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新しい市議会議員が決まりました
子ども手当などの手続きを忘れずに
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シリーズ災害を考える

水害から身を守るために (P4～5)

ＪＲ勝川駅前ペデストリアンデッキの完成を記念して、市民人前結婚式が行われましたＪＲ勝川駅前ペデストリアンデッキの完成を記念して、市民人前結婚式が行われましたJR勝川駅前ペデストリアンデッキの完成を記念して、市民人前結婚式が行われました



浅野　登（61歳）
あさの　  のぼる

藤山台9・日本一愛知の会
田口　佳子（49歳）
た ぐち  　よし こ

篠木町7・公明党
加納　満（41歳）
か のう　みつる

高蔵寺町北2・無所属
長谷川　達也（40歳）
は  せ がわ  　たつ や

勝川町西2・無所属
村上　慎二郎（40歳）
むらかみ　 しん じ  ろう

坂下町2・無所属
加藤　貴章（34歳）
か とう  　たかあき

押沢台4・日本一愛知の会

鬼頭　宏明（52歳）
き とう  　ひろあき

朝宮町1・無所属
末永　啓（25歳）
すえなが　   けい

高座町・無所属
伊藤　建治（38歳）
い とう  　けん じ

下市場町1・日本共産党
熊野　義樹（68歳）
くま の　   よし き

牛山町・自由民主党
堀尾　達也（64歳）
ほり お　    たつ や

篠木町5・無所属
梶田　高由（55歳）
かじた　    たかよし

牛山町・無所属

長縄　典夫（62歳）
ながなわ  　のり お

八事町1・自由民主党
長谷川　則夫（64歳）
は  せ がわ  　のりお

東野町西3・無所属
安達　佳代（61歳）
あ だち    　か  よ

知多町4・無所属
小原　哉（31歳）
お ばら　はじめ

上条町3・民主党
田中　千幸（54歳）
た なか   　ち ゆき

坂下町7・公明党
佐 木々　圭祐（54歳）
さ  さ  き   　けいすけ

西本町2・公明党

水谷　忠成（64歳）
みずたに　  ただなり

六軒屋町4・無所属
丹羽　一正（61歳）
に   わ　   かずまさ

中新町2・無所属
高田　敏亨（44歳）
たか だ　   としゆき

上条町6・無所属
長谷川　健二（52歳）
は  せ がわ  　けんじ

勝川町2・無所属
内藤　富江（59歳）
ないとう　  とみ え

如意申町8・日本共産党
林　克巳（46歳）
はやし　かつ み

鳥居松町6・無所属

後藤　正夫（61歳）
ご とう　 まさ お

大留町7・公明党
友松　孝雄（61歳）
ともまつ　  たか お

鳥居松町3・無所属
津田　育男（59歳）
つ  だ　    いく お

神領町3・無所属
石原　名子（60歳）
いしはら　  めい こ

大手町2・公明党

宮地　隆（63歳）
みや ち　  ゆたか

町屋町・日本共産党
堀尾　龍二（70歳）
ほりお　   りゅうじ

大手町3・無所属
内田　謙（60歳）
うち だ　    けん

藤山台2・日本共産党
梶田　晃男（66歳）
かじ た　   みつ お

坂下町1・民主党

新しい市議会議員が決まりました（仮議席順、敬称略）
年齢は5月15日現在

子ども手当などの手続きを忘れずに子ども手当などの手続きを忘れずに

子ども手当現況届の提出は不要です子ども手当現況届の提出は不要です
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問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6201）

子どもを養育している人には、各種手当があります。内容をよく確認して手続きをして
ください。

　「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正す
る法律」が施行されました。これにより現行の子ども手当が暫定的に9月分までの半年間継続され、10月から
は新たな制度に基づく届け出などが必要なことが見込まれますので、6月の現況届の提出は不要となりました。

子ども手当などの手続きを忘れずに子ども手当などの手続きを忘れずに子ども手当などの手続きを忘れずに子ども手当などの手続きを忘れずに子ども手当などの手続きを忘れずに

※18歳以下の児童とは、18歳に達した月の属する年度末までの人です

手当名 支給対象 手当の月額 備考

子ども手当

子ども福祉
手　　　当

県遺児手当

市内に住所があり、父母
の離婚などで父か母がい
ない18歳以下（一定の障が
いがある場合は20歳未満）
の児童を監護している父
か母、または父母のいな
い児童を養育している人

県内に住所があり、父母
の離婚などで父か母がい
ない18歳以下の児童を監
護している父か母、また
は父母のいない児童を養
育している人

児童１人につき
小学生以下……2000円
中学生…………3000円
高校生など……4000円

児童１人につき
支給開始
1～ 3年目…4500円
4 ～ 5年目…2250円
※6年目以降は支給されま
せん

15歳到達後最初の3月31日
までの子ども（中学校修了
前の子ども）を養育してい
る人

子ども1人につき
…1万3000円

○手続きをした翌月分から支給
（支給対象の子どもが増減した
とき、他の市町村へ転出する
ときなどは手続きが必要）
※平成23年9月30日までの内容
です。10月以降は制度改正な
どにより変更となる場合があ
ります

児童扶養
手　　当

父母の離婚などで父か母
がいない18歳以下（一定の
障がいがある場合は20歳
未満）の児童を監護してい
る母か、監護しかつ生計
を同じくする父または父
母のいない児童を養育し
ている人

