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情報あ・ら・か・る・と

多文化共生フェスタ

愛車盗難防止のため対策を！
市内の平成23年1月から6月末までの自動車盗難の認知件数は199件で、前年同月比で＋102件と急増し
ており、県内の警察署別の発生状況で、ワースト1位となっています。

　市内の自動車盗難の約1割はエンジンキーが付いた状態で被害に
遭っています。また、特に盗難が多発しているハイエースについ
て調査した結果、窃盗団がイモビライザ装着車を敬遠しているこ
とが分かりました。
　短い時間でもエンジンキーを抜き施錠をする、ハンドル固定装
置や警報器を活用するなど、できるところから1つでも防犯対策を
行いましょう。

国際交流ルームの開所5年目を記念し、多文化共生フェスタを開催します。さまざまな国の文化と触れ
合い、多文化共生への理解を深めてみませんか。

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

やってみよう！いろいろな盗難防止対策

民族舞踊・民族音楽のステージ民族舞踊・民族音楽のステージ
　バルセロナ五輪・アトランタ五輪
女子バレーボールアメリカ合衆国代
表で、スポーツキャスターとして活
躍しているヨーコ・ゼッターランド
の講演会。講演後には、かすがい「人
・夢創り」文化スポーツ大使・松村亜
矢子とのトークショーも行います。

講演会・トークショー講演会・トークショー講演会・トークショー講演会・トークショー講演会・トークショー

時　間▶午前10時20分～午後1時30分(予定)
ところ▶文化フォーラム春日井・交流ア

トリウム
内　容▶韓国舞踊、フィリピン舞踊など

英語劇英語劇英語劇英語劇英語劇
時　間▶午前10時30分～11時30分
ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
演　目▶「フレッドの冒険」(イギリスのおとぎ話)
出　演▶White Horse Theatre
定　員▶180人(抽選)

時　間▶午後1時30分～3時45分
ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
定　員▶180人(抽選)

10月2日(日)開催10月2日(日)開催10月2日(日)開催

○○犯○犯○犯○犯○犯○犯○犯○犯○犯○○犯○○犯○犯○犯○犯行行を行を行を行を行を行を行を行を行を行を行を 撃撃目撃目撃目撃目撃目撃目撃目撃目撃目撃目撃したしたしたしたしたしたしたしたしたしたしたときときときときときときときときときときときはすはすはすはすはすはすはすはすはすはすはすぐにぐにににににににににぐにぐにぐにぐにぐにぐにぐにぐにぐにぐにぐにぐにぐにぐにぐに
110番してください。
○犯人に関する情報は春日井警察察察察察察察察察察
署に署に署に署署に署に署に署に署に署に署署に署に署 連絡連絡連絡連絡連絡連絡連絡連絡連絡連絡連絡してしてしてしてしてしてしてしてしてしてくだくだくだくだくだくだくだくだくだくださいさいさいさいさいさいさいさいさいさ 。。。。。。。。。。特に被害の多い200系ハイエース特に被害の多い200系ハイエース特に被害の多い200系ハイエース

順位 車名 件数
1 ハイエース 78
2 セルシオ 16
3 ランドクルーザー 12

盗難車種ワーストランキング

申し込み▶いずれも8月31日(水)〈必着〉までに、
往復はがき(1枚につき5人まで)にイ
ベント名、代表者の住所・電話番号、
参加者全員の氏名(ふりがな)を書い
て、〒486－8686春日井市役所市民
活動推進課内、多文化共生フェス
タ実行委員会事務局(☎85－6033)へ

自由参加イベント自由参加イベント自由参加イベント自由参加イベント自由参加イベント

　※平成23年1月～6月市内発生件数
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す介します介紹介紹業を紹業企業規立地新 介新 業 し企企業地企 ま地 紹新 ま新 立地 を立 介新 地地規規 企新規 企 紹を紹規 介 す業規 介立 業を紹 す業 紹地新規新規立地企業を紹介します新規立地企業を紹介します新規立地企業を紹介します

　昭和44年創業。昭和62年に春日井工場を開設。本社は名古屋市。
射出成形機、組立機、耐電圧試験機などの試験装置を有し、樹
脂製品の製造と情報機器などの組み立てを行っています。平成22
年2月に第2工場が稼働し、今年6月には基幹工場となる新第1工場
が完成しました。
　特許権などの産業財産権を400以上保有しています。「固定概念を捨て一味違う発想」を合言葉に、
社会のニーズに機敏に対応し、時代の変化を先取りして、広く社会に貢献できる企業を目指しています。

