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情報あ・ら・か・る・と
国際交流ルームへようこそ、生物多様性について

国際書道交流展で、市内の高校生が書のパフォーマンスを披露しました国際書道交流展で、市内の高校生が書のパフォーマンスを披露しました国際書道交流展で、市内の高校生が書のパフォーマンスを披露しました



市では、所有する資産を広告媒体として活用し、財源を確保するために有料広告を募集しています。詳しい内容につ
いては、各担当課に問い合わせるか、市ホームページを見てください。

おおむね5月～平成24年4月（新しい
サービスガイドを作成するまで）
1色刷り・黒、縦7㎝×横9㎝
1枠年間2万円
2月16日（水）～ 3月8日（火）
介護保険課（☎85－6182）へ　※葬
祭関係の広告は掲載不可

掲載期間▶

規　格▶
掲載料▶
募集期間▶
申し込み▶

おおむね5月～平成24年4月（新しい
サービスガイドを作成するまで）
1色刷り・黒、縦7㎝×横9㎝
1枠年間2万円
3月9日（水）まで
障がい福祉課（☎85－6186）へ
※葬祭関係の広告は掲載不可

掲載期間▶

規　格▶
掲載料▶
募集期間▶
申し込み▶

4月～ 7月（1学期分）
1色刷り・黒、縦35㎜×横60㎜
入札により決定
2月16日（水）～ 25日（金）
学校給食センター事務所（☎85－
6342）へ　※入札は3月7日（月）に実
施

掲載期間▶
規　格▶
掲載料▶
募集期間▶
申し込み▶

4月1日（金）～平成24年3月31日（土）
※3か月を単位とし、複数月の申し込み
可
ラッピングフィルム（再はく離可能
なもの）①0.75㎡（縦0.5m×横1.5m）
②0.44㎡（縦0.4m×横1.1m）
①1枠月額4000円②1枠月額3000円
2月28日（月）まで
高齢福祉課（☎85－6364）へ　※葬
祭関係の広告は掲載不可

掲載期間▶

規　格▶

掲載料▶
募集期間▶
申し込み▶

4月1日（金）～平成24年3月31日（土）
表面…縦3㎝×横8.5㎝、裏面…縦
8.5㎝×横8.5㎝
入札により決定（最低入札価格60万
円、消費税を含む）
2月15日（火）～ 25日（金）
市民課（☎85－6143）へ　※入札は3
月7日（月）に実施

掲載期間▶
規　格▶

掲載料▶

募集期間▶
申し込み▶

4月1日（金）～平成24年3月31日（土）
広告主の募集と広告データの作成、
広告主の広告掲載申込書の提出など
市民課窓口前設置の番号表示板
2月15日（火）～ 3月18日（金）
市民課（☎85－6143）へ　※総合的
に評価し、広告取扱業者を選定

取扱期間▶
業務内容▶

掲載場所▶
募集期間▶
申し込み▶

56 5958
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情報あ・ら・か・る・と

生物多様性について生物多様性について生物多様性について生物多様性について生物多様性について その4その4その4

※センター周辺は一方通行のため、注意してください

～ Welcome to International Exchange Room ～
ささえ愛センターの中にある国際交流ルームは、異文化理解のための学習機会や情報などを得る拠点と
して、また、外国人住民の皆さんが日常生活の中で不便に感じていることなどを気軽に相談できる場所
として活用されています。国際交流や多文化共生に関心のある人は、ぜひ一度立ち寄ってください。

問い合わせ▶市民活動推進課（☎85－6033）

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

　豊かな自然や生物の多様性を守るために必要なことは、まず自然に親しむことです。水や土に触れ、
動植物のたたずまいを感じるなど、自然体験をすることは命の大切さや生物の多様性を知る第一歩とな
ります。特に幼児期に自然に親しむことはとても大切です。
　このコーナーでは、シデコブシの保護活動を行っている「春日
井自然友の会」、ギフチョウの保護活動を行っている「かすがい
ギフチョウのすむ里山づくりの会」、ビオトープによる多様な自
然づくりを行っている「里山保存会」を紹介してきましたが、各
団体では、自然観察会を開催するなど、自然体験の場を提供し
ています。また、市でも体験型講座やイベントを開催していま
すので、ぜひ参加してみてください。
　こうした催しなどに参加することが自然体験の第一歩になり、
家の近くの公園や川などを少し散歩することだけでも、身近な
自然に親しむことができます。明日から始めてみませんか。