児童1人の場合
…4万1550円～ 9810円
2人目
…5000円加算
3人目以降1人につき
…3000円加算

○手続きをした翌月分から支給
○年度の切り替え時期…8月
※所得制限などがあります。
手当を受給してから5年または
離婚など支給要件に該当した
月から7年経過した場合で、必
要な届け出がない場合は手当
額の2分の1が支給停止となり
ます

○手続きをした翌月分から支給
○年度の切り替え時期…8月
※所得制限などがあります

○手続きをした当月分から支給
○年度の切り替え時期…8月
※所得制限などがあります

子ども手当現況届の提出は不要です子ども手当現況届の提出は不要です子ども手当現況届の提出は不要です子ども手当現況届の提出は不要です子ども手当現況届の提出は不要です
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現在の都市部では、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、雨水の大半は地下に浸透せず、そのまま下水道
や川に集中して流れ込むため、洪水の危険性が増しています。5月15日（日）から21日（土）は総合治水推進週間です。
梅雨の到来を前に、水害への備えについて考えてみましょう。

① 動きやすく安全な服装で

② 足元に注意を

③ 歩ける深さ

④ 子どもや高齢者を安全に

　高齢者や体の不自由な人などは
背負い、幼児は浮き袋、乳児は
ベビーバスを利用して安全を確保
しましょう。

　歩行可能な水深は男性で約70
㎝、女性で約50㎝です。水が腰
まである場合は、高所で救援を待
ちましょう。

　昨年7月15日には、市内で1時間に45㎜
を超える激しい雨が降り、土砂災害警戒
情報（※）が発表されました。大雨などにより
被害が心配されるときは、正確な情報を
知り、早めの行動をとりましょう。

※大雨による土砂災害発生の危険度が高
まったとき、都道府県と気象庁が共同で発
表する情報

土砂災害警戒情報

大雨注意報

発表される防災気象情報

大雨警報

気象現象の経過

大雨が始まる、強さが増す大雨が始まる、強さが増す

記録的な大雨、被害拡大が懸念される記録的な大雨、被害拡大が懸念される

大雨が一層激しくなる大雨が一層激しくなる

大雨の可能性が高くなる大雨の可能性が高くなる

大雨が始まる、強さが増す

記録的な大雨、被害拡大が懸念される

大雨が一層激しくなる

大雨の可能性が高くなる

　ヘルメットや防災頭巾で頭を
保護し、靴はひもで締められる
運動靴を履きましょう。はだしや
長靴は厳禁です。

　水面下には、マンホールや側
溝などの危険な場所が隠れてい
ます。長い棒をつえ代わりにして、
確認しながら歩きましょう。

日ごろの備え ～家庭でできる対策

気象情報に注意しましょう気象情報に注意しましょう

災害時には地域で助け合おう！ ～災害時要援護者の避難支援に協力を

気象情報に注意しましょう

外壁・壁

屋根 窓ガラス

雨どい

　市では、大雨の状況に応じて各小学校の体育館などを避難所として開放します。洪水などの危険がある場合には、
市の広報車や｢市安全安心情報ネットワーク｣によるメール配信（※）、市ホームページ、市公式モバイルサイトなどを通じ
て避難情報を発信しますので、情報に従って行動してください。
　また、雨の降り方や浸水の状況に注意し、危険や不安を感じたら、早めに自主的に避難しましょう。ただし、避難
する前に浸水してしまったときや激しい降雨のときには、無理をして避難所に行くことは危険ですので、自宅の2階や近
くの高い建物に緊急的に避難しましょう

避難時の注意点避難時の注意点避難時の注意点

※登録が必要です。市安全安心情報ネットワークホームページより登録をしてください
ホームページ　http://www.anzen.city.kasugai.aichi.jp/Community/

側溝や排水溝

からから
身を守るために身を守るために水害水害水害水害から
身を守るために水害水害水害 シリーズシリーズ

vol.21vol.21vol.21vol.21

シリーズ

vol.21vol.21
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○雨水貯留浸透施設設置補助制度
補助対象施設
雨水貯留タンク
雨水浸透ます

200ℓ以上
ますの内径300㎜以上
3㎥未満
3㎥以上10㎥未満
10㎥以上

貯留量 補助率 限度額

2分の1

10万円
10万円

7万5000円
10万円
15万円

浄化槽転用雨水
貯留施設

　市では、各家庭で不用となった浄化槽を
雨水貯留施設に転用することや、雨水貯留
タンクなどを設置することに補助制度を設けて
います。家庭でできる治水対策として雨水貯
留タンクなどの設置を検討してみましょう。
　また、洪水氾濫の状況や避難情報などを
織り込んだ洪水ハザードマップを市役所情報
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、各公民館などで配布していますので、ぜひ利用してください。

　災害時にひとり暮らし高齢者や障がいのある人などが迅速に避難するためには、地域の皆さんの支援が必
要です。市では、避難支援が必要な人に対して、区・町内会・自治会などの協力により、地域の皆さんの支
え合いによる避難支援をお願いしています。地域の助け合いにぜひ協力してください。

