、2月8日(火)・南部ふ
れあいセンター、2月18日(金)・グリーン
パレス春日井、午前10時～ 11時30分

内 容▶ 保育士などがおもちゃ類を車に積んで、
地域の公民館、ふれあいセンターなどに
出向き、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

対 象▶ おおむね3歳までの子どもとその保護者
 ※自由参加
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)
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オセロ大会
と き▶ 2月13日(日)午前9時30分～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・32人(抽選)
ところ・申し込み▶1月30日(日)〈必着〉までに、

往復はがき(1人1枚)に｢オセロ大会｣、住
所、氏名(ふりがな)、学校名、学年、保
護者の氏名、電話番号を書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61、総合福祉センタ
ー内、児童センター (☎87－6866)へ

将棋大会
と き▶ 2月13日(日)午後2時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・10人(先着順)
ところ・申し込み▶1月25日(火)午前9時から、かす

がいげんきっ子センター (☎35－3501)へ

紙芝居とお話を聞く会2月の開催日
ところ とき

文化フォーラム春日井(赤
ちゃんのためのおはなし
会)

11(祝)・25(金)11：00～

図書館
2(水)11：00～、5(土)・12(土)
・19(土)・26(土)15：00～、
9(水)・16(水)・23(水)15：30～

東部市民センター 4(金)・11(祝)・18(金)・25(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 12(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 12(土)14：00～
南部ふれあいセンター 16(水)16：15～
西部ふれあいセンター 12(土)・26(土)11：00～
知多公民館 2(水)15：30～
鷹来公民館 12(土)13：30～
坂下公民館 5(土)14：00～
中央公民館 12(土)11：00～
グリーンパレス春日井 19(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

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)とが互いに助け合う会員組織
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▶ 2月28日(月)午後1時～ 5時
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)〈先着順〉
ところ・申し込み▶1月23日(日)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

市社会福祉協議会の嘱託職員
採 用▶ 平成23年4月1日
職 種▶ 子どもの家指導員
対象・人員▶ 昭和28年4月2日以降に生まれ、保育士か

教員免許がある人か平成23年3月までに
取得見込みの人・10人程度

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22年4月1日現在の金
額。通勤、時間外、期末・勤勉などの手
当を条件に応じて支給

試 験▶ 2月20日(日)に総合福祉センターで教養
試験、性格検査、作文試験、面接試験

申し込み▶ 1月17日(月) ～ 2月4日(金)〈土・日曜日を
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

市交響楽団の団員
練 習▶ 日曜日(月2回程度)午後1時～ 5時にハー

モニー春日井で
人 員▶ 弦楽器、管楽器、打楽器の経験者・若干

名
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

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。

東部公民館囲碁大会
と き▶ 2月11日(祝)午前9時～

午後5時
内 容▶ スイス方式で全員4

回対戦する
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在

学の人・48人　※45
人を抽選し、3人を協力団体が推薦

費 用▶ 参加負担金300円
ところ・申し込み▶1月27日(木)〈必着〉までに、

往復はがき(1人1枚)に大会名、住所、氏
名(ふりがな)、電話番号、段・級を書いて、
〒487－0011中央台2－2－1、東部市民セ
ンター (☎92－8511)へ

協 力▶ Ｎ・Ｔ囲碁同好会
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市営住宅・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Ｄ棟③④

⑤上八田住宅Ａ棟⑥東野住宅Ｂ棟⑦松新
第1コミュニティ住宅

募集戸数▶ ①2Ｋ(単身)1戸②2Ｋ(一般・単身)1戸③3
ＤＫ(高齢・障がい)1戸④⑤3ＤＫ(一般)各
1戸⑥2ＤＫ(一般)1戸⑦2ＤＫ(母子・父子、
子育て)1戸〈2月17日(木)に抽選〉

構 造▶ ①②鉄筋4階建て③④⑤鉄筋7階建て⑥鉄
筋2階建て⑦鉄筋3階建て

家 賃▶ ①7600 ～ 1万4900円②8600 ～ 1万6900円
③④⑤2万8900 ～ 5万6700円⑥2万3800 ～
4万6800円 ⑦2万1600 ～ 4万2400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▶ 4月1日(金)
申込書▶ 1月18日(火) ～ 2月9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で配
布

申し込み▶ 2月1日(火) ～ 9日(水)〈消印有効〉に、申
込書に記入して、添付はがき2枚に50
円切手をはって、直接か郵送で、〒486
－8686春日井市役所住宅施設課(☎85－
6294)へ