㈱愛洋産業㈱愛洋産業

春日井第2工場（篠木町8）春日井第2工場（篠木町8）春日井第2工場（篠木町8）

　平成7年創業。本社は鳥居松町。制御機器のソフト・ハード開
発会社として順調に業績を伸ばし、製品の企画、開発から電子部
品などの自社調達、品質・製造管理までを一手にこなすメーカーと
しての機能を備えるまでになりました。
　本社近郊で新工場建設場所を探していたときに、「企業支援ガイ
ド」の助成制度を活用できることを知り、工場の新設に至りました。
　経営方針である｢顧客の期待を上回る製品と信頼を提供する｣を達成するとともに、よき企業市民として
社会の発展に貢献できる企業を目指しています。

㈱サムス㈱サムス

春日井工場（下津町）春日井工場（下津町）春日井工場（下津町）

市では、地域経済の発展、活性化を図るため、優良企業の誘致に積極的に取り組んでいます。平成18年度
以降、市が支援して市内に立地した企業は毎年3社から5社あり、5年間で18社になりました。昨年度に新設・
増設された企業のうち2社を紹介します。

　市では、社会の変化や市民ニーズの多様化に対応しながら、持続的にまちが成長していくためには、産業
の活性化が必要になると考えています。優良企業の誘致の他にも研究開発や雇用促進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｢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｣も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

問い合わせ▶企業活動支援課（☎85－6247）

赤ちゃんほっとスペースの登録施設を募集

対　象▶授乳やおむつ替えができる設備を備えている事業所
申し込み▶申込書(子ども政策課、市ホームページに用意)に記入して、直接か郵

送、ファクス、Ｅメールで、〒486－8686春日井市役所子ども政策
課(☎85－6206、ＦＡＸ85－3786、Ｅメールkodomo@city.kasugai.
lg.jp)へ　※登録施設については市ホームページなどで広く周知し
ます 登録施設にはこのステッカー

を貼ります

子育て家庭が安心して外出できる環境をつくることなどを目的とした｢赤ちゃんほっとスペース｣の登
録施設を募集します。
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7/12
㊋

7/17
㊐

茅（ち）の輪をくぐって
無病祈願
(高座町)

交通ルールを守ってね
（ＪＡ尾張中央高蔵寺支店）

　ちびっ子警官に扮（ふん）した高蔵寺幼稚園
の園児とカンガルークラブのお母さんが、春
日井警察署のサボテンキャラクター「日丸ポ
リス」と一緒に、交通安全のキャンペーンを行
いました。来店した皆さんは、園児たちから交
通事故防止を呼び掛ける手作りマスコットを
手渡されると、かわいい警官たちの活躍に顔
をほころばせていました。

　五社大明神社で、茅（チガヤ）で作った輪をく
ぐり無病息災を祈願する行事が行われました。
　暑さの残る夕方に、汗を拭いながらも家族連
れなど約200人が訪れました。

7/12
㊋

元気よく火の用心
(いとうたんぽぽ保育園)

　市内で61番目となる幼年消防クラブがいと
うたんぽぽ保育園に結成され、発足式が行わ
れました。
　園児たちは、元気よく拍子木を打ち鳴らし
たり、大きな声で火の用心などを誓ったり、火
の取り扱いを学びました。

７/22
㊎

希望の家から
広がる地域の輪
（第一・第二希望の家）

　希望の家では、障がい者の生活介護事業と
児童デイサービス事業を行っています。この
日は、利用者と地域の人の交流を深めるため、
第一希望の家ではバザーが、第二希望の家で
は夏祭りが行われました。
　バザーでは売り上げの50%が東日本大震災
の被災地へ義援金として送られました。また、
夏祭りでは盆踊りなどのほか、流しそうめん
も行われ、子どもたちは流れてくるそうめん
を夢中になってすくっていました。
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7/20
㊌

世界に羽ばたく
メッシュの椅子！
（市役所）

　愛知株式会社が製作した2種類の椅子が、世
界的に権威あるプロダクトデザイン賞である
レッドドット・デザイン賞（ドイツ）と、平成23
年度全国発明表彰（特許庁長官賞）を受賞し、
市長に報告しました。
　世界初のメッシュを使用したスタッキング
チェア（積み重ね収納椅子）は、軽く扱いやす
い上に座り心地もよく、海外にも幅広く輸出
されています。

7/27
㊌

学びと体験で
地震から家族を守る
（市役所）

　「子ども安全アカデミー」が開催され、地震
から自分や家族を守るために何ができるかを
小学生が学びました。
　子どもたちは「グラッキー」での地震体験や、
ストローで建物の模型を作り、構造による強
さの違いの体験をしました。
　また、地震についての講義や体験談を聞い
たり、寸劇を見たりして、いざというときのた
めに知識を身に付けました。