大雨が始まる、強さが増す

記録的な大雨、被害拡大が懸念される

大雨が一層激しくなる

大雨の可能性が高くなる

日ごろの備え 日ごろの備え ～家庭でできる対策～家庭でできる対策

気象情報に注意しましょう

災害時には地域で助け合おう！災害時には地域で助け合おう！ ～災害時要援護者の避難支援に協力を～災害時要援護者の避難支援に協力を災害時には地域で助け合おう！

日ごろの備え ～家庭でできる対策

外壁・壁外壁・壁

屋根屋根屋根
瓦のひび割れ、ずれ、はがれ、ト
タンのめくれ、はがれは補修し
ておきましょう。アンテナはし
っかり固定しておきましょう。

窓ガラス窓ガラス窓ガラス
ひび割れ、緩み、がたつきがな
いかを確認しておきましょう。

外壁・壁
ひび割れ、破損、ぐらつきがないか
を確認しておきましょう。

浄化槽を転用
したタンク

雨水浸透
ます

雨水貯留
タンク

雨どい雨どい雨どい
継ぎ目の外れ、
塗料のはがれが
ないか、土砂や
落ち葉で詰まっ
ていないかを確
認しましょう。

家の中や周囲
を

チェック！
家の中や周囲

を

チェック！

避難時の注意点

側溝や排水溝側溝や排水溝側溝や排水溝
側溝や排水溝は掃除し、
水の流れをスムーズにし
ておきましょう。

～災害時要援護者の避難支援に協力を

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6072）
　　　　　　雨水貯留浸透施設設置補助制度、洪水ハザードマップについては、河川排水課（☎85－
　　　　　　6361）
　　　　　　災害時要援護者の避難支援制度については、高齢福祉課（☎85－6184）

【手続きの流れ】

※1 ひとり暮らし高齢者、介護保険要介護
者、障がいのある人などで本人とその
家族などだけでは避難ができない人

　※2 個人または団体に
　　　お願いしています民生委員・児童委員

災害時に避難
支援が必要な人
（要援護者※1）

春日井市 区・町内会・自治会 地域の皆さん
（避難支援者※2）

連携・協力

依頼

同意

依頼

報告

申し込み

通知

から
身を守るために水害水害水害 シリーズ

vol.21vol.21
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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。

あき地を適切に管理しましょう
　あき地を放置すると雑草などが生い茂り、犯罪
や火災、害虫の発生につながる恐れがあります。
清潔で安全な環境を保つため、あき地を所有・管
理している人は、適切な管理をしてください。
　また、市では、草刈り機の貸し出し(有料・予
約制)や除草の委託制度を設けていますので利用
してください。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6219)

メールマガジンをリニューアルします
　市公式モバイルサイトのメールマ
ガジンをリニューアルし、子育てや
スポーツ、講座などのジャンルの中
から希望する情報が配信されるよう
になります。詳しくは市公式モバイ
ルサイト(http://mobile.city.kasugai.lg.jp)を見て
ください。

春季かすがいクリーン大作戦
　クリーン大作戦は、地域の道路や公園などの清
掃を各区・町内会・自治会などの協力で行ってい
ます。みんなで参加してきれいな街にしましょう。
と き▶ 5月29日(日)午前8時～ 10時
ところ▶ 市内全域
ごみの出し方▶各区・町内会・自治会で事前に決

められた場所に出してください。燃やせ
るごみはクリーン大作戦用ごみ袋に、燃
やせないごみ、汚泥はそれぞれ別々の土
のう袋に入れてください。　※家庭ごみ
や事業系ごみ、粗大ごみは出さないでく
ださい

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6226)

5月31日～6月6日は｢禁煙週間｣です
5月31日は世界禁煙デー～ＣＯＰＤ〈慢性閉塞
(へいそく)性肺疾患〉を知っていますか？
　ＣＯＰＤは、たばこなどの有害な空気を長い間
吸い続けることによって、空気の通り道である気
道(気管支)や酸素の交換を行う肺などに障害が生
じ、息切れが起こります。最大の原因はたばこの
煙であり、ＣＯＰＤ患者の90％以上が喫煙者です。
禁煙は、ＣＯＰＤの治療の基本となります。
　市では禁煙週間に合わせてたばこに対する正し
い知識の普及・啓発を図るため、｢禁煙キャンペ
ーン｣を実施します。また、保健師による禁煙相
談も随時行っています。気軽に相談してください。
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6172)

使用済み乾電池と水銀体温計の回収
　家庭で不用になった乾電池や水銀体温計を回収
します。ごみとは別の透明か半透明の袋に入れて、
回収日の午前8時までにごみステーションに出し
てください。
回収日▶ 燃やせるごみの収集日が○水・土曜日の

地区…6月1日(水)○月・木曜日の地区…
6月2日(木)○火・金曜日の地区…6月3日
(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)

全国一斉｢人権擁護委員の日｣特設相談所
　全国人権擁護委員連合会では、6月1日を｢人権
擁護委員の日｣と定め、人権擁護委員制度の周知
と人権思想の普及に努めるため、特設相談所を開
設します。人権をめぐる問題で悩んでいる人は気
軽に相談してください。
と き▶ 6月1日(水)午前10時～午後4時
相談員▶ 人権擁護委員
ところ・問い合わせ▶市民相談コーナー (☎85－

6620)

篠木四ツ谷土地区画整理組合の保留地販売
保留地と分譲価格

番号 地積 処分価格
　3街区13 4099.70㎡ 2億4598万2000円
　4街区1 214.11㎡ 1712万8800円
　6街区1 302.02㎡ 2416万1600円
　6街区2 186.73㎡ 1493万8400円
　20街区13 725.34㎡ 7253万4000円