身近な自然を通じて、生物多様性について興味を持っていただくため、市内で行われている自然環境保
全活動を紹介しています。最終回は、誰にでもできる自然環境保全活動です。

少年自然の家での自然体験
「わくわく自然ランド 昆虫の世界」

開所時間▶午前9時～午後5時　※月曜日、年末
年始（12月29日～1月3日）は休館○国際交流イベントを定期的に開催

○外国人住民対象の生活相談
○通訳ボランティアの派遣
○行政サービスの多言語の資料や国際交流
などに関する書籍や雑誌の設置
○市○○○○○ 内の国際交流団体の活動紹介　など

国際交流ルームへようこそ

外国人生活相談外国人生活相談外国人生活相談

国際交流イベント国際交流イベント
「わくわく！ふれあいワールド」「わくわく！ふれあいワールド」
国際交流イベント
「わくわく！ふれあいワールド」

主な活動内容主な活動内容主な活動内容
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3月1日～7日は春の火災予防運動
　この時季は空気が乾燥して
きますので、火の元には十分
注意してください。住宅火災
による死者の発生防止対策と
して、｢住宅防火いのちを守
る7つのポイント｣で火災防止
に心掛けましょう。
3つの習慣▶ ○寝たばこは絶対や

める○ストーブは、
燃えやすいものから離れた位置で使用す
る○ガスこんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す

4つの対策▶ ○住宅用火災警報器を設置する○防炎品
を使用する○住宅用消火器などを設置す
る○隣近所の協力体制をつくる

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6383)

高座山を｢喫煙・たき火禁止区域｣に指定
　高座山では過去、春先にたばこの投げ捨てなど
による山火事が多数発生しています。消火困難な
地域であり、火災が発生すると延焼拡大が想定さ
れるため、3月1日(火)から5月31日(火)まで喫煙・
たき火の制限を行います。
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6383)

下水道基本計画策定検討委員会の公開
と き▶ 3月3日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 企画経営課(☎85－6347)

水洗便所改造資金の貸付制度が変わります
　4月から水洗便所改造資金の貸付申請に必要な
連帯保証人の市内居住の制限をなくします。
　制度改正に伴い添付書類も変更になります。制
度の内容など詳しくは問い合わせてください。
　無利息で大変有利な制度ですので、まだ下水道
への接続工事が済んでいない人はぜひ利用してく
ださい。
問い合わせ▶ 業務課(☎85－6346)

「ことぶき結婚相談春日井市分室」終了について
　｢ことぶき結婚相談春日井市分室｣は、3月31日
(木)をもって終了します。
問い合わせ▶ 市社会福祉協議会地域福祉課(☎85－

4321)

民俗企画展｢消防の道具｣
と き▶ 2月15日(火) ～ 3月20日(日)〈月曜日を除

く〉午前9時～午後4時30分
ところ▶ 中央公民館
内 容▶ 寄贈された明治から昭和の初めごろまで

の消防の道具を展示紹介
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

館蔵品展｢かなの美｣
と き▶ 2月15日(火) ～ 4月24日(日)〈祝日を除く

月曜日と3月22日(火)は休み〉午前9時～午
後4時30分

内 容▶ 安東聖空、桑田笹舟、日比野五鳳、日比
野光鳳らの美しいかなの書作品29点と、
平成手鑑第39帖を展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
展示品解説
と き▶ 3月6日(日)、4月3日(日)午前10時30分～ 11

時、午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

とりいまつにぎやかマルシェ
と き▶ 2月19日(土)午前10時～午後4時
ところ▶ 鳥居松本通商店街内共同駐車場(鳥居松

町6)
内 容▶ こだわり野菜、魚介類、市内特産品の販

売、甘酒無料提供(なくなり次第終了)　
※市商店街連合会｢下街道ウォークラリ
ー ｣も併催

問い合わせ▶ とりいまつなぐカンパニー (☎86－5055)

