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この夏はみんなで節電しよう (P2)

市内の小中学校の子どもたちも大満足市内の小中学校の子どもたちも大満足
ホテルプラザ勝川のシェフのレシピが給食に ！ホテルプラザ勝川のシェフのレシピが給食に ！ホテルプラザ勝川のシェフのレシピが給食に ！

市内の小中学校の子どもたちも大満足



問い合わせ▶総務課内、節電対策本部（☎85－6067）

中部電力浜岡原子力発電所の運転停止により、夏期（7月～9月）の、特に平日午後1時～4時に電力の厳しい
需給状況が予想されます。このため、市では「節電対策本部」を設置し、使用最大電力を15%以上抑制する
ことを目標に、積極的に節電対策に取り組みます。市民や事業所の皆さんも節電へのご協力をお願いします。

その他の節電対策などは市ホームページを見てください。

％：在宅世帯の日中の平均的消費電力
　　（午後2時：約1200W）に対する削減率
　　の目安です。

出典：経済産業省ホームページ「家庭の節電対策メニュー」より

○空調設定温度　28℃→29℃
○クールビズの拡大 （ポロシャツなど可）
○エレベーターの一部運転停止
○近隣階への階段利用
○廊下などの照明の一部消灯
○パソコンなどＯＡ機器の不使用時の電源オフ　など

市施設で徹底した取り組みを実施
（取組期間：6月1日～10月31日）

　空調の設定温度の変更、照明の間引き、エレベータ
ーの間引き運転、OA機器の電源オフなど各事務所、店
舗、工場などにおける可能な節電対策をお願いします。

事業所の皆さんへ

　一人一人の節電の積み重ねが大きな効果を生みます。
できることから積極的に取り組みましょう。

市民の皆さんへ～家庭でできる主な節電対策

この夏はみんなで節電しようこの夏はみんなで節電しようこの夏はみんなで節電しようこの夏はみんなで節電しようこの夏はみんなで節電しようこの夏はみんなで節電しようこの夏はみんなで節電しよう

　してください　してください　してください
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平成24年4月1日採用の平成24年4月1日採用の
市職員を募集市職員を募集
平成24年4月1日採用の平成24年4月1日採用の
市職員を募集市職員を募集

試　験▶第1次…7月24日（日）、第2次…8月下旬～10月中旬に予定

市では、自ら考え、行動できる熱意ある職員を求め市では、自ら考え、行動できる熱意ある職員を求め
ています。「人と地域が輝き、安全安心で躍動するています。「人と地域が輝き、安全安心で躍動する
都市」の実現のため、私たちと一緒に働いてみませ都市」の実現のため、私たちと一緒に働いてみませ
んか。んか。

郵送・問い合わせ▶〒486－8686春日井市役所人事課（☎85－6021）

受験申込書 申し込み
　人事課、市ホームページ、坂下出張所、東部市
民センター、各ふれあいセンターに用意　※郵送
の場合は「受験申込書の請求」と朱書した封筒に、
返信用封筒（角2サイズに、住所、氏名を書いて120
円分の切手を貼ったもの）を同封して人事課へ

【持　参】6月15日（水）～29日（水）〈土・日曜日を除く〉
午前8時30分～午後5時に、人事課へ

【電子申請】6月15日（水）午前9時～24日（金）午後5時
に、市ホームページから

【郵　送】6月22日（水）〈消印有効〉までに、人事課へ

※詳細は受験申込書を見てください

平成24年4月1日採用の
市職員を募集

符号 職　種 採用人数 受験資格

Ａ 事務職（一般事務） 25人程度 昭和60年4月2日以降に生まれた人

Ｂ 事務職（身体障がい者） 2人程度
身体障がい者手帳を所持する昭和56年4月2日以降に生まれた人で、活字印刷文
による出題に対応でき、自力で通勤でき、介護者なしに一般事務職としての職
務が遂行できる人

Ｃ 事務職
（道風記念館学芸員） 1人程度

昭和60年4月2日以降に生まれた人で、学芸員資格を取得しているか平成24年3
月までに取得見込みで、大学で日本文学(近世以前)、日本史(近世以前)のいずれ
かを専攻している、または専攻した人　※道風記念館に配属予定

Ｄ 事務職（社会福祉士） 3人程度

昭和56年4月2日以降に生まれた人　
※符号Dは社会福祉士資格を､符号Eは精神保健福祉士資格を取得しているか平
成24年3月までに取得見込みの人。符号Ｋは管理栄養士資格を取得しているか
平成24年5月までに取得見込みの人

Ｅ 事務職（精神保健福祉士） 1人程度

Ｆ 技術職（土木） 8人程度

Ｇ 技術職（建築） 1人程度

Ｈ 技術職（化学） 2人程度

Ｉ 技術職（機械） 1人程度

Ｊ 技術職（電気） 1人程度

Ｋ 技術職（栄養士1） 1人程度

Ｌ 技術職（栄養士2） 1人程度
昭和41年4月2日～51年4月1日に生まれた人で、管理栄養士資格を取得してい
て、平成23年5月末までに総合病院で正社員として10年以上栄養管理業務に従
事した経験のある人　※勤務経験は、育児休業などを除いた実勤務期間

