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情報あ・ら・か・る・と
10月から子ども手当が変わります、第63回道風展、
第31回短詩型文学祭、高蔵寺ニュータウン音楽会を開催

「ハニワ制作大会」で作品作りを楽しむ家族の皆さん「ハニワ制作大会」で作品作りを楽しむ家族の皆さん「ハニワ制作大会」で作品作りを楽しむ家族の皆さん
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職員の勤務時間の概要（平成23年4月1日現在）
　原則、午前8時30分から午後5時15分までの60分の休
憩時間を除く1日7時間45分、週38時間45分です。

分限処分、懲戒処分制度の概要(平成22年度)
　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があ
れば、職を失ったり、降任されたり、給料を減額され
たりします。
心身の故障による分限休職者▶23人　懲戒処分者▶3人

職員の服務の状況(各種制度の平均取得日数と取得人
数・平成22年度)
年次有給休暇(年間20日)▶8.4日　厚生休暇(年間6日)
▶5.3日　育児休業(3歳までの子を養育する場合取得
可)▶54人※　育児短時間勤務(小学校就学の始期に達
するまでの子を養育する場合取得可)▶16人※　部分
休業(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
場合取得可)▶34人※　介護休暇(家族を介護する場合
取得可)▶2人※
※平成22年度中に新たに休暇を取得した職員数

勤務成績の評定の状況
　年1回勤務成績の評定を行っています。

勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況(平成22
年度)
　職員は給与など勤務条件に関して、公平委員会に
適当な措置を講ずるよう要求することができます。
措置要求件数▶0件

不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況(平成
22年度)
　職員は懲戒その他その意に反する不利益な処分に
関して、公平委員会に不服の申立をすることができ
ます。
不服申立件数▶0件

人事行政の透明性を高め、その公平性を確保するため、職員の任用、給与、服務、福利厚生などの状況を公
表しています。その主な内容をお知らせします。

人件費の状況（普通会計決算・平成22年度）
歳出総額（Ａ）▶821億4170万円　実質収支▶30億6262
万円　人件費（Ｂ）▶134億9665万円　人件費率（Ｂ/Ａ）
▶16.4％
※人件費には、市長・議員など、特別職に支給される
給料・報酬などのほか、事業費から支出された職員の
給与なども含む（金額は万円未満切り捨て）

職員給与費（普通会計予算・平成23年度）
職員数（Ａ）▶1717人（82人）　給料▶65億4851万円　職
員手当▶15億306万円　期末・勤勉手当▶23億1724万
円　計（Ｂ）▶103億6881万円　1人当たり給与費（Ｂ/
Ａ）▶603万円
※職員数の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の数。給
与費には、特別職に対する給料・報酬などは含まない。
職員手当とは、扶養・地域・管理職・通勤・特殊勤務
・住居・時間外勤務などの手当で、退職手当は含まな
い（金額は万円未満切り捨て）

特別職の報酬など（平成23年4月1日現在）
給料（月額）▶市長101万5000円、副市長84万7000円　
報酬（月額）▶議長62万9000円、副議長56万9000円、議
員52万3000円　期末手当▶6月期 1.4月、12月期1.55月

2 職員の給与などの状況

1 職員数その他服務などの状況

部門別職員数（各年4月1日現在）

区分
部門

職員数（人） 対前年増減数（人）
平成22年 平成23年 平成22年 平成23年

普
通
会
計

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政

議　　会 9 9 ▲1
総　　務 237 233 ▲12 ▲4
税　　務 74 75 1
労　　働 2 2
農林水産 12 12
商　　工 14 13 1 ▲1
土　　木 136 137 ▲3 1
小　　計 484 481 ▲15 ▲3

福
祉
関
係

民　　生 529 537 ▲5 8
衛　　生 222 224 ▲7 2
小　　計 751 761 ▲12 10

一般行政部門計 1235 1242 ▲27 7
教　　　育 101 97 ▲8 ▲4
消　　　防 291 296 4 5
普通会計計 1627 1635 ▲31 8

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　　　院 669 707 ▲12 38
水　　　道 38 37 ▲1 ▲1
下　水　道 33 34 ▲3 1
そ　の　他 61 63 ▲2 2

計 801 841 ▲18 40
総合計 2428 2476 ▲49 48

職員の競争試験と選考の状況(平成22年度合格者数と倍率)

職　　種 合格者数 倍　率 職　　種 合格者数 倍　率

事
務
職

一般事務 14人 20.6倍 保育職1 13人 6.9倍

社会福祉士 5人 5.2倍 保育職2 5人 9.2倍

精神保健福祉士 1人 5.0倍 消防職 14人 11.2倍

技
術
職

土　　木 7人 3.7倍 保健師（1回目） 4人 3.5倍

建　　築 2人 5.5倍 医療事務 1人 4.0倍

化　　学 3人 7.7倍 民間事務職（一般事務） 2人 43.5倍

機　　械 3人 4.3倍 事務職（身体障がい者対象） 2人 4.0倍

電　　気 3人 4.3倍 保健師（2回目） 3人 1.0倍
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そのほかの職員福祉のための制度の概要
　定期健康診断や職員健康（身体・心）相談室の開設、
市職員共済会（平成23年8月1日現在、2485人）への助成
などを行っています。