市民サービス公社臨時職員
採 用▶ 平成23年4月1日
内 容▶ ①都市緑化植物園、屋外スポーツ施設、

市内の公園および緑地などの維持管理業
務など②市民球場の施設管理、屋外スポ
ーツ施設の維持管理業務

対象・人員▶ 昭和20年4月2日以降に生まれ、普通自動
車運転免許を持っている人・①9人程度
②2人

勤 務▶ ①月14日程度②月20日程度　※勤務時間
の詳細は、ホームページを見てください

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

賃金(時給)▶ 1000円(業務内容により、時給840円の場
合あり)　※交通費を1通勤につき200円
支給

試 験▶ ○1次…2月10日(木)に総合体育館で性格
検査、基礎体力測定○2次…2月下旬にグ
リーンパレス春日井で面接

申し込み▶ 2月1日(火)まで(土・日曜日を除く)の午
前8時30分～午後5時に、市販の履歴書(写
真付き)に記入して、本人が直接、グリ
ーンパレス春日井内、市民サービス公社
庶務課(☎85－4320)へ

保育園の臨時職員
職 種▶ 1日勤務保育士(平日7時間30分＋土曜日

隔週勤務)、長時間保育対応保育士(平日
午前7時～ 10時または午後4時～ 7時の間
の勤務、土曜日午後勤務)

勤務地▶ 市立保育園
賃金(時給)▶ 890 ～ 1210円(資格、経験、時間帯、勤

務内容に応じて)　※交通費を1通勤につ
き200円支給

申し込み▶ 写真(縦4cm×横3cm)、印鑑、保育士証
か幼稚園免許を持って、直接保育課(☎
85－6205)へ　※履歴書は保育課指定の
ものを使用

グリーンピア春日井花壇コンクール
　グリーンピアにあなたのデザインで花壇を作っ
てみませんか。最優秀賞受賞者は、4月1日(金) ～
28日(木)に花壇を制作してください。制作費の一
部は市が負担します。
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の個人か市内に活

動拠点のある団体
賞 ▶ 最優秀賞1点、優秀賞2点

申し込み▶ 2月15日(火)〈必着〉までに、申込書(グリ
ーンピア春日井、市ホームページに用
意)に記入して、直接か郵送で、〒487－
0001細野町3249－1、グリーンピア春日
井(☎92－8711)へ　※1月30日(日)午後1時
からグリーンピア春日井で現地説明会を
開催

坂下公民館　☎88－5555
バレンタイン！手作りで簡単なガトー・ショコラ
を作る
と き▶ 2月13日(日)午前10時～正午
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴
赤飯作りを楽しむ
と き▶ 2月15日(火)午前10時～正午
講 師▶ 渡辺平八郎
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴
 
申し込み▶ いずれも1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、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ
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市文化協会の講座
和太鼓入門
と き▶ 2月の毎週日曜日(4回)午前10時～正午
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 柴田捷幸
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の小学生以上の人

・30人(先着順)
費 用▶ 1600円
持ち物▶ 上靴
問い合わせ▶ 春日井さくら太鼓・柴田(☎090－8076－

4717)
お琴を体験してみませんか(初心者)
と き▶ 2月10日～ 3月3日の毎週木曜日(4回)午前

10時～ 11時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 梶田景倭子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(抽選)
費 用▶ 1000円
持ち物▶ 琴・爪(ない人には貸し出し可)
問い合わせ▶ みどりね会・梶田(☎81－5551)
 
申し込み▶ いずれも1月24日(月)〈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、｢お琴を体験して
みませんか｣で貸し出しを希望する人は
｢琴・爪貸し出し希望｣も書いて、〒486
－8686春日井市役所文化課(☎85－6079)
へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
ドライフラワー教室～プリザーブドフラワーを使
った置物
と き▶ 2月13日(日)午前10時～正午
講 師▶ 西出見雪
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、持ち帰り用の袋
おしゃれ園芸教室～春の草花で作るカラフルな壁
掛けバスケット
と き▶ 2月24日(木)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 伊藤孝巳
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費3250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▶ ｢ドライフラワー教室｣は1月19日(水)か