用途地域▶ 準工業地域
周辺施設▶ 東部中、篠木小、幼稚園
整備概要▶ 整地済み(現状引き渡し)、上水道・都市

ガスは道路に本管敷設済み、引き込みは
個人で

注意事項▶ ○未成年者、成年被後見人、被保佐人、
破産者で復権を得ない人は申し込み不可
○申込者名義で売買契約することになり
ます。代理人が申し込む場合は委任状が
必要。共有で購入する場合は、申込書に
連名で記入○掲載情報は4月末現在。保
留地の詳しい内容については、組合事務
所に問い合わせてください

申し込み▶ 5月16日(月)〈土・日曜日、祝休日を除
く午前10時～午後4時〉から、申込書(組
合に用意)に記入して、実印、印鑑登録
証明書、住民票(法人の場合は登記簿謄
本か資格証明書)を持って、春日井篠木
四ツ谷土地区画整理組合事務所(☎56－
8606)へ

▲ＱＲコード
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光化学スモッグに注意してください
　市では、光化学スモッグ注意報などが発令され
た場合、市役所や各ふれあいセンターなどに速報
板を掲示するとともに、安全安心情報ネットワー
クでその状況を配信しています。また、県では光
化学スモッグ情報メール配信サービスにて発令状
況を配信しています。
　屋外で活動する人は、光化学スモッグ情報に
注意し、被害の未然防止に努めてください。ま
た、光化学スモッグで目がチカチカしたり、喉に
痛みを感じたりしたときは、洗眼やうがいをし、
環境保全課(☎85－6217)か県春日井保健所(☎31－
2188)へ連絡してください。詳細については市ホ
ームページを見てください。

総合計画推進市民委員会の公開
と き▶ 5月23日(月)午後6時30分から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 政策推進課(☎85－6042)

市民活動支援センター運営委員会の公開
と き▶ 6月1日(水)午後2時から
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ ささえ愛センター (☎56－1943)

展示｢お江の母、お市の方を描いた『盲目物語』」
と き▶ 5月17日(火) ～ 31日(火)〈月曜日を除く〉

午前9時～午後8時
内 容▶ ｢ホリ・ヒロシ人形展｣に出品される、谷

崎潤一郎原作｢盲目物語｣の世界を紹介
ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

とりいまつにぎやかマルシェ
と き▶ 5月21日(土)午前9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
問い合わせ▶ とりいまつなぐカンパニー (☎86－5055)

ホリ・ヒロシ人形展－大正ロマンと夢二とお江
と き▶ 5月28日(土)～ 6月19日(日)〈月曜日を除く〉

午前10時～午後5時(最終日のみ4時まで)
内 容▶ 人形師ホリ・ヒロシが生み出す、美しく

繊細な人形の数々を展示
入場料▶ 当日券500円、前売・ＰiＰi会員・学生・

団体(20人以上)・障がい者・和装の人300

円　※前売券は5月27日(金)まで、文化フ
ォーラム春日井・文化情報プラザで販売
中。代金引換サービスあり

人形舞と｢人形舞30周年を迎えて｣ミニ講演会
と き▶ 5月28日(土)、6月19日(日)午後2時から
内 容▶ 竹久夢二の代表作｢黒船屋｣を創作舞踊に

し、自作の等身大の人形とともに舞う　
※展覧会の入場券が必要

映画｢浮舟｣上映会
と き▶ 6月5日(日)午前10時30分～午後4時30分の

毎時30分から上映開始(上映時間20分)
内 容▶ ホリ・ヒロシが手がけた人形が源氏物語

・宇治十帖に出演した短編映画。監督・
脚本は篠田正浩

映像提供・協力▶宇治市源氏物語ミュージアム、
表現社

｢ホリ・ヒロシ人形学校｣体験教室
と き▶ 6月18日(土)午後2時～ 5時
内 容▶ 初夏を表す、かたつむりの人形を作る
定 員▶ 30人(先着順)　※講座当日、展覧会チケ

ットかチケットの半券を持参すること
費 用▶ 参加料一般5000円、ＰiＰi会員4800円(材

料費含む)
申し込み▶ チケット購入時に専用用紙にて申し込む

か、はがきかファクス、Ｅメールに講座
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、かすがい市民文化財団(☎85－6868、
ＦＡＸ82－0213、Ｅメールws@lib.city.
kasugai.aichi.jp)へ

ところ▶ いずれも文化フォーラム春日井

紙芝居とお話を聞く会6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)

10(金)・24(金)11：00～

図書館
1(水)11：00～、4(土)・11(土)・
18(土)・25(土)15：00～、8(水)
・15(水)・22(水)15：30～

東部市民センター 3(金)・10(金)・17(金)・24(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 11(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 11(土)14：00～
南部ふれあいセンター 15(水)16：15～
西部ふれあいセンター 11(土)・25(土)11：00～
知多公民館 1(水)15：30～
鷹来公民館 11(土)13：30～
坂下公民館 4(土)14：00～
中央公民館 11(土)11：00～
グリーンパレス春日井 18(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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5月～6月の読み聞かせの会
と き▶ 5月28日(土)、6月25日(土)午後2時 ～ 2時

30分
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

6月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①14日(火)②21日(火)・南部ふれ

あいセンター、①2日(木)②23日(木)・坂
下公民館、①6日(月)②20日(月)・鷹来子
どもの家、③15日(水)・グリーンパレス
春日井、③9日(木)・関田公民館(貴船町)、
③16日(木)・味美ふれあいセンター、③
17日(金)・上条区集会所(上条町8)、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)