公務災害補償の実施状況（平成22年度）
　公務（通勤）上において、災害が発生し、職員が傷病
や死亡した場合には、地方公務員災害補償基金から一
定の補償がなされます。
通勤災害▶傷病3件　公務上の災害▶傷病13件

職員（共済組合員）の福祉事業の概要
　職員とその被扶養者の病気や怪我、出産、死亡、休業、
災害などに対して支払われる短期給付と、職員が退職
した場合や、障がいの状態になった場合、死亡した場
合に、職員やその遺族の生活の安定を図ることを目的
として支給（退職共済年金、障害共済年金、障害一時
金、遺族共済年金）される長期給付があります。また、
職員（共済組合員）の健康保持に資する保養所の宿泊事
業、住宅資金などの貸付事業や、貯金事業などがあり
ます。

4 職員の福祉と利益の保護の状況

階層別研修▶勤務年数や職位に応じて要請される諸能
力の育成のために、各階層別に実施・586人　特別･専
門研修▶より高度な専門的知識と技術を習得し、実務
能力を養成するために実施・1669人　派遣研修▶自治
大学校、国土交通大学、市町村職員中央研修所など、
高度な行政運営能力・専門能力を養成するため他の研
修機関に派遣・88人　通信教育▶職員の自己啓発支援
として、通信教育講座の受講料を助成・26人

３ 職員研修の実施状況（平成22年度受講者数）

職員の初任給（平成23年4月1日現在）
大学卒▶17万8800円（採用2年経過日給料額19万2800円）
高校卒▶14万4500円（採用2年経過日給料額15万4400円）

職員の平均給料月額、平均年齢（平成23年4月1日現在）
一般行政職▶33万2517円、平均年齢42歳6月　技能労
務職▶32万1306円、平均年齢48歳0月

一般行政職の級別職員数（平成23年4月1日現在）
1～3級（主事･主任）▶299人（40.5％）　4級（主査・統括主
任）▶219人（29.6％）　5～6級（課長補佐）▶121人（16.4％）
7級（課長）▶81人（10.9％）　8級（部長）▶19人（2.6％）　9級
（部長）▶0人（0％）

期末・勤勉手当（平成22年度・国の支給率と同じ）
期末手当▶6月期1.25月、12月期1.35月　勤勉手当▶6月
期0.70月、12月期0.65月
※職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり

退職手当（平成22年度）
国

春日井市
自己都合 勧奨・定年

最高限度 59.28月分 59.28月分

国と同じ

勤続35年 47.50月分 59.28月分

勤続25年 33.50月分 41.34月分

勤続20年 23.50月分 32.76月分

その他の
加算措置

定年前早期退職者に対し、最高
100分の20を乗じて得た額を加算

※平成22年度中に退職した市職員（全職種）の1人当た
り平均支給額は、自己都合退職者261万円、勧奨・定
年退職者2559万円（金額は万円未満切り捨て）

地域手当（平成23年4月1日現在）
支給率▶3％（国の支給率3％）　支給対象職員数▶1635人
支給対象職員1人当たり平均支給年額▶11万1099円

時間外勤務手当（平成22年度）
支給総額▶3億2975万円　職員1人当たり平均支給年額
▶20万円（金額は万円未満切り捨て）

その他の手当
扶養手当▶扶養親族1人につき6500円～1万3000円。満
16歳年度初めから満22歳年度末までの間にある子1人
につき5000円加算　 住居手当▶借家・借間は家賃額
に応じて支給（最高限度額は月額2万7000円）　 通勤手
当▶徒歩以外で2㎞以上の通勤者に対して、5万5000円
まで（通勤手段、距離による相違あり）

特殊勤務手当（平成22年度）
職員全体に占める手当支給職員の割合▶42.4%　支給
対象職員1人当たり平均支給年額▶9万8559円　手当の
種類▶29種類

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成
23年4月1日現在）

※経験年数は、卒業後から採用までの年数（換算率に
より加算）を含む

問い合わせ▶人事課（☎85－6021）

経 験 年 数

10年 15年 20年

一般行政職
大学卒 27万8136円 32万7850円 36万3689円

高校卒 23万6100円 28万6500円 33万4450円

技能労務職
大学卒 該当なし 28万9900円 29万8900円

高校卒 該当なし 28万3000円 30万2592円



「コラ☆フェス」は、市民が協働（コラボ）して行う祭り（フェスタ）です。今年度のテーマは「つながる広がる 
かすがいの輪！」。さまざまな団体が協働して、団体の垣根を越えた楽しいイベントを開催します。

11月12日（土）午前10時～正午
先駆的な防犯の取り組み方法を豊富な
写真とデータで発表する現場報告
岩成台1丁目町内会防犯隊
岩成台小学校区ちょっとパトしよう会

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

「防犯教室」～地域から犯罪をなくすには～

11月12日（土）・13日（日）午前10時～午
後3時
「コラ☆フェス」各会場の多元的映像の
中継、団体の紹介ビデオ・ＤＶＤを上映
ＮＰＯ法人けやきフォーラム
かすがいＳＮＳ研究会