ひな祭り会
と き▶ 2月27日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ 絵巻｢みにくいあひるの子｣など
出 演▶ 読み聞かせグループ｢かえるの子｣
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

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。

ざわめきの森 ～木村崇人展～
と き▶ 2月11日(祝) ～ 3月13

日(日)〈月曜日を除く〉
午前10時～午後6時

ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 愛知県出身の美術家、木村崇人の体験型

作品を展示。文化フォーラムに現れた森
の中に、｢星の木もれ陽｣が差し込みます

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶3月3日(木)・坂下公民館、3月7日(月)

・鷹来子どもの家、3月8日(火)・南部ふ
れあいセンター、3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)

公民館まつりお茶席
と き▶ 3月6日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 400円(坂下公民館で販売中)
ところ・問い合わせ▶坂下公民館(☎88－5555)
協 力▶ 二人庵社中

郷土館茶会｢やよい｣
と き▶ 3月6日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※当日は、大垣共立銀行春日井

支店の駐車場が利用可
呈茶券▶ 400円(当日会場で販売)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 3月6日(日)午後1時30分までに申し込み、

2時から抽選(立ち会いが必要)
対 象▶ 市内在住の人
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※配達は1点1000円で、1階玄関
まで(共同住宅は1階敷地部分まで)

ミニコンサート
と き▶ 3月6日(日)午後3時～ 3時20分
内 容▶ オカリナ演奏
出 演▶ おたまじゃくし
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

市少年少女バドミントン大会(小学生の部)
と き▶ 3月6日(日)午前9時～午後5時　
種 目▶ 男女各シングルス・ダブルス　※2種目

申し込み可
対 象▶ 市内在住か在学の小学生
費 用▶ 参加料(1人1種目)500円
ところ・申し込み▶2月25日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、参加者全員の
氏名・住所・年齢・経験年数と代表者の
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▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

紙芝居とお話を聞く会3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(金)・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(金)・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～
中央公民館 12(土)11：00～
グリーンパレス春日井 19(土)14：00～

※鷹来公民館と坂下公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

中央公民館まつり
月 日▶ 2月27日(日)、3月1日(火) ～ 6日(日)
内 容▶ ○芸能発表会…2月27日(日)午前10時～

午後0時30分○作品展示…3月1日(火) ～
6日(日)午前9時～午後5時〈最終日は正午
まで〉

ところ・問い合わせ▶中央公民館(☎33－1111)

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)、当日は郷土館(☎
81－0703)

協 力▶ 市茶道連盟協会

高橋多佳子ピアノリサイタル
と き▶ 2月26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▶ ｢茂木大輔の生で聴

く“のだめカンター
ビレ”の音楽会｣に登
場したソリストによ
るコンサートに、シ
ョパン国際ピアノ・
コンクール入賞者が登場

出 演▶ 高橋多佳子
曲 目▶ ショパン｢ノクターン第2番｣、リスト｢パガ

ニーニによる超絶技巧練習曲集より｣など
入場料▶ 2000円(全自由席、未就学児不可)
入場券▶ 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中　※かすがい市民
文化財団では、代金引換サービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

photophoto ::Akira MutoAkira Muto
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と き▶ 3月8日(火)①午前10時から②午後1時か
ら③午後3時から、3月9日(水)④午前10時
から⑤午後1時から⑥午後3時から、3月
10日(木)⑦午前10時から⑧午後1時から
⑨午後3時から

ところ▶ 市民会館
内 容▶ 小津安二郎と原節子、浦山桐郎と吉永小

百合など、監督と女優の宿命的な出会い
を生み出した昭和の名作映画を上映

題 目▶ ①⑥⑦｢晩春｣②⑨｢キューポラのある街｣
③⑤｢稲妻｣④⑧｢華岡青洲の妻｣

入場料▶ ○1作品…500円○1日券…1200円○回数
券…1600円(全自由席、中学生以下無料)

入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ
で販売中　※当日券あり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

名作シネマ鑑賞会

パパ・ママ卓球大会
と き▶ 3月20日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ シングルス
対 象▶ 市内在住、在勤の既婚者か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▶3月9日(水)〈必着〉までに、は

