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平成23年度前期市民講座
あいち共同利用型施設予約システムを利用してください！
あなたの愛犬に登録と狂犬病予防注射を
公共下水道についてのお知らせ
犯罪被害を防ぐために
情報あ・ら・か・る・と
PHOTO スケッチ、キラリ輝く ！ 春日井人
各種お知らせ
まちのイベントNEWS
子育て情報など

情報あ・ら・か・る・と
4月から「口座振替済通知書」を廃止します、
選挙についてのお知らせ

初めて触れる日本の伝統文化! 味美中学校で茶道・華道の講習会が行われました初めて触れる日本の伝統文化! 味美中学校で茶道・華道の講習会が行われました
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対　象 ▼市内在住か在勤、在学の人
申し込み ▼ 3月31日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1講座につき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、各施設へ　※講座名に★のある親子講座の申し込みは、いずれか1講座とし、
子どもの氏名(ふりがな)・年齢も記入。また、持ち物が購入可か貸し出し可の講座で、希望する人
は｢購入希望｣か｢貸し出し希望｣も記入

抽　選 ▼定員を超えた講座は、4月6日(水)に各施設で公開抽選を行い、4月8日(金)から応募者全員に抽選結果を
通知します　※講座名に☆のある講座が抽選になった場合、知多公民館の｢仏像彫刻『微笑みの観音
さま』を彫る｣は、平成22年度の仏像彫刻講座を、中央公民館の｢初めてのパソコン講座｣は、平成22
年度後期市民講座の｢初めてのパソコン講座｣を受講していない人を優先

中 央 公 民 館 〒486－0913柏原町1－97－1（☎33－1111）東 部市民センター 〒487－0011中央台2－2－1（☎92－8511）

知 多 公 民 館 〒486－0947知多町4－64－1（☎32－8988）味美ふれあいセンター 〒486－0958西本町1－15－1（☎31－3522）

鷹 来 公 民 館 〒486－0809町屋町3610－1（☎84－7071）高蔵寺ふれあいセンター 〒487－0013高蔵寺町3－2－1（☎51－0002）

坂 下 公 民 館 〒480－0305坂下町4－250－1（☎88－5555）南部ふれあいセンター 〒486－0923下条町666－6（☎85－7878）

西部ふれあいセンター 〒486－0904宮町 3 － 8 － 2（☎33－0808）

講…講師　対…対象　定…定員　受…受講料　教…教材費　持…持ち物

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

知　

多　

公　

民　

館

☆
仏像彫刻｢微笑みの
観音さま」を彫る

台座・光背のついた、優しくて、
ほほ笑みのある「観音さま」を彫
る

5／7～8／20の
土曜日（8回）

10:00～
12:00

講  柿崎圓祐　定  16人　受  2000円　
教  2400円　持  彫刻刀（セットもの可）
か印刀、物差し、エプロン、手袋

からくり能「三番
叟」

尾張藩の芸能「からくり能」の主
役である人形が“糸からくり”
で、能楽の「三番叟（さんばそ
う）」を舞う魅力を探る　

5／8～9／11の
日曜日（8回）

14:00～
15:30

講  玉野宮夫　定  30人　受  2000円　
教  1000円　 持  白手袋

「放浪の求道者円
空」～その人物像
と円空仏 

生涯に12万体の造仏発願をして
全国各地を遍歴したという修行
僧について学ぶ

5／10～8／23の
火曜日（8回）

10:00～
11:30

講  村中治彦　定  54人　受  2000円　

★
親子ふれあい体操

親子で体操やゲームをしながら
集団への溶け込みと友達づくり
を覚える

5／11～8／24の
水曜日（8回）

10:00～
11:30

講  アイディアＣ体創協会　対  2歳以
上の未就園児とその保護者　定  35
組

漢字を読む　 漢字の読みや意味を楽しく学ぶ 5／13～8／26の
金曜日（8回）

10:00～
11:30

講  岩田鎭人　定  40人　受  2000円　

おもしろ古代史
続日本紀　

元正天皇の美濃の国、養老の醴
泉（れいせん）への行幸を読み解
く　

5／18～9／7の
水曜日（8回）

14:00～
15:30

講  いのぐち泰子　定  54人　受  2000
円　持  講談社学術文庫「続日本紀」
上巻

味
美
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

ホームメイドのパ
ンとお菓子教室　

初心者でも安心してできるパン
と洋菓子の作り方を学ぶ

4／27～7／27の
水曜日（6回）

10:00～
12:30

講  森幸代　定  24人　受  1500円　
教  4800円　持  エプロン、タオル、
布巾、持ち帰り用の容器

フラダンスでリフ
レッシュ　

フラダンスを習って、心も体も
リフレッシュしましょう

5／10～6／14の
火曜日（6回）

13:30～
14:30

講  杉村玲奈　定  30人　受  1500円
持  上靴

★
親子でいっしょに
体操しよう！

親子が一緒に体操やゲームをし
ながら、触れ合いを深める

5／21～6／25の
土曜日（6回）

10:00～
11:00

講  石橋満　対  2歳以上の未就園児と
その保護者　定  30組　持  上靴
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鷹　

来　

公　

民　

館

古典説話文学　
宇治拾遺物語を学ぶ 5／7～8／20の

土曜日（8回）
14:00～
15:30

講  森まさし　定  40人　受  2000円　
持  角川ソフィア文庫「宇治拾遺物
語」（ない人は940円で購入可）

エコパッチワーク
教室

不用になったネクタイが、みん
なに愛される“テディベア”に変
身　

5／12～8／4の
木曜日（8回）

10:00～
11:30

講  平野直子　定  20人　受  2000円　
教  1000円　持  ほどいてアイロンを
かけたネクタイ〈柄入り5～6本、無
地1～2本（なければコットン無地）〉、
鉛筆、色鉛筆、物差し、裁縫道具、
裁ちばさみ、はさみ