木造十一面観音菩薩立像
（像高 190 ㎝）
密蔵院（熊野町）
県指定　平安時代

彫刻編

　十一面観音はその名の通り本面の頭上
に11面の顔を持っており、あらゆる方向
に顔を配することにより、全ての人々を
救済するといわれています。
　密蔵院の十一面観音菩薩立像はヒノキ
の一木造（いちぼくづくり）で、本来は全
面漆箔（しっぱく）でしたが、現在は剥落
しています。左手に水瓶（すいびょう）を
持ち、右足を少し浮かせ、腰をひねった
姿勢が特徴的です。
　この像は、熱田神宮寺の如法院に安置
されていましたが、明治時代の神仏分離
によって密蔵院に移されました。

見どころ

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

第
七
回



問い合わせ▶業務課お客様窓口（☎85－6411）

水道事業からのお知らせ水道事業からのお知らせ水道事業からのお知らせ水道事業からのお知らせ水道事業からのお知らせ
　水道の使用開始や中止などの受け付けは、電話やインターネットが主流となっており、問い合わせ先を分
かりやすくするため、10月から、受付窓口を市役所お客様窓口に一元化します。高蔵寺ニュータウン内の受
付窓口と電話は9月30日（金）をもって廃止します。

【市水道事業業務受託者】 第一環境株式会社
廃止する窓口…第一環境株式会社高蔵寺出張所（岩成台6）
今後の窓口…市役所上下水道部業務課お客様窓口

10月から水道受付窓口を一元化します10月から水道受付窓口を一元化します10月から水道受付窓口を一元化します

水道メーター

水道使用申し込みなどの注意点水道使用申し込みなどの注意点水道使用申し込みなどの注意点

○電話かインターネットによる電子申請が可能です。
○使用開始または中止希望日の3営業日前までに申し
込んでください。
○使用開始および中止の作業は、休業日（土・日曜日、
祝休日、年末年始）の指定と時間の指定ができません。

○水道料金の支払いは、口座振替または納入通
知書による方法があります。
○納入通知書による納付の場合は、金融機関か
コンビニエンスストアから納付ができます。　
※市外では取り扱っていない場合もあります

○水道を使用中止または廃止するとき　※連絡のない場合は水道料金が発生します
○水道の使用者や所有者が変わるとき
○納入通知書などの郵送先を変更するとき

水道の開閉栓の申し込み水道の開閉栓の申し込み 水道料金水道料金

こんなときは連絡をこんなときは連絡を

水道の開閉栓の申し込み 水道料金

こんなときは連絡を

20mm-4

1234
2345

パイロット

　検針は2か月ごとに伺いますので、メーターボックス付近に物
を置いたり、犬をつないだりしないでください。また、メータ
ーボックスの中はいつもきれいにしておいてください。

検針に協力ください検針に協力ください検針に協力ください

管工事業協同組合（☎83－8288）か市指定給水装置工事事業者
修理に関することは…

○蛇口を全部閉めてから水道メーターを見てください。パイロ
ットが回っている場合は漏水の疑いがありますので、至急修理
を依頼してください。　※修理代は自己負担
○漏水による水道料金等軽減制度があります。

漏水確認をしましょう漏水確認をしましょう漏水確認をしましょう
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総合計画推進市民委員会の公開
と き▶ 8月29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)

都市景観審議会の公開
と き▶ 8月31日(水)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(☎85－6265)

総合防災訓練
と き▶ 8月28日(日)午前8時～ 10時45分
ところ▶ 神屋小学校
内 容▶ 被害状況の情報収集やライフラインの応

急復旧、集団避難、炊き出し、救出・救
護、初期消火などの訓練、防災用品の展
示　※会場周辺の交通規制に協力してく
ださい

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

9月1日～10日は｢屋外広告物適正化旬間｣です
　屋外広告物の適正な表示や意識啓発などの推進
をより一層図ることを目的として、全国で｢屋外
広告物適正化旬間｣が実施されます。
　屋外広告物は、条例により表示の仕方や場所な
どにルールが定められていますので、掲出する際
は、相談してください。
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6265)

市農業委員会委員が決定
　市農業委員会(8月1日任期満了)の委員17人が無
投票で当選されました。(敬称略)
委 員▶ 田代憲治(西尾町)、伊東茂(南下原町)、安