歯の健康教室
と き▶ 6月5日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 市役所11階、保健センター
内 容▶ 歯科健診・フッ化物塗布(乳幼児のみ)、

歯科相談、歯科保健指導、成人歯科健診
など

対 象▶ 就学前の乳幼児とその保護者
費 用▶ フッ化物塗布代300円(希望者のみ)
持ち物▶ タオル
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6164)

歯の健康家族コンクール
　6月4日(土)から始まる｢歯の衛生週間｣に合わせ、
口の健康に努めている家族を表彰します。
と き▶ 6月5日(日)午前9時～ 11時
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 歯や歯肉などの審査　※9月4日(日)の健

康救急フェスティバルで表彰
対 象▶ 平成17年4月2日～ 18年4月1日に生まれ

た虫歯がない子どもとその両親(ひとり
親家族を含む)

申し込み▶ 5月26日(木)〈必着〉までに、電話かはが
きに住所、参加者全員の氏名(ふりがな)
・生年月日、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所健康増進課(☎85－
6164)へ

わくわく工作ランド
と き▶ 6月5日(日)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 牛乳パックを利用して紙すきをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
 ※自由参加
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)

郷土館茶会｢水無月｣
と き▶ 6月5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)
協 力▶ 市茶道連盟協会

卓球大会
と き▶ 6月12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▶5月20日(金)午前9時から、か

すがいげんきっ子センター (☎35－3501)
へ

問い合わせ▶予防課（☎85－6383）

○住宅用火災警報器が煙を感知すると、音や音声で火災の発生を知らせます。
○天井面だけでなく、比較的容易な壁面にも取り付け可能です。
○住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が必要です。

6月から、全国で一斉に設置義務化となります。設置していない人は、1日も早く設置しましょう。　
※市では、平成20年6月から条例により設置が義務化されています

設置しましたか？住宅用火災警報器設置しましたか？住宅用火災警報器設置しましたか？住宅用火災警報器設置しましたか？住宅用火災警報器設置しましたか？住宅用火災警報器設置しましたか？住宅用火災警報器
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からだの中身を知ってみよう！
と き▶ 6月7日(火) ～ 12日(日)午前9時～午後9時

30分
内 容▶ 体組成計による内臓脂肪などを測定し、

運動アドバイスを受ける
対 象▶ 高校生か同年齢以上の人
費 用▶ トレーニング室使用料。トレーニング室

未登録者は200円の登録料も必要
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

市長杯硬式テニス大会
と き▶ 6月12日(日)午前9時から〈予備日6月19日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で今年度

の連盟登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 5月28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)

体験してみよう！着衣泳
と き▶ ①6月26日(日)②7月3日(日)午前8時30分

～ 10時
講 師▶ 日本赤十字社愛知県支部
対象・定員▶ 小学生以上の人(小学生は1人につき保護

者1人同伴)・各30人(抽選)
ところ・申し込み▶5月29日(日)〈必着〉までに、

往復はがきに講座名(①②の別も)、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話番号、
市外在住の人は勤務先か学校名を書い
て、〒486－0804鷹来町4286、サンフロ
ッグ春日井(☎56－2277)へ

協働イベントの企画・運営ボランティア
　地域の皆さんの｢きずな｣づくりを目的として、
東部市民センターのイベントの企画・運営に参画
できるボランティアを募集します。
活動内容▶ イベントの企画、連絡調整、開催当日の

運営など　※月1回程度の会議を行いま
す

対象・人員▶ 市内在住か在勤、在学で20歳以上の人・
7人程度

活動期間▶ 6月～平成24年3月
申し込み▶ 6月9日(木)〈必着〉までに、所定の用紙(東

部市民センター、市役所情報コーナー、
ささえ愛センター、文化フォーラム春日
井・文化情報プラザなどに用意)に記入
して、直接か郵送、ファクスで、〒487
－0011中央台2－2－1、東部市民センタ
ー (☎92－8511、ＦＡＸ91－1994)へ

流域モニタリング一斉調査の参加者
　水循環の現状とその変化を把握するため、流域
の水環境の状況を県内全域で調査します。身近な
水辺(河川、ため池など)の水質や水量、生態系な
どを調べてみませんか。
月 日▶ 6月5日(日)〈環境の日〉の前後1週間(期間

内に調査ができない場合は時期をずらし
て調査することも可能)

対 象▶ 小学生以上のグループ(2人以上)　※小
学生は保護者同伴

申し込み▶ 調査したい日の7日前までに、環境政策
課(☎85－6216)へ　※詳しくは、県ホー
ムページを見てください

 県ホームページ　http://www.pref.aichi.
jp/0000039927.html

市民第九演奏会の出演者
　12月4日(日)に市民会館で開催する市民第九演
奏会の出演者を募集します。
合唱
練 習▶ 7月2日(土)から、毎週土曜日午後6時30分

～ 8時30分に文化フォーラム春日井・視
聴覚ホールなどで

合唱指導▶ 滝沢博
人 員▶ ○ソプラノ・アルト…各70人○テノール

・バス…各30人(抽選)
費 用▶ 参加費3000円(楽譜代は実費)
申し込み▶ 5月27日(金)〈消印有効〉までに、往復は

がきに｢市民第九演奏会出演希望｣、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、性別、身長、電
話番号、希望のパート、第九経験の有無
と回数を書いて、〒486－8686春日井市
役所文化課(☎85－6079)へ