と　き▶

内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

映像コーナー

11月13日（日）午前10時～午後3時
来場した子ども向けのスタンプラリー
（景品あり）。竹細工、ネームシール作
りなど
小刀（ある人のみ）、軍手
ＮＰＯ法人けやきフォーラム
スローライフかすがい「やっと・かめの
会」、NPO法人かすみん、春日井市災害
ボランティアコーディネーター連絡会、
NPO法人愛岐トンネル群保存再生委員会

と　き▶
内　容▶

持ち物▶
実施団体▶
コラボ団体▶

キッズランド

11月12日（土）午後1時30分～ 3時
正月に向けて、簡単でかわいい帯結び
とクラシック音楽に親しむ会
春日井着装ききょう同好会
コンサートグループ「花の詩」

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

着物とクラシック音楽のコラボレーション

11月12日（土）午前10時～午後4時
空き缶のリサイクルをし、自分の好き
な花を生ける
ＮＰＯ法人ＭＯＡ自然農法春日井文化
事業団
社団法人ＭＯＡインターナショナル、
高齢・障がい者就労支援福祉会、春日
井手話サークルあやとり

と　き▶
内　容▶

実施団体▶

コラボ団体▶

一輪挿しつくり 花による癒し

11月13日（日）午前10時～正午
身近な公園で不思議を探す。解
説や写生、演奏会もあり
20組（先着順）
資料代100円
写生用鉛筆（あれば色鉛筆）、敷物
春日井市民会議「カエル65」
岩成台1丁目町内会防犯隊、サッ
クスＡＩＫＯ会、かすがい東部
丘陵自然観察会
11月5日（土）までに、電話かファ
クス、Ｅメールで、ささえ愛セン
ター内、春日井市民会議「カエル
65」事務局（☎56－1943、ＦＡX56
－4319、 E メールsasae－i＠city.
kasugai.lg.jp）へ

と　き▶
内　容▶

定　員▶
費　用▶
持ち物▶
実施団体▶
コラボ団体▶

申し込み▶

公園でふしぎさがし（事前申し込み）

11月12日（土）～ 13日（日）11月12日（土）～ 13日（日）3日（日）11月12日（土） 1211月12日（土） 13日（日）

市民協働フェスタ コラ☆フェス市民協働フェスタ コラ☆フェス市民協働フェスタ コラ☆フェス市民協働フェスタ コラ☆フェス市民協働フェスタ コラ☆フェス

①11月12日（土）・13日（日）午前10時
～午後3時②11月13日（日）午前10時30
分～正午
①海外ボランティア体験の写真展示
と異文化体験②体験報告会
春日井市国際交流ネットワーク
ＪＯＣＡ（青年海外協力協会）

と　き▶

内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

わくわく！ふれあいワールド
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11月12日（土）午後2時30分～ 3時30分
小人数の3つの音楽部が、おのおの異
なった楽器の編成で合同演奏
はくさんこども音楽部・育成会
育成会八幡音楽クラブ、サックスＡＩ
ＫＯ会

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

小さな音楽部の音楽会♪

11月13日（日）午後1時30分～ 3時30分
東日本大震災の救援にいち早く動いた
「春日井人」たちをパネラーに、いざと
いうときに何が一番大切なのか考える
春日井市民会議「カエル65」
雨にも負けずプロジェクト（密蔵院）、
ＮＰＯ法人転輪太鼓、かすがいＳＮＳ
研究会

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

がんばれ日本inかすがい「絆」
震災ボランティア体験シンポジウム

11月13日（日）午前11時～正午
ギャラリーに展示中の紅白梅図屏風の
セミナー
ＮＰＯ法人ＭＯＡ自然農法春日井文化
事業団
財団法人ＭＯＡ美術文化財団

と　き▶
内　容▶

実施団体▶

コラボ団体▶

ＭＯＡ美術館

11月12日（土）午後1時30分～ 4時
ギター演奏などに合わせて、お手玉演
舞やお手玉踊りなどをみんなで楽しむ
ＭＹギターアンサンブル、たかなみ会
老人・障がい者福祉施設利用者

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

春日井ふれあいまつり
～つながりから広がる明るい町つくり～ 11月13日（日）午後1時～5時

本格的ステージでダンスを披露
ＮＰＯ法人ソシアルダンス尾張クラブ
ハオリ・マオイ、ハーラウワ・ア カウ
ルア、マカナニ・フラ・スタジオ、サー
ビストゥーネイチャー春日井、はちき
ん＆いごっそう、フラメンコ『Aire』、
エッグスター、レッツ フォークダンス

と　き▶
内　容▶
実施団体▶
コラボ団体▶

ダンスの集い！

市民協働フェスタ コラ☆フェス市民協働フェスタ コラ☆フェス
11月12日（土）午前10時～午後3時
踊り、太鼓、生バンドをみんなで楽しむ
日本民踊研究会豊愛会
岩野コミュニティ太鼓、ＫＣジャズオー
ケストラ

と　き▶
内　容▶
実施団体▶
コラボ団体▶

「春日井」に“笑顔・元気”踊り、太鼓、
ビッグバンドの共演

11月13日（日）午前11時～正午
小中学生や先生による大人から子ども
まで楽しめる演奏会
松山小音楽部育成会
西部中学校吹奏楽部

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

みんなで楽しもう！！

11月12日（土）・13日（日）午前10時～午
後3時
広く市民に茶道の伝統文化に触れても
らう
1席600円（前売500円）
市民茶会運営委員会
葉仁和の会
林（☎81－5096）