藤信行(上条町)、松本博(神屋町)、原科鈴
雄(外之原町)、川口善光(関田町)、飯田
義雄(桃山町)、臼田照夫(田楽町)、伊藤道
次(下原町)、川地隆正(玉野町)、稲垣勝(牛
山町)、大竹清己(大泉寺町)、稲垣泰治(松
本町)、前川つや子(勝川町)、名倉幹雄(黒
鉾町)、稲垣久義(高蔵寺町)、鈴木德代志
(坂下町)

問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

アトム通貨とは？

アトム通貨をもらうには？アトム通貨をもらうには？アトム通貨をもらうには？アトム通貨をもらうには？アトム通貨をもらうには？

節電してアトム通貨をもらおう節電してアトム通貨をもらおう節電してアトム通貨をもらおう節電してアトム通貨をもらおう節電してアトム通貨をもらおうキャンペーン
節　 電

家庭における節電の取り組みを推進するため、市では｢節電キャンペーン｣を実施します。7月分から9
月分までの電気使用量を前年同月比10％以上削減した世帯に、お金の代わりとして使うことができる
アトム通貨を進呈します。

期　間▶平成23年7月分～ 9月分(中部電力から毎月の検針時に発行さ
れる｢電気ご使用量のお知らせ｣に記載の年月分)

対　象▶市内の全世帯

　目標を達成した月の｢電気ご使用量のお知らせ｣(原本で前年同月の使
用実績が表示されているもの)を次のいずれかに提出してください。窓
口で10％以上の削減を確認後、アトム通貨をその場で進呈します。
※1世帯当たり最高600馬力(1か月当たり200馬力×3か月)

問い合わせ▶総務課内、節電対策本部（☎85－6067）

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 9月5日(月)午後1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▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

○春日井まつり会場内の節電ブースでもらう
と　き▶10月15日(土)・16日(日)午前10時～午後4時
○市役所総務課、東部市民センター、味美ふれあいセンターでもらう
と　き▶10月17日(月)～ 31日(月)〈土・日曜日は除く〉午前8時30分～
　　　　正午、午後1時～5時

みほん



8 広報春日井8月15日号

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。

夏休み子ども劇場
と き▶ 8月21日(日)午前10時30分～正午
内 容▶ ○ブラックパネルシアター…お話｢三枚

のおふだ｣、歌｢トンボのメガネ｣｢キラキ
ラ星｣○大型絵本○立体カード作りなど

出 演▶ グループゆう
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小学生
持ち物▶ はさみ、のり
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

農業祭・ぶどうコンクール
　市内で生産されたブドウのコンクールや出品物
の即売、ブドウの直売などがあります。
月 日▶ 8月25日(木)
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ ぶどうコンクール〈午前9時30分から審

査、午後1時30分から即売(1時から整理
券を配布)〉、ブドウの直売(午前11時か
ら)、直売所のＰＲ

問い合わせ▶ 農政課(☎85－6236)

夜コン｢長瀬良司ジャズライブ｣
と き▶ 8月26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▶ 長瀬良司(トランペット)、砂掛康浩(ギタ

ー )、林祐市(ピアノ)、大村守弘(ベース)、
砂掛裕史朗(ドラムス)

曲 目▶ ｢Ｉsn't Ｓhe Ｌovely｣｢Ｗhat a Ｗonderful 
Ｗorld｣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▶ 8月28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)

子どもとのかかわり方を学ぶ講演会
と き▶ 8月30日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 親・教師への子育て研修会を行っている

原田洋子による講演｢地域ですてきにコ
ミュニケーション～ほめ上手・しかり上
手をめざして｣を聴き、子どもの心に届く
接し方やコミュニケーション能力を学ぶ

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)
主 催▶ 子ども応援団｢地域のおじさん・おばさ

ん｣　※会員(ボランティア)を随時募集
しています。詳しくは市ホームページを
見てください

子育て広場
と き▶ 9月2日～ 12月16日の金曜日(9月23日・30

日、10月28日、11月18日を除く)午前10
時～ 11時

内 容▶ 体操や手遊び、簡単な制作遊び、季節の
行事などを行う

対 象▶ 市内在住の未就園児とその保護者
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

オセロ大会
と き▶ 9月3日(土)午後2時～ 3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▶8月19日(金)午前9時から、交

通児童遊園(☎81－1301)へ

昼コン
残暑を吹き飛ばす夏の名フィルＤＡＹ！～管の陣～
と き▶ 9月3日(土)午後2時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ 橋本岳人(フルート)、寺島陽介(オーボ

