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応援します！企業の新たなチャレンジ
5月1日(日)から市民病院は「電子カルテシステム」に移行します
情報あ・ら・か・る・と
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情報あ・ら・か・る・と
緑と花のフェスティバル、児童扶養手当・子ども
福祉手当の手当額変更のお知らせ　など

かすがい市民文化財団設立10周年を記念して、文化フォーラム春日井の屋上庭園でコンサートが行われましたかすがい市民文化財団設立10周年を記念して、文化フォーラム春日井の屋上庭園でコンサートが行われましたかすがい市民文化財団設立10周年を記念して、文化フォーラム春日井の屋上庭園でコンサートが行われました



企業の新たなチャレンジを支援するため、4月から創設した新規事業と拡充した既存事業についてお知らせします。また、
市の支援施策を活用して新たな挑戦をしている企業を紹介します。

　　 のものは、事業を行う30日前までに事業の認定手続きなどが必要です。ただし、今年度に限り、新規・
拡充部分を4月中に実施したものについては、4月末まで申請できます。
　市では、他にも研究開発、雇用促進、金融などの企業活動を支援する施策を多数用意しています。詳しくは、
市や商工会議所で配布している企業支援ガイドや市ホームページを見てください。また、市や商工会議所の
施策紹介をはじめとする産業情報の提供サイト｢かすがい産業ナビ｣が開設しましたので、併せて利用してく
ださい。
かすがい産業ナビホームページ　http://www.kasugai-snavi.jp

応援します！企業の新たなチャレンジ応援します！企業の新たなチャレンジ

○拡充した事業 

事業名 助成対象 助成金額・限度額

　延べ面積500㎡以上、建物および土地の
投資額1億円（中小企業者5000万円）以上
で、工場または研究所として使用する建物
を購入する場合

固定資産税および都市計画税相当
額を3年間
（本社移転を伴う場合は4年間）
限度額：年間3000万円
（本社移転を伴う場合は3600万円）

事業名 助成概要 拡充内容など

　工場新増設・移転事業、既設工場取得助成
事業などの対象となった工場の操業の半年前
から1年後までの間に新たに5人以上の常用雇
用従業員を雇用する場合、1人あたり30万円

　工場見学会、祭りなどの地域コミュニティ
イベントを行う場合、対象経費の3分の１

○既設工場取得助成事業を追加
○助成要件を工場の操業の半年前
から1年後までの間に緩和

工場見学会の対象経費を10万円以
上に緩和

　工場新増設・移転事業、既設工場取得助
成事業などの対象となった工場や、100㎡
以上の事業所税対象床面積の新増設を行う
場合の事業所税相当額

既設工場取得助成事業を追加企業立地奨励事業

立地企業雇用奨励事
業

海外を追加　国内外の展示会・見本市などへの出展小
間料の50%（展示即売があるものは対象外）

マーケティング支援
事業（小間料）

対象機関を追加　中小企業大学校、国、県、商工会議所な
どが実施する研修の受講料の50%研修事業

○改装費の助成金限度額を120万
円に増額○空き店舗となっていた
期間を3か月に短縮

　商店街振興組合などが推薦する、空き店
舗に出店する場合に支払う店舗の改装費の
50%および賃借料（5年分）の10%

商店街空き店舗活用
事業

○工場新増設・移転事業と併用可
能に○対象の生産設備を拡充○対
象期間を1年間に緩和　※平成23
年1月より実施

　事業の高度化または効率化のため、1億
円（中小企業者は5000万円）以上の生産設備
などを設置する場合に、固定資産（償却資
産のみ）に係る評価額の5%

設備投資助成事業

地域貢献助成事業（地
域コミュニティイベ
ント）

省エネ、省資源診断を行う機関を
拡充　※平成23年1月より実施

　公的機関などの省エネルギー、省資源診断に
基づき設備を導入する場合に、対象経費の20%

環境投資助成事業（省
エネ・省資源化）

○新規事業
企業支援施策

既設工場取得助成事
業 前前

前前

前前

前前

前前

前前
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市の支援施策を生かして挑戦している企業

業　種 企業名 設置場所

ナフコチェーン
㈱不二屋

東洋電機㈱
ティーエムシー㈱
㈱丸菱製作所
㈲松栄石油店
㈱丸錦石油店
㈲愛米商事
㈲キタノペトロケミカル
ミタニ中京㈱

春日井燃料㈱

㈱カルヴィックオイル
㈱エディオン

春日井店（六軒屋町）、サンライフ店（美濃町）、岩野店（岩
野町）、勝川店（旭町）、坂下店（坂下町）、石尾台店（石尾台）、
下津店（下津町）
神屋工場（神屋町）、春日井工場（味美町）
神屋工場第２工場（神屋町）
丸菱製作所（大手町）
黒鉾給油所（黒鉾町）
田楽給油所（町屋町）
桃山SS（桃山町）
春日井IC SS（東野新町）、高蔵寺SS（高蔵寺町）
ルート19SS（坂下町）、高蔵寺NT SS（中央台）
高蔵寺駅前給油所（高蔵寺町）、春日井中央給油所（六軒屋
町）、春日井中切給油所（中切町）、出川給油所（松本町）、
泉橋給油所（坂下町）
春日井給油所（牛山町）
春日井商品センター（篠木町）

小売業

製造業

ガソリンスタンド

配送業

地域貢献助成制度を活用して市民が利用できるＡＥＤを設置した企業

　昭和30年創業。強化段ボール｢ナビエース｣や段ボールパレット
｢ナビパレット｣をはじめとした段ボール製品の開発・製造を行い、
包装に対する高付加価値商品の開発に力を入れています。製品開発
において欠かせない設備投資や特許取得のための助成制度を活用し、
多品種・小ロット生産から大量生産まで適応させるための設備の購
入や、パレットなどの特許の出願を行いました。長く培ってきた技
術を生かし、さらなる製品開発に取り組んでいます。

中津川包装工業㈱ （長塚町）

　平成4年創業。ダイレクトメールなどの封入作業をはじめとする
手作業を請け負い、家庭で眠っている労働力、感性、スキルを有効
活用し、内職という形で企業にサービスを提供しています。平成17
年からは、さらなる事業展開のため、フランチャイズシステムを導
入しました。助成制度を活用して、オーナー募集のため展示会へ何
度か出展し、現在では50店舗以上にまでなっています。女性の労働
力を創出していく企業を目指しています。