Ｍ 保育職１ 17人程度 昭和60年4月2日以降に生まれた人で、保育士資格を取得しているか平成24年3
月までに取得見込みの人

Ｎ 保育職２ 5人程度 昭和41年4月2日～51年4月1日に生まれた人で、保育士資格を取得している人

Ｐ 消防職 11人程度 昭和60年4月2日以降に生まれた人で、日本国籍を有する人

Ｑ 民間事務職（一般事務）
【民間企業等職務経験者】 2人程度

昭和41年4月2日～51年4月1日に生まれた人で、平成23年5月末までに同一の
民間企業など（公務員は除く）に事務系（営業含む）の正社員として連続して10年
以上勤務した経験のある人　※勤務経験は、育児休業などを除いた実勤務期間
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問い合わせ▶市国民健康保険加入者の特定健診については…保険医療年金課（☎85－6367）
　　　　　　　　生活習慣病などについては…健康増進課(☎85－6166)

市では、40歳から74歳までの国民健康保険加入者を対象に、誕生月に合わせて「特定健診」の受診券を送
ります。自分の健康のため、大切な人のために、年に1度は健診を受けましょう。

春日井シンポジウム この国の歴史と形～東海学を視座にすえて～

特定健診・特定保健指導を受けましょう

第1部「神仏習合」

ところ▶市民会館
定　員▶1100人(先着順)
費　用▶参加料(2日間)3000円　※1日のみの場

合は2500円、資料集代を含む
申し込み▶6月18日(土)～8月31日(水)に、はがきか

ファクス、Eメールに住所、氏名、年
齢、電話番号、参加希望日を書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1、文化財
課(☎33－1113、FAX34－6484、Ｅメー
ルbunkazai@city.kasugai.lg.jp)へ

第2部「古代日本人と渡来人」

第3部「日本の地域文化と食」

詳※詳しくはパンフレット(市役市役所所情報コーナー、市の主な施施設に用意)、市ホームページを見てください

平成21年度 平成24年度
目標値(国)実績(市) 計画値(市)

特定健診受診率 29.7％ 45％ 65％
特定保健指導実施率 12.6% 25％ 45％

特定健診・特定保健指導の実施状況
　現在、市の特定健診受診率・特定保健指導実施率は、国の目標値に比べて低い
傾向にあります。積極的に受けてください。　　　　　　　　　(法定報告数から)

と　き▶10月8日(土)午後1時～4時50分
講　演▶越前町教育委員会・堀大介、三重県埋蔵文化財センター

・穂積裕昌、遼寧師範大学客座教授・川崎保、日本福祉
大学名誉教授・福岡猛志

まとめの討論▶第1部講演者と同志社大学名誉教授・森浩一

と　き▶10月9日(日)午前10時～11時40分
講　演▶土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアム名誉館

長・松下孝幸、茨城キリスト教大学名誉
教授・志田諄一

と　き▶10月9日(日)午後1時～4時55分
講　演▶近畿大学名誉教授・野本寛一、東京農業

大学名誉教授・小泉武夫、森浩一
まとめの討論▶第2部、第3部講演者と福岡猛志、滋

賀民俗学会理事・兼康保明

生活習慣病を予防するために生活習慣病を予防するために
普段から心掛けましょう普段から心掛けましょう
生活習慣病を予防するために生活習慣病を予防するために
普段から心掛けましょう普段から心掛けましょう
1バランスのとれた食事を取る
2継続できる運動をする
3適正飲酒と禁煙をする
4十分な睡眠を取る
5ストレスをためない

○病気の予兆を見つけ出し、生活習慣病を予防できます。
○健診後は、生活習慣病のリスクが高い人に「特定保健指導」
が行われ、医師・保健師・管理栄養士などの健康づくりのプ
ロが、あなたに合った生活改善の方法を一緒に考えます。
○健診で生活習慣病を予防すれば、医療費に関する家庭の支
出増加を防ぐことができます。

【特定健診を受けるとこんなメリットがあります】【特定健診を受けるとこんなメリットがあります】【特定健診を受けるとこんなメリットがあります】



広報春日井6月15日号 5

節電ライトダウン
　環境省では地球温暖化防止と節電のため、6月
22日(水)から8月31日(水)まで｢昼も。夜も。節電
ライトダウン2011｣を実施します。また、6月22日
(水)〈夏至〉は｢ブラックイルミネーション｣、7月7
日(木)〈クールアース・デー〉は｢七夕ライトダウ
ン｣として、全国のライトアップ施設や屋内照明
などの消灯を呼び掛けています。夜間だけでなく
昼間にも不要な明かりを消して、省エネや地球温
暖化防止について考えてみましょう。
問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6216)

地域自立支援協議会の公開
と き▶ 7月8日(金)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)
申し込み▶ 6月20日(月)から、障がい福祉課(☎85－

6213)へ

7月～9月の献血
とき ところ

7/9(土)10：00～ 16：00 イオン春日井店
7/28(木)14：00～ 16：00 名古屋徳洲会総合病院
8/6(土)10：00～ 16：00 清水屋春日井店
8/24(水)9：30～ 16：00 春日井市役所

8/27(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)
9/4(日)10：00～ 15：00 総合体育館
9/24(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店

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
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)

納涼まつり重度障がい者用駐車場
対象・台数▶ 市内在住で、身体障がいなどの理由で、

乗用車でしか来場できない人・20台(先
着順)