と　き▶

内　容▶

呈茶券▶
実施団体▶
コラボ団体▶
問い合わせ▶

市民茶会

11月13日（日）午後1時30分～ 4時
詩吟、鳴子踊り、大道芸ピエロ、バリ
アフリーコンサート、マジック
ＮＰＯ法人スローライフ
杉の子会、クラウンコイコイ、田中大
貴、cobo勝川

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

キラキラ☆にじいろカーニバル

問い合わせ▶ささえ愛センター（☎56－1943）

広報春日井10月15日号 5
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～

と　き▶12月18日(日)午後2時から(1時30分開場)
出　演▶名古屋ヴィルトゥオーゼン(名古屋フィルハーモニー交

響楽団メンバー)
曲　目▶シューベルト「軍隊行進曲」、ブラームス「ハンガリー舞

曲 第5番｣、モーツァルト「アイネ・クライネ・ナハト
ムジーク」など

入場料▶1000円(全自由席、未就学児入場不可)　※3枚組2500円。
10枚以上で購入の場合は1枚800円。かすがい市民文化
財団友の会ＰｉＰｉ会員は、それぞれの価格から10％割り引き(前売りのみ)

入場券▶10月20日(木)から、東部市民センター、文化フォーラム春日井・文化情報プラザで販売

高蔵寺ニュータウン音楽会を開催
かつて高森山を再生させた「どんぐり作戦」にちなんで、心にも「きずな」の種をまきたいとの思
いから、ニュータウンきずな事業「どんぐり芸術文化劇場」として音楽会を開催します。

10月から子ども手当が変わります

　9月末現在、子ども手当を受給中の人は10月中に
郵送する「認定請求書」を同封の説明用紙に従って
記入し、手続きしてください。新たな支給要件に
該当する人は子ども政策課まで問い合わせてくだ
さい。
※公務員の人は勤務先で手続きをすることになり
ます

「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行されました。10月以降の手当を受
給するには、これまで子ども手当を受給していた人も申請が必要です。

手続き方法手続き方法手続き方法手続き方法手続き方法 支給額(月額)支給額(月額)支給額(月額)支給額(月額)支給額(月額)

0歳～中学生 1万3000円

3歳未満 1万5000円

3歳～小学生※ 第1子、第2子 1万円
第3子以降 1万5000円

中学生 1万円  10月1日現在で手当の支給要件に該当
する人は平成24年3月末日までに認定請
求書を提出すれば10月分までさかのぼっ
て受給できます。

ところ・問い合わせ▶東部市民センター（☎92－8511）

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6201）

○子どもに対して国内居住要件が設けられました(留学中の場合などを除く)。
○未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対しても支給されます。
○両親が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
○児童養護施設などに入所している子どもや里親に委託している子どもについては、施設の設置者
　などに支給されます。

平成23年9月分まで

平成23年10月分～24年3月分

【新たな支給要件】

【経過措置】

中学校卒業前までの子どもを養育している人は必ず申請してください中学校卒業前までの子どもを養育している人は必ず申請してください

※養育する子ども(18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの間にある子ども)のう
ち年長者から第1子、第2子…と数えます
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問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

第63回 道 風 展

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内、道風展事務局（☎85－6868）

第31回短詩型文学祭

小・中学生の部

　詩　▶山本ふき子
短　歌▶岡田節子
俳　句▶河地みどり
川　柳▶武田一虎
狂　俳▶三浦順子

　詩　▶富中千裕(松原中2)
短　歌▶柴田麻衣(山王小4)
俳　句▶後藤大典(押沢台小6)
川　柳▶田枝真人(坂下小1)

一般の部

現在の春日井市で生まれたと伝えられ、三跡の1人として日本書道史上に大きな足跡を残した小野道風
の偉業をたたえ、昭和24年より始まった道風展は、全国公募の書の展覧会です。

春日井会場▶10月29日(土)～11月6日(日)午前9時～
午後4時30分(最終日は3時まで)

と こ ろ 内　　容
文化フォーラム
春日井

一般部の市観光協会長賞以上の
作品

市役所10～12階 一般部・学生部条幅の部
道風記念館、観
音寺(松河戸町) 学生部半紙の部、参考作品

名古屋会場▶11月15日(火)～20日(日)午前10時～午
後6時〈18日(金)は8時まで〉

と こ ろ 内　　容
県美術館ギャラ
リーJ(名古屋市
東区)

一般部の市観光協会長賞以上と
学生部の文部科学大臣奨励賞の
作品

市役所
前

JR勝 川
駅前

道 風 記 念 館
観 音 寺 JR春日井

駅前
市役所
前(着) (発)