★
親子で体操ゲーム

親子が一緒に、遊びなども交え
て、スキンシップを楽しみなが
ら体操をする

5／18～8／17の
水曜日（8回）

10:00～
11:30

講  アイディアＣ体創協会　対  2歳以
上の未就園児とその保護者　定  35
組

文豪の人生と代表
作に描かれた女性
たち

明治から昭和前期までの文豪の
人生と代表作の作中人物の生き
方を学ぶ 

5／19～8／18の
木曜日（8回）

10:00～
11:30

講  宮地桂子　定  40人　受  2000円　

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

中　

央　

公　

民　

館

☆
初めてのパソコン
講座

ワード、エクセルとデジタルカ
メラ写真の編集を学ぶ

5／8～6／26の
日曜日（8回）

9:30～
11:30

講  NPO法人けやきフォーラム　
定  20人　受  2000円　教  200円
※パソコンの持ち込み可

免疫力・代謝力ア
ップの心身健康法

呼吸が深まり体内の循環がよくな
ることで、免疫力が高まり元気で
生き生き！代謝力もアップ！

5／11～6／29の
水曜日（8回）

13:30～
15:00

講  大島ひろ絵　定  30人　受  2000円
持  上靴

パステル画入門
基礎技法の習得から独自の作品
制作まで、写真やスケッチを基
に美しい色のパステル画を描く

5／12～8／25の
木曜日（8回）

10:00～
11:30

講  伊藤幸照　定  24人　受  2000円　
教  2300円　持  タオル

和紙ちぎり絵教室
和紙で、色紙に季節の花を、は
がきに絵手紙風の暑中見舞いを
制作する

5／13～7／1の
金曜日（8回）

10:00～
11:30

講  伊藤智美　定  25人　受  2000円　
教  3600円　持  絵筆、鉛筆、目打ち、
はさみ、ピンセット、新聞紙

デジタル一眼レフ
カメラ撮影入門

デジタル一眼レフカメラの基礎
知識と撮影の基礎を学ぶ

5／19～6／23の
木曜日（6回）

9:30～
11:30

講  丹羽省吾　定  25人　受  1500円　
教  500円　持  デジタル一眼レフカメ
ラ、取扱説明書

坂　

下　

公　

民　

館

チョアヘヨ（好き
よ）韓国語

初歩的な日常会話が楽しめるよ
うに、韓国語を学ぶ

5／11～7／6の
水曜日（8回）

10:30～
12:00

講  柳舟葉　定  35人　受  2000円 

手軽な楽器「オカ
リナ」

手軽な楽器であるオカリナに親
しみ、オカリナの柔らかく透明
感のある音色に触れる

5／17～6／21の
火曜日（6回）

10:30～
12:00

講  村松真由美　定  15人　受  1500円
教  1575円　持  オカリナ（ない人は1
回300円で貸し出し可）

初級パソコン講座
ワード、エクセル、インターネ
ット操作の初級を学ぶ

5／17～7／5の
火曜日（8回）

13:30～
15:00

講  NPO法人けやきフォーラム　定  16
人　 受  2000円　 教  200円　 持  ビス
タかXP対応パソコン、接続コード

健康カラオケ講座
カラオケ上達のこつ、腹式発声、
うなり節など歌い方を学びなが
ら健康を増進する

5／18～7／6の
水曜日（8回）

13:30～
15:30

講  逵幸彦　定  30人　受  2000円
持  蛍光ペン（3色）

おもしろ歴史講座 乗り物を通じて歴史を再考し、
乗用具を中心に解説する

5／20～7／29の
金曜日（8回）

10:00～
11:30

講  櫻井芳昭　定  30人　受  2000円 

人の輪と和を作る
‒ 茶育 ‒

飲茶文化をもう一度見直し、飲
茶時間を共有することの楽し
さ、大切さを再認識する

6／2～7／7の
木曜日（6回）

10:30～
12:00

講  山口典子　定  20人　受  1500円　
教  3000円
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高
蔵
寺
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

初めてのゆったり
いやしのハワイア
ンフラ♪

毎回少しずつ、フラダンスの基
本をハワイアンソングに合わせ
て学ぶ

5／10～7／19の
火曜日（6回）

10:00～
11:30

講  近藤信子　定  20人　受  1500円

ハワイアンキルト
でバッグとかわい
い小物を作る

ハワイアンキルトで、バッグと
ポーチ、コースターの3点を作
る

5／12～8／18の
木曜日（8回）

10:00～
12:00

講  祖山美由紀　定  15人　受  2000円
教  5000円　持  裁縫道具、裁ちばさ
み、はさみ

｢春日井の歴史｣～
江戸時代史探訪

尾張藩による農民統制の下で、
人々が互いに協力し、知恵を働
かせて生き抜いた様子を学ぶ

5／18～8／31の
水曜日（8回）

10:00～
11:30

講  村中治彦　定  60人　受  2000円

南
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

★
ふれあい親子体操
①②

ゲームなどを通して、集団への
溶け込みと友達づくりをする

5／6～6／24の
金曜日（8回）

①10:00
～10:50
②11:10
～12:00

講  大石公也　対  2歳以上の未就園児
とその保護者　定  各30組　持  上靴
※①②の別も書いて

平家物語
捕らわれの公達（きんだち）・重
衡（しげひら）を学ぶ

5／14～9／3の
土曜日（8回）

10:00～
11:30

講  いのぐち泰子　定  60人　受  2000
円　持  岩波文庫「平家物語（4）」（な
い人は903円で購入可）

自分の身体に気づ
こう！！～骨盤の
ゆがみ直し

ストレッチ・軽いトレーニング
を行い自分の身体をチェックす
る

5／19～7／21の
木曜日（6回）

10:00～
11:30

講  榎本加代子　定  20人　受  1500円

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー

源氏物語の世界

千年にわたって読み継がれて
きた古典文学｢源氏物語｣の「総
角（あげまき）｣と「早蕨（さわら
び）｣を読む

4／27～8／10の
水曜日（8回）

10:00～
11:30

講  嘉藤久美子　定  80人　受  2000円  
持  新潮社「源氏物語 七」 （ない人は
3465円で購入可）

アクティブシニア
のための筋力トレ
ーニング

生き生きと日常生活を送るため
に、腰痛を予防し、転びにくい
体をつくる

5／7～7／16の
土曜日（6回）

10:00～
11:30

講  望月房子　対  おおむね60歳以上の
男性　定  30人　受  1500円　教  600円

新緑のころから始
めるガーデニング

ハンギングバスケットやテラリウ
ム、コンテナなどを使って、夏に
向けたガーデニングを楽しむ

5／9～7／25の
月曜日（6回）

10:00～
12:00

講  八木昌子　定  25人　受  1500円　
教  9500円　持  花ばさみ、エプロン、
持ち帰り用の袋

和服からおしゃれ
着にあざやかリフ
ォーム

使わなくなった着物を美しく着
こなせるおしゃれ着に、初心者
向けのリフォームを学ぶ

5／19～8／25の
木曜日（8回）

14:00～
16:00

講  グ ル ー プ「 繋 ぐ 」　 定  25人　
受  2000円　持  リフォームしたい和
服、裁縫道具

西
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

★
親子で楽しく
リトミック①②

音楽で遊びながら、子どもの能
力を引き出し、協調性を身に付
ける

5／11～6／29の
水曜日（8回）

①10:00
～10:40
②11:00
～11:40

講  山下里恵　対  2歳以上の未就園児
とその保護者　 定  各45組　持  上靴
※①②の別も書いて　

はじめてのマジッ
ク講座～あなたも
不思議な世界にチ
ャレンジしてみま
せんか！

ハンカチ、トランプ、ロープな
どを使用しての初級マジックを
学ぶ

5／12～6／16の
木曜日（6回）

14:00～
16:00

講  鳥居克次　定  30人　受  1500円　
教  2000円   

はじめてみよう！
暮らしの中の実用
書道（筆ペン可）

冠婚葬祭から簡単な手紙まで､
普段の暮らしの中で利用できる
書道を学ぶ

5／17～7／5の
火曜日（8回）

10:00～
12:00

講  小嶋恵泉　定  20人　受  2000円　
教  500円   持  書道の道具、筆ペンな
ど

～初心者歓迎～
はじめてみよう！楽
しいフラダンス♪

初心者を対象に、ゆったりとし
たフラダンスを学ぶ

6／23～7／28の
木曜日（6回）

10:30～
12:00

講  山口奈緒子　定  30人　受  1500円
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あいち共同利用型施設予約システムでは、自宅のパソコンや携帯電話から、グラウンドやテニスコート利用の抽選申し
込みをはじめ、公民館などの集会室の利用予約や、施設の空き状況を調べることができます。　※抽選申し込みや利
用予約を行うには、システムから利用者IDを取得し、各窓口で利用者登録をする必要があります