エ)、橋本恵美(ピアノ)
曲 目▶ シュトラウスⅡ世｢美しく青きドナウ｣、

ドゥメルスマン｢ウイリアム・テルの主
題によるデュオ・ブリランテ｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

味美地域文化芸能祭
と き▶ 9月4日(日)午前10時30分～午後3時
内 容▶ 味美地域で文化活動をしている12グルー

プによる文化芸能の発表会
ところ・問い合わせ▶味美ふれあいセンター (☎

31－3522)

ミニコンサート～ハンドベル演奏
と き▶ 9月4日(日)午後3時～ 3時20分
出 演▶ ベル春日井
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 9月4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)
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紙芝居とお話を聞く会9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)

9(金)・23(祝)11：00～

図書館
7(水)11：00～、3(土)・10(土)
・17(土)・24(土)15：00～、
14(水)・21(水)・28(水)15：30～

東部市民センター 2(金)・9(金)・16(金)・23(祝)
15：30～

味美ふれあいセンター 10(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 10(土)14：00～
南部ふれあいセンター 21(水)16：15～
西部ふれあいセンター 10(土)11：00～
知多公民館 7(水)15：30～
鷹来公民館 10(土)13：30～
坂下公民館 3(土)14：00～
中央公民館 10(土)11：00～
グリーンパレス春日井 17(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

9月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①6日(火)②13日(火)・南部ふれあ

いセンター、①22日(木)②29日(木)・坂
下公民館、③8日(木)・関田公民館(貴船
町)、③12日(月)・鷹来子どもの家、③14
日(水)・グリーンパレス春日井、③15日
(木)・味美ふれあいセンター、③16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)

からだの中身を知ってみよう！
と き▶ 9月13日(火) ～ 19日(祝)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)

市民環境フォーラム
と き▶ 9月17日(土)午後1時45分～ 3時45分
ところ▶ レディヤンか

すがい
内 容▶ ○ファミリー

エコミュージ
カル｢地球をす
くおう・みん
なの約束！！｣
とミニコンサート｢歌はともだちコンサー
ト｣(出演：クッキーズスペシャル)○かす
がい環境賞表彰、緑のカーテンコンテス
ト表彰など

対象・定員▶ 市内在住の人・400人(抽選)　※グループ
(2 ～ 4人)での申し込み可

申し込み▶ 8月31日(水)〈必着〉までに、はがきか
ファクス、Ｅメールに、｢市民環境フォ
ーラム｣、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
－8686春日井市役所環境政策課(☎85
－6216、 Ｆ ＡＸ84－8731、 Ｅ メール
kansei@city.kasugai.lg.jp)へ

市民ソフトテニス大会
と き▶ 9月18日(日)午前9時から〈予備日9月25日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、男子Ａ級・Ｂ級、女子Ａ級・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▶ 9月1日(木)〈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)

秋季硬式テニス大会
と き▶ 9月23日(祝)午前9時から〈予備日10月2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▶ 9月3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・市外の場合は勤務先か学校
名も書いて、〒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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市民サービス公社嘱託職員
採 用▶ 平成23年11月1日
内 容▶ 総合体育館の施設管理と窓口受け付け業

務
対象・人員▶ 昭和24年4月2日以降に生まれ、普通自動

車運転免許を持っている人・1人
勤 務▶ 午前8時30分～午後5時、午後1時30分～

10時の2種類で1日7時間30分　※主に午
後1時30分からの勤務で月20日程度。土
・日曜日、祝日勤務あり。詳細は、ホー
ムページを見てください

 ホームページ　http://www.s－kousya
－kasugai.or.jp/

給与(月額)▶ 約15万円　※その他、通勤、期末・勤勉
などの手当をそれぞれの条件に応じて支
給

試 験▶ ○1次…9月16日(金)に総合体育館で筆記
試験、基礎体力測定○2次…10月中旬に
グリーンパレス春日井で面接

申し込み▶ 8月28日(日)まで(月曜日を除く)の午前8
時30分～午後5時に、市販の履歴書(写真
付き)に記入の上、自動車運転免許証を
持って、本人が直接、総合体育館(☎84
－7101)へ

レディヤンかすがい　☎85－4188
勤労青少年講座～再就職希望者のワード、エクセ
ルの初級講座
と き▶ 9月11日～ 10月2日の毎週日曜日(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・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費300円
持ち物▶ パソコン
環境講座｢ぼかしづくり｣～生ごみをたい肥にす
るぼかしを作る
と き▶ 9月16日(金)午前10時～ 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・24人(抽選)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも8月30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)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0844鳥居松町2－247へ