場 所▶ 落合公園内駐車場
申し込み▶ 6月30日(木)までに、住所、氏名、電話番

号、車種、障がいの程度などを市民生活
課内、納涼まつり実行委員会事務局(☎
85－6622)へ　※今年の納涼まつりは7月
23日(土)午後4時30分～ 8時30分に落合公
園で開催。ただし、花火大会は中止

選挙人名簿の抄本の閲覧状況
　平成22年4月1日から23年3月31日までの選挙人
名簿の抄本の閲覧状況を市ホームページで公表し
ています。
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎81－5111)

市農業委員会委員一般選挙
　市農業委員会は、選挙による委員(定数17人)と、
市長の選任する委員で構成されています。委員の
任期は3年で、今年が改選期(8月1日で任期満了)に
なります。
投票
と き▶ 7月24日(日)午前7時～午後8時
ところ▶ ｢選挙のお知らせ｣券に記載してある投票

所
投票できる人▶市農業委員会委員選挙人名簿に登

録されている次の要件を備える人
 〇市農業委員会の区域内に住所がある人
 〇平成23年3月31日現在満20歳以上の人
 〇10a以上の農地の耕作の業務を営む人

とその同居の親族か配偶者で、年間の耕
作従事日数がおおむね60日に達する人

期日前投票
と き▶ 7月18日(月) ～ 23日(土)午前8時30分～午

後8時
ところ▶ 市役所10階
開票
と き▶ 7月24日(日)午後9時から
ところ▶ 市役所11階
立候補
届け出日▶ 7月17日(日)午前8時30分～午後5時
届け出場所▶ 市役所10階
立候補できる人▶市農業委員会委員選挙人名簿に

登録されている人と、登録されるべき要
件を備えている人

※立候補者数が定数を超えない場合は、投票およ
び開票は行われません
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎81－5111)

65歳以上の人に介護保険料の通知書を郵送
　7月初旬に、平成23年度の介護保険料の通知書
を郵送します。介護保険料は、原則特別徴収(年
金からの天引き)です。普通徴収(自身で納付)の人
は、納期限までに納付してください。口座振替の
人は納期限の日に指定の口座から振り替えを行い
ます。
　災害などの事情で介護保険料を納めることが困
難な場合は、減免などの制度がありますので、介
護保険課に相談してください。
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6182)
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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。

アトリウム音楽祭
と き▶ 6月18日(土)午前11時から、6月19日(日)午

前10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▶ 春夏秋冬の年4回開催する音楽の祭典。

市内外で活動する音楽団体が日頃の練習
の成果を発表

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

森浩一文庫展示｢寺社境内図の版画展｣
と き▶ 6月18日(土) ～ 7月17日(日)午前9時～午後

4時30分　※一部展示替えをし、9月17日
(土) ～ 10月30日(日)にも開催

ところ▶ 中央公民館
内 容▶ 考古学者の森浩一同志社大学名誉教授の

版画コレクションのうち、全国の神社や
寺院を題材としたものを展示

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

にこにこ劇場
と き▶ 6月26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)

紙芝居とお話を聞く会7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)

8(金)・22(金)11：00～

図書館
6(水)11：00～、2(土)・9(土)・
16(土)・23(土)15：00～、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～
高蔵寺ふれあいセンター 9(土)14：00～
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～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 6月26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)

女性ソフトテニス大会
と き▶ 7月1日(金)午前9時から〈予備日7月8日(金)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 初級、中級
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料600円
申し込み▶ 6月25日(土)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、住所、氏名、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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－
9417)

七夕コンサート
と き▶ 7月3日(日)午後7時～ 8時30分
出 演▶ アンサンブルリベルタ〈山田典山(尺八)、

竹田和子(琴)、松山登(シンセサイザー )、
西脇良(フルート)〉

曲 目▶ ｢スペインの夜｣｢アメージング グレー
ス｣｢見上げてごらん夜の星を｣など

ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎
33－0808)

7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)②28日(木)・坂下
公民館、③8日(金)・鷹来子どもの家、③
13日(水)・グリーンパレス春日井、③14
日(木)・関田公民館(貴船町)、③15日(金)
・上条区集会所(上条町8)、③21日(木)・
味美ふれあいセンター、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)
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七夕会
と き▶ 7月3日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ ブラックパネルシアター ｢とべないホタ

ル｣など
出 演▶ グループゆう
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)

おたのしみ会
と き▶ 7月3日(日)午前10時～ 11時
内 容▶ 人形劇やパネルシアターを楽しむ
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▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)
協 力▶ 名古屋短期大学、桜花学園大学児童文化

研究部｢どかあん｣

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 7月3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)

経営者セミナー
と き▶ ①7月7日(木)②7月14日(木)③7月21日(木)

④7月28日(木)午後6時～ 7時30分
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ ①震災後の日本の経営を考える②経営視

点でのリスクマネジメント③これからの
中小企業経営：戦略的思考とフットワー
ク④環境変化で加速されるものと変わら
ぬもの

講 師▶ ①中部大学教授・細川昌彦②中部大学教
授・児玉充晴③中部大学副学長・小野桂
之介④中部大学教授・髙橋道郎

対象・定員▶ 経営者、後継者、創業を考えている人・
20人(先着順)