㈱内職市場 （下原町）

　平成18年開業。商店街空き店舗活用事業による助成制度を活用し、
店主が子どものころから慣れ親しんだ春日井市での出店を実現しま
した。地域で長く愛される喫茶店を目指して営業しています。

カフェ百時 （鳥居松町）

前

前

前

前

前

前

問い合わせ▶企業活動支援課（☎85－6247）、経済振興課（☎85－6246）
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問い合わせ▶市民病院管理課（☎57－0057）

　全ての診療情報を一括管理することで、必要
な情報を瞬時に取り出すことが可能になります。
　例えば、診察室のモニターで、過去と現在
の検査結果や放射線などの画像を並べ、比較
して診断することが簡単に行えるようになり
ます。患者さんはモニターを見ながら説明を受
けることにより、診療方針の理解を深めること
ができます。

　医療スタッフは、院内のどこからでも専用
コンピューターでカルテを見たり記録したり
できるようになります。スタッフ間で患者さ
んの状態を容易に把握できるようになり、よ
り円滑なチーム医療を実現します。

　来院受け付けを終えると、その日の診察や
検査などの予定をより分かりやすく案内する
スケジュール表がもらえます。当日の診療予
定を一目で把握でき、記載に従って移動すれ
ば行き先に迷うこともありません。

　点滴や注射の際のバーコードを利用した認
証の導入などにより、安全管理面での危険性
が低減できます。
　もちろん最終的な確認は医療スタッフが行
いますが、コンピューターと人間とのダブル
チェックにより医療の安全性を高めます。

　カルテを探し、搬送する時間がなくなるた
め、診療までの待ち時間などが短縮されます。

　電子カルテシステム稼動当初
は、医療スタッフのシステム操
作や運用変更に対する不慣れな
どにより円滑な運営が図れない
点も生じるかと思われます。
　市民の皆さんの理解と協力を
お願いします。

○再診の来院受け付け…原則、自動再来受付機で受け付けます。
○中待合への案内…外待合の表示盤に受付番号を表示します。
○院外処方せん…各診察室で発行し、医師が手渡します。
　※院外薬局で薬を購入する場合は、収納窓口（支払いがない
場合は会計窓口）で院外処方せんに確認印を受ける必要があ
ります

○請求書作成済の案内…会計窓口の表示盤に会計番号を表示し
ます。
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期　間▶5月～平成24年3月(11回)
内　容▶毎回テーマを変えて学習する

※講座の内容などは各施設で
異なります

対象・定員▶おおむね60歳以上の人・各50
人(抽選)　※坂下公民館は48人

費　用▶受講料2000円
申し込み▶4月28日(木)〈必着〉までに、往

復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、学級名を書いて、
各施設へ

と こ ろ 学 級 名 と　き
中央公民館(☎33－1111)
〒486－0913柏原町1－97－1

和楽路
(わらじ)

第3金曜日
13:30～15:00

知多公民館(☎32－8988)
〒486－0947知多町4－64－1 ことぶき 第3金曜日

10:00～11: 30
鷹来公民館(☎84－7071)
〒486－0809町屋町3610－1 えびす 第4木曜日

10:00～11:30
坂下公民館(☎88－5555)
〒480－0305坂下町4－250－1

源敬
(げんけい)

第2金曜日
10:00～11:30

東部市民センター(☎92－8511)
〒487－0011中央台2－2－1 はいから 第2木曜日

13:30～15:00

と　き▶4月29日(祝)午前10時から(雨天中止)
集　合▶グリーンピア春日井芝生広場で午前9時か

ら受け付け　※駐車場に限りがあるので、
公共交通機関か乗り合わせで来てください

コース▶築水の森・みろくの森散策路①健脚コー
ス6.3㎞②標準コース3.9㎞　※険しい山
道があるので、山歩きができる服装・靴
で参加してください

問い合わせ▶公園緑地課(☎85－6283)　※当日の開催
案内は、午前7時30分以降☎0180－99－
5111(プリペイド式携帯電話、PHSからは
利用不可)

ウオーク大会

他にもたくさんの他にもたくさんの
催しがあります！催しがあります！

緑と花のフェスティバル

問い合わせ▶グリーンピア春日井（☎92－8711）

自分でも明日からできるリフォームガーデン
と　き▶ 4月29日(祝)、5月4日(祝)・8日(日)・

15日(日)午前11時から、午後2時から

天野麻里絵の
ガーデニング教室

と　き▶5月3日(祝)午前11時
から、午後2時30分
から

月月月月月月月月月月月月　月月月月　月月 日▶4月29日(祝)～5月22日(日)
とととととととことととととととと ろ▶グリーンピア春日井、少年自然の家家

モリゾー・キッコロとしぜんの家たんけん
月　日▶5月3日(祝)～5日(祝)

とうふうくんの植物クイズ
と　き▶5月4日(祝)午前11時から

毎年5月に開催していた植物園まつりを発展させ、
約1か月にわたって「緑と花」をテーマにしたさまざ
まな催しを行います。ぜひ参加してください。

スタンプラリー
月　日▶ 4月29日(祝)～5月1日(日)
内　容▶スタンプを集めて竹プランターを

もらおう　※各日先着80個

※詳しくは市ホームページを見てください　

高齢者学級で学びませんか

○ハンギングバスケット展○花壇コンクール最○ハンギングバスケット展○花壇コンクール最
優秀作品展示○写生大会優秀作品展○見本庭園優秀作品展示○写生大会優秀作品展○見本庭園
○空中庭園(緑と花の休憩所内)○万葉苑○にぎ○空中庭園(緑と花の休憩所内)○万葉苑○にぎ
わい市(サボテンおよび関連商品、花苗、野菜わい市(サボテンおよび関連商品、花苗、野菜
苗など)○サボテン寄せ植え体験○野点茶会○苗など)○サボテン寄せ植え体験○野点茶会○
草木染体験○ネイチャークラフト○どうぶつふ草木染体験○ネイチャークラフト○どうぶつふ
れあい○ポニーに乗ろう○各種コンサート(歌、れあい○ポニーに乗ろう○各種コンサート(歌、
二胡、ボーカル＆ビッグバンドなど)　ほか二胡、ボーカル＆ビッグバンドなど)　ほか