鷹来公民館　☎84－7071
ぼかし作り講座～生ごみを堆肥にする｢ぼかし｣を
作る
と き▶ 9月7日(水)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、雑巾、約4㎏のぼかしを入れ

るビニール袋
申し込み▶ 8月19日(金)から、電話で

中央公民館　☎33－1111
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▶ 9月9日(金)・16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
申し込み▶ 8月26日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名(①②の別も)、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

かすがいげんきっ子センター 
科学遊び～光の不思議
と き▶ 10月2日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 嶋田秀敏
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・16組(抽

選)
申し込み▶ 8月31日(水)〈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

エコメッセ春日井　☎88－5006
ハンカチのリフォーム教室～不用なハンカチを使
っておしゃれなきんちゃく袋を作る
と き▶ 9月3日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費200円
持ち物▶ 洋裁用具、ハンカチ
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 9月10日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 小川隆平
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、雑巾2枚
 
申し込み▶ いずれも8月19日(金)から、電話で
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グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～山野草の植え替え
と き▶ 9月4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▶ 8月19日(金)から、電話で

児童センター　☎87－6866
親子リズム教室～リズムに合わせて体を動かす楽
しさを親子で十分に味わう
と き▶ 9月9日～ 10月14日の金曜日(9月23日を除

く5回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 稲田有己子
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▶ 8月29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

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
初心者のための楽しいミニ盆栽～手軽に作れる手
のひらサイズのミニ盆栽を作る
と き▶ 9月12日(月)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 松井一尚
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ ピンセット、盆栽用はさみ(なければ先

のとがったはさみ)、持ち帰り用のビニ
ール袋

申し込み▶ 8月29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、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

坂下公民館　☎88－5555
実用書道に親しむ～日々使っている文字を毛筆で
書いてみよう
と き▶ 9月13日(火)・27日(火)、10月4日(火)〈3回〉

午後1時30分～ 3時
講 師▶ 津田濤鶴
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料750円
持ち物▶ 筆ペン
申し込み▶ 8月26日(金)〈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

グリーンパレス春日井　☎84－0381
家庭で作れる低カロリー料理
と き▶ 9月10日(土)午前10時～午後1時
講 師▶ レストランさくら料理長
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・18人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円(材料費含む)
持ち物▶ エプロン、布巾
旅先ふれあい韓国語教室
と き▶ 9月14日～ 11月2日の毎週水曜日(8回)午

前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
初級者向けパソコン教室～ビジネスに生かすエク
セル
と き▶ 9月15日～ 10月20日の毎週木曜日(6回)午

後7時～ 9時
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3000円
持ち物▶ ノートパソコン
 
申し込み▶ ｢家庭で作れる低カロリー料理｣は8月18

日(木)午前9時から、｢初級者向けパソコ
ン教室｣は8月19日(金)午前9時から、電
話で、｢旅先ふれあい韓国語教室｣は8月
30日(火)〈必着〉までに、往復はがきに講
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も書い
て、〒486－0817東野町字落合池1－2へ

味美ふれあいセンター　☎31－3522
私たちは何故たたら製鉄にコダワルのか～鉄から
文献に無い歴史を見直します
と き▶ 9月13日(火)・27日(火)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 春日井たたら研究会
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500円
申し込み▶ 8月18日(木)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
ベランダで始める家庭菜園入門～ブロッコリーと
ワケギをプランターで作る方法を学ぶ
と き▶ 9月21日(水)、10月12日(水)〈2回〉午前10

時～ 11時30分
講 師▶ 神田茂
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費100円
持ち物▶ 苗持ち帰り用のビニール袋
申し込み▶ 9月8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)、
電話番号を書いて、〒487－0011中央台2
－2－1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。

介護保険課　☎85－6187
脳トレセミナー～認知症を予防するための簡単な
読み書き・計算
と き▶ 10月4日～平成24年3月13日の火曜日(1月

3日を除く23回)午前9時30分～ 11時30分
の30分程度

ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上で、介護保険法によ

る要介護認定または要支援認定を受けて
いない人・30人(抽選)

費 用▶ 教材費5000円
申し込み▶ 8月31日(水)〈必着〉までに、はがき(1人1

枚)に氏名(ふりがな)、年齢、生年月日、
住所、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所介護保険課へ

総合福祉センター　☎84－3611
楽しいフォークダンス講座♪
と き▶ 9月7日～ 10月5日の水曜日(9月21日を除

く4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 松原茂夫
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・80人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
手とり足とりパソコン講座(高齢者編) ～年賀状
などを作成してみよう
と き▶ 9月16日～ 10月14日の金曜日(9月23日を