がきに大会名、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)

食育体験教室｢しげや教授の食の実験教室｣
と き▶ 3月26日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 学校では教えてくれない、台所にある素

材を使った実験など
講 師▶ 愛知淑徳大学文学部教授・佐藤成哉
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者(大人1人

につき子ども2人まで)・40組(先着順)

持ち物▶ 上靴、洗って乾かし開いていない1ℓの
牛乳パック(子ども1人に1個)、はさみ、
ホチキス

申し込み▶ 2月21日(月)から、健康増進課(☎85－6167)
へ

植物園ボランティア
内 容▶ 緑と花の休憩所で年6回の植え替え作業

の補助、花壇の草花の植栽、手入れ、小
物作りなど

対象・定員▶ 18歳以上で週1回以上活動に参加できる
人・30人(先着順)

ところ・申し込み▶2月15日(火) ～ 3月10日(木)に、
グリーンピア春日井(☎92－8711)へ　　
※3月11日(金)午後1時30分から説明会を
開催

市民菜園の利用者
ところ▶ 庄内川河川敷(上条町)
募集区画▶ 164区画(1区画約30㎡)
対 象▶ 市内在住で期間を通じて菜園を管理でき

る人　※1世帯1区画に限る
整地費▶ 1区画3000円程度(市民菜園整地費の実費

相当額)
貸出期間▶ 4月1日～平成26年2月末日
申し込み▶ 2月28日(月)〈必着〉までに、往復はがき

に｢市民菜園利用申し込み｣、住所、氏名
(ふりがな)、年齢、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所市民生活課(☎
85－6622)へ　※3月7日(月)午後2時から市
役所304・305会議室で区画番号も含めた
抽選

統計調査員の登録
期 間▶ 平成23年4月から2年間
内 容▶ 年2回程度実施される国の統計調査で調

査対象を訪問し、調査票などを配布、回
収、点検、整理して提出する

対 象▶ 市内在住の20 ～ 65歳で、選挙や徴税、
警察業務に従事および従事予定のない人

申し込み▶ 企画課(☎85－4324)へ

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▶ 3月12日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 婦人会協議会

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。

「晩春」「晩春」
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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
親子エコ教室～目指せ我が家のＣＯ₂ダイエット
と き▶ 3月19日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 樋口祐子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
 
申し込み▶ いずれも2月18日(金)から、電話で

文化財課　☎33－1113
親子体験教室 ｢勾玉(まがたま)をつくろう｣
と き▶ 3月26日(土)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組3人まで)・15組

(抽選)
費 用▶ 材料費(1人)250円
申し込み▶ 3月1日(火)〈必着〉までに、はがきかファ

クス、Ｅメールに教室名、住所、氏名、
電話番号、学校名、学年、保護者名を書
いて、〒486－0913柏原町1－97－1、Ｆ
ＡＸ34－6484、Ｅメールbunkazai@city.
kasugai.lg.jpへ

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢春の気配をさがそう｣～森の
中で春の兆しを探しながら散歩を楽しむ
と き▶ 3月25日(金)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
申し込み▶ 3月1日(火)〈必着〉までに、往復はがき

かＥメールに講座名(開催日も)、住所、
親子の氏名(ふりがな)、性別、年齢、電
話番号を書いて、〒487－0031廻間町
1102－1、Ｅメールshizen@s－kousya－
kasugai.or.jp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

広報春日井2月15日号 7

不法投棄は、まちの美観を損なうだけでなく、公衆衛生や生活環境の保全に支障を生じさせる社会問
題になってきています。みだりにごみを捨てることは、重大な犯罪であるとともに、まちの景観にも
影響を与えます。きれいなまちを守るため、みんなで監視、注意をしましょう。

不法投棄をしない、させない 環境づくり

「不法投棄」をさせない環境づくりを目指しましょう
　市では、不法投棄の防止対策として、監視カメラの設置、休
日・夜間のパトロールなどを行っていますが、不法投棄を防止
するには、市民の皆さん一人一人が監視の目を持つことが大切
です。
　また、土地の所有者や管理者は柵やネットを設置する、定期
的に草を刈る、見回りを行うなど不法投棄をされないよう環境
を整えることが重要です。