オーケストラ
練 習▶ 9月から、日曜日午後1時～ 5時にハーモ

ニー春日井で
人 員▶ 弦楽器全パート、管・打楽器若干名　　

※いずれも経験者。詳しくは問い合わせ
てください

申し込み▶ 7月15日(金)までに、中部大学内、市交響
楽団事務局(☎51－1111)へ
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環境啓発パンフレット｢環境コミック｣の広告
掲載場所▶ 裏表紙
規 格▶ 4色刷、縦130㎜×横90㎜
枠 数▶ 4枠　※複数応募可、募集枠数に満たな

い場合は2枠を掲載可
作成部数▶ 2000部
掲載料▶ 1枠2万円(広告作成費は含まれません)
申し込み▶ 5月31日(火)までに、申込書(市ホームペ

ージに用意)に記入して、広告案を添え
て、直接、環境政策課(☎85－6211)へ

かすがいげんきっ子センター
工作教室～飛び出すカードを作る
と き▶ 6月25日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
申し込み▶ 5月31日(火)〈消印有効〉までに、往復は

がき(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、〒486
－0945勝川町8－2858－1、☎35－3501へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの春から夏の管理
と き▶ 6月4日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 北健司
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
トロッケンゲビンデ教室～クーゲルバームを作る
と き▶ 6月4日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 西澤恵美子
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2000円
持ち物▶ ラジオペンチ
園芸教室～ウチョウランの育て方
と き▶ 6月12日(日)午前9時30分～正午
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5月19日(木)から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
将棋教室(初心者向け) ～駒の並べ方や動かし方
を学ぶ
と き▶ 6月の毎週土曜日(4回)午後3時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・14人(先着順)
申し込み▶ 5月19日(木)午前9時から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
シャツのリフォーム教室
と き▶ 6月4日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 三輪武子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・12人(先着順)
持ち物▶ 不用なシャツ、ミシン糸、レース、縫い

針
パッチワークキルト教室～古布でウサギを作る
と き▶ 6月9日(木)・23日(木)〈2回〉午前9時30分

～ 11時
講 師▶ 丹羽ちず子
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1200円
持ち物▶ 裁縫用具、黒か藍の糸
 
申し込み▶ いずれも5月20日(金)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢森の中のさんぽ｣～森の中の
空気を感じながら木のトンネルをくぐって自然に
親しみ、親子で散歩を楽しむ
と き▶ 6月10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
協 力▶ 子育て支援サークル はじめの一歩
自然学校｢カヌーに乗って湿地探検｣～地域特有
の湿地と珍しい昆虫・植物を観察し、カヌーに乗
って地層や東部丘陵の山並みを違う視点から見る
と き▶ ①6月25日(土)②6月26日(日)午前9時30分

～午後3時30分
対象・定員▶ 小学4年生以上の人・各15人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ 弁当
 
申し込み▶ いずれも5月30日(月)〈必着〉までに、往

復はがきに、｢あそびむしくらぶ｣は講座
名、住所、親子の氏名(ふりがな)、年齢、
性別、電話番号を記入して、｢自然学校｣
は講座名(①②の別も)、住所、氏名(ふり
がな)、学年(年齢)、性別、電話番号を記
入して、〒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

グリーンパレス春日井　☎84－0381
レストランさくらの料理長に学ぶ料理教室
と き▶ 6月11日(土)午前10時～午後1時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・18人(先着順)
費 用▶ 1000円(材料費含む)
持ち物▶ エプロン、布巾
申し込み▶ 5月18日(水)午前9時から、電話で
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市民生活課　☎85－6616
消費生活展｢消費生活講座｣～①食の安全につい
て②消費生活法律講座③悪質商法撃退寸劇
と き▶ ①6月10日(金)午前11時～正午②6月11日

(土)午前10時30分～ 11時30分 ③6月11日
(土)午後1時～ 2時

ところ▶ ①②市役所303会議室③市役所市民ホー
ル

講 師▶ ①東海農政局②県司法書士会③劇団もし
もしガーリック

定 員▶ 各20人(先着順)
申し込み▶ 5月18日(水)から、所定の用紙(市民生活

課、市ホームページに用意)に記入して、
直接か郵送、ファクスで、〒486－8686
春日井市役所市民生活課内、市消費生活
展実行委員会事務局(ＦＡＸ85－5522)へ

坂下公民館　☎88－5555
プリザーブドフラワー講座(託児付き) ～ウエル
カムボードを作ろう
と き▶ 6月12日(日)午前10時30分～正午
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1750円
持ち物▶ はさみ、持ち帰り用の袋
申し込み▶ いずれも5月31日(火)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、託児(2歳以上の未就
学児)希望者は子どもの名前と年齢も書
いて、〒480－0305坂下町4－250－1へ

中央公民館　☎33－1111
ラベンダースティック作り～11本のラベンダー
の茎をリボンで編んでスティックを作る
と き▶ 6月17日(金)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費350円
持ち物▶ はさみ
申し込み▶ 5月26日(木)〈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)、
電話番号を書いて、〒486－0913柏原町1
－97－1へ