○ハンギングバスケット展○花壇コンクール最
優秀作品展示○写生大会優秀作品展○見本庭園
○空中庭園(緑と花の休憩所内)○万葉苑○にぎ
わい市(サボテンおよび関連商品、花苗、野菜
苗など)○サボテン寄せ植え体験○野点茶会○
草木染体験○ネイチャークラフト○どうぶつふ
れあい○ポニーに乗ろう○各種コンサート(歌、
二胡、ボーカル＆ビッグバンドなど)　ほか

天野麻里絵
NHK「趣味の園芸」に出演中

他にもたくさんの
催しがあります！
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と　き▶4月28日(木)～6月5日(日)午前9時～午後4時
30分(月曜日休館)

内　容▶伝小野道風筆大内切、伝藤原公任筆唐紙
拾遺抄切、本阿弥光悦筆竹下絵和歌巻切
など、文学史上貴重な資料であり、美術
品としても貴重な古筆・古写本を展示

観覧料▶一般250円、高校・大学生200円、小中学生
150円

※特別展の前後〈4月25日(月)～27日(水)、6月6日(月)
～9日(木)〉は休館します 伝小野道風筆大内切

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

道風記念館開館30周年を記念して、長年にわたって
顧問を務めていただいている国文学の権威、久曽神
昇愛知大学名誉教授が研究のために調査された資料
を中心に展示します。

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）の狂犬病予防注射接種が義務付け
られています。注射は、近くの動物病院または集合注射会場で行いますが、動物病院での接種を勧めま
す。登録や注射済票交付の手続きができる動物病院は、3月15日号の広報春日井を見てください。

集合注射会場での接種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した～開催時期と会場数が大幅に変わりました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した

月日 時間 場所

5/12(木)
10:00～12:00  牛山公園(牛山町)
13:30～15:00  総合体育館駐車場(鷹来町)

5/13(金)
10:00～12:00  下市場公民館(下市場町)
13:30～15:00  南部ふれあいセンター(下条町)

5/16(月)
9: 30～11: 30  神屋町公民館(坂下町)
13:00～14:30  白山運動広場(白山町)

5/17(火)
9: 30～11: 30  東部市民センター(中央台)
13:00～14:30  市民球場駐車場(明知町)

5/18(水)
9: 30～11: 30  白山運動広場(白山町)
13:00～14:30  下市場公民館(下市場町)

5/19(木)
9: 30～11: 30  総合体育館駐車場(鷹来町)
13:00～14:30  牛山公園(牛山町)

5/20(金)
9: 30～11: 30  白山運動広場(白山町)
13:00～14:30  東部市民センター(中央台)

特別展「美術としての書、文学資料としての書～志香須賀文庫の名品～」

ところ・問い合わせ▶道風記念館（☎82－6110）

と　き▶5月15日(日)午後1時30分～3時
講　師▶鶴田大

講演会講演会
「美術としての書、文学資料としての書」「美術としての書、文学資料としての書」

講演会
「美術としての書、文学資料としての書」

費　用▶3300円(注射料2750円、注射済
票交付手数料550円)　※新たに
未登録の犬を飼い始めた場合
は、別途登録手数料3000円が
必要

注　意注　意
○ふんの始末のできる用意をし、
犬には首輪とリードを付け、制止
できる人が連れて来てください。
○問診の結果などにより、注射で
きないこともあります。
○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。

狂犬病予防注射 集合注射会場の案内
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人の輪で次代を創ろう！高蔵寺ニュータウン

まちの魅力を市内外に広く発信するため、高蔵
寺ニュータウンに住んでいる皆さんの協力によ
り製作しました。

内　容▶ニュータウンの自然環境や地域活動、
公共施設、商業施設などを紹介

配布場所▶市役所情報コーナー、東部市民センタ
ー　※市ホームページでも見ることが
できます

高蔵寺ニュータウンに設置する市民活動拠点
で、日常生活の支援を行う市民活動団体を募
集します。

活動拠点▶サンマルシェ南館
活動内容▶防犯活動や買い物支援、外出支援、地

域情報発信など
応募要件▶営利を目的とせず、公益性を有する活

動を行い、かつ、10人以上で構成され
る団体

事業説明会▶4月25日(月)午前10時から、市役所304
・305会議室

申し込み▶5月31日(火)〈必着〉までに、応募書類を
企画課(☎85－6048)へ　※詳細は募集
要項(企画課、市ホームページ、東部
市民センターに用意)を見てください

ガイドブック「まちなび」が完成ガイドブック「まちなび」が完成ガイドブック「まちなび」が完成 市民活動団体を募集市民活動団体を募集市民活動団体を募集

児童扶養手当・子ども福祉手当の手当額変更のお知らせ

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6201）

4月分(8月支給分)から、児童扶養手当および子ども福祉手当の手当額が変更となりました。なお、手当
額の変更に伴う手続きは必要ありません。

児童扶養手当 子ども福祉手当

　平成22年全国消費者物価指数の実績値が対前年比で
0.7％下落したことに伴い、「児童扶養手当法による児
童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づ
き、児童1人目の手当額が次のとおり変更となりました。
※児童2人、3人目以降の加算額には変更ありません

　市子ども福祉手当条
例改正に伴い、児童1人
についての手当額が次
のとおり変更となりま
した。

変更前 変更後
全部支給 4万1720円 4万1550円

一部支給 4万1710円～9850円 4万1540円～9810円

変更前 変更後

3500円
小学生以下 2000円
中学生 3000円
高校生など 4000円

　4月から「国民年金年金法等法等の一部を改改正する法律法律」」が施行施行されたことに伴伴い、両親の 方一方 児が児童童扶養手手手養手手
当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に
支給される児童扶養手当と障がい年金の子加算で受給変更が可能となります。詳しくは問い合わせ
てください。

問い合わせ▶企画課（☎85－6048）

(月額)(月額)
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市スポーツ賞を
27人、3団体が受賞
（文化フォーラム春日井）

「eco見える化室」を開設
（鷹来町）

　パナソニックエコシステムズ株式会社の本
社工場に「eco見える化室」が開設され、オープ
ニング式が行われました。パナソニックグル
ープが自社工場向けに構築した1300件以上の
CO₂削減の省エネノウハウを広く社会に展開
するため、主に製造業の工場管理者向けに省
エネ効果が実感できるシステムや機器、事例
を数多く展示しています。