9:15 9:21 9:28 9:33 9:40 9:46

9:55 10:01 10:08 10:13 10:20 10:26

10:35 10:41 10:48 10:53 11:00 11:06

11:15 11:21 11:28 11:33 11:40 11:46

11:55 12:01 12:08 12:13 12:20 12:26

12:35 12:41 12:48 12:53 13:00 13:06

13:15 13:21 13:28 13:33 13:40 13:46

13:55 14:01 14:08 14:13 14:20 14:26

14:35 14:41 14:48 14:53 15:00 15:06

15:15 15:21 15:28 15:33 15:40 15:46

15:55 16:01 16:08 16:13 16:20 16:26

会場循環バス時刻表(無料)〈11/3(祝)のみ〉

限られた字数の中に、生活や社会、自然を表現する短詩型文学は、身近な創作活動としてとても親しみ
やすく、研ぎ澄まされた表現や新鮮な観察眼を育みます。今年は、昨年より1000点近く多く、一般の部
に585点、小・中学生の部に1万5837点の応募がありました。次の皆さんが市長賞を受賞されました。

と　き▶10月29日(土)～11月6日(日)午前9時～午後4時30分(最終日は
3時まで)

ところ▶文化フォーラム春日井

と　き▶12月中旬～平成24年12月中旬
ところ▶内々神社文学の森

販売場所▶10月29日(土)から、文化フォーラム春日井･文化情報プラザ、
市役所情報コーナー、東部市民センター、味美･高蔵寺･南
部･西部ふれあいセンター、各公民館で

内　容▶入選作品、審査員・実行委員作品、審査員による審査講評
などを掲載

価　格▶800円

作品展(特別賞受賞作品と審査員･実行委員の作品の展示)

作品集の販売

市長賞の作品の展示

市 長 賞市 長 賞市 長 賞
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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。

野焼きはやめましょう
　ドラム缶や簡易焼却炉、穴を掘ってのごみの焼
却などは、原則禁止されています。家庭ごみは、
決められた収集日にごみステーションに出すなど
｢資源・ごみの出し方便利帳｣に従って処分してく
ださい。また、農業を営むためにやむを得ず焼却
する場合などは、周辺地域の生活環境を損なうこ
とのないよう、配慮してください。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6217)

リサイクルプラザ情報を活用してください
　エコメッセ春日井内の｢リサイクルプラザ情報
掲示板｣では、不用品の無償譲渡の情報を紹介し
ています。家庭で不用になった家具や電気製品な
どを無償で提供できる人や譲り受けたい人は連絡
してください。
対 象▶ 市内在住の人。不用品の提供者は品物を

3か月間保管できる人　※品物は修理の
必要のない物に限定

取り扱わない物▶ガス・石油暖房器具、布団、タ
オル類、靴、本、レコード、ＣＤ、オー
トバイ、貴金属類、動植物、不動産など

問い合わせ▶ エコメッセ春日井(☎88－8999)

健康施策等推進協議会の公開
と き▶ 11月8日(火)午後2時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(火)から、健康増進課(☎85－

6167)へ

秋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▶ 11月6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)

春日井ココが好き！コンテスト入賞作品展
　身近にある｢まちの魅力(景観)｣を再発見・再認
識してもらうため、春日井の春・夏の表情(景色)
を描いた絵の入賞作品展と表彰式を行います。
月 日▶ 10月18日(火) ～ 23日(日)　※表彰式は23

日午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6265)

館蔵品展｢書表現の工夫余白のうつくしさ｣
と き▶ 10月21日(金)～平成24年1月9日(祝)〈10月

31日、1月9日を除く月曜日は休み〉午前9
時～午後4時30分

内 容▶ 大石隆子、上松一条、戸田提山らの余白
の美しい書の作品26点と平成手鑑第41帖
を展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
展示品解説
と き▶ 12月4日(日)、平成24年1月8日(日)午前10

時30分～ 11時、午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

グリーンピアコンサート
歌とハーモニカコンサート
と き▶ 10月22日(土)午前11時～正午
出 演▶ ラルゴ＆四季ハーモニカ
曲 目▶ ｢エーデルワイス｣｢野なかのばら｣｢赤と

んぼ｣など
オータムコンサート
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ ＭＹギターアンサンブル春日井
曲 目▶ ｢異国の丘｣｢青い山脈｣｢悲しい酒｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)
地域自立支援協議会の公開

と き▶ 10月28日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(火)から、障がい福祉課(☎85－

6213)へ

星キラリ
自転車ピカリ
帰り道
交通安全スローガン
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ところ・問い合わせ▶総合体育館（☎84－7101）

バレーボール国内最高峰「V・プレミアリーグ」が今年も春日井
で開催されます。ファイナルラウンド進出を目指し、繰り広げ
られる熱戦を観戦しませんか。

と　き▶12月25日(日)午後1時から(午前11時30分開場)
　　　　 第1試合…豊田合成トレフェルサ×FC東京　　
　　　　第2試合…サントリーサンバーズ×東レアローズ

市民入場券▶10月29日(土)から、総合体育館で販売
         1階指定SSサイド席…3500円、1階指定SSエンド席…3000円、 
　　　    1階指定Sサイド席…3000円、1階指定Aサイド席…2500円、
         2階指定席…2000円、2階一般自由席…1500円、2階小中高生自由席…300円
　　　　 ※一般入場券は11月5日(土)から、全国のチケットぴあで販売