問い合わせ▶生涯学習課（☎85－6446）

あいち共同利用型あいち共同利用型
施設予約システム施設予約システム
あいち共同利用型あいち共同利用型
施設予約システム施設予約システム
あいち共同利用型あいち共同利用型
施設予約システム施設予約システム
あいち共同利用型
施設予約システム を利用してください！

　あいち共同利用型施設予約システムは、より使いやすい機能を備えて3月30日（水）午前10時にリ
ニューアルします。リニューアル後も現在の利用者登録を引き続き利用できます。また、ホームペー
ジアドレスも変わりません。
　リニューアルに伴い、3月28日（月）午前0時30分から3月30日（水）午前10時まで、あいち共同利用型
施設予約システムの運用を停止します。

リニューアルに伴い運用を停止しますリニューアルに伴い運用を停止しますリニューアルに伴い運用を停止します

　グリーンパレス春日井では、4月1日（金）〈7月利用分〉から、会議室・プレイルーム利用のシステムに
よる抽選が始まります。詳しくはグリーンパレス春日井に問い合わせてください。

　あいち共同利用型施設予約システムによるサービス提供施設は次の施設です。サービス内容、利用
者登録の手続きなどについては、市ホームページを見るか、各施設へ問い合わせてください。　※ホ
ールなどの一部施設や総合体育館、市民球場、中央公園・繁田公園グラウンドナイターは、利用予約
はできず、空き状況の参照のみとなります

サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設

レディヤンかすがい
東部市民センター
味美ふれあいセンター
高蔵寺ふれあいセンター
西部ふれあいセンター
南部ふれあいセンター
鳥居松ふれあいセンター
中央公民館
知多公民館
鷹来公民館

☎88－5555
☎88－0677
☎84－3611
☎84－2611
☎88－7007
☎84－0381
☎84－7101
（総合体育館）

☎84－7117
（スポーツ課）

施設名

☎85－4188
☎92－8511
☎31－3522
☎51－0002
☎33－0808
☎85－7878
☎56－5451
☎33－1111
☎32－8988
☎84－7071

電話番号

坂下公民館
ハーモニー春日井
総合福祉センター
サン・アビリティーズ春日井
福祉の里レインボープラザ
グリーンパレス春日井
総合体育館
市民球場
屋外グラウンド
テニスコート

施設名 電話番号

パソコン用ホームページ　 https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/web_info.html 

携帯電話用ホームページ　 https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/keitai/
▲QRコード
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犬の飼い主は、年1回4月1日から6月30日までに、愛犬（生後91日以上）に狂犬病
予防注射を受けさせることが義務付けられています。近くの動物病院または集合注射
会場で予防注射を受けさせてください。また、注射は屋外の集合注射より衛生的なこ
とから動物病院で受けさせることを勧めます。

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

あなたの愛犬にあなたの愛犬に
登録と狂犬病予防注射を登録と狂犬病予防注射を
あなたの愛犬にあなたの愛犬に
登録と狂犬病予防注射を登録と狂犬病予防注射を
あなたの愛犬に
登録と狂犬病予防注射を

朝宮動物病院（柏原町4）
王子動物病院（小野町4）
かすがい動物病院（如意申町2）
加藤獣医科医院（六軒屋町5）
高蔵寺ペットクリニック（坂下町1）
サクマ動物病院（旭町1）
しのぎ動物病院（篠木町2）
獣医臨床情報サービス（小野町4）
神領ビーイング動物病院（神領町2）
杉本獣医科病院（白山町6）
桃花園動物病院（東山町1）
中村犬猫病院（高山町1）
西川ふれあい動物病院（東野町西3）

☎81－0080
☎82－9009
☎32－4400
☎81－1631
☎93－9130
☎31－0998
☎82－6522
☎81－3540
☎83－3377
☎51－2777
☎83－9101
☎31－7074
☎82－8234

ネオポリス動物病院（庄名町）
花井動物病院（鳥居松町2）
林獣医科病院（押沢台5）
ハル ペッツクリニック（柏井町5）
ふじもり動物病院（六軒屋町2）
平成動物病院（二子町2）
みわしペットクリニック（瑞穂通2）
吉永動物病院（岩野町1）
よしだ動物病院（稲口町3）
若草動物病院（八幡町）
犬山動物病院（犬山市羽黒）
きっこ動物病院（名古屋市守山区）
よしざき動物病院（小牧市中央）

☎51－2011
☎89－2489
☎92－5182
☎27－7888
☎87－7017
☎36－1236
☎57－0384
☎83－2848
☎29－7073
☎34－0960
☎67－1267
☎052‒736‒2367
☎73－2137

病院名 電話番号 病院名 電話番号

　登録や注射済票交付は次の動物病院で行うことができます（登録手数料3000円、注射済票交付手数料550
円）。詳細は各動物病院へ問い合わせてください。

動物病院での接種

　集合注射の開催時期は5月12日（木）から20日（金）までに変更となり、会場数も大幅に縮小します。時間、
会場などの詳細は4月15日号の広報春日井でお知らせします。

集合注射会場での接種 ～開催時期と会場数が大幅に変わります

　注射を受けさせる際には、ふんの始末ができる用意をし、犬には首輪とリード
をつけ、制止できる人が連れてきてください。飼い主が犬を制止できないときや
問診の結果により、注射ができないこともあります。
　また、市から郵送された｢狂犬病予防注射・登録確認通知書｣を持参してください。

注意

水洗便所改造資金の貸付制度

新たに公共下水道の
供用を開始します

適正使用についてのお願い
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あなたの愛犬に
登録と狂犬病予防注射を
あなたの愛犬に
登録と狂犬病予防注射を

　3月31日（木）から右図の区域で、宅地内
の生活排水などを公共下水道に接続できる
ようになります。この区域では、し尿浄化
槽便所は速やかに、くみ取り便所は3年以
内に公共下水道に切り替えるよう法律で定
められています。
　また、3月31日以降にこの区域内に新築
する建築物は、公共下水道に接続しなけれ
ば建築できません。