　春休み子ども教室として、小学1～3年生を対
象に動物の飼育体験が行われました。子どもた
ちは ｢ヒツジの鳴き声ってどんな声？｣｢どうし
てウサギの目は赤いの？｣ などと飼育体験の先
生に質問をしながら、慣れない手つきでほうき
やデッキブラシなどを使い、楽しそうにヒツジ
小屋や鳥舎の掃除などを行っていました。

　平成22年に開催された各種スポーツ競技の
国際大会や全国大会などにおいて、優秀な成
績を収められた人の栄誉をたたえ、スポーツ
賞表彰式を行いました。特別賞には個人25人、
団体2団体、一般賞には個人2人、団体1団体が
受賞しました。

どきどき、わくわく、
初めての飼育体験
（グリーンピア春日井）
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若年者就職相談窓口を開設
　ニートやフリーター状態から脱したい若者や大
学・高校などを卒業後も未就職の状態にある若者
などが早期に就職できるよう、県のアドバイザー
による相談窓口を開設します。
と き▶ 5月～ 9月の第2金曜日午後1時～ 4時(1回

50分以内)
対象・定員▶ 40歳未満の若年者(学生を含む)かその家

族・各3人(先着順)
ところ・申し込み▶相談日の1週間前までに、レ

ディヤンかすがい(☎85－4188)へ

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

満66歳未満かつ完済時満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○金融機関およ
び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、信用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
信用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▶ 市民生活課(☎85－6616)

子育て支援サークルの助成
　地域における子育て支援の強化を目的に、構成
員以外を対象として、親子交流の場の提供や情報
提供などを行う子育て支援サークルに助成をしま
す。
助成金額▶ 1団体当たり年額10万円を限度(3回を上

限)
申し込み▶ 5月31日(火)までに、子ども政策課(☎85

－6206)へ

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、無償で不用品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電気製品な
どの不用品を提供できる人、譲渡を希望する人は、
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、タ
オル類、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)

スズメバチ駆除費補助の終了について
　すずめばち駆除処理事業実施要綱の廃止に伴
い、スズメバチの巣の駆除に要した費用の一部補
助は平成22年度をもって終了しました。
問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

と　き▶○市議会議員一般選挙…4月18日(月) ～ 23日(土)○衆議院議員補欠選挙…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

問い合わせ▶選挙管理委員会（☎85－6586）

開票 投票速報 開票速報

時　間▶午後9時30分から
ところ▶知多公民館

午前9時以降1時間ごとに発表
※正午、午後6時の発表はありません

午後11時30分(予定)以降おおむね
30分ごとに発表　※衆議院議員
補欠選挙は県にて発表

4月24日(日)は市議会議員一般選挙、衆議院議員補欠選挙4月24日(日)は市議会議員一般選挙、衆議院議員補欠選挙4月24日(日)は市議会議員一般選挙、衆議院議員補欠選挙

※知多公民館(開票所)は、駐車場が限られ非常に混雑しますので、市ホームページまたは市公式モバ
イルサイトの投・開票速報を利用してください

期日前投票期日前投票

投票時間　午前7時～午後8時投票時間　午前7時～午後8時投票時間　午前7時～午後8時投票時間　午前7時～午後8時投票時間　午前7時～午後8時投票時間　午前7時～午後8時
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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。

エコメッセ春日井臨時休館
　5月15日(日)は、施設保安点検のため休みます。
問い合わせ▶ エコメッセ春日井(☎88－5006)

8月から障がい者移動支援が変わります
　障がい者移動支援(タクシ
ー利用券・自動車燃料利用券)
について、新たにリフト付タ
クシー (ストレッチャー対応)
利用券を追加するとともに、
対象者、助成金額を変更しま
す。
　中度以上の手帳(身体障がい者手帳1～ 3級、療
育手帳Ａ・Ｂ判定、精神障がい者保健福祉手帳1
・2級)所持者で、利用を希望する人は、申請手続
きをしてください。なお、現在すでに利用してい
る人は、4月中旬に申請書を郵送します。
　また、障がい者移動支援の拡充に伴い、高齢福
祉課で行っている｢車いす・ストレッチャー対応
型タクシー利用助成｣については、8月1日(月)から
障がい福祉課の制度に統合されます。
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)、｢車いす・ス

トレッチャー対応型タクシー利用助成｣
については、高齢福祉課(☎85－6364)

クリーンセンターへのごみ搬入手数料の改定
　一般廃棄物の排出抑制の推進と適正な受益者負
担とするため、クリーンセンターへごみを搬入す
る際の処理手数料を改定しました。
家庭ごみで粗大ごみを含まないもの(燃やせる・
燃やせないごみなど)
　現在無料で受け入れていますが、10月1日(土)か
ら粗大ごみの手数料と同額の10㎏以上の部分につ
いて、10㎏につき100円の処理手数料が掛かりま
す。
事業ごみ
　現在、焼却処分によるものは10㎏につき80円で
すが、10月1日(土)から130円、平成24年4月1日か
ら170円、平成25年4月1日から200円となります。
問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6222)

夜コン｢ク和シック｣
と き▶ 4月22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▶ 石垣政美(フルート)、三輪知之(琴)
曲 目▶ ボッケリーニ｢メヌエット｣、衛藤幸明｢宴

の華｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 4月24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)

こどもの読書週間
ブラックパネルシアターとお話会
と き▶ 4月24日(日)午前11時～ 11時30分
内 容▶ 暗くした部屋のパネルの上で劇とお話が

展開する
腹話術と楽しい手品
と き▶ 4月29日(祝)午後2時～ 2時30分
図書館探検
と き▶ 5月1日(日)午前11時～ 11時30分、午後2時

～ 2時30分
内 容▶ 図書館の舞台裏を見ながら謎を解く
定 員▶ 各10人(先着順、親子可)　※3階お話の部

屋の前に集合
折り紙教室
と き▶ 5月3日(祝)午後2時～ 3時
定 員▶ 15組(先着順)　※整理券は当日午後1時

30分から、3階お話の部屋で配布
図書館クイズ
と き▶ 5月5日(祝)午後2時～ 3時
内 容▶ 本や読書に関するクイズに答えてみよう
定 員▶ 30人(先着順)
録音図書・点字図書の作成と対面読書の体験
と き▶ 5月7日(土)午前11時～午後3時
ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