ら、電話で、｢おしゃれ園芸教室｣は1月
31日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚)に教室名、住所、氏名(フリガナ)、
電話番号を書いて、〒487－0001細野町
3249－1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 2月5日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 小川隆平
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)、ぞうきん2枚
和紙人形教室～石ころで作るおひなさま
と き▶ 2月10日(木)・17日(木)〈2回〉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600円
持ち物▶ 目打ち、タオル
ダンボールコンポスト教室～ダンボール箱で自家
製堆肥(たいひ)を作ってみよう
と き▶ 2月12日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 広川雄三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 教材費600円
持ち物▶ みかんなどの箱(高さ19㎝、幅30㎝、長さ

37㎝程度)、カッターナイフ、ガムテープ
 
申し込み▶ いずれも1月18日(火)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
特別講座｢笑って歌って健康ライフ｣～毎日の生
活からの健康づくりを学び、落語と音楽で元気に
なる
と き▶ 3月12日(土)午後2時から(1時30分開場)
講 師▶ 保健センター診療所長・小林由樹、若鯱

亭笑天(落語)、チャコール・ローズ(演奏)
定 員▶ 500人(先着順)
受講券▶ 500円(全自由席)　※1月18日(火)から、東

部市民センター、文化フォーラム春日井
・文化情報プラザで販売

鷹来公民館　☎84－7071
子ども講座｢バレンタインお菓子作り｣～クッキ
ーを作る
と き▶ 2月12日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・24人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、持ち帰り用のビ

ニール袋、上靴
申し込み▶ 1月19日(水)から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
琴・尺八・打楽器体験教室
と き▶ 2月6日(日)午後1時30分～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・15人(先着順)
申し込み▶ 1月19日(水)午前9時から、電話で

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。
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レディヤンかすがい　☎85－4188
男性の料理教室～料理を基礎から学ぶ
と き▶ 2月13日～ 3月27日の第2・4日曜日(4回)

午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
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3000円
持ち物▶ エプロン、ふきん
申し込み▶ 1月30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、〒486－0844
鳥居松町2－247へ

ささえ愛センター　☎56－1943
ささえ愛センター発！ ｢カエル65大学｣座談会～
トンネルが結ぶ春日井の｢わ！ ｣
と き▶ 2月6日(日)午後2時～ 4時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人愛岐トンネル群保存再生委員

会事務局長・村上真善
ゲスト▶ いちょうの会会長・吉久保恭彦
コーディネーター▶青山博徳
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・60人(先着順)
費 用▶ 資料代など100円
申し込み▶ 1月18日(火)から、電話で

中央公民館　☎33－1111
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布ぞう
りを編む
と き▶ 2月10日(木)・17日(木)〈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

(前回受講していない人が優先)〉
費 用▶ 受講料500円、教材費200円
持ち物▶ 約5cm×130cmの布30枚、裁縫用具、は

さみ
楽しく親子でリトミック～ピアノに合わせて歌っ
たり、身体を動かしてリズム遊びをしながら、音
楽に親しみ集団生活に慣れる
と き▶ 2月18日・25日、3月11日・18日の金曜日

(4回)午前10時30分～ 11時30分
講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の未就学児(2歳以上)とその保

護者・35組〈抽選(今年度受講していない
人が優先)〉

持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ いずれも1月25日(火)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に教室名(｢布ぞうり編
み教室｣は①②の別も)、住所、氏名(ふり
がな)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0913柏原町1－97－1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▶ 2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)

イスに座ってできる長息(ながいき)健康ヨーガ講座
と き▶ 2月19日・26日、3月12日・19日の土曜日

(4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 細江幸子
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・25人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
持ち物▶ ヨガマット(バスタオルでも可)、タオル
楽しいコーラス～童謡、唱歌、歌謡曲を歌う
と き▶ 2月25日(金)、3月4日(金)・18日(金)・23

日(水)〈4回〉午後1時30分～ 3時
講 師▶ 日比野尚敬、井上文子
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・50人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
 
申し込み▶ ｢手とり足とりパソコン講座｣は2月1日

(火)までに電話で、それ以外は2月1日(火)
〈必着〉までに、往復はがきに講座名、住
所、氏名、年齢、電話番号、身体障がい
者は障がい名も書いて、〒486－0857浅
山町1－2－61へ　※身体障がい者は受講
料無料。初回受け付け時に身体障がい者
手帳の提示が必要　

市子育て支援センター (上八田保育園内)
親子教室～お父さんと一緒
と き▶ 2月5日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 1歳6か月以上の未就園児と父親(母親同