問い合わせ▶業務課（☎85－6346）

公共下水道についてのお知らせ公共下水道についてのお知らせ

汚水管などが詰まり、その原因者が明らかな場合は清掃費用を負担していただくことがあります。

　下水道への切り替え工事費用の貸し付けを行っています。無利息で大変有利な制度ですので、ぜひ
利用してください。

水洗便所改造資金の貸付制度水洗便所改造資金の貸付制度水洗便所改造資金の貸付制度

すでに供用開始済みの区域

該当区域
町・丁目界

新たに公共下水道の新たに公共下水道の
供用を開始します供用を開始します
新たに公共下水道の
供用を開始します

　最近、タオルやひも、油の固まりなどが原因で汚水管や下水道施設（ポンプ）が詰まり、汚水が流れないな
どの不具合が起きています。一人一人がマナーを守って上手に使いましょう。
　最近、タオルやひも、油の固まりなどが原因で汚水
どの不具合が起きています。一人一人がマナーを守

適正使用についてのお願い適正使用についてのお願い適正使用についてのお願い

　マンホールや汚水接続ますは、汚水管の点検や
修理をするためのものです。

マンホールや汚水接続ますに、
ごみを捨てないでください

　ガソリン、灯油など揮発性の高い危険物を流す
と、汚水管内で爆発を起こす原因となったり、下
水処理場の水処理機能を低下させたりします。

有機溶剤を絶対に
流さないでください

　水に溶けないウェットティッシュやおむつなど
を流すと詰まりの原因になります。

トイレには、トイレットペーパー以外
のものを流さないでください

　野菜くずや残飯を流すと詰まりの原因となりま
す。また、油を流すと汚水管内で固まったり、下
水処理場の水処理機能を低下させたりします。

台所では、野菜くずや残飯、
天ぷら油の廃油を流さないでください

　飲食店の排水に含まれる油を阻集（そしゅう）す
るためのグリーストラップは、適正な頻度で清掃
を行わないと機能が著しく低下し、汚水管などの
詰まりの原因となります。
　飲食店周辺の汚水管などでは、油脂などによる
管閉塞（へいそく）事故が多発しています。

飲食店ではグリーストラップを
定期的に清掃してください
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防犯フィルム

ガラス

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6064）、春日井警察署（☎56－0110）

市内で多発している振り込め詐欺と空き巣被害の特徴や注意点をお知らせします。対策や対処法を知り、犯
罪被害に遭わないように気を付けましょう。

　次の防犯用品を活用して住宅侵入被害から家を守りましょう。

門灯やセンサーライトなどで家の周りを明るくする
窓に防犯ブザーなどの警報機や補助錠を取り付ける
窓ガラスに防犯フィルムを貼り、割れにくくする
敷地内に防犯砂利を敷く

1月31日現在
被害件数 17件

～～～

　息子を名乗る男からの電話による振り込め詐欺が相次いでいます。
特徴としては…

その後その後その後

｢風邪をひいたので、声が変わっている｣
｢携帯電話を水に落とした(紛失した)ので、番号が変わった｣　など
という電話を事前にかけ、

｢仕事で振込先を間違えたので、お金が必要だ｣
｢仕事でトラブルを抱え、お金が必要だ｣　など
の理由で現金を振り込ませようとします。

相談件数　　　  47件
被害件数　　　　 7件
被害総額　 約930万円

2月20日現在

～～～

　次のような対策をとりましょう。
 相手の話を信じない
 ｢携帯電話を水に落とした｣｢携帯電話の番号が変わった｣は詐欺だと疑う
 すぐに振り込まず、家族に相談する
 息子の前の携帯番号に電話してみる

 不審な電話を受けたら、警察に相談してください。

外出するときは、戸締りを忘れずにしましょう。
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情報あ・ら・か・る・と

選挙についてのお知らせ

「口座振替済通知書」を廃止します

問い合わせ▶収納課（☎85－6117）

口座振替を利用して市税等を納めた場合に送付していた「口座振替済通知書」は、事務の効率化と経費
節減のため廃止します。振り替えの結果は、預貯金通帳への記帳により確認してください。

Ａ　確定申告に必要な国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険
料の年間払い込み額(年金からの天引き分を除く)については、毎年1月
下旬に「納められた金額のお知らせ」を送付します。

Ｑ　確定申告などに「口座振替済通知書」を利用していましたが、今後どう
すればよいですか？

Ｑ＆Ａ

問い合わせ▶選挙管理委員会（☎85－6586）

4月から

Ａ　「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」については、引き続き、６月中旬
に送付します。

Ｑ　車検用の「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」はどうなりますか？

県議会議員一般選挙▶県議会議員一般選挙▶

投票時間▶午前7時～午後8時
開　票▶午後9時30分から、知多公民館で

県議会議員一般選挙▶

県議会議員一般選挙 市議会議員一般選挙 衆議院議員補欠選挙

とき 4月2日(土)～9日(土)
午前8時30分～午後8時

4月18日(月)～23日(土)
午前8時30分～午後8時

4月13日(水)～23日(土)
午前8時30分～午後8時

ところ 市役所市民ホール、東部市民センター

　投票日に、仕事(自営業を含む)や冠婚葬祭、投票区外へレジャーや買い物などの予定がある人は、
期日前投票制度を利用してください。

県議会議員一般選挙▶4月1日(金)午前8時30分～午後5時・市役所10階
市議会議員一般選挙▶4月17日(日)午前8時30分～午後5時・市役所11階立候補届出

４月10日（日）４月10日（日）４月10日（日）
４月24日（日）４月24日（日）４月24日（日）

期日前投票

市議会議員一般選挙、衆議院議員補欠選挙▶市議会議員一般選挙、衆議院議員補欠選挙▶市議会議員一般選挙、衆議院議員補欠選挙▶
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春日井人春日井人春日井人
キラリ輝く！

2/20
㊐

2/20
㊐

自分史の魅力を紹介
（市民会館）

　｢いにしえを想えば未来がみえる｣を
テーマに、今年で12回目となる自分史
フェスタが開催されました。
　第1部では全国公募した作品の中か
らプロの朗読により3作品が紹介され
ました。また、その作者が登場し、作品
に込められた思いや自分史の魅力につ
いて語りました。第2部では、演歌歌手
の上杉香緒里さんが自身の自分史を歌
と話で披露しました。　市内の32チームが出場して「春日井フットサルフェスタ」

が行われました。選手たちはドリブルやシュート、パスカ
ットなど、攻守に元気いっぱいのプレーを繰り広げました。

攻めて鮮やかシュート
（総合体育館）

このコーナーでは、さまざまな分
野で活躍している人を紹介してい
ます。今回は、昨年12月のアジア
マスターズ陸上競技選手権大会
のM７５（７５～７９歳）の部で金メ
ダル2個、銀メダル1個を獲得した
高尾和男さんに話を伺いました。

立ち止まらずに、走り続ける
高尾和男さん（東山町２）
　走ることとの出会いは、30歳代のころにはやった市民マラソンがきっかけです。
ホノルルマラソンやボストンマラソンなど、数多くのマラソン大会に挑戦してき
ましたが、70歳のときに学生時代からの友人に誘われて短距離走に転向しました。

