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10月2日（日）に「東部ほっとステーション」が
オープンします（P2）

白山小学校の校庭に完成した「白山わくわく芝生広場」で腕相撲を楽しむ児童の皆さん白山小学校の校庭に完成した「白山わくわく芝生広場」で腕相撲を楽しむ児童の皆さん白山小学校の校庭に完成した「白山わくわく芝生広場」で腕相撲を楽しむ児童の皆さん



がオープンしますがオープンします
「東部ほっとステーション」「東部ほっとステーション」
１０月２日（日）に１０月２日（日）に

がオープンしますがオープンします
「東部ほっとステーション」「東部ほっとステーション」
１０月２日（日）に１０月２日（日）に

がオープンします
「東部ほっとステーション」
１０月２日（日）に

東部ほっとステーションは、ＮＰＯ法人やボランティア団体などが自主事業を展開する市民活動拠点です。
施設の管理運営は、複数の市民活動団体が共同で運営する新しい方式とし、団体の特性を発揮しやすくし
ています。

ところ▶
開館時間▶
休館日▶

サンマルシェ南館3階（中央台1）
午前10時15分～午後5時
日曜日、祝日、年末年始、サン
マルシェ南館休館日
※日曜日・祝日は団体の事業が
あるときは開館

問い合わせ▶企画課（☎85－6048）

東部ほっとステーションはこんなところです。気軽に利用してください東部ほっとステーションはこんなところです。気軽に利用してください東部ほっとステーションはこんなところです。気軽に利用してください

活動する団体の事業紹介活動する団体の事業紹介活動する団体の事業紹介

NPO法人高蔵寺ニュータウン再生市民会議（☎91－8364）

　高蔵寺に暮らす人たちの住まいや暮らしの困
りごと何でも相談、研修、懇談会などを行います。

NPO法人ギブアンドテイク春日井（☎090－7315－8416）

　買い物、通院、外出などの生活支援および傾
聴や講演会などを行います。

春日井東部地域安全・安心センター（☎91－3747）

　安全・安心なまちづくりを目指し、地域安全
情報の提供やナンバープレート盗難防止ネジの
紹介と取り付けを行います。

NPO法人ワーカーズコープ（☎29－9767）

　日常の困り事を助け合うネットワークを作るた
め、清掃などの生活支援技術の講座を開きます。

NPO法人まちのエキスパネット（☎52－7315）

　まちづくり、子育て支援、障がい者福祉など
の分野で、地域の人材を発掘し、ネットワーク
づくりに生かします。

けあらーずサークル・てとりん（☎090－7867－2408）

　認知症などの要介護者を持つ家族が、互いに
共感し合い介護の情報を交換できる場や家族介
護者の居場所づくりを行います。

精神保健福祉ボランティアグループ「かたつむり」〈☎31－0750(県春日井保健所)〉

　こころの病を持つ人たちのために、やすらぎ
支援として月１回居場所を開放します。

ＮＰＯ法人ワーカーズかすがい（☎95－3511）

　住み慣れた地域で、いつまでも暮らし続けられ
るように集いの場の提供と福祉相談を行います。

岩成台西地区社会福祉協議会（☎91－0160）

　地域の福祉力を高めるため、防災活動の研修
や子育て支援サロンなどを行います。

生活支援拠点生活支援拠点生活支援拠点

情報発信拠点情報発信拠点情報発信拠点

交流拠点交流拠点交流拠点

市民活動団体が、
多彩な生活支援を実施する

まちの情報を集積し、
発信する

多様な市民活動団体の集結により、
情報や人材がつながる

春日井東部地域安全・安心センター（☎91－3747）

と　き▶
内　容▶

10月2日（日）午前11時～午後5時
市民活動団体の事業ＰＲなど開設式・オープニングイベント開設式・オープニングイベント開設式・オープニングイベント開設式・オープニングイベント開設式・オープニングイベント

2 広報春日井9月15日号

赤ちゃんほっとスペースを利用してください赤ちゃんほっとスペースを利用してください

赤ちゃんが生まれた家庭に家庭訪問を実施しています赤ちゃんが生まれた家庭に家庭訪問を実施しています

赤ちゃんほっとスペースとは

私たちが
訪問します。

新生児訪問新生児訪問新生児訪問 こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問



がオープンします
「東部ほっとステーション」
１０月２日（日）に

がオープンします
「東部ほっとステーション」
１０月２日（日）に

東部ほっとステーションはこんなところです。気軽に利用してください

活動する団体の事業紹介

生活支援拠点

情報発信拠点

交流拠点

開設式・オープニングイベント開設式・オープニングイベント

広報春日井9月15日号 3

赤ちゃんがいる家庭を応援します
市では、赤ちゃんがいる家庭の皆さんが安心して子育てできる環境をつくるため、さまざまな支援を行っ
ています。ぜひ活用してください。

　市内事業所の協力を得て、授乳やおむつ替えなどで困った時に気軽に
立ち寄ることができる施設を「赤ちゃんほっとスペース」として登録して
います。赤ちゃん連れで外出する際には、気軽に利用してください。