公園緑地課　☎85－6281
大輪菊づくり講習会
と き▶ 6月23日(木)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 長江清吉
定 員▶ 50人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円(大輪菊苗代を含む)
申し込み▶ 5月18日(水)から、電話で

西部ふれあいセンター　☎33－0808
輪になって踊ろう♪楽しく踊る民踊(越中おわら
他)を学ぶ
と き▶ 6月12日(日)・19日(日)・26日(日)〈 3回〉

午前10時～正午
講 師▶ 野村豊乃
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(先着順)
費 用▶ 受講料750円
申し込み▶ 5月18日(水)から、電話で

南部ふれあいセンター　☎85－7878
薬膳料理～梅雨の過ごし方と食養生
と き▶ 6月22日(水)、7月13日(水)〈2回〉午前10時

～午後1時
講 師▶ 大塚和美
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500円、材料費3000円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、バンダナ
申し込み▶ 5月19日(木)から、直接か電話で

児童センター　☎87－6866
モリコロパークで遊ぼう！
と き▶ 6月18日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ モリコロパーク内、県児童総合センター

(愛知郡長久手町)　※総合福祉センター
の福祉バスを利用

対象・定員▶ 市内在住の小中学生・25人(抽選)
費 用▶ 参加費200円
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 6月2日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、電話番号、氏名
(ふりがな)、学校名、学年、保護者名を
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

健康管理センター　☎84－3060
乳がん自己検診講座～自分で乳がんを見つけまし
ょう！手に伝わる感触や注意するポイントなどを
複数のスタッフで実技を交え指導する
と き▶ 6月27日(月)午後1時30分～ 3時(受け付け

は1時から)
講 師▶ 医師・伊藤朝子
対象・定員▶ 市内在住の30歳以上の女性・約20人(抽

選)　※グループ(2 ～ 5人)での参加も可
申し込み▶ 5月27日(金)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、参加者全員の氏名・年齢、代
表者の住所・電話番号を書いて、〒486
－0913柏原町5－376へ
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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。

市民病院　☎57－0057
市民公開講座｢足の血管のお話｣｢足の血管の検査｣
と き▶ 6月4日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 市民病院血管内治療センター部長・大場

泰洋、同臨床検査技術室・若林弥生
定 員▶ 198人(抽選)
申し込み▶ 5月26日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名、電話番号を書い
て、〒486－8510鷹来町1－1－1へ

健康増進課　☎85－6164
男性の料理教室～初心者でも簡単にできる、身近
な食材を使った動脈硬化や高血圧予防の料理
と き▶ 6月25日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・20人(抽選)
費 用▶ 参加費500円
持ち物▶ エプロン、三角巾(ハンカチ、バンダナ

可)、布巾
もうすぐママの料理教室～妊婦さんのための栄養
満点メニュー
と き▶ 6月30日(木)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の妊婦・20人(抽選)
費 用▶ 参加費500円
持ち物▶ エプロン、三角巾(ハンカチ、バンダナ

可)、布巾
 
申し込み▶ いずれも6月6日(月)〈必着〉までに、は

がき(1人1枚)かＥメールに講座名、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、電話番号を書い
て、〒486－8686春日井市役所健康増進
課(Ｅメールkenko@city.kasugai.lg.jp)へ

かすがいげんきっ子センター 
おいしいクッキング～手作りソーセージを作ろう
と き▶ 7月3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
申し込み▶ 5月31日(火)〈消印有効〉までに、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、〒486－0945勝川町8－2858
－1、☎35－3501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▶ 6月26日(日)午前10時～午後1時
ところ▶ 消防署東出張所
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▶ 5月18日(水)から、電話で

市体育協会の講座
気功と太極拳で心身ともにリフレッシュ
と き▶ 6月の毎週木曜日(5回)午後2時～ 4時
ところ▶ 春日井学習等供用施設(宮町)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ 1人分の敷物、5本指靴下、上靴
問い合わせ▶ 市武術太極拳協会・岩村(☎090－6333－

2988)
初心者女性ソフトテニス教室
と き▶ 6月の毎週金曜日(4回)午前9時30分～正午
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・50人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円
持ち物▶ ソフトテニスラケット(貸し出し可)、テ

ニスシューズ
問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－

9417)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 6月18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▶ ｢気功と太極拳で心身ともにリフレッシ

ュ ｣は5月25日(水)〈必着〉までに、はが
きに教室名、住所、氏名、年齢、電話番
号を書いて、｢初心者女性ソフトテニス
教室｣は5月26日(木)〈必着〉までに、はが
きに教室名、住所、氏名、電話番号を書
いて、｢硬式テニス初心者教室｣は6月4日
(土)〈必着〉までに、往復はがきに教室名、
住所、氏名、電話番号、年齢、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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レディヤンかすがい　☎85－4188
勤労青少年講座～フラダンスでリフレッシュ
と き▶ 6月11日～ 8月13日の第2・4土曜日(5回)

午後1時30分～ 3時
講 師▶ 杉村玲奈
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1250円
申し込み▶ 5月29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

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 6月3日(金) ～ 7日(火)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶平成3年6月2日までに生まれ、平

成23年3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6月1日
登録日▶ 平成23年6月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

尾張都市計画道路の変更案
と き▶ 6月7日(火) ～ 21日(火)〈土・日曜日を除く〉

午前8時30分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶都市政策課(☎85－6264)　