　その年に初めて参加したマスターズ全日本選手権大会では、100ｍと走り幅跳
びに出場し、入賞することができました。その後、アキレスけんを切断したため一
時中断しましたが、競技への情熱が途切れることはなく、現在は、中部大学のオー
プンカレッジ聴講生として、陸上競技部に所属し、若い学生たちと一緒に汗を流
しています。
　走ることの魅力は、練習の成果が出て、少しずつ記録が伸びるところです。体力
や健康の増進にも大いに役立っていると思います。また、いろいろな大会に出場
することで、他の国や地域の人と知り合い、たくさん友だちも増えました。
　次の目標は、7月にアメリカのサクラメント市で開催される世界マスターズ陸
上競技選手権大会への出場で、それに向けて日々練習に励んでいます。
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都市計画審議会の公開
と き▶ 3月24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(☎85－6264)

出張年金相談の終了について
　東部市民センターで毎月第3水曜日に開設して
いた出張年金相談は、3月16日(水)をもって終了し
ます。
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6160)

就学援助制度について
　経済的な理由で、小中学校への就学が困難な家
庭を支援するため、就学援助の制度があります。
受給申請書を提出し、認定されると給食費や学用
品費などの援助が受けられます。
対 象▶ 次のいずれかに該当する世帯○生活保護

が停止か廃止された○市民税が非課税か
減免された○国民年金の保険料か国民健
康保険税が減免された○児童扶養手当の
支給を受けた○そのほか、特別な経済的
事情がある

申し込み▶ 在学の小中学校へ
問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6442)

水道水質検査計画の策定
　安全、安心で良質な水道水を供給するため平成
23年度の水道水質検査計画を策定しました。この
計画は、配水管理事務所、企画経営課、市役所情
報コーナー、市ホームページで見ることができま
す。
問い合わせ▶ 配水管理事務所(☎81－7157)

市民病院の動脈硬化外来の予約受け付け
　市民病院では、動脈硬化の早期診断と治療方針
の決定、治療後の再発防止のため、血管外科の医
師が診療・診断などを行い、超音波検査士が頸(け
い)部血流や手足の動脈血流などの検査をする動
脈硬化外来の予約受け付けを随時行っています。
と き▶ 毎週水曜日午後1時～ 4時30分(予約制)
対 象▶ 生活習慣病などで治療中の人　※かかり

つけ医の紹介状を持参してください。な
い場合は、医療費(保険診療)のほかに、
未紹介患者初診料2100円が必要

申し込み▶ 予約専用電話〈☎57－0048、月～金曜日
(祝休日を除く)午前9時～午後3時〉へ

問い合わせ▶ 医事課(☎57－0080)

4月～6月の献血
とき ところ

4/16(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)
4/23(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
5/15(日)10：00～ 15：00 落合公園
5/26(木)9：30～ 16：00 市役所
6/4(土)10：00～ 16：00 バロー高蔵寺店
6/11(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店
6/25(土)10：00～ 16：00 ピアゴ篠木店

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

その他▶ 会場の都合などにより日程が変更になる
場合あり

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)

民俗展｢寺子屋と学校の教科書｣
と き▶ 3月19日～ 4月23日の毎週土曜日午前9時

～午後4時
ところ▶ 郷土館
内 容▶ 市民から寄贈された寺子屋や学校で使用

した教科書などを展示
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

アトの春祭り
と き▶ 3月19日(土)・20日(日)午前11時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 市内外で活動するグループによる、合唱

やギター、箏などの発表会
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

にこにこ劇場
と き▶ 3月20日(日)午後3時～ 3時30分
内 容▶ 劇、ペープサートなど
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)

郷土館茶会｢卯月｣
と き▶ 4月3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)
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
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ＬＩＶＥ in ＳＫＹＦＯＲＵＭ 第1部
と き▶ 3月26日(土)午後0時30分～ 1時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井・スカイフォーラ

ム(雨天の場合、交流アトリウムに変更)
内 容▶ 文化フォーラム春日井の屋上庭園(野外)

で行う初めてのライブ。中原中也、宮沢
賢治などの名作の朗読と、バッハ、ピア
ソラなどの名曲を奏でるサクソホンの音
色が融合する朗読コンサート

出 演▶ コトダマ×オトダマユニット｢妄想会議｣
定 員▶ 250人(来場者多数の場合、入場を制限す

る場合あり)
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

かすがい日曜シネマ｢海角七号｣
と き▶ 3月27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▶ ミュージシャンの夢破れ故郷へ戻ってき

た青年が、60年前に、ある日本人が台
湾人の女性へ送ったラブレターを見つけ
る。しかし宛先の｢海角(かいかく)七号｣
は現在は存在しない住所だった。台湾映
画史上歴代一位の大ヒット作(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)

サボテンフェア
と き▶ 4月2日(土) ～ 3日(日)午前10時～午後4時

(雨天決行)
ところ▶ 落合公園グラウンド
内 容▶ 大型サボテンの展示、サボテン関連商品

の即売やサボテンラーメンなどの飲食
(有料)

問い合わせ▶ 経済振興課内市観光協会(☎85－6244)

｢下原古窯跡群｣特別公開
と き▶ 4月2日(土)午前9時～正午
ところ▶ 下原古窯跡群(東山町)　※駐車場はあり

ません
内 容▶ 古墳時代後期(今から約1500年前)に須恵

器や埴輪(はにわ)を生産していた｢下原
古窯跡群｣(市指定史跡)を公開　※解説
は古窯内の各所で適宜行う

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113、当日のみ☎080－
3391－5353)

4月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①5日(火)②12日(火)・南部ふれあ

いセンター、①7日(木)②14日(木)・坂下
公民館、③13日(水)・関田公民館(貴船町)、
①18日(月)②25日(月)・鷹来子どもの家、
③20日(水)・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(自由参加)

対象・定員▶ ①0 ～ 1歳児②2歳児③0 ～ 2歳児とその
保護者・各40人程度(超えたときは入場
を制限する場合あり)　※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)

連盟会長杯硬式テニス大会
と き▶ 4月17日(日)午前9時から〈予備日4月24日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子、壮年男子(45歳以上)の

各ダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟登録をした

人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 4月2日(土)〈必着〉までに、往復はがきに

大会名、種目、2人の住所・氏名・年齢
・電話番号・勤務先か学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

東京大衆歌謡楽団コンサート
と き▶ 4月24日(日)午後3時か

ら
ところ▶ 文化フォーラム春日

井・視聴覚ホール
内 容▶ 古き良き昭和初期の

名曲を歌う、昭和生
まれ平成育ちの東京
大衆歌謡楽団のコンサート

曲 目▶ ｢東京ラプソディ ｣｢青い山脈｣｢誰か故郷
を想わざる｣｢二人は若い｣など

入場料▶ 1500円、シニア特割(60歳以上)1000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)

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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紙芝居とお話を聞く会4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)