V・プレミアリーグ男子春日井大会V・プレミアリーグ男子春日井大会

明るい選挙啓発ポスター入選作品展
　220点の応募の中から、優秀作品に選ばれた次
の皆さんの作品を展示します。
小学生の部
伊藤桃芽(神屋小5)、若林龍(松原小5)、稙田祥太(押
沢台小5)
中学生の部
神山綾佳(東部中2)、堂上未来(石尾台中1)、難波真
子(松原中2)

月日 ところ
10/25(火)～11/8(火) 市役所市民ホール(全地区)
11/23(祝)～28(月) 東部市民センター(東)
12/1(木)～8(木) 西部ふれあいセンター(西)
12/9(金)～16(金) 南部ふれあいセンター(西)
12/16(金)～22(木) 高蔵寺ふれあいセンター(東)

※(東)は東部地区の作品25点、(西)は西部地区の作
品24点を展示。また、各期間とも最終日は正午ま
で。優秀作品は市ホームページでも公開
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

ハッピーコンサート
と き▶ 10月29日(土)午後1時
　　　　30分～2時30分
内 容▶ シャンソンとピアノ、

バイオリンの演奏
出 演▶ シャンソン同好会｢マ

ロニエ｣、ムジカ ジ
ュエリー

ところ・問い合わせ▶福祉の
里レインボープラザ(☎88－7007)

夜コン｢ココロノフルサト｣
と き▶ 10月28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▶ 安藤よしの(フルート)、吉積光二(ホル

ン)、野田淳子(ピアノ)、加藤純子(語り)、
中山尚子(絵)

曲 目▶ 成田為三｢浜辺の歌｣、｢とおりゃんせ｣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▶ 10月30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)

10月～12月の読み聞かせの会
と き▶ 10月22日(土)、12月24日(土)午後2時～2時

30分　※11月は休み
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせ
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

2011/122011/12
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下原古窯で焼かれた多くの埴輪（はにわ）が味美二子山古墳から出土したことにちなみ、毎年開催される
ハニワまつり。ハニワの野焼きやミニハニワ・勾玉（まがたま）作りなどで秋の1日を楽しみませんか。

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

開会行事
時　間▶午前10時～10時50分
ハニワの野焼き
時　間▶午前10時30分～午後5時
春日井たたら研究会による製鉄実演
時　間▶午前11時～午後3時
ボーイスカウトによる体験教室
時　間▶午前11時～午後3時30分
舞台芸能
時　間▶午前11時15分～午後3時25分
炊き出し
時　間▶午前11時30分から

ミニハニワを作ろう！
時　間▶①午前11時～11時30分
            ②午前11時40分～午後0時10分
対象・定員▶小学生以下の人(親子での参加可)・80組(開会行事

終了後に整理券を配布)
勾玉作り
時　間▶①午後1時～1時45分②午後1時50分～2時35分
            ③午後2時40分～3時25分
定　員▶150組(午後0時30分に整理券を配布)

体験工房体験工房体験工房

と　き▶10月22日(土)〈雨天時は23日(日)に順延〉午前10時～午後5時
ところ▶二子山公園

ハニワまつり

青少年健全育成市民大会
と き▶ 11月4日(金)午後1時30分～3時40分(1時開

場)
ところ▶ 市民会館
内 容▶ ○表彰(健全育成功労者、健全育成・非

行防止作品と｢親から子、子から親への
メッセージ｣の優秀作品、運動・文化・
善行で優秀な成績を収めた児童生徒)○
講演｢マスオの家庭教育考｣増岡弘

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

わくわく工作ランド
と き▶ 11月5日(土)午前9時30分～11時30分
内 容▶ 飛ばして遊べるおもちゃを作る
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)

わくわく！ふれあいワールド
と き▶ 11月6日(日)午前10時～正午
ところ▶ 八幡小学校
内 容▶ 外国人住民とピンポン、風船バレーボー

ルなどのスポーツを楽しむ
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(火)～23日(日)に、ささえ愛セン

ター内、国際交流ルーム(☎85－6606)
へ

和服リフォーム・ファッションショー
と き▶ 11月3日(祝)午後2時～3時(1時30分開場)
内 容▶ 講座｢和服からおしゃれ着にあざやかリ

フォーム｣の受講者が和服から作り直し
た作品を発表する

ところ・問い合わせ▶東部市民センター(☎92－
8511)

協 力▶ グループ｢繋ぐ｣

11月の子育てサポートキャラバン隊
とき・ところ▶①8日(火)②15日(火)・南部ふれあ

いセンター、③9日(水)・グリーンパレス
春日井、③10日(木)・関田公民館(貴船町)、
③11日(金)・坂下公民館、③17日(木)・味
美ふれあいセンター、③18日(金)・上条
区集会所(上条町8)、③21日(月)・鷹来子
どもの家、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)



広報春日井10月15日号 11

社会福祉大会
と き▶ 11月7日(月)午後2時～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ○社会福祉に尽力した功労者の顕彰○講

演｢笑いと健康｣日本笑い学会理事・石野
一雄

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6228)

モリコロパークで遊ぼう！
と き▶ 11月13日(日)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

内 容▶ サツキとメイの家などで遊ぶ
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・25人(抽選)
費 用▶ 参加費500円
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 10月31日(月)〈必着〉までに、往復はがき

(1人1枚)に催し名、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、
児童センター (☎87－6866)へ