申し込み▶ 電話かファクス、Ｅメールに住所、氏
名、電話番号を書いて、企業活動支援課
(☎85－6247、ＦＡＸ84－8731、Ｅメー
ルkigyo@city.kasugai.lg.jp)へ

毎日杯ソフトテニス大会
と き▶ 7月10日(日)午前9時から〈予備日7月31日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、男子Ａ・Ｂ級、女子Ａ・Ｂ級
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上で今

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)一般・大学生1200円、高校生
1000円、中学生800円

申し込み▶ 6月25日(土)〈必着〉までに、はがきに大
会名、種目、2人の住所・氏名・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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－
9417)

少年自然の家｢夏季特別プログラム｣
月 日▶ 7月21日(木) ～ 8月31日(水)〈11日(木) ～

14日(日)を除く〉
内 容▶ ①森の探検ゲーム②合同キャンプファイ

ア③ナイトハイクと天体観測
対 象▶ 宿泊利用者
費 用▶ 参加料(各1人)①③100円②150円
ところ・申し込み▶宿泊申請時(利用日の10日前

まで)に、少年自然の家(☎92－8211)へ

パパ・ママ卓球大会
と き▶ 7月24日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ ダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤の既婚者か30歳以上の人
費 用▶ 参加料500円、ゼッケン代(ない人のみ)100

円
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▶7月13日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号、前回出場者はその
時の組名、初めての人は｢初出場｣と書い
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)

初級・中級硬式テニス大会
と き▶ 7月30日(土)午前9時から〈予備日8月6日

(土)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子ダブルス
対 象▶ 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▶ 7月9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)
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不用となったおもちゃなど
　｢おもちゃの病院スーパーフェスティバル｣で使
用するおもちゃなどを募集します。
募集物品▶ おもちゃ (テレビゲームなどは除く)、ミ

ニカー、プラレール、古本(絵本など)、
古着(全て子ども用)

受け付け▶ 6月18日(土) ～ 7月17日(日)〈月曜日を除
く〉に、直接、エコメッセ春日井(☎88－
5006)へ

子どもの家 夏季臨時補助指導員
勤 務▶ 7月21日(木) ～ 8月31日(水)〈土・日曜日

を除く〉午前8時～正午、午後2時～ 6時
の4時間勤務または午前8時～午後5時ま
でのうちの7時間勤務

勤務地▶ 市内子どもの家30施設
対 象▶ ①保育士資格か教員免許を持っている人
 ②資格要件なし
賃金(時給)▶ ①資格取得後4年以上…1030円、4年未満

…900円②880円　※交通費を1通勤につ
き230円支給

申し込み▶ 6月30日(木)までに、市販の履歴書、資格
証の写しを持って、市社会福祉協議会(☎
84－1011)へ

市民美術展覧会の作品
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　※自作で未発表のも

のに限る
出品規格▶ 開催要項を参照
応募資格▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人

※サークル、教室などを含む
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、各公民館、総合福祉センターなど
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

7021歯ッスルコンテスト
月日・ところ▶①7月21日(木)・健康管理センター

②7月28日(木)・保健センター
内 容▶ 歯の審査、口腔(こうくう)ケア(歯ブラシ

を使った肺炎予防)　※9月4日(日)の健康
救急フェスティバルで、条件を満たした
人に賞状と記念品を贈呈

対 象▶ 70歳以上(昭和16年9月3日以前生まれ)で
かむことができる自分の歯が21本以上あ
る健康な人　※今までに表彰された人は
除く

申し込み▶ 7月8日(金)までに、電話かはがきに希望
日(①か②)、住所、氏名、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　※申し
込んだ人には、後日手紙を郵送

文化財課　☎33－1113
親子体験教室｢竹とんぼを作って遊ぼう｣
と き▶ 7月30日(土)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 中央公民館
講 師▶ 真柄國昭
対象・定員▶ 小学生とその保護者・15組(1組3人まで)

〈抽選〉
費 用▶ 材料費(1セット)300円
持ち物▶ 油性カラーペン
あつまれ！未来の考古学者！！夏休み親子歴史講
座｢考古学入門｣～民俗考古展示室の展示解説や
下原古窯跡群(市指定史跡)を見学する
と き▶ 8月3日(水)午前10時～午後3時
ところ▶ 中央公民館ほか
対象・定員▶ 小学4年～中学生とその保護者・35人(1

組3人まで)〈抽選〉
費 用▶ 参加料(1人)100円　※資料代・保険料を

含む
持ち物▶ 弁当
親子体験教室｢竹を使って昆虫を作ろう｣
と き▶ 8月6日(土)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 中央公民館
講 師▶ 伊藤幸照
対象・定員▶ 小学生とその保護者・15組(1組3人まで)

〈抽選〉
費 用▶ 材料費(1セット)300円
持ち物▶ 小刀
 
申し込み▶ いずれも6月30日(木)〈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、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、ＦＡＸ34－6484、Ｅメール
bunkazai@city.kasugai.lg.jpへ
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エコメッセ春日井　☎88－5006
ランプシェード教室～貝殻でランプシェードを作
る
と き▶ 7月2日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 木造峰子
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2000円
持ち物▶ ピンセット、エプロン
ネクタイリフォーム教室～不用なネクタイを使っ
てネックレスを作る
と き▶ 7月9日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 婦人会協議会
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▶ 不用なネクタイ、縫い針、まち針、はさ