ジョギング大会
と き▶ 4月24日(日)午前8時30分から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町)
種 目▶ 4㎞、8㎞
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
費 用▶ 参加料300円(小中学生200円)
申し込み▶ 当日午前8時30分から、会場で
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・岡本(☎080－2618－

8455)

ハンギングバスケット展
と き▶ 4月29日(祝) ～ 5月8日(日)午前9時～午後

6時(最終日は2時まで)　
内 容▶ 応募作品をマスター部門、一般部門、キ

ッズ部門ごとに展示
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)
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民俗展｢端午の節句展｣
と き▶ 4月30日～ 5月28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

端午の節句に関する
人形や飾りなどを展
示

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 5月1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)

温水プール無料開放
　勤労者とその家族をはじめ市民の皆さんの健康
推進を図り、勤労意欲を促進するため、温水プー
ルを1日無料開放します。　※当日は入場制限を
する場合あり
と き▶ 5月1日(日)午前10時～午後8時30分
ところ▶ サンフロッグ春日井
持ち物▶ 水泳帽、100円硬貨(ロッカー代、使用後

に返却)
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6246)

おいでよ交通児童遊園
と き▶ 5月5日(祝)午前10時～午後3時
内 容▶ マジックショー、読み聞かせ、手作り鉄

道模型館(模型電車の展示・運行)など
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)

市民体操大会
と き▶ 5月7日(土)午前10時～午後3時30分
器械体操種目▶○小学生男女個人…連盟作成の規

定演技○中学生男女個人…自由演技
新体操女子種目▶○小学生発表会個人○小学4年

生以上競技会個人…リボン○中学生個人
…リボン・クラブ○中学生団体…ロープ
5　※演技申告書を6部当日提出

対 象▶ 市内在住か在学の小中学生
費 用▶ 参加料(1人)200円
ところ・申し込み▶4月23日(土)〈必着〉までに、

所定の用紙(総合体育館に用意)に記入し
て、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市体操連盟・伊藤(☎91－3192)

紙芝居とお話を聞く会5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) 13(金)・27(金)11：00～

図書館
4(祝)11：00～、7(土)・14(土)
・21(土)・28(土)15：00～、
11(水)・18(水)・25(水)15：30～

東部市民センター 6(金)・13(金)・20(金)・27(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 14(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 14(土)14：00～
南部ふれあいセンター 18(水)16：15～
西部ふれあいセンター 14(土)・28(土)11：00～
鷹来公民館 14(土)13：30～
中央公民館 14(土)11：00～
グリーンパレス春日井 21(土)14：00～

※知多公民館、坂下公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

5月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①10日(火)②24日(火)・南部ふれあ

いセンター、①12日(木)②26日(木)・坂下
公民館、①16日(月)②23日(月)・鷹来子ど
もの家、③18日(水)・グリーンパレス春
日井、③19日(木)・関田公民館(貴船町)、
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(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)

市クラブ対抗バドミントン春季大会
と き▶ 5月15日(日)午前8時15分から
種 目▶ ランク別男子・女子団体戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟登録クラブ

の人(当日連盟登録可)　※1チーム5人以
上(監督含む)

費 用▶ 参加料(1チーム)一般6000円、高校生4200
円、小中学生3000円

ところ・申し込み▶5月6日(金)〈必着〉までに、
所定の用紙(バドミントン連盟のホー
ムページに用意)に記入して、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ　
ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.h3.dion.
ne.jp/̃kasugai/

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)
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初夏のファミリーキャンプ
と き▶ 5月21日(土)午前10時～ 22日(日)午後3時
内 容▶ 家族でテント泊やハイキング、野外炊事、

キャンプファイア、パン作りなどを楽し
む

対象・定員▶ 小学生を含む家族・60人(抽選)
費 用▶ 参加料大人3500円、小学生以下3000円
ところ・申し込み▶4月30日(土)〈必着〉までに、

往復はがきに行事名、家族全員の住所・
氏名(ふりがな)・年齢・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

市民バスケットボール大会(一般の部)
と き▶ 5月28日(土)・29日(日)、6月4日(土)午前9時

30分から
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上で構

成するチーム
費 用▶ 参加料(1チーム)6000円
ところ・申し込み▶5月5日(祝)〈必着〉までに、所

定の用紙(総合体育館に用意)に記入し
て、総合体育館へ　※5月7日(土)午前11
時から総合体育館で行う会議に代表者1
人の出席が必要

問い合わせ▶ 市バスケットボール協会・安藤(☎090－
3447－0698)

ザッハトルテ おかわり！
と き▶ 6月26日(日)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▶ ｢アヒルのワルツ｣｢ドコノコノキノコ｣で

話題のザッハトルテが5年ぶりに再登場
入場料▶ 2500円(全自由席、3歳未満入場不可)
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)

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▶ 5月16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〉
申し込み▶ 4月24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

保健計画推進委員会の公募委員
内 容▶ 保健施策の円滑な推進を図るため、年数

回開催する委員会において意見を述べた
りする

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市
の附属機関などの委員になっていない人
・3人

任 期▶ 委嘱の日から2年
申し込み▶ 5月6日(金)〈必着〉までに、所定の用紙

(健康増進課、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
民館などに用意)に記入して、直接か郵
送、Ｅメールで、〒486－8686春日井市
役所健康増進課(☎85－6167、Ｅメール
kenko@city.kasugai.lg.jp)へ　※選 考 結
果は文書で通知

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～ミニ盆栽の育て方
と き▶ 5月7日(土)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、持ち

帰り用の袋
園芸教室～ろうや柿の育て方
と き▶ 5月15日(日)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも4月19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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東部市民センター　☎92－8511
デジカメとパソコンで趣味を広げよう～デジカメ
写真のパソコンへの取り込みと加工を学ぶ
と き▶ 5月8日・22日、6月5日・19日の日曜日(4回)

午前10時～正午
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ パソコン、撮影済みのデジタルカメラ、