22(金)11：00～

図書館
2(土)・9(土)・16(土)・23(土)
15：00～、6(水)11：00～、
13(水)・20(水)・27(水)15：30～

東部市民センター 1(金)・8(金)・15(金)・22(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 9(土)11：00～
南部ふれあいセンター 20(水)16：15～
西部ふれあいセンター 9(土)・23(土)11：00～
知多公民館 6(水)15：30～
鷹来公民館 9(土)13：30～
坂下公民館 2(土)14：00～
中央公民館 9(土)11：00～
グリーンパレス春日井 16(土)14：00～

※高蔵寺ふれあいセンターは休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

お笑い夢ライブ in 春日井
と き▶ 5月7日(土)①正午か

ら②午後3時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 人気お笑い芸人た

ちによるスペシャ
ル・ライブ

出 演▶ いとうあさこ、ナイツ、Ｗコロン、Ｕ字

工事、狩野英孝、響ほか
入場料▶ 3500円(全席指定、3歳以上有料)
入場券▶ 3月19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、ロー
ソンチケットで販売　※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)

市民協働フェスタ事業の参加団体
　市民協働フェスタ事業(コラ☆フェス2011)は、
市民活動団体が互いに協働して企画・実施するイ
ベント事業です。
開催期間▶ 11月12日(土) ～ 13日(日)
会 場▶ ささえ愛センター、文化フォーラム春日

井・視聴覚ホール、総合福祉センター、
東部市民センター

申し込み▶ 4月30日(土)〈消印有効〉までに、申請書
(ささえ愛センター、ささえ愛センター
ホームページに用意)を直接か郵送、フ
ァクス、Ｅメールで、〒486－0837春見
町3、ささえ愛センター (☎85－6049、Ｆ
ＡＸ56－4319、Ｅメールsasae－i@city.
kasugai.lg.jp)へ　※ささえ愛センターで
団体の登録が必要

 ホームページ　http://kasugai.genki365.net

部　門▶日本画、洋画・版画、書、彫塑工芸、写真
応募規約▶各部門とも1人1点　※作品は自作で未発表(教

室・サークルなどでの発表作品を除く)のもの
に限る

出品規格▶開催要項(申込書とともに用意)を参照
応募資格▶市内在住か在勤、在学(サークル・教室などを

含む）で高校生以上の人
　賞　▶市長賞、第60回記念賞、財団理事長賞、教育

委員会賞、市議会議長賞、観光協会長賞など
搬入日▶8月6日(土)午前9時～午後5時か7日(日)午前9時

～正午
申し込み▶7月1日(金) ～ 15日(金)〈必着〉に、所定の用紙

(文化フォーラム春日井、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、総合福祉センターに用意)
に記入して、〒486－0844鳥居松町5－44、か
すがい市民文化財団(☎85－6868)へ

市民美術展覧会作品募集市民美術展覧会作品募集

北洞榮昭
(春日井市)

蟹江睦美
(名古屋市立工芸高3)

ポスター チラシ

ポスターとチラシが決定しましたポスターとチラシが決定しましたポスターとチラシが決定しました

市民美術展覧会作品募集市民美術展覧会作品募集市民美術展覧会作品募集
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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。

県立高校の屋外体育施設を開放
開放日▶ 学校教育などで使用しない土・日曜日、

祝休日
開放時間▶ 午前9時～正午、午後1時～ 4時
開放校▶ ○春日井…ソフトテニス、テニス○春日

井西…ソフトボール○春日井南…ソフト
ボール、テニス○春日井東…ソフトボー
ル、軟式野球○高蔵寺…ソフトテニス、
テニス、ソフトボール、軟式野球、硬式
野球、サッカー、ラグビー○春日井商業
…ソフトテニス、テニス、ソフトボール、
軟式野球、硬式野球○春日井工業…ソフ
トテニス、テニス、ソフトボール

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人で構成し、成
人の責任者がいる10人以上の団体　※テ
ニスについてはこの限りではない。政治
・宗教・営利活動への利用は不可

申し込み▶ 3月26日(土)〈14日(月)・22日(火)は除く〉
午後5時15分までに、所定の用紙(スポー
ツ課に用意)に記入して、直接、スポー
ツ課(☎84－7117)へ

抽選日▶ 4月8日(金)午後7時から、総合体育館で(受
け付けは6時40分から)

ハンギングバスケット展の作品
規 格▶ ○壁掛けタイプのハンギングバスケッ

トで、1人で持ち運びできるもの○縦・
横が60㎝以内のもの○使用植物は5種類
以内(同じ植物でも色違いは1種類とみな
す)　※器材は市販、オリジナルとも可

部 門▶ キッズ(小学生対象)、一般、マスター　
※詳しくは市ホームページを見てくださ
い

募集点数▶ 60点　※1人2点までで、1部門のみ
賞 ▶ 市長賞、中日新聞社賞など　※出展者に

は参加賞あり
申し込み▶ 4月14日(木)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクスで参加部門、出展数、住所、氏名
(ふりがな)、電話番号を書いて、〒487－
0001細野町3249－1、グリーンピア春日
井(☎92－8711、ＦＡＸ92－8695)へ

グリーンピア春日井写生コンクール
募集条件▶ 園内で写生したも

の。画用紙のサイズ
は四つ切り(期間中
緑の相談所でも無料
配布)。表現材料はク
レヨン、水彩絵の具、
パス類(油絵を除く)

部 門▶ ○小学校低学年の部(新1～ 3年生)○小学
校高学年の部(新4 ～ 6年生)

賞 ▶ 部門ごとに市長賞、市教育委員会賞、グ
リーンピア賞　※入賞作品はグリーンピ
アギャラリーにて4月29日(祝) ～ 5月31日
(火)に展示

申し込み▶ 4月15日(金)〈必着〉までに、作品に応募
用紙(緑の相談所窓口、市ホームページ
に用意)を貼って、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

グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～築水池、植物園周辺を歩
く
と き▶ 4月2日(土)午前9時30分～午後4時　※雨

天時は、午前中のみ講義
講 師▶ 波多野茂 
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 弁当
園芸教室～夏果菜(トマト、ナス、キュウリ、ス
イカなど)の栽培について
と き▶ 4月16日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森田隆史
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ ｢みろくの森自然観察会｣は3月18日(金)

から、｢園芸教室｣は3月23日(水)から、電
話で

ささえ愛センター　☎56－1943
ボランティア・市民活動デビュー講座～市民活動
団体の活動ＰＲを聞いて、実際にボランティア活
動を体験する
とき・ところ▶○セミナー・団体ＰＲタイム…4

月9日(土)午前10時～正午・鳥居松ふれあ
いセンター○活動体験…4月9日(土) ～ 5
月31日(火)・各体験先

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
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申し込み▶ 3月22日(火)から、電話かファクス、Ｅメ
ールに住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、ＦＡＸ56－4319、Ｅメールsasae
－i@city.kasugai.lg.jpへ

少年自然の家　☎92－8211
わくわく自然ランド｢今が一番 新緑｣～新緑や昆
虫、野鳥の関わりに注目した自然観察
と き▶ 4月10日(日)午前9時～正午
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会員
対象・定員▶ 3歳～新小学3年生とその保護者・60人(抽