伴可)・15組(先着順)
申し込み▶ 1月20日(木)午前9時から、☎85－8824へ

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会～主に乳幼児や小児に対する応急
手当て
と き▶ 2月26日(土)午前10時～午後1時
ところ▶ 消防署南出張所
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・10人(先着順)
申し込み▶ 1月19日(水)から、電話で
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保健センター　☎91－3755
簡単！乾物活用レシピ～和食で骨粗しょう症予防
と き▶ 3月2日(水)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、ふきん
申し込み▶ 2月5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
たのしいフラダンス教室
と き▶ 2月10日～ 3月17日の毎週木曜日(6回)午

前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1800円
やさしいヨガ教室
と き▶ 2月19日～ 3月12日の毎週土曜日(4回)午

後1時30分～ 2時30分
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▶ いずれも1月29日(土)〈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を書いて、〒486－
0817東野町字落合池1－2へ

サンフロッグ春日井　☎56－2277
カラダにＥトレーニング教室～トレーニング室で
の効果的な運動方法や知識を習得し、運動の習慣
づけを目指す
と き▶ 2月1日(火)午前10時～正午
講 師▶ トレーニング指導士
対象・定員▶ 高校生か同年齢以上の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 1月20日(木)午前9時から、直接か電話で

市体育協会の講座
ミニバスケットボール教室
と き▶ 1月21日(金) ～平成24年3月末に月3回程度

午後7時～ 9時15分　※1月21日(金)午後7
時から説明会を開催

対 象▶ 小学生
費 用▶ 受講料(1か月)3000円
持ち物▶ 上靴
問い合わせ▶ 市バスケットボール協会・安藤(☎090－

3447－0698)
室内硬式テニス初心者教室
と き▶ 2月10日(木)・17日(木)・24日(木)〈3回〉午

後6時30分～ 9時
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2000円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、上靴
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)

無料調停相談会
と き▶ 2月1日(火)午前10時～正午、午後1時～ 3

時(受け付けは2時30分まで)
ところ▶ 市役所303会議室
内 容▶ ○土地・建物の賃貸借などの争い○生活

上の利益侵害や自動車による損害につい
ての争い○消費者金融関係など　※民事
に関する紛争のうち、夫婦、親子などの
身分関係および相続など家事に関する紛
争を除く

相談員▶ 春日井簡易裁判所民事調停委員および司
法委員

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

うつ病家族懇談会
と き▶ 2月3日(木)午後1時30分～ 3時(要予約)
内 容▶ 家族同士の交流とうつ病に関する学習
対 象▶ うつ病の患者と生活を共にしている家族
ところ・問い合わせ▶県春日井保健所健康支援課

(☎31－0750)

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。

多治見ビジネスフェア｢き｣業展
と き▶ 1月28日(金) ～ 29日(土)午前10時～午後6

時(29日は5時まで)
ところ▶ 多治見市セラミックパークＭＩＮＯ(多

治見市東町)
内 容▶ 出展社が持つ技術やサービス、独自性を

アピールすることで、契約獲得をはじめ
とした具体的成果へとつなげるためのイ
ベント

問い合わせ▶ 多 治 見市産業観光課〈☎0572－22－
1111(内線1342)〉

ところ・申し込み▶｢ミニバスケットボール教室｣
は当日保護者同伴で、｢室内硬式テニス
初心者教室｣は2月5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
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県消費生活モニターの募集
　県では、消費者をとりまくさまざまな問題に対
応するため、消費生活モニターとして消費者行政
の推進に協力できる人を募集します。
主な仕事▶○日常生活の中で危険と思われる商品、

不当な表示、悪質商法、生活必需品の価
格動向などの観察・通報○調査、アンケ
ートへの回答(年4回程度)○生活必需品
などの需給・価格調査(県が特に必要と
した場合のみ)○消費者行政に関する意
見・要望の提出○地域・周囲などへの消
費生活に関する情報の提供○研修会(年1
回の予定)への出席

応募資格▶ 県内在住の満20歳以上で、県が平成23年
4月下旬から5月上旬に開催する研修会に
出席できる人(公務員、公職選挙法によ
る公職者は除く)　※研修会の開催日時・
会場は、応募用紙・県ホームページで確
認してください