※新たに登録をお願いできる事業者を募っています。子ども政策課（☎85－6206）へ連絡してください

　助産師が訪問し、産後の健康状態や子ども
の発育・発達についての相談を受けます。身
体測定や母乳相談もできます。

　市の研修を受けた「こんにちは赤ちゃん隊」
が訪問し、子育て支援に関する情報提供や健
診・教室などの紹介をします。

対　象▶
申し込み▶

生後2か月までの赤ちゃんがいる家庭
「母と子のしおり」に付いている「新生
児訪問依頼書」を郵送するか、電話、
メールで、子ども政策課（☎85－
6170、Ｅメールkodomo@city.kasugai.
lg.jp）へ

対　象▶

問い合わせ▶

生後1～ 3か月の赤ちゃんがいる家庭
※予約不要。訪問する前月にはがき
でお知らせします
　　子ども政策課（☎85－6170）

赤ちゃんほっとスペースを利用してください赤ちゃんほっとスペースを利用してください赤ちゃんほっとスペースを利用してください赤ちゃんほっとスペースを利用してください赤ちゃんほっとスペースを利用してください

赤ちゃんが生まれた家庭に家庭訪問を実施しています赤ちゃんが生まれた家庭に家庭訪問を実施しています赤ちゃんが生まれた家庭に家庭訪問を実施しています赤ちゃんが生まれた家庭に家庭訪問を実施しています赤ちゃんが生まれた家庭に家庭訪問を実施しています

　授乳ができる設備、おむつ替えのできる設備のいずれか、または両方の
設備が利用できる施設です。
　登録施設には、右のステッカーが貼られています。また、市ホームペー
ジにも施設一覧を掲載しています。　

赤ちゃんほっとスペースとは赤ちゃんほっとスペースとは

このステッカーが目印です

私たちが私たちが
訪問訪問します。します。

新生児訪問新生児訪問新生児訪問新生児訪問新生児訪問新生児訪問 こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問



4 広報春日井9月15日号

情報あ・ら・か・る・と

クリーンセンターへ搬入する
ごみの処理手数料の改定
10月1日(土)より、クリーンセンターへごみを搬入する場合の処理手数料を改定します。改定前後は、
混雑が予想されますので、皆さんの理解と協力をお願いします。

問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6222）

家庭ごみ家庭ごみ家庭ごみ

改定前

粗大ごみを含まないもの粗大ごみを含まないもの 粗大ごみを含むもの粗大ごみを含むもの

無料 10㎏以上の部分に
つき100円/10㎏

全ての持ち込みごみ（資源を除く）全ての持ち込みごみ（資源を除く）

10㎏以上の部分につき100円/10㎏10㎏以上の部分につき100円/10㎏

事業ごみ(産業廃棄物事業ごみ(産業廃棄物を除く)事業ごみ(産業廃棄物を除く)

焼却処分によるもの焼却処分によるもの 粗大ごみを含むもの粗大ごみを含むもの

80円/10㎏ 10㎏以上の部分に
つき100円/10㎏

全ての持ち込みごみ全ての持ち込みごみ

 130円/10㎏(平成23年10月1日から)130円/10㎏(平成23年10月1日から)
170円/10㎏(平成24年4月1日から)170円/10㎏(平成24年4月1日から)
200円/10㎏(平成25年4月1日から)200円/10㎏(平成25年4月1日から)

※市が収集および運搬するごみ、特定廃棄物(スプリングマットレスなど)､ 家電リサイクル法対象品
目(テレビなど)の処理手数料は従来どおりです

問い合わせ▶課（☎85－6222）

市民の皆さんが四季折々に自然を楽しめる場所を4回にわたって紹介します。

　二子山公園は、市西部の二子町に位置し、３つ
の古墳に囲まれた歴史公園です。
　この公園は、ドングリの宝庫で、アラカシのシ
マシマ帽子のドングリやアベマキのボロボロ帽子
の大きなドングリなどもあります。良い形のドン
グリを見つけて、遊びや工作の材料にしましょう。
　ドングリは、昆虫やリスなど、いろいろな生き
物の食料になりますが、ここでは人が食べるには
渋が多いものばかりのようです。

　公園の南にあるバ
ス停から北進すると
ハニワの館の西側に
見える林が、御旅所
古墳です。そこにはた
くさんのアラカシやコ

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

かすがいの自然発見かすがいの自然発見かすがいの自然発見

季折々に自然を

かすがいの自然発見
その2その2

現地への案内▶電車…名鉄小牧線味鋺駅から
徒歩5分、TKJ城北線味美駅か
ら徒歩10分　　　

                    バス…かすがいシティバス西環
状線「二子山公園」下車

ナラ、アベマキがあります。
　次は、御旅所古墳の北東
側にある学習等供用施設
を過ぎた先の林です。遊具
の周りにはたくさんのア
ベマキやコナラのほかクヌギも並んでいます。
　林の木々からドングリのプレゼントが届くの
は10月上旬ごろから。あなたも身近な自然を楽
しんでみませんか。

アラカシアラカシ アベマキアベマキコナラコナラ

秋の二子山公園秋の二子山公園

改定前

改定後

改定後



広報春日井9月15日号 5

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 10月5日(水)午前9時30分から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

市民活動支援センター運営委員会の公開
と き▶ 10月5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)

9月21日～30日は｢秋の交通安全運動｣
　次の重点実施項目に沿って運動を展開します。
〇子どもと高齢者を交通事故から守ろう〇夕暮れ
時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故をな
くそう〇すべての座席でシートベルトとチャイルド
シートを正しく着用しよう〇飲酒運転を根絶しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