除く4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人・18人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
音楽で楽しく脳トレーニング
と き▶ 9月22日～ 10月13日の毎週木曜日(4回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 井上みどり
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・20人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
持ち物▶ 動きやすい服装
 
申し込み▶ いずれも8月31日(水)〈必着〉までに、往

復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号、身体障がい者は障がい名も書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ　
※身体障がい者は受講料無料(手とり足
とりパソコン講座は除く)。初回受け付
けのときに障がい者手帳の提示が必要

健康増進課　☎85－6164
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 9月28日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1～ 5歳の子どもが

いる保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
ママのためのボディデザイン教室～パワーヨガと
子育て中の体重コントロールについて学ぶ
と き▶ 9月30日(金)、10月7日(金)・14日(金)〈3回〉

午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住で産後1年を過ぎた40歳未満の

人で、ＢＭＩ〈体重(㎏)÷身長(m)÷身長
(m)〉23.0以上または妊娠前の体重に戻
っていない人・15人(抽選)　※参加した
ことのある人は申し込み不可。託児は参
加者1人につき1歳から2歳未満の1子まで
で10人(抽選)

 
申し込み▶ ｢食育のすすめ教室｣は8月29日(月)から電

話で、｢ママのためのボディデザイン教
室｣は8月31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、身長、体重、
託児の有無(希望する場合は子の月齢)
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▶ 9月24日(土)午前9時～午後5時
ところ▶ 総合福祉センター
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▶ 8月17日(水)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▶ 9月10日～ 10月1日の毎週土曜日(4回)午

後2時～ 3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▶ 8月18日(木)午前9時から、電話で
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市体育協会加盟団体の講座
初心者のための｢初級太極拳｣入門講座
と き▶ 9月の毎週水曜日(4回)午後7時～ 8時30分
ところ▶ 高蔵寺中学校
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人(小中学生も

参加可)・20人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ 上靴
問い合わせ▶ 市武術太極拳協会・浅見(☎090－1788－

6600)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 9月10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▶ ｢初心者のための『初級太極拳』入門講座｣

は8月31日(水)〈必着〉までにはがきに、
｢硬式テニス初心者教室｣は9月3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、｢硬式テニス初
心者教室｣は経験年数も書いて、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 9月3日(土) ～ 7日(水)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶平成3年9月2日までに生まれ、平

成23年6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9月1日
登録日▶ 平成23年9月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

公立春日井小牧看護専門学校学校祭
と き▶ 9月3日(土)午前10時～午後3時30分
内 容▶ ｢Ｏne for Ａll，Ａll for Ｏne ～今、私た

ちにできること～ ｣をテーマとした展示
と健康教室、模擬店、バザーのほか、オ
ープンキャンパスを行う

ところ・問い合わせ▶公立春日井小牧看護専門学
校(☎84－5611)

認知症市民講座
と き▶ 9月10日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢遺言とお金の管理｣弁護士・宮本曜爾
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)か市認知症地域

連携の会事務局あさひが丘ホスピタル
(☎88－0284)

日商2級販売士検定
月 日▶ 10月5日(水)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 5500円
申し込み▶ 8月19日(金) ～ 9月8日(木)に、春日井商工

会議所(☎81－4141)へ

珠算・段位認定検定
月 日▶ 10月23日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 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

申し込み▶ 8月25日(木) ～ 9月14日(水)に、春日井商
工会議所(☎81－4141)へ　※1～ 3級のみ
顔写真(縦4.5㎝×横3.5㎝)が必要

おんたけ湖ハーフマラソン参加者募集
　愛知用水通水50周年を記念して、おんたけ湖ハ
ーフマラソンが開催されます。
月 日▶ 10月30日(日)
ところ▶ 松原スポーツ公園(長野県木曽郡王滝村)
費 用▶ 参加料大人3000円、高校生以下1500円
申し込み▶ 9月15日(木)までに、郵便振替(用紙は農

政課に用意)かインターネットで
 ホームページ　http://runnet.jp/
問い合わせ▶ 王滝村イベント実行委員会(☎0264－48

－2257)

運転手さん
急いでいるのに
ありがとう
交通安全スローガン
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春日井水墨画協会展
とき▶8月30日(火)～9月4日(日)午前9時～午後
5時(最終日は4時まで)　ところ▶文化フォーラ
ム春日井　内容▶水墨画協会会員による作品発
表　問い合わせ▶山本(☎82－6352)

幸田バレエ教室発表会
とき▶9月4日(日)午後1時～5時(0時30分開場)
ところ▶市民会館　演目▶「クラシカル・シン
フォニー」「『海賊』よりグラン・ディベルティス
マン」「惑星」など　問い合わせ▶幸田バレエ教
室・幸田(☎84－9264)