カメラの取り扱い説明書
外国人のための日本語講座(①入門クラス②初級
クラス)
と き▶ 5月8日～平成24年3月18日の日曜日(月2

回、22回)午前10時～正午
講 師▶ ①上島昌代②野々山美津子
対象・定員▶ 日本語を話せない外国人・各20人(先着順)
費 用▶ 教材費(テキストを購入する人のみ)①

4210円②4281円

申し込み▶ ｢デジカメとパソコンで趣味を広げよう｣
は4月27日(水)〈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、〒487－0011中
央台2－2－1へ、｢外国人のための日本語
講座｣は、5月8日(日)午前10時に直接、会
場へ(以後随時受け付け)

坂下公民館　☎88－5555
緑のカーテン講座～設置から育成方法まで
と き▶ 5月10日(火)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 緑の相談員
対象・定員▶ 市内在住の人・15人(抽選)
持ち物▶ 軍手、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 4月28日(木)〈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

中央公民館　☎33－1111
スマイル＆ボディレッスン～美しい姿勢・歩き方
を始め、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▶ 5月10日(火)・24日(火)〈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
元気作りレク・サポーター養成講習会～子どもの
居場所作り、高齢者の元気作りなどで役立つレク
リエーションをじっくり学ぶ
と き▶ 5月10日～ 31日の毎週火曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
講 師▶ レクリエーション指導者クラブ
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
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▶ 5月13日(金)・20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
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たりしなが
ら、音楽に親しみ集団生活に慣れる
と き▶ 5月13日～ 6月3日の毎週金曜日(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・45組(抽選)
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ いずれも4月26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)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0913柏原町1－97－1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
生ごみのリサイクル～生ごみをたい肥にするぼか
し作り
と き▶ 5月14日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 婦人会協議会
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▶ 4月20日(水)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢新緑の森の中へいこう｣～新
緑の中で、自然の面白さや不思議さを発見する
と き▶ 5月13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▶ 4月30日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、親子の氏名(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

協 力▶ 子育て支援サークル　はじめの一歩
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味美ふれあいセンター　☎31－3522
アレンジといけ花を始めましょう
と き▶ 5月22日、6月12日・26日、7月10日・24

日の日曜日(5回)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1250円、教材費4000円
持ち物▶ 花ばさみ、手拭きタオル、花包み
申し込み▶ 4月19日(火)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
男の野菜料理～いろいろな野菜を使って、煮物、
焼き物、スープなど各種の料理を作る
と き▶ 5月28日、6月11日・25日、7月9日・23日、

8月27日の土曜日(6回)午前10時～正午
講 師▶ 加藤令子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円、材料費3600円
持ち物▶ エプロン、三角巾、タオル、布巾
申し込み▶ 5月14日(土)〈必着〉までに、往復はがき

(1人1枚)に、講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒486－0947知多町4
－64－1へ

児童センター　☎87－6866
幼児のびのび教室～楽しい親子遊び
と き▶ 5月25日、6月1日・15日・29日、7月6日

の水曜日(5回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ チルドレン
対象・定員▶ 市内在住の平成20年4月～ 21年3月生ま

れの未就園児とその保護者(2人1組)・30
組(抽選)

費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 5月9日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に教室名、親子の氏名(ふりがな)、
子どもの生年月日、住所、電話番号を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

文化財課　☎33－1113
春日井古代史講座～春日井の前期古墳
と き▶ ①5月28日(土)②6月4日(土)③6月11日(土)

午後1時30分～ 3時
ところ▶ 中央公民館
講 演▶ ①｢前方後方墳から見えてくる歴史｣県埋

蔵文化財センター副センター長・赤塚次
郎②｢出川大塚古墳出土の三角縁神獣鏡
～複数同型鏡副葬の背景～ ｣南山大学名
誉教授・伊藤秋男③｢高御堂古墳の発掘
調査について｣市文化財課職員

定 員▶ 100人(抽選)
費 用▶ 受講料(資料代含む)1000円
申し込み▶ 4月30日(土)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクス、Ｅメールに講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0913
柏原町1－97－1、ＦＡＸ34－6484、Ｅメ
ールbunkazai@city.kasugai.lg.jpへ

西部ふれあいセンター  ☎33－0808
つくってみよう！緑のカーテン～ゴーヤを使い屋
外実習を交えて、ネット張りや苗植、追肥の方法
など緑のカーテン作りを学ぶ
と き▶ 5月18日(水)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 緑の相談員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
持ち物▶ 軍手、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 4月19日(火)から、電話で

南部ふれあいセンター　☎85－7878
妊婦さん＆乳幼児のママのためのこもりうた講座
～子どもが安心して眠れる子守歌を覚える
と き▶ 5月25日(水)午前10時30分～正午
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)
申し込み▶ 4月30日(土)〈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、〒486－0923
下条町666番地6へ

レディヤンかすがい　☎85－4188
子育てセミナー ｢しつけ、叱り方、ほめ方のヒン
トとコツ｣(託児付き)～ちょっとした心理テクニ
ックで育児を楽しみながら行う
と き▶ 5月12日～ 6月2日の毎週木曜日(4回)午前

10時～ 11時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人あっとわん
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
申し込み▶ 4月28日(木)〈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、託児(おおむね1歳
以上の未就学児)希望者は｢託児希望｣と
子どもの名前(ふりがな)・年齢も書いて、
〒486－0844鳥居松町2－247へ

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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かすがい市民文化財団　☎85－6868
エッセイ講座～シナリオライターとして活躍する
講師が文章表現のポイントを分かりやすく解説
と き▶ 6月2日～ 8月4日の毎週木曜日(10回)午後

7時～ 9時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 芳賀倫子
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料5000円
申し込み▶ 5月17日(火)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクスに講座名、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を書いて、〒486－0844鳥
居松町5－44、ＦＡＸ82－0213へ

かすがいげんきっ子センター
育児講座～お父さんと遊ぼう(自由参加)
と き▶ 5月5日(祝)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住の0歳児とその父親
育児講座～ベビーマッサージ
と き▶ 5月17日(火)午前10時～ 11時
講 師▶ 横井千枝子
対象・定員▶ 4 ～ 7か月児とその保護者・20組(抽選)
おいしいクッキング～ライスバーガーを作ろう
と き▶ 5月29日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
費 用▶ 材料費300円
子育て支援ボランティア養成講座～乳幼児期の特
徴や絵本の選び方・読み方、応急手当てなどを学
ぶ
と き▶ 6月2日(木)・8日(水)・16日(木)・23(木)、30