福祉の里レインボープラザの浴室の利用停止
　9月25日(日)から10月2日(日)まで、浴室防水工事
のため、全ての浴室の利用ができません。
問い合わせ▶ 福祉の里レインボープラザ(☎88－7007)

閉架書庫の利用停止
　蔵書点検のため、図書館、東部市民センター図
書室の閉架書庫に所蔵されている図書の貸し出し
・閲覧を停止します。
月 日▶ 10月1日(土) ～ 22日(土)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

10月～12月の献血
とき ところ

10/15(土)・16(日)、
11/29(火)9：30～ 16：00 市役所

11/19(土)10：00～ 16：00 バロー高蔵寺店
11/26(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ
12/3(土)10：00～ 16：00 イオン春日井店

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)

森浩一文庫展示｢寺社境内図の版画展｣
と き▶ 9月17日(土)～10月30日(日)〈月曜日を除く〉

午前9時～午後4時30分　※6月18日(土)～
7月17日(日)に展示したものに展示品を
追加して開催

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)

アトリウム音楽祭－秋－
と き▶ 9月17日(土)午前11時から、9月18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▶ 市内外で活動するグループが日頃の練習

の成果を発表
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

救急車の適正な利用に協力を

安心して救急医療を利用できる春日井市を、みんなで守っていきましょう。

本当に必要としている
人のために、安易な利
用は避けましょう。

問い合わせ▶消防総務課（☎85－6374）

市では８台の救急車がフル稼働しています



6 広報春日井9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。

展示｢愛知県にゆかりのある作家たち｣
と き▶ 9月22日(木) ～ 10月6日(木)〈月曜日を除

く〉午前9時～午後8時
ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

夜コン
蓼科バスーンカルテット +1～中川良平の
Ｍusic Ｂox～
と き▶ 9月23日(祝)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▶ 小川慧巳、榎戸絢子、野村和代、島岡幾

代、植松さやか
曲 目▶ バッハ｢無伴奏チェロ組曲より｣、｢ＮＩ

ＰＰＯＮの子供12 ヶ月より｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

市民射撃競技大会
と き▶ 9月25日(日)午前8時30分～午後3時
ところ▶ 土岐市総合射撃場(岐阜県土岐市)
種 目▶ トラップ射撃競技、スキート射撃競技
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で資格を持ってい

る人・50人(先着順)
費 用▶ 参加料1種目5000円、2種目7000円　※昼

食付き
持ち物▶ 銃砲所持許可証、火薬類譲受許可証、散

弾銃
申し込み▶ 当日午前8時30分～ 10時に、会場で
問い合わせ▶ 市射撃協会・長谷川(☎31－6071)

かすがい日曜シネマ｢風の前奏曲｣
と き▶ 9月25日(日)①午前10時30分から②午後2

時から(上映15分前に職員によるミニト
ークあり)

ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 19世紀末、タイの伝統楽器ラナートの奏

者として国民的尊敬を受けていたソーン
師。古典音楽を排除しようとする軍事政
権に立ち向かう彼の生涯を描いた感動作
(日本語字幕)

入場料▶ 900円、ペア1700円(当日はともに200円
増)　※時間指定、全自由席、3歳以上有料

入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ
で販売中　※電話予約もあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

にこにこ劇場
と き▶ 9月25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)

文化財特別展｢春日井の古代史事始｣
と き▶ 9月28日(水) ～ 10月10日(祝)〈10月3日(月)

を除く〉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▶ 発掘調査成果を基に庄内川にまつわる古

代史を紹介する
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

昼コン
～親愛なるリスト先生へ～ハッピーバースデー
200歳！
と き▶ 10月1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▶ 豊永美恵(クラリネット)、原田綾子(ピア

ノ)
曲 目▶ リスト｢愛の夢｣、モンティ ｢チャルダッ

シュ ｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

南部ふれあいセンター同好会の展示・発表会
作品展
月 日▶ 10月1日(土) ～ 11月25日(金)
内 容▶ 同好会による水彩画、水墨画、絵手紙、

洋裁、陶芸などの作品展
芸能発表会
と き▶ 10月2日(日)午前10時～午後2時
内 容▶ 同好会による民踊、太極拳、新舞踊、社

交ダンスなどの発表会
ところ・問い合わせ▶南部ふれあいセンター (☎

85－7878)

子ども相撲春日井場所
と き▶ 10月2日(日)午前9時30分から(受け付けは

9時から)
競技方法▶ トーナメント方式
対 象▶ 小中学生　※保護者同伴
ところ・申し込み▶9月30日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、住所、氏名(ふりがな)、
性別、学校名と学年、保護者の氏名、電
話番号を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館へ　※爪は短く切
って来てください

問い合わせ▶ 市相撲連盟・加藤(☎080－2622－9359)
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紙芝居とお話を聞く会10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)

28(金)11：00～

図書館 5(水)11：00～、1(土)・8(土)
15：00～、26(水)15：30～

東部市民センター 7(金)・28(金)15：30～
味美ふれあいセンター 8(土)11：00～
西部ふれあいセンター 8(土)11：00～
知多公民館 5(水)15：30～
鷹来公民館 8(土)13：30～
坂下公民館 1(土)14：00～
中央公民館 8(土)11：00～

※高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンタ
ー、グリーンパレス春日井は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

西部ふれあいセンター芸能発表会
と き▶ 10月2日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ 同好会や地域で活動している団体による