任 期▶ 研修会出席日から平成24年3月末日まで
謝 礼▶ 年額5000円以内(予定)
申し込み▶ 2月18日(金)〈消印有効〉までに、応募用

紙(市民生活課、各ふれあいセンター、
各公民館、県ホームページに用意)に記
入して、〒460－8501県民生活課(☎052
－954－6163)へ　

 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/
kenmin/shohiseikatsu/monitor/

職場のメンタルヘルス相談
と き▶ 1月21日(金)、2月18日(金)、3月18日(金)

午後4時～ 5時30分(要予約)
対 象▶ うつ病などの従業員を抱え、職場での対

応や対策に悩んでいる事業所の雇用主・
衛生管理者など　※精神科の医師が対応

ところ・問い合わせ▶県春日井保健所健康支援課
(☎31－0750)

職場のメンタルヘルスセミナー
と き▶ 2月17日(木)午後1時30分～ 4時30分
ところ▶ 春日井商工会議所
内 容▶ ①基調講演｢多様化するうつ病の理解と

対応について｣愛知淑徳大学教授・古
井景②個別相談｢職場のメンタルヘル
ス｣(予約制)

対象・定員▶ ①市内事業所の健康管理者および人事担
当者・100人②うつ病などメンタルヘル
スに問題を抱える就労者の家族・6人(い
ずれも先着順)

申し込み▶ 1月17日(月)か ら、健康増進課(☎85－
6166)か県春日井保健所健康支援課(☎31
－0750)へ

高齢者ニュースポーツ講習会
と き▶ 3月2日(水)・9日(水)・16日(水)〈3回〉午後

1時30分から
ところ▶ 総合体育館
内 容▶ カローリング、ボッチャ、ニチレクボー

ル、クロリティ、ディスコン、レクビー
チの6スポーツ講習

対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人・60人(抽選)
申し込み▶ 2月14日(月)〈必着〉までに、はがきに講

習会名、住所、氏名(フリガナ)、電話番
号を書いて、〒486－8686春日井市役所
高齢福祉課(☎85－6176)へ

主 催▶ 市老人クラブ連合会

日商簿記検定
月 日▶ 2月27日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井か春日井商工会議

所(予定)
受験料▶ 2級4500円、3級2500円、4級1600円
申し込み▶ 1月26日(水)までに、春日井商工会議所(☎

81－4141)へ

放送大学4月生募集
　放送大学は、テレビなどの放送で授業を行う通
信制の大学です。1科目から自宅で学ぶことがで
きます。
コース▶ ①全科履修生〈4年以上、学士(教養)の学

位取得〉②選科履修生(1年間)③科目履修
生(半年間)④修士選科生(1年間)⑤修士選
科生(半年間)　※②③④⑤は、希望科目
の履修可

対 象▶ ①18歳以上で、大学入学資格を持つ人②
③15歳以上の人④⑤18歳以上の人

出願期間▶ 2月28日(月)〈必着〉
募集要項・願書の請求▶放送大学(☎0120－864－600)
 ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

地域別就職支援セミナー・就職説明会
と き▶ 2月2日(水)午前10時～午後4時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ○セミナー (福祉のプロによる就職活動

のポイント、福祉の仕事の魅力や就職相
談事例など)…午前10時～午後0時30分、
定員50人(先着順)○就職説明会｢福祉職
場の人事担当者との個別面談コーナー ｣
｢職場説明会｣(福祉の仕事相談コーナー、
福祉情報コーナー )…午後1時～ 4時

対 象▶ 福祉の仕事に就きたい人・関心のある人
申し込み▶ 県福祉人材センター (☎052－232－1236)

へ　※就職説明会は申し込み不要。雇用
保険受給中の人は｢受給資格者証｣を持参
してください
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津軽三味線生音コンサート　伝統への挑戦
とき▶1月23日(日)午後6時～7時15分(5時30分開
場)　ところ▶ルネック　内容▶津軽三味線の
コンサート、体験コーナーもあり　出演▶馬場
淳史　定員▶50人(先着順)　費用▶入場料1000
円　申し込み▶電話かＥメールに住所、氏名、
電話番号、参加人数を書いて、馬場(☎090－9337
－3069、Ｅメールatsufumi_b@yahoo.co.jp)へ

春日丘高等学校吹奏楽部定期演奏会
とき▶2月6日(日)午後1時30分～4時(1時開場)　
ところ▶市民会館　内容▶春日丘高等学校吹奏
楽部による演奏、ステージドリル演奏　定員▶
1000人　入場料▶400円(当日は100円増)　入場
券▶文化フォーラム春日井・文化情報プラザな
どで販売中　問い合わせ▶春日丘高等学校吹奏
楽部・安田(☎51－1131)