日(木)、7月7日(木)〈6回〉午前10時～ 11時
30分

対象・定員▶ 市内在住でボランティアに関心がある人
・30人(抽選)

 
申し込み▶ 4月30日(土)〈消印有効〉までに、｢おいし

いクッキング｣は往復はがき(1人1枚、き
ょうだいでの申し込みは連名可)に講座
名、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、｢ベビー
マッサージ｣は往復はがき(1家族1枚)に
講座名、住所、参加者全員の氏名(ふり
がな)、子どもの月齢、電話番号を書いて、
｢子育て支援ボランティア養成講座｣は往
復はがきに講座名、住所、氏名(ふりが
な)、電話番号を書いて、〒486－0945勝
川町8－2858－1(☎35－3501)へ

サン・アビリティーズ春日井
交流の日｢カローリング講座｣
と き▶ 5月～平成24年3月の第2日曜日と5月22日

(日)〈12回〉午前10時～正午
講 師▶ 日本カローリング協会指導員
対象・定員▶ 障がい者と健常者・40人(先着順)　※介

助を必要とする人は、介助者同伴
持ち物▶ 上靴
ボッチャ講座
と き▶ 5月～ 6月の第2・4水曜日(4回)午後7時～

9時
講 師▶ 上級障がい者スポーツ指導員
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
ソフトバレーボール講座
と き▶ 5月19日、6月2日・16日・30日、7月7日

の木曜日(5回)午後7時～ 9時
講 師▶ 市バレーボール連盟
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ ｢カローリング講座｣は5月5日(祝)まで

に、｢ボッチャ講座｣は5月8日(日)までに、
｢ソフトバレーボール講座｣は5月15日
(日)までに、直接か電話、ファクス(☎84
－2611、ＦＡＸ84－3005)で

グリーンパレス春日井　☎84－0381
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 5月10日～ 6月28日の毎週火曜日(8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2400円
フラダンス教室
と き▶ 5月12日～ 6月16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
 
申し込み▶ いずれも4月27日(水)〈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

自動車盗が多発 !!
盗難防止装置や
駐車方法など
複数の対策を！
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健康増進課　☎85－6164
健康体操教室～リズムに合わせた体操や家庭でで
きる簡単な体操
と き▶ 5月18日～ 6月22日の毎週水曜日(6回)午

後1時30分～ 3時
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ 健康体操連盟指導員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
持ち物▶ 上靴(ひも付き)、バスタオル
申し込み▶ 4月19日(火)から、電話で

図書館　☎85－6800
音訳技術講習会(初級編) ～視覚障がい者が利用
する録音図書の製作に必要な基礎知識と技術の習
得
と き▶ 5月19日～ 9月22日の木曜日(6月30日と7

月21日・28日と8月を除く12回)午前10時
～正午

ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 坂森順
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で全日程参加でき

る人・25人(先着順)
申し込み▶ 4月22日(金)午前9時から、直接か電話で

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▶ 5月22日(日)午前9時～

午後5時
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセン

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▶ 4月18日(月)から、電話で

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ソフトエアロビクス教室
と き▶ 5月13日～ 6月3日の毎週金曜日(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(先着順)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 4月18日(月)午前9時から、電話で

市体育協会の講座
市民弓道教室
と き▶ 5月14日～ 7月2日の毎週土曜日(8回)午後

6時30分～ 8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・15人(抽選)
費 用▶ 受講料6000円
持ち物▶ 弓具(貸し出し可)
問い合わせ▶ 市弓道協会・影山(☎31－5748)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 5月22日(日)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▶ ｢市民弓道教室｣は4月26日(火)〈必着〉ま

でにはがきに、｢硬式テニス初心者教室｣
は5月14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(弓道の経験者は段位か級位も)
を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、
総合体育館へ

えきサイト勝南
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▶ アトラクション(鳴子踊り、キッズジャ

ズダンス、バルーンアートショー＆プレ
ゼント・ピエロショーなど)、フリーマ
ーケットと新鮮朝市(なくなり次第終了)

問い合わせ▶ 勝川開発㈱〈☎34－6800〉

総合華展
と き▶ 5月4日(祝) ～ 5日(祝)午前10時～午後4時

(呈茶席、琴席は3時まで)
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 華道連盟協会員とその生徒による生け花

展　※呈茶席、琴の演奏もあり
問い合わせ▶ 華道連盟協会・松久(☎31－1895)

春の芸能祭
と き▶ 5月8日(日)午前10時30分開演
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 民謡、琴、舞踊、和太鼓、大正琴、ギタ

ーなど芸能団体による芸能発表会
問い合わせ▶ 市文化協会・福田(☎91－3147)

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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はじめての｢ポル・ド・ブラ｣講座
と き▶ ①5月17日(火)・24日(火)・31日(火) ②6月

7日(火)・14日(火)・21日(火) 午後1時～ 2
時

内 容▶ ダンスとバレエをベースに、流れるよう
な動きで全身の筋肉を使う新しいエクサ
サイズで、姿勢改善、柔軟性を高める　
※講座の前後に全施設を自由に利用可

講 師▶ ポル・ド・ブラ認定インストラクター
対象・定員▶ 16歳以上の人・各30人(先着順)
費 用▶ 受講料①②2か月(6回)6300円〈①②いず

れか1か月(3回)の場合は3675円〉
ところ・申し込み▶4月18日(月)から電話で、ルネ

ックスポーツクラブ(☎34－6300)へ

消防設備点検資格者講習
月 日▶ 第1種…6月1日(水) ～ 3日(金)、第2種…6

月7日(火) ～ 9日(木)
ところ▶ ウインクあいち(名古屋市中村区)
費 用▶ 受講料各3万1000円、合否判定結果通知

郵送料80円
定 員▶ 第1種…100人、第2種…100人
申し込み▶ 4月20日(水) ～ 28日(木)に、受講申請書

(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愛知県白壁庁舎内、
県消防設備安全協会へ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)

防火対象物点検資格者講習
月 日▶ 6月21日(火) ～ 24日(金)
ところ▶ 防災管理研修センター (名古屋市中区)
内 容▶ 防火対象物の防火管理の実施状況を点検