み、30㎝物差し

申し込み▶ いずれも6月21日(火)から、電話で

ささえ愛センター　☎56－1943
｢カエル65大学｣スキルアップ講座“こんなまち
に住みたいな”～あなたの思いを語ろう・形にし
よう・伝えよう
と き▶ 7月3日(日)・10日(日)・31日(日)〈3回〉午

後2時～ 4時30分
講 師▶ 春日井市民会議｢カエル65｣会員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 資料代など100円
青少年ボランティアスクール～ボランティアや市
民活動について①事前学習②活動体験③活動報告
会
と き▶ ①7月9日(土)か21日(木)午後1時30分～3時

②7月16日(土)～8月4日(木)③8月5日(金)午前
10時～午後3時か9日(火)午後1時30分～3時

ところ▶ ①鳥居松ふれあいセンター②各体験先③
グリーンパレス春日井、鳥居松ふれあい
センター

対象・定員▶ 市内在住か在学の中学～大学生、専門学
校生・30人(先着順)

 
申し込み▶ いずれも6月18日(土)から、電話かファク

ス、Ｅメールに講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、ＦＡＸ56－4319、Ｅ
メールsasae－i@city.kasugai.lg.jpへ

食育推進給食会　☎32－9400
夏休み親子料理教室

月日 ところ 定員

① 8/2(火)
東部市民センター 12組(抽選)

② 8/3(水)
③ 8/3(水)

高蔵寺ふれあいセンター 6組(抽選)
④ 8/4(木)
⑤ 8/4(木) 西部ふれあいセンター

10組(抽選)
⑥ 8/4(木) レディヤンかすがい
⑦ 8/5(金) 西部ふれあいセンター
⑧ 8/5(金) レディヤンかすがい

時 間▶ 午前9時30分～午後1時30分
献 立▶ 夏野菜カレー、ゴーヤチャンプルー、フ

ルーツポンチ、ごはん、牛乳
講 師▶ 食育推進給食会栄養士、調理場職員
対 象▶ 市内在住の小中学生とその保護者(1組3

人まで)
費 用▶ 材料費(2人)500円　※3人目は200円追加
持ち物▶ エプロン、三角巾、布巾、③～⑧は子ど

ものみ上靴
申し込み▶ 7月4日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に開催日と場所、親子の氏名(ふり
がな)、住所、電話番号、学校名、年齢(学
年)を書いて、〒486－0909四ツ家町字二
ツ杁127へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
ぼかし作り教室～生ごみを堆肥(たいひ)にするぼ
かしを作る
と き▶ 7月8日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ なずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25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▶ 6月21日(火)から、直接か電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ ｢夜の森探検｣～夏の夜の真っ
暗な森を探検しよう
と き▶ 7月23日(土)午後6時30分～ 8時
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその家族・10組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
申し込み▶ 6月30日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、家族全員の氏名(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

市民生活課　☎85－6616
消費生活講座｢『見守り新鮮情報』より｣～賢い消
費者になろう！
と き▶ 7月8日(金)午前10時～ 11時
ところ▶ 市役所303会議室
講 師▶ 市消費生活相談員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 6月20日(月)から、電話で
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鷹来公民館　☎84－7071
デジカメ講座～パソコンへの取り込みと加工を学
ぶ
と き▶ 7月10日～ 31日の毎週日曜日(4回)午前9

時30分～ 11時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学でパソコンの文字

入力ができる人・20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ま

たはメディア、カメラの取り扱い説明書
申し込み▶ 6月27日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0809
町屋町3610－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
夏休み子ども教室～動物飼育体験
と き▶ ①7月21日(木)②7月27日(水)③7月30日

(土)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▶ ①③小学1～ 3年生②小学4～ 6年生・各

10人(抽選)
持ち物▶ 長靴、帽子、弁当　※雨天の場合は雨具
夏休み親子おしゃれ園芸教室～親子で楽しむコン
テナガーデニング
と き▶ 7月23日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 伊藤孝巳
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・15組(抽選)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 園芸用ばさみ、持ち帰り用の袋
おしゃれ園芸教室～四季の草花と観葉植物の寄せ
植え
と き▶ 7月28日(木)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 伊藤孝巳
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用ばさみ、エプロン、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも6月30日(木)〈必着〉までに、往

復はがき(1人か1組1枚)に教室名(｢夏休み
子ども教室｣は①～③の別も)、住所、氏
名(ふりがな)、電話番号、｢夏休み子ども
教室｣｢夏休み親子おしゃれ園芸教室｣は
学年、保護者名も書いて、〒487－0001
細野町3249－1へ

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
見た目も美しくイメージアップ講座(託児付き)
～美しい姿勢・歩き方などの指導、つぼ押し・ス
トレッチなどの軽運動
と き▶ 7月4日(月)午前10時～正午
講 師▶ 伊藤朱美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)

※託児は2歳以上の未就学児で、6人まで
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ デジタルカメラ(ある人のみ)
申し込み▶ 6月23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、託児希望の人は子どもの名前(ふ
りがな)・年齢、電話番号を書いて、〒487
－0013高蔵寺町3－2－1へ