選)
費 用▶ 受講料(1人)300円
里山体験｢田んぼと森の学校｣～米作りや森の手
入れを中心に里山の自然を五感を使って楽しむ
月 日▶ 4月23日(土) ～ 24日(日)、5月28日(土) ～

29日(日)、7月2日(土)、10月8日(土) ～ 9
日(日)、10月22日(土) ～ 23日(日)、11月
12日(土) ～ 13日(日)、平成24年1月7日(土)
～ 8日(日)、21日(土) ～ 22日(日)、2月4日
(土) ～ 5日(日)〈9回〉

対象・定員▶ 新小学4 ～ 6年生で、全日程参加できる
人・40人(抽選)

費 用▶ 受講料2万5000円(宿泊費、食費、教材費
を含む)

 
申し込み▶ いずれも3月30日(水)〈必着〉までに、往

復はがきに講座名、住所、参加者全員
の氏名(ふりがな)、年齢(新学年)、性別、
電話番号を書いて、〒487－0031廻間町
1102－1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

介護保険課の介護予防教室　☎85－6187
落語で笑顔を～笑いで心を健康にしましょう
と き▶ 3月24日(木)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▶ 南山大学落語研究会
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

介護保険課　☎85－6187
ほほえみ会(認知症介護家族交流会) ～医師によ
る講演会
と き▶ 3月29日(火)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 医師・加藤武志
対象・定員▶ 市内在住で、在宅で認知症の人を介護し

ている家族・15人(先着順)
申し込み▶ 3月18日(金)から、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▶ 4月25日(月)午後1時～ 4時
ところ▶ 消防署
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▶ 3月17日(木)から、電話で

問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

全国高等学校剣道選抜大会全国高等学校剣道選抜大会
第1回から春日井で開催され、「剣道の甲子園」とも呼ばれるこの大会は、
全国各地から予選を勝ち抜いた男女各48校の剣士が集結し、天翔旗を目指
して戦います。高校生の若さみなぎる熱戦を、間近で観戦してみませんか。

と　き▶○予選リーグ…3月27日(日)午前10時から
　　　　○決勝トーナメント…3月28日(月)午前9時から
ところ▶総合体育館
入場料▶大人1日1000円(前売りは800円、2日通し券は1500円)、高校生以

下1日500円(前売りは400円、2日通し券は750円)　※未就学児は
無料。通し券は前売りのみ

入場券▶3月21日(祝)まで、チケットぴあ、ファミリーマート、サークル
Ｋ・サンクスで販売。当日は総合体育館で販売

全国高等学校剣道選抜大会
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市体育協会の講座
硬式テニス初心者教室
と き▶ 4月9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、在学で新小学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)
市民アーチェリー教室
と き▶ 4月9日～ 5月28日の毎週土曜日(8回)午後

2時～ 4時30分
ところ▶ 総合体育館
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2000円
問い合わせ▶ 市アーチェリー協会・酒井(☎81－1695)
シニアサッカー教室
と き▶ 4月12日(火)・26日(火)、5月11日(水)・25

日(水)、6月末までの月2回(6回)午後7時～
9時

ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で40歳以上の人(小

学生は同行可)　※小学生の子どもと一
緒に参加する人は30歳代でも可

費 用▶ 受講料…大人2000円、小学生600円
持ち物▶ 靴(5月は室内用)、すねあて、ボール(5号)

※ある人のみ、ボールは貸し出し可
問い合わせ▶ 市サッカー連盟・小原(☎090－1982－

8482)
 
申し込み▶ ｢シニアサッカー教室｣は3月31日(木)〈必

着〉までに、はがきに教室名、住所、氏名、
年齢、電話番号、経験年数、子どもが同
行する場合は子どもの名前も書いて、｢硬
式テニス初心者教室｣は4月2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、｢市民アーチェリー教室｣は4月9
日(土)午後1時40分から、会場で

児童センター　☎87－6866
卓球教室
と き▶ 4月16日(土)・24日(日)・30日(土)、5月7

日(土)・14日(土)〈5回〉午前10時～ 11時
30分

ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 野々山容充
対象・定員▶ 市内在住の新小学1～中学3年生・30人(抽

選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ ラケット、上靴
申し込み▶ 4月4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)、
学校名、新学年、保護者名、電話番号を
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

市農業振興地域整備計画(案)
と き▶ 3月18日(金) ～ 4月18日(月)〈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▶農政課(☎85－6236)　※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

固定資産税の縦覧・閲覧のお知らせ
　この制度は、適正で公平な課税を行うために、
関係者に資産の内容を確認してもらうものです。
縦覧
と き▶ 4月1日(金) ～ 5月2日(月)〈土・日曜日、

祝休日を除く〉午前8時30分～午後5時
内 容▶ 市内に土地・家屋を所有している納税者

が自己の資産との比較ができるように、
｢土地・家屋価格等縦覧帳簿｣を縦覧でき
る　※土地所有者は土地、家屋所有者は
家屋のみ

対 象▶ 固定資産税の納税者と同居の親族、納税
管理人など(代理人の場合は納税者の委
任状が必要)

閲覧
と き▶ 4月1日(金) ～ 5月2日(月)〈土・日曜日、

祝休日を除く〉午前8時30分～午後5時
内 容▶ 固定資産税の基礎となる土地・家屋・償

却資産の価格などが登録されている｢固
定資産課税台帳｣(名寄帳)を納税義務者
に限り無料(証明書は有料)で交付

対 象▶ 固定資産税の納税義務者と同居の親族、
納税管理人など(代理人の場合は納税義

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。

3月中旬からサクラの開花情報
を市ホームページや市公式モバ
イルサイトに掲載します。
問い合わせ▶ 広報広聴課(☎85－6037)

お 知 ら せ
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務者の委任状が必要)　※借地人・借家
人(契約書の原本が必要)については有料

4月1日(金)に、平成23年度固定資産税・都市
計画税納税通知書を郵送します
　通知書には、1年分(4期分)の納付書が付いてい
ますので、内容を確かめて各納期までに納めてく
ださい。
ところ・問い合わせ▶いずれも資産税課(☎85－

6101)

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 4月1日(金)午前10時～午後3時30分
ところ▶ 市役所301会議室
内 容▶ 土地価格や地代、家賃、借地権、相続時

の土地の分割、不動産の有効利用などに
関する相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ (社)愛知県不動産鑑定士協会

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ ①4月3日(日)②5月25日(水)③6月5日(日)

午後2時～ 4時
ところ▶ ①③東部市民センター②総合福祉センター
内 容▶ 参加者と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も参加

対 象▶ 身内に心の病の人を抱え、何とかしたい
と考えている家族

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｣

うつ病家族懇談会
と き▶ 4月7日(木)、6月2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▶ うつ病の人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)

山菊づくり(盆栽仕立)講習会
と き▶ 4月14日、5月19日、6月23日、7月14日、

8月18日、9月8日・15日の木曜日(7回)午
前9時30分～正午

ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 石井口丸男
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円
申し込み▶ 3月22日(火)か ら、公園緑地課(☎85－