する資格を取得する講習
定 員▶ 50人
費 用▶ 受講料3万7000円、合否判定通知郵送料

80円
申し込み▶ 4月25日(月) ～ 5月6日(金)に、申請書(予

防課に用意)に記入して、郵送で、〒460
－0008名古屋市中区栄1－23－13伏見ラ
イフプラザ6階、名古屋市防災管理公社
防火管理研修センターへ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)

日商簿記検定
月 日▶ 6月12日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井(予定)
受験料▶ 1級7500円、2級4500円、3級2500円、4級

1600円
申し込み▶ 4月20日(水) ～ 5月11日(水)に春日井商工

会議所(☎81－4141)へ

2級・3級カラーコーディネーター検定
月 日▶ 6月19日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 2級7140円、3級5100円
申し込み▶ 5月6日(金)〈土・日曜日、祝日を除く午

前10時～午後6時〉までに、検定センター
(☎03－3989－0777)へ　※ホームページ
からも申し込み可

 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

日商珠算能力・段位認定検定
月 日▶ 6月26日(日)
受験料▶ 珠算1級2040円、2級1530円、3級1330円、

段位(珠算・暗算)2550円・(珠算のみ)2200
円・(暗算のみ)1100円

ところ・申し込み▶4月21日(木) ～ 5月11日(水)に、
春日井商工会議所(☎81－4141)へ　※珠
算の1 ～ 3級のみ顔写真(4.5㎝×3.5㎝)が
必要

2・3級福祉住環境コーディネーター検定
月 日▶ 7月10日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井(予定)
受験料▶ 2級6300円、3級4200円
申し込み▶ 4月26日(火) ～ 5月27日(金)〈土・日曜日、

祝休日を除く午前10時～午後6時〉に、検
定センター (☎03－3989－0777)へ　※ホ
ームページからも申し込み可

 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

地上アナログ放送終了まであと100日です
　アナログ放送は、今年7月24日(日)に終了しま
す。それまでの間に、地上デジタル放送を視聴す
るための準備をしないとテレビを見ることができ
なくなります。アナログ放送終了近くになると混
雑が予想されますので、早めに対応してください。
地上デジタル放送を視聴する方法
○地デジ対応の受信機とＵＨＦアンテナを設置
(受信機は、新たにデジタルテレビを購入するか、
アナログテレビに地デジ用チューナーなどを取り
付ける)○ケーブルテレビに加入または光回線に
よるテレビサービスを利用
問い合わせ▶ デジサポ愛知(☎052－308－3930)
ホームページ　http://digisuppo.jp/

行けるかな
渡れそうでも
待つ勇気
交通安全スローガン
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みのり会発表会
とき▶5月3日(祝)午前10時～午後4時(9時開場)
ところ▶市民会館　内容▶大正琴、三味線など
の演奏　定員▶800人(先着順)　問い合わせ▶
みのり会・前田(☎92－5454)

とう～楊～kai
とき▶5月5日(祝)正午～午後4時15分(午前11時
30分開場)　ところ▶名古屋市東文化小劇場(名
古屋市東区)　内容▶日本舞踊の公演　定員▶
350人(先着順)　入場料▶指定席2500円、自由席
2000円　入場券▶藤楊會事務局、名古屋市東文
化小劇場、ナディアパークプレイガイドで販売
中　問い合わせ▶藤楊會・藤間(☎090－6336－
7880)

志多ら養楽福祉会応援コンサート
とき▶7月24日(日)午後3時30分～5時30分(3時開
場)　ところ▶多治見市文化会館(岐阜県多治見
市十九田町)　内容▶プロ和太鼓集団｢志多ら｣
による演奏　定員▶1300人(先着順)　入場料▶
大人3000円、小学生以下2000円(全席指定)　入
場券▶4月25日(月)から、社会福祉法人養楽福祉
会養和荘(☎090－6462－6517)で販売　※受け付
けは午前9時～午後9時　主催▶社会福祉法人養
楽福祉会後援会

ところ と　き 展示名 出品者

落合公園管理棟 （☎56－0414）
4/15（金）～17（日） 春の山野草展 春日井山草会
4/22（金）～24（日） セッコク展 セッコク同好会

味美ふれあいセンター（☎31－3522）4/17（日）～29（祝） 味美墨絵同好会作品展 味美墨絵同好会

市役所市民サロン （☎85－6073）
4/18（月）～23（土） 水彩画作品展 西水会
4/24（日）～30（土） 水墨画五月会 水墨画クラブ五月会

西部ふれあいセンター（☎33－0808）4/20（水）～27（水） 油彩画展 好古会絵画クラブ

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
4/22（金）～24（日） えびね展 東海えびね会
4/28（木）～5/1（日） カンアオイと斑入り植物展 春日井カンアオイ同好会

鷹来公民館 （☎84－7071）4/23（土）～5/5（祝） キルト展｢古布たちのかたらい｣ 古布糸の会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）4/27（水）～5/9（月） いきいき作品展 いきいき倶楽部

※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！

”売りたい””買いたい”はもちろん、共同開発、
販売サポート、アウトソーシング、情報収集
まで、ビジネスに関わることは全てＯＫ！
売り込みかと思ったら、良い出会いにつながっ
たり、販売先を紹介してもらったり･･･。思わ
ぬ出会いが、思わぬ可能性を生み出します！
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5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
              

①10日(火)②17日(火)③24日(火)④31日(火)
10：00～11：00
市役所①303会議室②304会議室③④
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

19日(木)10：00～11：00
保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①11日(水)②18日(水)③25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
          
4/20(水)から、電話で

22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

6日(金)、20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)

13日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
4/22(金)から、電話で

①6日(金)②17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22年12月～23年1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
          
4/25(月)から、電話で

12日(木)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7月～8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
             

①11日(水)②18日(水)③25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 ①5日(祝)②12日(木)10：00～11：00
③19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

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

「アライアンス・パートナー発掘市」は、県下商工会議所
の会員同士で行う、事前予約型の商談会です。業種・業
態・規模に関わらず、会員であればどなたでも参加可能
です。

NO.47

アライアンス・パートナー発掘市
エントリー企業募集！！

申し込み▶5月13日（金）までに、専用ホームページ　
　　　　　 (http://www.aichi-partner.jp)から

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）
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