盆踊り講習会～ ｢あなたの出番｣｢まりと殿さま｣
などを習う(自由参加)
と き▶ 7月8日(金)午後7時～ 9時
講 師▶ 石川豊美香
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
持ち物▶ 上靴

東部市民センター　☎92－8511
春日井の人物を訪ねて～春日井市にゆかりの深い
小野道風、慈妙上人、林金兵衛、河田悦治郎の業
績と生き方を学ぶ
と き▶ 7月～ 8月の第2・4金曜日(4回)午前10時

～ 11時30分
講 師▶ 村中治彦
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・70人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
盆踊り講習会～ ｢あなたの出番｣｢まりと殿さま｣
などの盆踊りを学ぶ
と き▶ 7月11日(月)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 藪下豊知普
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
持ち物▶ うちわ、上靴
 
申し込み▶ いずれも6月29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

知多公民館　☎32－8988
盆踊り講習会～ ｢あなたの出番｣｢まりと殿さま｣
など(自由参加)
と き▶ 7月8日(金)・9日(土)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 大野豊愛
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
持ち物▶ 上靴

中央公民館　☎33－1111
盆踊り講習会～ ｢あなたの出番｣｢まりと殿さま｣
と き▶ 7月3日(日)・10日(日)〈2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・60人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 6月21日(火)から、電話で
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
骨盤を矯正し体を支える筋肉をつけよう～自宅で
できる運動で転倒予防
と き▶ 6月30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▶ 浅野あや子
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ 上靴、バスタオル(あればヨガマット)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
表情筋トレーニングで若返ろう～しわ・たるみを
予防して、表情豊かな顔づくり
と き▶ 7月6日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 多田節子
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ 顔全体が映る鏡
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ

市子育て支援センター (上八田保育園内)
親子教室～お父さんと一緒
と き▶ 7月2日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 1歳6か月以上の未就園児と父親(母親同

伴可)・15組(先着順)
申し込み▶ 6月17日(金)午前9時から、☎85－8824へ

保健センター　☎91－3755
尿酸値が気になる方の食事～野菜たっぷり丼＆ス
ープを作る
と き▶ 7月15日(金)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 保健センター管理栄養士
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料300円、材料費600円
持ち物▶ エプロン、布巾
申し込み▶ 6月29日(水)〈必着〉までに、はがき(1人1

枚)かファクスに講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒487
－0011中央台1－1－7、ＦＡＸ91－3739へ

健康増進課　☎85－6164
はつらつクッキング～カルシウムたっぷりメニュ
ーで骨元気！
と き▶ 7月15日(金)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の60歳以上の人・20人(抽

選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ エプロン、三角巾(ハンカチ、バンダナ

可)、布巾
こどもの健康教室～はてな？がいっぱいの不思議
な実験、調理実習、簡単な運動を1日で楽しもう
と き▶ ①7月21日(木)②7月22日(金)午前10時～午

後3時
ところ▶ ①保健センター②西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・各10組

(先着順)
持ち物▶ エプロン、三角巾(ハンカチ、バンダナ

可)、布巾、上靴
 
申し込み▶ ｢こどもの健康教室｣は6月21日(火)から

電話で、｢はつらつクッキング｣は6月29
日(水)〈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

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▶ 7月22日(金)午前9時～午後5時
ところ▶ 南部ふれあいセンター
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▶ 6月17日(金)から、電話で

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▶ 7月25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▶ 6月24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

公園緑地課　☎85－6281
福助菊づくり講習会～大輪の花を咲かせよう
と き▶ 7月28日(木)、8月25日(木)〈2回〉午前9時

30分～ 11時30分
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 伊藤五六
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円(教材費を含む)
申し込み▶ 6月20日(月)から、電話で
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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。

かすがいげんきっ子センター 
0歳児のパパとママのための子育て講座～パパの
ためのベビーマッサージ、触れ合い遊びとママの
ための井戸端会議(発達相談・子育ての悩み)
と き▶ 7月16日(土)・23日(土)午前10時～ 11時30

分
講 師▶ 中部大学教授・武藤久枝、准教授・梶美

保
対象・定員▶ 0歳児(7か月未満)とその両親・15組(抽選)
費 用▶ ベビーオイル代(1人)100円
申し込み▶ 6月30日(木)〈消印有効〉までに、往復は

がき(1家族1枚)に講座名、希望日、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、〒486－0945
勝川町8－2858－1、☎35－3501へ

多重債務者の無料相談窓口を開設
　国民健康保険加入者で、多重債務で苦しんでい
る人を対象に相談窓口を開設します。消費者金融
などの貸金業者から過払い金を回収して国民健康
保険税などの滞納分に充て、多重債務の解消と併
せて滞納市税の解消ができる場合があります。借
金の整理などに関することは何でも相談してくだ
さい。なお、相談を希望する人は必ず事前に保険
医療年金課(☎85－6156)か収納課(☎85－6111)へ
連絡してください。
と き▶ 6月～平成24年3月の毎月最終日曜日午前

9時～正午、午後1時～ 4時
ところ▶ 市民相談コーナー
相談員▶ 県弁護士会会員

自衛官募集
種 目▶ ①自衛隊一般曹候補生②自衛官候補生

(男子)③自衛官候補生(女子)④海上・航空
自衛隊航空学生

試験日▶ ①②9月17日(土)③9月25日(日)～ 28日(水)
④9月23日(祝)