※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

市・県民税の納税通知書を郵送します
　平成23年度市民税・県民税税額決定納税通知書
を6月1日(水)付けで郵送します。通知書には納付
方法ごとの税額や年税額(総額)が記載されていま
すので、確認してください。
○平成23年度の市民税・県民税は、平成22年1月
1日から12月31日までの所得を基に計算していま
す。
○普通徴収(個人納付)分と公的年金等からの特別
徴収(年金引き落とし)分の税額決定納税通知書と
なります。〈給与からの特別徴収(給与引き落とし)
分は、事業所へ送付しましたので、｢特別徴収税
額の決定通知書｣を勤務先から受け取ってくださ
い。〉
問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6093)

勝南にぎわい市
と き▶ 5月28日(土) ～ 29日(日)午前9時～午後3時

(雨天中止)
ところ▶ 勝川駅南口・勝南プラザ前
内 容▶ 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〉

3級販売士検定
月 日▶ 7月9日(土)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 4000円
申し込み▶ 5月23日(月) ～ 6月14日(火)に、春日井商

工会議所(☎81－4141)へ

環境社会(eco)検定
月 日▶ 7月24日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 5250円
申し込み▶ 5月10日(火) ～ 6月10日(金)〈土・日曜日

を除く午前10時～午後6時〉に、検定セン
ター (☎03－3989－0777)へ

問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

ハローワーク春日井開庁日・時間の変更
　東日本大震災被災地への応援などにより、平日
の夜間と土曜日の業務については次のとおりで
す。
平日夜間開庁▶毎週月・水・金曜日(祝休日を除く)午

後7時まで
土曜日開庁▶ 毎月第2・4のみ午前10時～午後5時
問い合わせ▶ 春日井公共職業安定所(☎81－5135)〈夜

間・土曜日(☎81－5170)〉

新卒者採用予定事業所対象説明会
　平成24年3月新規学校卒業者の採用を予定して
いる事業所を対象に｢求人申し込みの手続等につ
いての説明会｣を開催します。
と き▶ 6月9日(木)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 市民会館
問い合わせ▶ 春日井公共職業安定所・求人企画部門(☎

81－5167)

毎月 19 日は
子育て応援の日
(はぐみんデー )です
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どんぐり会 歌の大輪歌謡祭
とき▶5月22日(日)午前9時30分～午後2時30分
ところ▶東部市民センター　定員▶400人　
問い合わせ▶鵜飼(☎88－1545)

春日井東部いけばな同好会 総合いけばな展
とき▶5月28日(土)～29日(日)午前9時～午後5時
(29日は4時まで)　ところ▶東部市民センター
内容▶草月流・小原流・嵯峨御流の3流派の会
員の個性豊かな作品を展示　※茶菓の用意あ
ります　問い合わせ▶林(☎91－6588)

アレルギーっ子のお母さん達とおしゃべり会
とき▶6月17日(金)午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶親同士の交流と
子どもの集い　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
の親　※親のみの参加も可　申し込み▶6月

16日(木)までに、電話かファクスに氏名、電
話番号、参加人数、子どもの年齢、除去食を
書いて、春日井アレルギーの会・田中(☎・
FAX56－5088)へ

ところ と　き 展示名 出品者
鷹来公民館 （☎84－7071）5/15（日）～22（日） 春の盆栽展 青紅会
味美ふれあいセンター（☎31－3522）5/15（日）～29（日） ほのぼの絵手紙展 絵手紙同好会「ぶどうの会」

市役所市民サロン （☎85－6073）
5/17（火）～21（土） 写真展 フォトサークル未来
5/22（日）～26（木） 写真展 写友稲穂会
5/27（金）～31（火） 福祉センター水彩画展 福祉センター水彩画同好会

坂下公民館 （☎88－5555）5/18（水）～29（日） あざみの家作品展 あざみの家
落合公園管理棟 （☎56－0414）5/19（木）～26（木） 水彩風景画展 日彩会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）5/25（水）～6/6（月） バラ写真展（日本・イギ
リスのバラ） 林通孝

南部ふれあいセンター（☎85－7878）5/29（日）～6/10（金）写仏画展 吉祥会

※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！

～地元優良企業を知るチャンスです！

と　き▶①6月14日(火)②10月6日(木)午前10時～午後5時
ところ▶①ホテルプラザ勝川②小牧コミュニティホール（小牧
             市中央）
出展企業▶25社（予定）
内　容▶企業担当者との面談、就活支援セミナー、就業相談、
            職業適性診断など
問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）
　　　　ホームページ　http://www.kcci.or.jp/hitomono.html

広報春日井5月15日号 15

6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2日(木)、16日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①1日(水)②8日(水)③15日(水)〈3回〉
9：30～11：30
健康管理センター

①分娩(ぶんべん)呼吸法・妊婦体操②妊娠中の生活
・口腔(こうくう)衛生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、(②のみ歯
　　　　ブラシ、手鏡、タオル)

休日パパママ教室
          
5/25(水)から、電話で

18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

3日(金)、17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)

10日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
5/26(木)から、電話で

①8日(水)②16日(木)10：00～11：30
①保健センター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23年1月～2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
          
5/24(火)から、電話で

1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8月～9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
             

①1日(水)、29日(水)②8日(水)③15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 ①2日(木)②9日(木)③16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

就職支援サイト「就活ナビ」と連携し、
来春卒業予定者や若年求職者を対象
とした合同就職フェアを開催します。
　

NO.48

就職フェアin春日井＆小牧
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