日本舞踊や民踊、ダンスなどの発表会
作品展
月 日▶ 10月2日(日) ～ 9日(日)
内 容▶ 水墨画、絵手紙、写真、和裁などの作品展
お茶会
と き▶ 10月2日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券300円、当日券350円
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

10月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①4日(火)②18日(火)・南部ふれあ

いセンター、③5日(水)・グリーンパレス
春日井、③7日(金)・坂下公民館、③13日
(木)・関田公民館(貴船町)、③17日(月)・
鷹来子どもの家、③20日(木)・味美ふれ
あいセンター、③21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)

秋のカローリング交流会
と き▶ 10月8日(土)午前10時～正午
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
指 導▶ 南気噴福寿会
対象・定員▶ 市内在住の障がい者(障がいの区分など

は問わない)か60歳以上の人、18歳未満
の人・各20人(先着順)

申し込み▶ 9月30日(金)〈必着〉までに、直接か電話、
ファクスに催し名、住所、氏名、年齢、
電話番号、障がい者は障がい名も書いて、
〒486－0857浅山町1－2－61、総合福祉セ
ンター (☎84－3611、ＦＡＸ84－3933)へ

自然満喫！トレッキング体験・秋
と き▶ 10月23日(日)午前7時30分～午後6時30分
ところ▶ ウイングヒルズ白鳥リゾート(岐阜県郡

上市)
内 容▶ 大日ヶ岳トレッキングコースの一部をガイ

ドと歩き、紅葉や天然温泉入浴を楽しむ
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の高校生か同年齢

以上の人・45人(抽選)
費 用▶ 参加料6000円(交通費や昼食代、温泉入

浴料、傷害保険料を含む)　※貸し切り
バスを使用

申し込み▶ 9月30日(金)〈必着〉までに、往復はがき
に催し名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、
性別、電話番号、市外在住の人は勤務先
か学校名も書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館(☎84－7101)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/gymnasium/

市民弓道大会
と き▶ 10月23日(日)午前9時～午後4時30分(受け

付けは8時30分から)
種 目▶ 一般・高校の部…個人・団体戦(1チーム

3人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人
持ち物▶ 弓道具
ところ・申し込み▶10月5日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、全員の住所・氏名・年
齢・電話番号・経験年数、経験者は段
位か級位も書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市弓道協会・影山(☎31－5748)
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パパ・ママ卓球大会
と き▶ 10月29日(土)午前9時～午後5時
種 目▶ シングルス
対 象▶ 市内在住、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▶10月19日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、住所、氏名、年齢、
電話番号、前回出場者はその時の組名、
初めての出場者は初出場と書いて、〒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)

かすがい男女共同参画市民フォーラム
と き▶ 11月5日(土)午後1時30分から(1時開場)
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ ○講演｢心のバリアフ

リー～ワーク・ライ
フ・バランスの実現
～｣内閣府ワークライ
フバランス交流会ア
ドバイザー・渥美由
喜○クイズ｢ジェンダ
ーってナンダー？！｣

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・450人(先着
順)

申し込み▶ 10月17日(月)までに、はがきかファクス(1
枚4人まで可)に｢市民フォーラム｣、代表
者の住所・氏名・性別・年齢・電話番号、
参加人数、託児希望者(定員20人)は｢託児
希望｣と子どもの氏名(ふりがな)・年齢
も書いて、〒486－8686春日井市役所男
女共同参画課(☎85－6152、ＦＡＸ85－
5522)へ　※市ホームページからも申し
込み可

サエラ ノスタルジック・コンサート
と き▶ 12月17日(土)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▶ 50歳代にしてデビューした、注目の女性

デュオ｢サエラ｣。童謡、民謡、歌謡曲と
幅広いジャンルを歌う

曲 目▶ ｢白もくれん｣｢ホーハイ節(青森県民謡)｣
など

入場料▶ 2500円　※全自由席、当日券同額、未就
学児不可

入場券▶ 9月17日(土)から、文化フォーラム春日井
・文化情報プラザ、チケットぴあ、ロー
ソンチケットで販売　※電話予約もあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

春日井まつり身体障がい者駐車場
月 日▶ 10月15日(土) ～ 16日(日)
ところ▶ 市庁舎周辺駐車場
対象・台数▶ 身体障がいなどの理由で、乗用車でしか

来場できない市民・各日20台(先着順)
申し込み▶ 9月30日(金)までに、市民生活課内、春日井

まつり実行委員会事務局(☎85－6616)へ

市臨時職員登録者
任 用▶ 10月1日以降で職員に欠員が生じたとき
募集職種▶ ①一般事務②一般事務(施設管理)③社会

福祉士④保健師⑤要介護認定調査員
 ※⑤は愛知県認定調査員研修受講済みで

車の運転ができる人
賃金(時給)▶ ①②860円③1270円④1390円⑤1500円
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、直接人事課(☎

85－6021)へ　※③～⑤は資格証の写し
が必要

非常災害時井戸水提供の家
　地震などの災害時に上水道が止まった場合、復
旧までの一時的な生活用水を確保するため、｢非
常災害時井戸水提供の家｣の指定を行っています。
市内に井戸があり、協力できる人は連絡してくだ
さい。
問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