不法当期された家電製品など不法当期された家電製品など不法投棄された家電製品など

柵により管理されている土地柵により管理されている土地柵により管理されている土地

テレビなどを処分するときは
　今後、7月の地上デジタル放送への移行に伴うアナログテレ
ビなどの不法投棄の増加が懸念されます。テレビやパソコンな
どは、リサイクル料金を負担し、適正に処理をしなければなり
ません。皆さんも処分するときは気を付けましょう。

　不法投棄現場を見たり、自分の土地に不法投棄されたりしたときは、清掃事業所(☎84－3211)か
ごみ減量推進課(☎85－6222)へ連絡または相談してください。

「不法投棄」を見たときは「不法投棄」を見たときは「不法投棄」を見たときは
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グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～ツバキの上手な育て方
と き▶ 3月13日(日)午後2時～ 4時
講 師▶ 佐藤晴美
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
春休み子ども教室～動物の飼育体験
と き▶ 3月21日(祝)・30日(水)午前10時～午後2時
講 師▶ なかよし生き物倶楽部プチＺＯＯ職員
対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 3年生・各10人(抽選)
持ち物▶ 長靴、弁当
野辺の生け花教室～園内を散策して四季折々の草
花を鑑賞し、生け花を生ける
と き▶ 4月～平成24年3月の第1日曜日(1月は第2

日曜日)〈12回〉午前9時30分～正午
講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費1万4000円
デジタル写真教室
と き▶ 4月～平成24年3月の第4金曜日(12回)午前

10時～正午
講 師▶ 垣内博
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円
持ち物▶ デジタルカメラ
植物画教室～植物画の基礎を学ぶ
と き▶ 4月～ 10月の第2・4日曜日(14回)午前9時

45分～ 11時45分
講 師▶ 小池昇司
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3500円、教材費1万円
草木染教室～草木染めの基礎を学ぶ
と き▶ 4月～平成24年3月の第2土曜日(12回)午後

1時30分～ 4時
講 師▶ 矢野美代子
定 員▶ 25人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費8500円(半期分)
フラワーアレンジメント(西洋盛り花)教室～基礎
から中級までのフラワーアレンジメントを学ぶ
と き▶ 4月～平成24年3月の第3水曜日(12回)午後

1時30分～ 4時
講 師▶ 松本洋一郎
定 員▶ 40人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費1万8000円(半期分)
 
申し込み▶ ｢園芸教室｣は2月18日(金)から電話で、そ

れ以外は2月27日(日)〈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、｢春休み子ども教室｣
は希望日および学年、保護者名も書いて、
〒487－0001細野町3249－1へ

市社会福祉協議会　☎85－4321
福祉体験ボランティア養成講座～シルバー疑似体
験やガイドヘルプ体験などを通して子どもたちの
福祉学習をサポートするボランティアを養成する
と き▶ 3月4日(金)午前10時～午後3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 2月17日(木)から、電話かＥメールに講

座名、住所、氏名、電話番号を書いて、
syakyo－vc@mocha.ocn.ne.jpへ

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▶ 3月18日(金)午前9時～午後5時
ところ▶ レディヤンかすがい
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▶ 2月18日(金)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
バッグインバッグ作り講座～バッグの中に入れる
ことができるかわいい動物の形をしたバッグ(小
物入れ)を作る
と き▶ 3月9日(水)・11日(金)・23日(水)・25日(金)

〈4回〉午前10時～ 11時30分
講 師▶ 矢野美代子
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、教材費2000円
持ち物▶ 裁縫用具、ものさし

ぼかし作り講座～生ごみを堆肥にする｢ぼかし｣を
作る
と き▶ 3月15日(火)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・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4kgのぼかしを入れるビニ

ール袋、雑巾
 
申し込み▶ ｢バッグインバッグ作り講座｣は2月18日

(金)から、｢ぼかし作り講座｣は2月22日
(火)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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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
太極拳で心も体もリフレッシュしましょう
と き▶ 2月28日(月)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 伊藤行美
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
高齢者とくすり～薬との上手なつきあい方
と き▶ 3月4日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
講 師▶ 薬剤師・間瀬定政
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ

健康増進課　☎85－6164
歯周病予防教室～歯周病は糖尿病の合併症！ ｢健
康｣のため｢健口(口の健康)｣を目指しましょう
と き▶ 3月10日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
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、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)

申し込み▶ 2月18日(金)から、電話で

介護保険課　☎85－6187
認知症予防グループ活動～認知症予防プログラム
ファシリテーターと一緒に、認知症予防活動とし
ての旅行・料理プログラムのいずれかを行う
と き▶ 4月5日～ 7月26日の火曜日(祝日を除く16

回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上で、認知症予防に積

極的に参加する意志がある5～ 10人のグ
ループ・2グループ(先着順)

費 用▶ 教材費1000円　※他に、必要に応じて実
費負担

申し込み▶ 2月18日(金)から、代表者が電話で

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

～午後5時
登録される人▶平成3年3月2日までに生まれ、平

成22年12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23年3月1日
登録日▶ 平成23年3月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

春日井ミュージックフェスティバル
と き▶ 2月27日(日)午前11時30分から(11時開場)
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 市民音楽連盟の各団体による合唱と器楽

演奏
問い合わせ▶ 市民音楽連盟・山中(☎090－4404－6529)

地デジ視聴のための低所得世帯への支援
　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送
をまだ視聴できない低所得世帯に対して、支援を
行っています。支援の内容、申し込み方法などは
対象世帯によって異なります。
対 象▶ ①生活保護世帯などでＮＨＫ放送受信料

が全額免除の世帯②市民税が非課税の世
帯

問い合わせ▶ 総務省地デジチューナー支援実施センタ
ー (☎①0570－033840②0570－023724)

軽自動車などの廃車や名義変更の手続き
バイクや軽自動車などの廃車や名義変更は3月中
に
　軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税され
ます。廃棄・譲渡・盗難などで、すでに車両を所
有していない人は、必ずそれぞれの届け出先で所
定の手続きをしてください。
　なお、3月は毎年軽自動車の廃車の届け出や名
義変更が集中し、窓口が大変混雑しますので、で
きる限り3月中旬ごろまでに手続きを済ませてく
ださい。また、他市町村から転入した車両もナン
バープレートの変更などの手続きが必要です。

車種 届け出先
原動機付自転車(125cc以下)、
小型特殊自動車(農耕作業用
を含む)

市民税課(☎85－6092)

軽二輪(125cc超250cc以下) 軽自動車協会小牧分室
(小牧市

新小木3－36、☎43－1406)

二輪の小型自動車(250cc超)
愛知運輸支局小牧自動車検査
登録事務所(小牧市新小木3－
32、☎050－5540－2048)

軽三輪、軽四輪
軽自動車検査協会小牧支所
(小牧市新小木3－36、☎75
－3464)
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子育て応援講座｢7カ国語で話そう。｣～多言語
の中でことばが育つ、人が育つ
とき▶①2月22日(火)②2月26日(土)午前10時～
正午　ところ▶①鳥居松ふれあいセンター②
総合福祉センター　内容▶複数の外国語(多言
語)に自然に触れる活動を通して、伸び伸びと
育つ人間性と言語力について話を聞く　※託児
あり　定員▶各30人(先着順)　申し込み▶電話
かファクスに氏名、電話番号、託児の有無を書
いて、ヒッポファミリークラブ(☎0120－557－
761、FAX052－581－6532)へ

三輪哲氏講演会｢こどもの心を育てる読書｣
とき▶2月23日(水)午前10時～11時40分　とこ
ろ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール　内
容▶絵本の魅力、親子で絵本を楽しむことの
意味についての講演　※託児あり、予約制、子
1人につき500円　対象・定員▶絵本に関心のあ
る人、子育て中の人・150人(先着順)　入場料▶
500円　申し込み▶2月22日(火)までに、電話か
ファクスに住所、氏名、電話番号、子どもの年
齢を書いて、ラボ・テューターの会・本多(☎・
ＦＡＸ32－5189)へ