中小企業のための知的財産権活用セミナー
と き▶ 11月16日(水)午後2時～ 4時
ところ▶ ホテルプラザ勝川
講 演▶ ｢今だからこそ知ってほしい！知的財産

権活用法～少ないコストで会社を守り育
てる手法とは～ ｣名古屋国際特許業務法
人代表・足立勉　

定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 直接か電話、ファクス、Ｅメールに住所、

氏名、会社名、電話番号、ファクス番号
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

ダブルス団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 11月20日(日)午前

9時から
種 目▶ 男子・女子ダブ

ルス団体戦(1チー
ム4～ 6人)

対 象▶ 市内在住か在勤、
在学で11月2日(水)
までに今年度の
連盟登録をした人

費 用▶ 参加料(1チーム)3000円、中高生1000円
持ち物▶ ゼッケン、ユニホーム
ところ・申し込み▶11月2日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、全員の氏名・年
齢、代表者の住所・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▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

市長旗争奪バスケットボール大会
と き▶ 11月23日(祝)・

26日(土)、12月
11日(日)午前9時
30分から

対 象▶ 市内在住か在
勤、在学で高校
生以上の人

費 用▶ 参 加 料 (1チ ー
ム)8000円

ところ・申し込み▶10月27日(木)までに、所定の
用紙(総合体育館に用意)に記入して、総
合体育館へ　※10月29日(土)午後7時か
ら総合体育館で行う会議に代表者1人の
出席が必要

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

郷土館茶会｢雪待月｣
と き▶ 11月6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

紙芝居とお話を聞く会11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)

11(金)・25(金)11：00～

図書館
2(水)11：00～、5(土)・12(土)
・19(土)・26(土)15：00～、
9(水)・16(水)・23(祝)15：30～

東部市民センター 4(金)・11(金)・18(金)・25(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 12(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 12(土)14：00～
南部ふれあいセンター 16(水)16：15～
西部ふれあいセンター 12(土)11：00～
知多公民館 2(水)15：30～
鷹来公民館 12(土)13：30～
坂下公民館 5(土)14：00～
中央公民館 12(土)11：00～
グリーンパレス春日井 19(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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いっこく堂福祉チャリティートークショー
と き▶ 11月27日(日)午

後1時30分～ 3時
(0時30分開場)

ところ▶ 市民会館
内 容▶ 腹話術の世界的

スーパースター
によるトークシ
ョー

定 員▶ 1100人(先着順)
入場整理券▶ 10月24日(月)午

前9時から、総合福祉センターで配布(1
人2枚まで)

問い合わせ▶ 市社会福祉協議会施設経営課(☎84－
3699)

グリーンピア春日井　☎92－8711
ゲビンデのクリスマスリース
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 松本芙三子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1750円
持ち物▶ はさみ、ペンチ、持ち帰り用の袋
園芸教室～バラの秋から冬の管理
と き▶ 11月5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
園芸教室～ミニ盆栽の育て方
と き▶ 11月5日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 松井一尚
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 盆栽用枝切りはさみ、ピンセット、ビニ

ール風呂敷、持ち帰り用の袋
園芸教室～マツの剪定(せんてい)
と き▶ 11月9日(水)午前9時30分～午後4時　
 ※雨天の場合は、研修室で講義
講 師▶ 大野光義
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 木ばさみ、剪定ばさみ、弁当
 
申し込み▶ いずれも10月19日(水)から、電話で

味美ふれあいセンター　☎31－3522
クリスマスのプリザーブドアレンジ～心はずむク
リスマスを簡単にできる手作りの作品で飾ってみ
ませんか
と き▶ 11月11日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 久保秋子
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250円、教材費2750円
持ち物▶ はさみ(細いワイヤーや小枝が切れるも

の)、先の細いピンセット
申し込み▶ 10月18日(火)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
子ども講座～トールペイント
と き▶ 12月10日(土)午後2時～ 3時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学4年～中学生・10人(抽選)
費 用▶ 材料費(1人)300円
申し込み▶ 10月31日(月)〈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

坂下公民館　☎88－5555
キッズケーキにチャレンジ～ココアクッキーとラ
ズベリーのチーズケーキ作り
と き▶ 11月12日(土)午前10時～正午
講 師▶ 小林美智子
対象・定員▶ 市内在住の小学4年～中学生・16人(抽選)
費 用▶ 教材費800円
持ち物▶ エプロン、マスク、上靴、タオル、持ち

帰り用の入れ物
申し込み▶ 10月29日(土)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号、学校名、年齢(学年)を書いて、
〒480－0305坂下町4－250－1へ

親子でチャレンジ！ ｢食育体験教室｣
と き▶ 11月27日(日)午前10時～正午
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 牛乳などの身近にある食材を使った調理

室での体験教室
講 師▶ (社)愛知県栄養士会常務理事・小木曽順

子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者(大人1人

につき子ども2人まで)・20組(抽選)
持ち物▶ エプロン、上靴、三角巾、布巾
申し込み▶ 11月4日(金)〈必着〉までに、はがき(1組

1枚)かＥメールに催し名、住所、参加者
全員の氏名(ふりがな)・年齢(子どもは学
年も)、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所健康増進課(☎85－6167、
Ｅメールkenko@city.kasugai.lg.jp)へ
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エコメッセ春日井　☎88－5006
押し絵教室～えとのミニカレンダーを作る
と き▶ 11月4日(金)・11日(金)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 中野綾子
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1000円
持ち物▶ はさみ、目打ち、ピンセット、接着剤、