本気で学ぶ子育て支援
とき▶2月10日～3月10日の毎週木曜日(5回)午
前10時～午後0時30分　ところ▶サンマルシェ
南館(中央台1)　内容▶子育て支援に関する専
門知識を得る　定員▶15人(先着順)　費用▶受
講料1万円　申し込み▶電話かファクスに住所、
氏名、電話番号を書いて、ＮＰＯ法人あっとわ
ん(☎・ＦＡＸ92－5481)へ

ところ と　き 展示名 出品者

市役所市民サロン （☎85－6073）
1/15（土）～21（金） 合同写真展

春日井写団ハッピネス＆
ネイチャーフォト愛好会

1/23（日）～29（土） 写真展 写心会かすがい
味美ふれあいセンター（☎31－3522）1/17（月）～31（月） スクラップブッキング作品展 稲生真弓
坂下公民館 （☎88－5555）1/19（水）～28（金） けやきの家 アート展 けやき福祉会 けやきの家
南部ふれあいセンター（☎85－7878）1/19（水）～30（日） 新春絵画展 水彩画 火曜会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）1/19（水）～31（月） 写真遊び・花あそび二人展 写真と花。楽しい会！
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）1/19（水）～2/7（月） 初春展 青楊会書道クラブ
グリーンピア春日井（☎92－8711）1/20（木）～30（日） クレイクラフト展 マロウの会
落合公園管理棟 （☎56－0414）1/21（金）～23（日） 新春さつき盆栽展 近世・鷹来合同さつき会
レディヤンかすがい （☎85－4188）1/25（火）～2/２（水）水墨画作品展 平成水墨画クラブ
西部ふれあいセンター（☎33－0808）1/26（水）～2/4（金） 油彩画展 神田好能

※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。

小牧岩倉ごみ処理施設環境影響評価書の縦覧
　小牧岩倉衛生組合環境センターごみ処理施設更
新に係る環境影響評価書について、次のとおり縦
覧が行われます。
と き▶ 1月18日(火)～2月17日(木)午前8時30分 ～

午後5時15分
ところ▶ 環境保全課、坂下公民館
問い合わせ▶ 小牧市環境交通部廃棄物対策課(☎76－

1187)

認知症市民講座
と き▶ 2月5日(土)午後1時30分～3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢火災予防・認知症の方がいる家庭では

どうすればよいか｣市消防職員
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(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)



地域経済地域経済元気
です！
元気
です！

と　き▶1月24日(月)午後3時～4時30分
ところ▶ホテルプラザ勝川
定　員▶250人(先着順)
申し込み▶春日井商工会議所(☎81－4141)へ
共　催▶春日井市

　厳しい経済環境が続く中で、国に依存すること
なく自立した｢強い地方づくり｣を基盤とした地方
活性化策について講演いただきます。

広報春日井1月15日号 15

NO.44

地方経済の活性化～これからのまちづくりを考える～

経歴　昭和19年三重県
生まれ。早稲田大学卒
業後、衆議院議員(4期)、
三重県知事(2期)を歴任。
平成15年より現職。

早稲田大学大学院教授
北川正恭

新春講演会新春講演会

2月 の子育て情報
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201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3日(木)、17日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①2日(水)②9日(水)③16日(水)〈3回〉
10：00～12：00
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(①のみ歯ブラシ、手鏡、タ

オル)

休日パパママ教室
          
1/25(火)から、電話で

19日(土)10：00～12：00
健康管理センター

もく浴指導、妊婦疑似体験、育児体験
対象・定員▶初めてパパとママになる人・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

4日(金)、18日(金)10：00～12：00
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10：00～11：00(予約不要)

25日(金)10：00～12：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
1/26(水)から、電話で

①4日(金)②9日(水)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22年9月～10月生まれの乳児(第1子)
　　　　とその保護者・①25組②30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
          
1/24(月)から、電話で

2日(水)10：00～11：30
保健センター

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22年4月～5月生まれの乳児(第1子)
　　　　とその保護者・40組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳

ふれあい広場
             

①2日(水)②9日(水)③16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▶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

ひよこ教室 ①3日(木)②10日(木)③17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

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

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( )
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児

自由参加

自由参加

子

子

子
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健
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