発達障がいとその支援(成人期から高齢期)～関
係者と家族のための研修会
とき▶2月26日(土)午後1時30分～4時30分　とこ
ろ▶総合福祉センター　内容▶成人期から高齢
期にかけての発達障がい者のおかれた状況につ
いて、課題や対策を考える　申し込み▶電話か
ファクス、Ｅメールに氏名、電話番号、参加人
数を書いて、ＮＰＯ法人まちのエキスパネット
(☎・ＦＡＸ52－7315、Ｅメールexpanet@angel.
odn.ne.jp)へ　

成瀬ひろみバレエスタジオ発表会
とき▶3月6日(日)①午後1時②午後5時(いずれも
30分前に開場)　ところ▶市民会館　内容▶第1
部…小品集、第2部…①のみ｢眠れる森の美女｣
第3幕、②のみ｢ラ・バヤデール｣第2幕、第3部…
創作バレエ｢ＭＹ ＳＯＮＧＳ｣　入場料▶1000円　
入場券▶文化フォーラム春日井・文化情報プラ
ザ、成瀬ひろみバレエスタジオで販売中　※当
日券あり　問い合わせ▶成瀬ひろみバレエスタ
ジオ(☎56－3416)

アレルギーのある子どもを持つ親の集い
とき▶3月10日(木)午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶栄養士による栄養
勉強会(アレルギーで除去しなければいけない
食べ物があるなど、栄養面で心配なことや対
処法などを聞く)　※託児あり〈5人(先着順)〉　
対象▶アレルギー(アトピー、食物アレルギー、
ぜんそく)のある子どもとその保護者　申し込
み▶2月28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、波多野(☎・FAX56－9269)へ

ところ と　き 展示名 出品者

市役所市民サロン （☎85－6073）
2/15（火）～20（日） 写真作品展 フォトフレンズ“プラッツ”
2/22（火）～27（日） 陶芸・絵画同好会展 陶芸・絵画同好会

坂下公民館 （☎88－5555）2/16（水）～26（土） フェルト作品展 養和荘
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）2/16（水）～28（月） 春友水墨会作品展 春友水墨会

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
2/18（金）～20（日） 雪割草と梅花展 春日井山草会
2/23（水）～27（日） デコパージュ展 ねむの花工房

落合公園管理棟 （☎56－0414）2/23（水）～3/1（火） 植物画展 植物画同好会（美咲会）
鷹来公民館 （☎84－7071）2/26（土）～3/5（土） 彫刻展 小川幸夫

※展示時間は各施設に問い合わせてください



地域経済地域経済元気
です！
元気
です！

○応募総数…1605票　○推薦店舗数…750店
たくさんの推薦ありがとうございました

春日井商工会議所と市商店街連合会が共催し、
市内の魅力あるお店を消費者が推薦する「私が選
ぶ…地域一番店コンクール」は第8回を迎え、今
年度は小売・サービス店限定で実施され、優秀
店7店と審査員特別賞１店が決定しました。

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

広報春日井2月15日号 11

NO.45

私が選ぶ…地域一番店コンクール
優秀店決定

受賞店一覧(順不同)
優秀店
○ハリカ春日井店（ギフト・小売／東野町1）
○パン工房 エピ（パン・小売／白山町3）
○酒のうかい（酒類・小売／東野町1）
○洋菓子ポワロン（洋菓子・小売／東野町3）
○大泉寺温泉 福の湯（銭湯・サービス／大
　泉寺町）
○バーゼル（パン・小売／東野町2）
○モンシェル勝川本店（パン・小売／八光
　町１）
審査員特別賞
○いまじん春日井南店（書籍、ＣＤ・小売
　／美濃町2）

ぜひ、一度お店に
行ってみてね！

3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
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(①のみ歯ブラシ、手鏡、タ

オル)

休日パパママ教室
          
2/23(水)から、電話で

13日(日)10：00～12：00
保健センター

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・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

11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
          
2/24(木)から、電話で

9日(水)10：00～11：30
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22年10月～11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、バスタオル、おんぶひもなど

カミカミ健康教室
          
2/22(火)から、電話で

4日(金)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22年5月～6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( )

自由参加

児

自由参加

自由参加

子

子

子

子

健

健

か

か
子 健

児
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