応募資格▶ ①②③昭和60年4月2日～平成6年4月1日
に生まれた人④高卒(平成24年3月卒業見
込み含む)で、平成3年4月2日～ 6年4月1
日に生まれた人

申し込み▶ 願書を請求の上、8月1日(月) ～ 9月9日(金)
に、自衛隊愛知地方協力本部小牧地域事
務所(☎73－2190)へ

7月～9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〉

7/12(火)、8/9(火)、9/13(火)
13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 7/21(木)、8/18(木)、9/15(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(予約制)

7/12(火)、9/13(火)14：00～
15：30

血液検査(エイズ、肝炎検
査等) 毎週火曜日9：30～ 11：00

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日10：00～ 15：00

問い合わせ▶ 県春日井保健所(柏井町2、☎31－2188)

地上デジタル放送臨時相談会を開催します
　7月24日(日)にアナログテレビ放送は終了し、地
上デジタル放送に完全移行します。地上デジタル
放送の臨時相談会を市役所で行います。戸別訪問
の予約も受け付けます。
と き▶ 6月20日(月) ～ 8月12日(金)〈土・日曜日、

祝日を除く〉、7月23日(土)・24日(日)午前
10時～正午、午後1時～ 5時

ところ▶ 市役所市民ホール
問い合わせ▶ デジサポ愛知(☎052－308－3930)

全国一斉｢子どもの人権110番｣強化週間
　6月27日(月)から7月3日(日)までを｢子どもの人
権110番｣強化週間として、いじめ・虐待など、子
どもの人権にかかわる悩み事、心配事などの相談
を受けます。相談内容の秘密は固く守られますの
で、独りで悩まず、気軽に相談してください。
と き▶ 6月27日(月) ～ 7月1日(金)午前8時30分～

午後7時、7月2日(土) ～ 3日(日)午前10時
～午後5時

子どもの人権110番▶☎0120－007－110(フリー
ダイヤル)

問い合わせ▶ 名古屋法務局人権擁護部〈☎052－952－
8111(内線1470)〉

バザー寄附の募集
　7月22日(金)に第一希望の家でバザーを開催し
ます。家庭で不用となった生活雑貨、陶器、玩具
などの寄附をお願いします。
募集期間▶ 6月15日(水) ～ 7月20日(水)〈土・日曜日、

祝日を除く〉午前8時30分～午後5時に、
第一希望の家(☎84－4343)へ　※商品に
よっては受け取りできない場合がありま
すので、必ず事前に電話で問い合わせて
ください
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米トレーサビリティ法が施行されました
　平成22年10月から米トレーサビリティ法が施行
され、7月1日(金)からは外食業者などは消費者に
対して米の産地情報の伝達が必要となります。違
反があった場合、罰則が科せられることがありま
すので注意してください。
問い合わせ▶ 東海農政局(☎052－763－4376)

親子ふれ愛ダム探検ツアー
と き▶ 7月25日(月)午前7時30分～午後5時　
 ※雨天決行
ところ▶ 牧尾ダム(長野県木曽郡王滝村)
内 容▶ 県営水道給水50周年を機に、｢水道｣につ

いて関心を深め、大切さを認識してもら
うため、水源施設などを見学するバスツ
アー　※昼食付き

対象・定員▶ 春日井市、尾張旭市および瀬戸市在住の
小学4～ 6年生とその親・40人(抽選)

参加条件▶ 参加者(小学生)は、感想文を提出(400字
詰め原稿用紙1枚程度)

申し込み▶ 6月25日(土)〈消印有効〉までに、はがき
に参加者全員の氏名・住所・学年または
年齢、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所企画経営課(☎85－6406)へ

主 催▶ 県企業庁・県水道北部ブロック協議会

ボランティア講習会
と き▶ 7月26日(火)午前9時30分～午後2時30分
内 容▶ 学校見学、講義、ディスカッションなど
対象・定員▶ 障がいのある子どもたちへのボランティ

ア活動を希望する人・30人(先着順)
費 用▶ 任意保険料250円
ところ・申し込み▶7月15日(金)までに、県立春

日台養護学校(☎88－0811、ＦＡＸ88－
5863)へ

多治見ビジネスマッチング参加企業募集
と き▶ 10月21日(金)午前10時～午後5時
ところ▶ 多治見市産業文化センター (多治見市新

町)
内 容▶ 企業同士が互いのニーズを十分に把握し

た上で臨むお見合い形式の商談会。今回
は、新たな製造委託先や技術開発パート
ナーなどを探している会社(発注企業)を
募集

申し込み▶ 7月1日(金)午後5時までに、申込書(企業
お見合いホームページに用意)に記入し
て、多治見市産業観光課〈☎0572－22－
1111(内線1344)〉へ

 ホームページ　http://kigyouten.com/
omiai/

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ ①7月27日(水)②8月7日(日)③9月28日(水)

午後2時～ 4時
ところ▶ ①③総合福祉センター②東部市民センタ

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｣

早期教育相談
と き▶ 8月2日(火) ～ 3日(水)午前10時～午後3時
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
内 容▶ 障がいがあると思われる子どもの就学相