市営住宅入居者
募集住宅▶ ①道場山住宅Ａ棟②道場山住宅Ｄ棟③西

島住宅④上八田住宅Ａ棟⑤杁ヶ島住宅Ａ
棟⑥東野住宅Ｃ棟

募集戸数▶ ①2Ｋ(単身)1戸②2Ｋ(一般・単身)1戸③3
Ｋ(一般)1戸④3ＤＫ(一般)2戸⑤2ＤＫ(母
子・父子、子育て)1戸⑥3ＤＫ(障がい)1
戸〈10月17日(月)に抽選〉

構 造▶ ①②③鉄筋4階建て④鉄筋7階建て⑤鉄筋
3階建て⑥鉄筋5階建て

家 賃▶ ①7600～1万4900円②8600～1万7900円
　　　  ③1万2500～2万500円④2万8800～5万

6700円⑤2万3600～4万6400円⑥2万8900
～5万6800円　※額は変更になる場合あり

入居基準▶ 月額所得15万8000円(高齢者世帯などは
21万4000円)以下

入居可能日▶ 12月1日(木)
申込書▶ 9月20日(火) ～ 10月13日(木)に、住宅施設

課、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
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知多公民館　☎32－8988
親子で簡単おやつ作り教室～①ピザパイ②型抜き
クッキーを作ります
と き▶ ①10月22日(土)②11月5日(土)午前10時～

正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・各12組

(先着順)
費 用▶ 材料費各700円
持ち物▶ エプロン、布巾2枚、20㎝四方の持ち帰

り用の容器、クッキーの型(②の受講者
のみ)

申し込み▶ 9月20日(火)から、電話で

で配布
申し込み▶ 10月3日(月) ～ 13日(木)〈消印有効〉に、

申込書に記入して、添付はがき2枚に50
円切手を貼って、直接か郵送で、〒486
－8686春日井市役所住宅施設課(☎85－
6294)へ

環境報告書(中間とりまとめ)に対する意見
　環境基本計画に示された環境目標に対する施策
や数値目標、重点的取り組みの進捗(しんちょく)
状況などを取りまとめた｢環境報告書(中間とりま
とめ)平成23年版｣を作成しました。今後の環境施
策の参考にするため、この報告書に対する皆さん
の意見を聞かせてください。報告書は、環境政策
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、
各公民館で見ることができます。
提出先▶ 9月16日(金) ～ 10月17日(月)〈必着〉に、

直接か郵送、ファクス、Ｅメールに住
所、氏名を書いて、〒486－8686春日井
市役所環境政策課(☎85－6216、ＦＡＸ
84－8731、Ｅメールkansei@city.kasuga
i.lg.jp)へ　※意見に対する個別の回答は
しません。内容については、個人が特定
されない形で原則として公表します

市民美術展覧会のポスター
内 容▶ 市民美術展覧会を宣伝するもの
規 格▶ Ｂ2(縦72.8cm×横51.5cm)を縦に使用し、

色は自由(金・銀・蛍光色は除く)で、未
発表のもの

賞 ▶ ○優秀(採用作品2点)○佳作(若干名)
 ※採用されたポスターの著作権は本展覧

会に帰属。入選作品は本展覧会開催中、
会場で展示

応募資格▶ 中学生以上(個人かグループで2点以内)
申し込み▶ 12月4日(日)〈必着〉までに、作品の裏面

に｢第61回春日井市民美術展覧会｣、住
所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、
職業か学校名・学年を書いて、制作意
図を200字以内にまとめたものを添えて、
〒486－0844鳥居松町5－44、かすがい市
民文化財団(☎85－6868)へ

鷹来公民館　☎84－7071
初心者向け｢早春の花と野菜作り｣講座～葉ボタ
ン、パンジー、イチゴ、タマネギなどの育て方を
学ぶ
と き▶ 10月14日・28日、11月4日・25日の金曜日(4

回)午前10時～正午(11月4日のみ午後1時
30分～ 3時)

講 師▶ 神田茂
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1000円、教材費500円
持ち物▶ ビニール袋、軍手、タオル、エプロンか

作業服
申し込み▶ 10月5日(水)から、電話で

ハーモニー春日井　☎88－0677
いけばなの入門講座～季節の花を生けながら、生
け花の基礎を学ぶ
と き▶ 10月1日～ 12月17日の第1・3土曜日(6回)

午後2時～ 3時30分
講 師▶ 原科初美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(先着順)
費 用▶ 受講料1500円、教材費4800円
持ち物▶ はさみ、タオル、花包み
申し込み▶ 9月18日(日)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
創作紙粘土教室～人形の小物入れ
と き▶ 10月8日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 梅田寿子

定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 20cm×15cm×5cm程度の持ち帰り用の

箱
器を彩るドライフラワー教室
と き▶ 10月15日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 岩崎菅子
定 員▶ 15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも9月21日(水)から、電話で
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レディヤンかすがい　☎85－4188
子育て支援をもっと知って暮らしに取り入れよう
！ (託児付き)
と き▶ 10月14日(金)・21日(金)〈2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500円
勤労青少年講座｢上手な自己主張の仕方｣～言い
たいことを上手に伝える方法を学ぶ
と き▶ 10月22日～ 11月19日の土曜日(10月29日

を除く4回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 青嶋宮央
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▶ いずれも9月30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、｢子育て支
援をもっと知って暮らしに取り入れよう
！ ｣の託児(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

南部ふれあいセンター　☎85－7878
リフレッシュのためのヨガ♪♪
と き▶ 10月18日～ 11月29日の隔週火曜日(4回)