書道事業～書のまち春日井、いっしょにわっ
しょい～
とき▶9月10日(土)午前10時50分～午後2時　と
ころ▶中部大学(松本町)　内容▶○市内の書道
家や高校生書道部、書道教室チームによる音楽
と書道の融合パフォーマンス○みんなで創ろ
う！大揮毫(きごう)　問い合わせ▶社団法人春
日井青年会議所(☎81－8480)

アレルギーっ子のためのスキンシップタイム
＆座談会
とき▶9月13日(火)午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶アレルギーや風
邪のときのマッサージと元気体操　対象▶ア
レルギー(アトピー、食物アレルギー、ぜんそ
く)を持つ子どもとその保護者　※保護者のみ
の参加も可　費用▶500円　申し込み▶9月10
日(土)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(アレル
ギー)を書いて、春日井アレルギーの会・田中
(☎・ＦＡＸ56－5088)へ

いきいきコーラス春日井 定期演奏会
とき▶9月17日(土)午後2時から(1時30分開場)
ところ▶市民会館　内容▶音楽を介して高齢
者の第2の人生を健康で心豊かにする楽しい演
奏会　曲目▶「箱根八里」「どうぶつメドレー」
「落葉松」など　定員▶1100人(先着順)　問い合
わせ▶野々山(☎81－1032)

ところ と　き 展示名 出品者

東部市民センター （☎92－8511）
8/16（火）～21（日） ボーイスカウト活動作品展 ボーイスカウト春日井

第10団

8/23（火）～28（日） イキイキ彩(いろどる)子
どもたち

ボーイスカウト春日井
第2団ビーバー隊

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）
8/17（水）～29（月） 絵手紙教室”いろ葉”作品展 絵手紙教室 いろ葉

8/31（水）～9/12（月）インド紀行二人展 重田かつ子・片田綾子

坂下公民館 （☎88－5555）8/17（水）～30（火） 春杉会作品展 春杉会

市役所市民サロン （☎85－6073）
8/18（木）～24（水） フォト燦々 フォト燦々

8/25（木）～28（日） 伍人展 伍人展の会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
8/19（金）～21（日） 古典園芸植物展 春日井古典園芸同好会

8/25（木）～28（日） 植物園のスケッチ展 日彩会

鷹来公民館 （☎84－7071）8/28（日）～9/4（日） ネイチャーフォト愛好会写
真展 ネイチャーフォト愛好会

※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！

アトム通貨ホームページ
http://www.atom-community.jp

～ありがとうの輪をつなげる

9月17日（土）から

　アトム通貨を使える店・もら
える店（加盟店）、配布に協力で
きる市民団体などを募集します。
加盟料▶500円（加盟店のみ必要）
申し込み▶月・水・金曜日の午前10
　　　　時～午後4時に、市商店街
　　　　連合会（☎84－8848）へ 

募集

THANKS MONEY～

問い合わせ▶市商店街連合会（☎84－8848）
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9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1日(木)、15日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①7日(水)②14日(水)③21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
          
8/24(水)から、電話で

11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(妊娠7～8か月

での参加を勧めます)・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

2日(金)、9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)

16日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
8/26(金)から、電話で

①7日(水)②14日(水)10：00～11：30
①保健センター②レディヤンかすがい

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4月～5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
          
8/24(水)から、電話で

1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11月～12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
             

①7日(水)②14日(水)③21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 ①8日(木)②15日(木)10：00～11：00
③22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
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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( )
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加盟店と協力団体
　市商店街連合会は、中部地区では初めて、
地域通貨「アトム通貨」を導入します。
　アトム通貨は、「未来の子どもたちのため
に」をテーマに、環境や地域など社会貢献活
動をするともらえ、アトム通貨に加盟してい
る店舗で使用することができます。詳しく
はホームページを見てください。

NO.51

アトム通貨がスタート


	表紙
	情報あ・ら・か・る・と
	情報あ・ら・か・る・と１
	情報あ・ら・か・る・と・２

	ＰHOTO スケッチ
	ＰHOTO スケッチ1
	ＰHOTO スケッチ2

	水道事業からのお知らせ
	各種お知らせ
	お知らせ・節電キャンペーン
	催し
	催し２
	募集・講座（一般）
	講座（一般）２
	講座（健康・福祉）・講座（スポーツ）
	講座（スポーツ）２・縦覧・その他

	まちのイベントNEWS
	子育て情報・元気です地域経済