談(要予約)
対 象▶ 幼児(3歳以上) ～平成24年度に小学校に

入学する子どもとその保護者
申し込み▶ 6月24日(金)までに、所定の申込用紙(学

校教育課に用意)に記入して、学校教育
課(☎85－6444)へ

主 催▶ 県教育委員会

6月は｢外国人労働者問題啓発月間｣です
　国では6月を｢外国人労働者問題啓発月間｣と定
め、集中的な啓発活動を実施しています。外国人
労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労
の防止に理解と協力をお願いします。また、採用
にあたってはハローワーク(公共職業安定所)を利
用してください。
問い合わせ▶ 春日井公共職業安定所求人・企画部門(☎

81－5167)

放送大学2学期生募集
　放送大学は、テレビなどの放送で授業を行う通
信制の大学です。1科目から自宅で学ぶことがで
きます。
コース▶ ①全科履修生〈4年以上、学士(教養)の単

位取得〉②選科履修生(1年間)③科目履修
生(半年間)④修士選科生(1年間)⑤修士科
目生(半年間)　※②③④⑤は希望する科
目を1科目から履修可

対 象▶ ①18歳以上で、大学入学資格のある人②
③15歳以上の人④⑤18歳以上の人

受付期限▶ 8月31日(水)まで〈必着〉
資料請求・問い合わせ▶〒466－0825名古屋市昭

和区八事本町101－2中京大学センタービ
ル4階、放送大学愛知学習センター (☎
052－831－1771)へ

 ホームページ　http://www.ouj.ac.jp
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教育を語る｢初夏のつどい｣
とき▶6月25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▶市民による
舞台発表や教育講演。｢米丸史朗と仲間たち｣に
よる音楽演奏　定員▶250人　問い合わせ▶松
本(☎83－4901)

モラロジー生涯学習セミナー｢心新たに生きる｣
とき▶7月3日(日)午前9時30分～午後3時30分
ところ▶グリーンパレス春日井　内容▶生きが
いや喜びに満ちた価値ある人生への手掛かり
を学ぶ　定員▶150人(先着順)　費用▶参加料
1000円　申し込み▶電話かファクスに住所、氏
名、電話番号を書いて、春日井モラロジー事務
所・大熊(☎・FAX79－9470)へ

中部大学サイエンスカフェ｢巨大地震による液
状化の発生、我々の足元は大丈夫か？｣
とき▶7月9日(土)午後2時～3時30分　ところ
▶中部大学(松本町)　講師▶工学部教授・山田
公夫、杉井俊夫　定員▶50人(先着順)　費用▶
1000円(コーヒー、ケーキ代を含む)　申し込み
▶電話で、中部大学エクステンションセンター
(☎51－4392)へ　※ホームページ(http://www.
chubu.ac.jp/)からの申し込みも可

ゆかいな魔女たちのシャンソンコンサート
とき▶7月10日(日)午後4時～6時(3時30分開場)
ところ▶今池ガスホール(名古屋市千種区)　定
員▶360人(先着順)　問い合わせ▶伊藤(☎33－
2902)

ところ と　き 展示名 出品者

グリーンピア春日井（☎92－8711）
6/17（金）～19（日） フウラン展 春日井古典園芸同好会
6/24（金）～26（日） シダと斑入り植物展 春日井カンアオイ同好会

落合公園管理棟 （☎56－0414）
6/17（金）～19（日） ウチョウラン展 ウチョウラン同好会
6/24（金）～26（日） 富貴ラン展 春日井富貴ランの会
6/28（火）～7/3（日） 草木染め展｢和のしつらい｣ 葉仁和会

坂下公民館 （☎88－5555）6/17（金）～29（水） 写真展示会 坂下カメラクラブ
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）6/17（金）～7/6（水） 水墨画展 高蔵寺水墨画同好会
味美ふれあいセンター（☎31－3522）6/18（土）～7/1（金） 夫婦展 藤田守男・藤田久美子

市役所市民サロン （☎85－6073）
6/19（日）～24（金） 絵手紙60人展 入船絵手紙同好会
6/25（土）～30（木） 佛画展 三道会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）6/22（水）～7/4（月） ふじの素のまま 絵手紙＆
水彩画展 池田ふじの

※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
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7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
              

①5日(火)②12日(火)、19日(火)、26日(火)
10：00～11：00
市役所①303会議室②301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
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
          
6/22(水)から、電話で

24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

15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)

8日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
6/24(金)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2月～3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
          
6/27(月)から、電話で

13日(水)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9月～10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)
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▶①2～3歳児②0歳児とその保護者
持ち物▶②のみバスタオル

ひよこ教室 ①7日(木)②14日(木)10：00～11：00
③21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

5月21日いわて花巻線就航記念セレモニー5月21日いわて花巻線就航記念セレモニー5月21日いわて花巻線就航記念セレモニー
　東北地方復興支援のため、ＦＤＡは県営名古屋空港から
｢福岡線｣「熊本線」に加え、「いわて花巻線」を就航しました。
　6月16日～30日（木・土・日曜運航）の期間は、震災復興
支援特別価格「フレックスドリーム」として割引運賃があり
ます。 ※7月から青森線も就航予定
　詳しくはＦＤＡホームページを見てください。
　ホームページ　http://www.fujidreamairlines.com/　

NO.49

ＦＤＡ（フジドリームエアラインズ）
名古屋小牧＝いわて花巻線就航！

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）
      市企画課（☎85－6032）
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