午後1時30分～ 3時
講 師▶ 前野有里
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
持ち物▶ バスタオル・タオル各1枚
申し込み▶ 9月30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、〒486－0923
下条町666番地6へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
エコマフラー教室
と き▶ 10月15日(土)、12月17日(土)〈2回〉午前9

時30分～ 11時
講 師▶ 岩田正子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ ニードル針(ない人は当日1200円で購入

可)
申し込み▶ 9月21日(水)から、電話で

図書館　☎85－6800
ブックスタートボランティア育成研修会～4か
月児健診の際に、赤ちゃんとその保護者に絵本な
どを手渡し、読み聞かせを行う人を養成する
と き▶ 10月21日(金)・28日(金)〈2回〉午前10時30

分～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 石田見子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
申し込み▶ 9月22日(木)午前9時から、電話で

生涯学習課　☎85－6447
中部大学連携講座｢スポーツ選手は『脳』をきたえ
ている！？～実験で知る、スポーツがうまくなる
仕組み｣～世界最先端の研究を学ぶ
と き▶ 10月22日(土)・29日(土)〈2回〉午前10時～

正午
ところ▶ 中部大学(松本町)
講 師▶ 中部大学教授・平田豊
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生・20人(抽選)
申し込み▶ 10月7日(金)〈必着〉までに、はがきか

Ｅメールに講座名、住所、氏名(ふりが
な)、学年、電話番号を書いて、〒486－
8686春日井市役所生涯学習課(Ｅメール
syogaigk@city.kasugai.lg.jp)へ

少年自然の家　☎92－8211
自然観察と芋煮会～市内東部丘陵の自然観察を楽
しんだ後、芋煮鍋を調理し味わう
と き▶ 10月29日(土)午前9時～午後2時
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会
対象・定員▶ 小学4年生以上の人・80人(抽選)
費 用▶ 参加料600円
申し込み▶ 9月30日(金)〈必着〉までに、講座名、住所、

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

坂下公民館　☎88－5555
ワイワイ手作りミニパーティー (託児付き) ～料
理をおいしくするこつを伝授
と き▶ 10月21日(金)・28日(金)〈2回〉午前10時～

午後1時
講 師▶ 大石陽子
対象・定員▶ 市内在住の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、材料費1600円
持ち物▶ 上靴、エプロン、布巾2枚
申し込み▶ 9月30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)、
電話番号、託児(1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
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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▶ 10月1日(土)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住の1歳児とその父親
問い合わせ▶ かすがいげんきっ子センター (☎35－

3501)

健康増進課　☎85－6164
もうすぐママの料理教室～十分なカルシウムをバ
ランスよく
と き▶ 10月14日(金)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 東部市民センター
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▶ 9月28日(水)〈必着〉までに、はがきか

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

保健センター　☎91－3755
歯から見る、食べ物の話～雑穀クッキング
と き▶ 10月20日(木)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▶ 9月29日(木)〈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

健康管理センター　☎84－3060
乳がん自己検診講座～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▶ 10月31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(先

着順)　※グループ(2 ～ 5人)での参加も
可

申し込み▶ 9月22日(木)午前9時から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
高齢期の薬の知識～薬とうまく付き合おう
と き▶ 9月26日(月)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▶ 薬剤師・塚本知男
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
そろばんパチパチ！脳元気！
と き▶ 9月29日(木)午前10時～正午
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 小林義美
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛

(☎51－1840)へ
ウォーキングで心身ともにリフレッシュ～落合公
園で秋の風を感じてみませんか
と き▶ 10月14日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 落合公園
講 師▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 15人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
フラダンス教室
と き▶ 10月17日～ 11月28日の月曜日(11月14日

を除く6回)午後2時～ 3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
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 10月21日～ 12月9日の毎週金曜日(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
 
申し込み▶ いずれも9月30日(金)〈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も書いて、〒486－
0817東野町字落合池1－2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▶ 10月26日(水)午後1時～ 4時
ところ▶ 鷹来公民館
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▶ 9月20日(火)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。

市体育協会加盟団体の講座
ジョギング教室
と き▶ 9月25日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
費 用▶ 受講料300円(小中学生100円)
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・岡本(☎080－2618－

8455)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 10月16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▶ ｢ジョギング教室｣は当日午前8時30分か

ら会場で、｢硬式テニス初心者教室｣は10
月8日(土)〈必着〉までに、往復はがきに
教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、
経験年数を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館へ

尾張都市計画道路事業の認可
名 称▶ 尾張都市計画道路事業8・6・208号ＪＲ

春日井駅自由通路
と き▶ 平成30年3月31日まで(土・日曜日、祝休

日、年末年始を除く)の午前8時30分～午
後5時15分

ところ・問い合わせ▶都市拠点整備課(☎85－
6234)

司法書士による無料相談会
と き▶ 10月2日(日)午前10時～正午、午後1時～

3時
ところ▶ ルネック
内 容▶ 相続、贈与などによる不動産登記、会社

設立などによる法人登記、訴訟書類の作
成についての相談

問い合わせ▶ 県司法書士会春日井支部(☎56－6070)