6281)へ
主 催▶ 市菊栄会

｢勝南にぎわい市｣出店者募集
と き▶ 4月23日(土) ～ 24日(日)午前10時～午後4

時(雨天中止)
ところ▶ 勝川駅南口ビル・勝南プラザ前
内 容▶ フリーマーケット(家庭の不用品、手作

り品など)　※営利目的の物は販売不可
ブース料▶ 1日につき1ブース(250cm×150cm)1000

円
ブース数▶ 25ブース(先着順)
申し込み▶ 3月18日(金)から、勝川開発㈱〈☎34－

6800〉へ

歌会始～お題｢岸｣
応募規定▶ ○自作の短歌で一人一首(未発表のもの)

○用紙…半紙を横長にし、右半分に題と
短歌、左半分に住所、電話番号、氏名(ふ
りがな)、生年月日、職業を記入○毛筆
で自書のこと(病気や身体障がいのため
自筆できない場合は、代筆かワープロ、
パソコンなどの機器の使用も可)

 ※詳しくは宮内庁ホームページを見てく
ださい

 ホームページ　http://www.kunaicho.go.jp/
申し込み▶ 9月30日(金)〈消印有効〉までに、封筒に

｢詠進歌｣と書いて、〒100－8111宮内庁
へ

問い合わせ▶ 9月20日(火)までに、住所、氏名を書い
て、切手を貼った返信用封筒を同封して、
〒100－8111宮内庁式部職へ

4月～6月の県春日井保健所
とき

食事療法相談(複数の疾患
を持つ人)〈予約制〉

4/12(火)、5/10(火)、6/14(火)
13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 4/21(木)、5/19(木)、6/16(木)
9：30～ 11：00

メンタルヘルス相談(自
殺、ひきこもり、うつな
ど心の健康問題や心の病
気に関する相談)

月～金曜日(祝日を除く)9：00
～ 12：00、13：00～ 16：30

ひきこもりを考える親の
つどい

4/12(火)、5/10(火)、6/14(火)
14：00～ 15：30

自死遺族相談(相談は匿名
で伺います)

月～金曜日(祝日を除く)9：00
～ 12：00、13：00～ 16：30

血液検査(エイズ、肝炎検
査など)

火曜日(5/3を除く)9：30～ 11
：00

骨髄ドナー登録(予約制) 火曜日(5/3を除く)10：00～
15：00

問い合わせ▶ 県春日井保健所(柏井町2、☎31－2188)
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講演会｢子供たちはピアノから何を学ぶか｣
とき▶3月19日(土)午後1時～3時　ところ▶ル
ネック　内容▶ピアノの学習が人生にもたらす
ものとは…。音楽の基本を楽しく身に付け、上
達できるポイントをひも解く　対象・定員▶市
内在住の人・50人(先着順)　申し込み▶3月18日
(金)までに、直接か電話で、勝川開発㈱〈☎34－
6800〉へ

春日井西高等学校吹奏楽部定期演奏会
とき▶3月21日(祝)午後1時30分～3時30分(1時開
場)　ところ▶市民会館　内容▶第1部…シン
フォニック・ステージ、第2部…ステージ・ドリ
ル、第3部…ポップス・ステージ　定員▶1000
人(先着順)　問い合わせ▶春日井西高校・橋本
(☎32－9631)

パレットハウス｢創寛会総合展｣
とき▶3月29日(火)～4月3日(日)午前10時～午後6
時(最終日は5時まで)　ところ▶文化フォーラム
春日井　内容▶創寛会会員の絵画、工芸作品
約130点を展示する　問い合わせ▶岡部(☎85－
9623)

スポーツダンスフェスティバル｢ダンスの集い｣
とき▶5月15日(日)午後1時30分～5時(1時開場)
ところ▶東部市民センター　種目▶キッズダン
ス、ジャズダンス、エアロビクス、フラメンコ、
フラダンス、フォークダンス、社交ダンスなど
費用▶参加料(1団体)5000～2万円　申し込み▶
4月15日(金)までに、電話かファクス、Eメール
に住所、氏名、電話番号、参加人数を書いて、
ソシアルダンス尾張クラブ・三尾(☎・FAX91
－2463、Eメールmitsuo@mc.ccnw.ne.jp)へ

ところ と　き 展示名 出品者

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）
3/16（水）～28（月） 高座地区コミュニティ

推進協議会活動写真展
高座地区コミュニティ
推進協議会

3/30（水）～4/11（月） アラビア的書道によるアラビア的思考 宮田江美子

坂下公民館 （☎88－5555）3/16（水）～29（火） 坂下水彩ハーモニー作品展 坂下水彩ハーモニー

グリーンピア春日井（☎92－8711）
3/17（木）～21（祝） 現代押し花アート展 千種の会
3/25（金）～27（日） カンアオイ展 東海葵会

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）3/17（木）～29（火） 実用書道展 彩の会
東部市民センター （☎92－8511）3/18（金）～19（土） こどもさくひん展 かすが台子供絵画工作教室
市役所市民サロン （☎85－6073）3/21（祝）～27（日） 作品展 デッサン木曜会
落合公園管理棟 （☎56－0414）3/25（金）～27（日） おもと展 日本おもと協会 春日井支部
鷹来公民館 （☎84－7071）3/27（日）～4/3（日） 春の山草展 青紅会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

　このコーナーは、市の後援がある催しを掲
載しています。掲載を希望する人は、掲載希
望号発行日の1か月前までに、申請書(市ホー
ムページに用意)に記入して、後援等決定通知
書の写しを添えて、〒486－8686春日井市役所
広報広聴課（☎85－6036、ＦＡＸ84－7421）へ



地域経済地域経済元気
です！
元気
です！

　昭和30年1月発足。「包装」に対する強い信
念の下、各種段ボールシート、ケース、強化段
ボール｢ナビエース｣、段ボールパレット｢ナビ
パレット｣などを製造販売。平成21年には、日
本パッケージングコンテストジャパンスター
賞最高位「経済産業大臣賞」を受賞。
問い合わせ▶☎31-6161

企業紹介 中津川包装工業㈱
(長塚町)

折り畳むと約5分の1の大きさになります！
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4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7日(木)、21日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①6日(水)②13日(水)③20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
          
3/16(水)から、電話で

16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

8日(金)、22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)

15日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
3/23(水)から、電話で

①6日(水)②14日(木)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22年11月～12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
          
3/25(金)から、電話で

13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6月～7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
             

①6日(水)②13日(水)③20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 ①14日(木)②21日(木)③28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

「リターナブル＆リサイクルナビパレット」は繰り返し利用できる段
ボールパレットです。強化段ボールを使用することで平面耐圧強度
は20トン、パレット自体の重さは５～7キログラムとなり、軽量化
と強度・耐久性を向上。また、折り畳み構造の採用により積荷のな
い帰り便時の運搬コストを低減、回収再利用することができます。

NO.46

我が社のNo.1、オンリー１
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