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ ①10月2日(日)②11月16日(水)③12月4日

(日)午後2時～ 4時
ところ▶ ①③東部市民センター②総合福祉センタ

ー
内 容▶ 参加者とゆっくり時間を過ごしながら、

互いの悩みを聞き、一緒に考える　※保
健所か市役所の相談員も参加

対 象▶ 身内に心の病の人を抱えている家族
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｣

コロニー祭
と き▶ 10月2日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 県心身障害者コロニー
内 容▶ オープニングパレードや各種ステージ、

模擬店、フリーマーケットなど
サイエンス教室｢楽しいサイエンス｣
と き▶ 10月2日(日)午前10時15分～午後2時30分
ところ▶ 県コロニー発達障害研究所
内 容▶ 標本の展示や細胞の観察、脳の働きの分

析などの楽しくて簡単な実験
問い合わせ▶ 県心身障害者コロニー (☎88－0811)

行政書士無料相談会
と き▶ 10月4日(火)午前10時～正午、午後1時～

4時
ところ▶ 市役所701会議室
内 容▶ 建設業許可関係、農地法許可関係など、

官公署に提出する許認可関係についての
相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 県行政書士会尾張支部

春日台職業訓練校の訓練生募集
試験日▶ 11月8日(火)以降の指定する日
試験内容▶ 実技試験、面接
訓練期間▶ 1年
募集する科▶ 機械科、縫製科、木工科、陶磁器科、紙

器製造科
対象・定員▶ 義務教育を修了か平成24年3月修了見込

みの知的障がい者で、自己の身辺処理が
可能で、訓練に支障となる著しい問題行
動のない人・各科20人(先着順)

申し込み▶ 9月26日(月) ～平成24年3月16日(金)に入
校願書(春日台職業訓練校とハローワー
クに用意)、療育手帳の写し、健康診断
書などの書類を持って住所地を管轄する
ハローワークへ

ところ・問い合わせ▶春日台職業訓練校(☎88－
0811、ＦＡＸ88－0948)
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10月1日～7日は｢公証週間｣です
特別無料公証相談
と き▶ 10月1日(土)午前9時～午後4時
内 容▶ 遺言、任意後見契約、尊厳死宣言、離婚

に伴う慰謝料・養育費の支払い、年金分
割などの証書作成についての相談　※平
日も無料相談を受け付けています

ところ・問い合わせ▶春日井公証役場(☎85－
9351)

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 10月5日(水)午前10時～午後5時
ところ▶ 市役所301会議室
内 容▶ 土地価格、地代、家賃、借地権、相続時

の土地の分割および不動産の有効利用な
ど、不動産に関する相談

問い合わせ▶ 社団法人愛知県不動産鑑定士協会事務局
(☎052－241－6636)

膠(こう)原系難病患者・家族教室
と き▶ 10月7日(金)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 県春日井保健所
講 演▶ ｢よりよい療養生活を送るために～膠原

病の特徴を知ろう｣藤田保健衛生大学名
誉教授・鳥飼勝隆

対象・定員▶ 全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚
筋炎、多発性筋炎などの膠原系難病患者
とその家族・35人(先着順)

申し込み▶ 9月16日(金) ～ 30日(金)に、県春日井保健
所健康支援課(☎31－2133)へ

認知症市民講座
と き▶ 10月8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▶ ｢感染症対策(インフルエンザ、ノロウイ

ルスなど)｣県春日井保健所職員
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)

古本バザールで販売する本の募集
　赤い羽根共同募金運動の一環として春日井まつ
りで行う｢古本バザール｣で販売する古本を募集し
ます。
受け付け▶ 10月7日(金)までの店舗営業時間内に、市

内の郵便局(簡易郵便局を除く)、市内の
東春信用金庫、東海労働金庫春日井支店
か、9月30日(金) ～ 10月9日(日)の午前8時
30分～午後5時に総合福祉センターへ

問い合わせ▶ 市社会福祉協議会内、共同募金委員会(☎
85－4321)

2級・3級カラーコーディネーター検定
月 日▶ 12月4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▶ 9月20日(火) ～ 10月21日(金)〈土・日曜日、

祝日を除く午前10時～午後6時〉に、東京
商工会議所検定センター (☎03－3989－
0777)へ

問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

多治見ビジネスフェア｢き｣業展出展社募集
と き▶ 平成24年1月27日(金) ～ 28日(土)午前10時

～午後5時
ところ▶ セラミックパークＭＩＮＯ(多治見市東

町)
内 容▶ 出展社が持つ技術やサービス、独自性を

アピールすることで、契約獲得をはじめ
とした具体的成果へとつなげるためのイ
ベント

出展料▶ 1ブース1万円　※別途交流会費1人5000
円(必ず1人は参加)

申し込み▶ 9月30日(金)午後5時までに、申込書(｢き｣
業展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1342)〉へ　※予定数に達した場合は期
限前に締め切ることあり

 ホームページ　http://kigyouten.com/

10月～12月の県春日井保健所
とき 電話

食事療法相談(複数の疾
患を持つ人)〈予約制〉

10/11(火)、11/8(火)、
12/13(火)
13：30～ 15：00

31－2133

歯科相談(予約制)
10/20(木)、11/17(木)、
12/15(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

31－0750自死遺族相談(相談は匿
名で伺います)

月～金曜日(祝日を除く)
9：00～ 12：00、
13：00～ 16：30

ひきこもりを考える親
のつどい(予約制)

10/11(火)、11/8(火)、
12/13(火)
14：00～ 15：30

血液検査(エイズ、肝炎
検査等)

毎週火曜日(11/1、
11/22、12/27を除く)
9：30～ 11：00

31－2189

骨髄ドナー登録(予約制)
毎週火曜日(11/22、
12/27を除く)
10：00～ 15：00
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松翠会書展
とき▶9月21日(水)～25日(日)午前10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　問い合わせ▶山川(☎・ＦＡＸ81－
9578)

講演会「地域の中で暮らす!」～グループホーム・
ケアホームでの暮らし～
とき▶9月24日(土)午後1時30分～3時30分(1時開
場)　ところ▶総合福祉センター　内容▶障が
いのある人の地域での暮らしをみんなで考える
講師▶大阪府立大学准教授・三田優子　定員▶
100人(先着順)　問い合わせ▶バリアフリーの
会・戸田(☎090－2574－4405)

スマイルフォーラム
とき▶9月25日(日)午後1時30分～3時30分(1時
開場)　ところ▶レディヤンかすがい　講演
▶「さあ！介護！あなたは家で？それとも施
設？」ＮＰＯ法人地域福祉サポートちた理事・
松下典子　※託児(要予約)、手話通訳、要約筆
記あり　定員▶300人(先着順)　申し込み▶9月
24日(土)までに、電話かファクスに氏名、電話
番号を書いて、尾張えみの会・丸山(☎・ＦＡ
Ｘ88－5809)へ

「絵本と子育て」講演会
とき▶9月28日(水)午前10時から(9時30分開場)
ところ▶レディヤンかすがい　内容▶子育て
中の母親に絵本の話や読み聞かせをする　講
師▶茅谷千恵子　定員▶40人(先着順)　費用▶
資料代500円、託児料200円　申し込み▶9月25
日(日)までに、電話かファクス、Ｅメールに住
所、氏名、電話番号、参加人数、託児希望者
は子どもの名前と月齢も書いて、子育てサロ
ンどんぐりっこ・笹野(☎・ＦＡＸ83－8283、
Ｅメールkeiko@child-village.jp)へ

高蔵寺フォークジャンボリー
とき▶10月9日(日)午前9時45分～午後4時(雨天
時は翌日に順延)　ところ▶グリーンピア春日
井　内容▶子どもから大人まで楽しめる、ア
マチュアバンドなどによる演奏や多彩な出店
など　問い合わせ▶ＮＰＯ法人まちのエキス
パネット(☎52－7315)

ところ と　き 展示名 出品者
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）9/15（木）～27（火） 水彩画作品展 ふれあい水彩画同好会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
9/17（土）～18（日） 野辺の生け花展 野辺の生け花教室受講

生と講師

9/22（木）～10/2（日） 植物画教室受講生作品展 植物画教室受講生と講師

落合公園管理棟 （☎56－0414）
9/17（土）～19（祝） 秋の山野草展 牛山山草会

9/23（祝）～25（日） おもと展 日本おもと協会春日井支部

坂下公民館 （☎88－5555）9/17（土）～29（木） 絵画・仏像他 趣味の作品展 十二人の会

鷹来公民館 （☎84－7071）9/17（土）～30（金） 秋の書展 無玄会

市役所市民サロン （☎85－6073）
9/19（祝）～24（土） 絵手紙作品展 ピーマンの会

9/25（日）～30（金） 油彩クラブ作品展 油彩クラブ

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）9/28（水）～10/10（祝）佐々良雄遺作絵画展 西口昭雄

知多公民館 （☎32－8988）9/29（木）～10/11（火）ペン習字クラブ作品展 ペン習字すみれ会

※展示時間は各施設に問い合わせてください



地域経済地域経済元気
です！
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と　き▶10月15日(土)～16日(日)午前10時～午後4時
ところ▶市役所北駐車場
内　容▶○カット＆アレンジ体験（美容師体験）○ミニ重機
　　　　体験 ○ミニランドセル作り体験○ネイルアート体
　　　　験○氷屋さん体験○ガス屋さん体験など 問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

「おしごと探検隊パルケdeキッズランド」
春日井まつりで職業体験を楽しもう！

　春日井商工会議所青年部では、「子どもたちが楽しみながら
職業体験できる」をテーマに、「おしごと探検隊パルケdeキッ
ズランド」を開催します。ぜひ遊びに来てください。

広報春日井9月15日号 15

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
              

①4日(火)､18日(火)、25日(火)②11日(火)
10：00～11：00
市役所①301会議室②304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6日(木)、20日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①5日(水)②12日(水)③19日(水)〈3回〉
9：30～11：30
健康管理センター

①妊娠中の生活・口腔(こうくう)衛生②分娩(ぶん
べん)呼吸法・妊婦体操③新生児の育児と栄養
対象・定員▶妊婦とその夫・30組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳、母と子のしおり、(①のみ

歯ブラシ、手鏡、タオル)

休日パパママ教室
          
9/14(水)から、電話で

22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(妊娠7～8か月

での参加を勧めます)・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

14日(金)、28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)

21日(金)9：30～11：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
9/26(月)から、電話で

①5日(水)②19日(水)10：00～11：30
①レディヤンかすがい②保健センター

5か月ごろからの離乳食と食べさせ方について学ぶ
対象・定員▶平成23年5月～6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
          
9/28(水)から、電話で

12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12月～23年1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
             

①5日(水)②12日(水)③19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 ①6日(木)②13日(木)③20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)
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10月 の子育て情報 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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