洗濯挟み(小)10個(大)4個、手拭きタオル
パッチワークキルト教室～古布でえとのたつを作
る
と き▶ 11月10日(木)・24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1300円
持ち物▶ 裁縫用具、黒か藍の糸
生ごみのリサイクル～生ごみをたい肥にするぼか
し作り
と き▶ 11月12日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 婦人会協議会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、45ℓ用のビニール袋、雑巾
 
申し込み▶ いずれも10月19日(水)から、電話で

市民生活課　☎85－6616
東海農政局｢消費者の部屋｣市民講座①米粉の可能
性～その魅力とレシピ②お米の流通について～産
地情報の伝達義務化
と き▶ ①11月8日(火)②11月16日(水)午後1時30分

～ 3時
ところ▶ ①レディヤンかすがい②東部市民センタ

ー
講 師▶ 東海農政局職員
定 員▶ 各20人(先着順)
申し込み▶ 10月19日(水)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
木版画年賀状作り～来年のえとなどを題材に、手
刷りの年賀状を作る
と き▶ 11月20日(日)・27日(日)、12月4日(日)〈3回〉

午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 吉川房子
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750円、材料費500円
持ち物▶ 彫刻刀(古い物は不可)、30cm定規、鉛筆、

色鉛筆、使用済みはがき
申し込み▶ 10月21日(金)から、電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
アートフラワーで作るか
わいいお正月の寄せ植え
～フクジュソウやジュウ
リョウを小鉢にすてきに
アレンジ
と き▶ 11月8日(火)・22

日(火)、12月6日
(火)〈3回〉午前10時～正午

講 師▶ 猿渡千代子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料750円、教材費1300円
持ち物▶ ピンセット、はさみ、木工用接着剤、お

しぼり
申し込み▶ 10月25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、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

東部市民センター　☎92－8511
冬の編み物教室～本格的な襟付き冬物セーターを
編む
と き▶ 11月16日～ 12月21日の水曜日(11月23日

を除く5回)午前9時30分～正午
講 師▶ 中村瑞代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料1250円、教材費5200円
持ち物▶ 棒針(6号)2本、とじ針、かぎ針、はさみ
申し込み▶ 11月7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)、
電話番号を書いて、〒487－0011中央台2
－2－1へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
季節を楽しむアロマテラピー～風邪予防スプレー
などを手作りします
と き▶ 11月10日(木)・17日(木)・24日(木)〈3回〉
 午前10時30分～正午
講 師▶ 山口奈緒子
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750円、材料費3000円
パパとおやじの料理講座(カレー編) ～イギリス
風、インド風、タイ風カレーに挑戦
と き▶ 11月12日(土)・26日(土)、12月10日(土)〈3

回〉午前10時～午後0時30分
講 師▶ 加藤令子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料750円、材料費1800円
持ち物▶ エプロン、布巾、食材入れ
 
申し込み▶ いずれも10月18日(火)から、電話で
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中央公民館　☎33－1111
スマイル＆美ボディレッスン～美しい姿勢・歩き
方や、ツボ押し、ストレッチ、リンパマッサージ
で、｢顔・身体・心｣を自分で磨く美容法を学ぶ
と き▶ 11月9日(水)・16日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 伊藤朱見
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ ヨガマットかバスタオル、大きめの手鏡
楽しく親子でリトミック～ピアノに合わせて歌っ
たり、身体を動かしてリズム遊びをしたりしなが
ら、音楽に親しみ集団生活に慣れる
と き▶ 11月11日～ 12月2日の毎週金曜日(4回)午

前10時30分～ 11時30分
講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の未就学児(2歳以上)とその保

護者・45組(抽選)　※今年度受講してい
ない人が優先

持ち物▶ 上靴
フラワーアレンジメント(西洋盛り花)教室～季節
に合わせたフラワーアレンジメントを学ぶ(初級)
と き▶ 11月～平成24年2月の第3木曜日(4回)午

後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 松本洋一郎
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1万円
持ち物▶ 万能ばさみかフラワーばさみ、カッター

ナイフ、メジャーか定規(50cm程度)、新
聞紙、コンポート(講座初日に購入可)

 
申し込み▶ いずれも10月26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)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0913柏原町1－97－1へ

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢おちばでたきび｣～散歩で拾
った落ち葉をたいて暖をとり、親子で冬の自然を
楽しむ
と き▶ 12月2日(金)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
申し込み▶ 10月30日(日)〈必着〉までに、往復はが

きに講座名、住所、親子の氏名(ふりが
な)・年齢、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

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
音楽療法～音楽で身も心も爽快に
と き▶ 10月28日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 中切町公民館(中切町2)
講 師▶ 西脇利子
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 第三介護地域包括支援センター (☎56－

8611)へ
寝たきりにならないために～転倒予防と飲み込み
について
と き▶ 11月24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▶ 理学療法士・稲垣寛、言語聴覚士・石黒

由佳
定 員▶ 30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

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
家族と楽しくふれあい遊び｢親子ふれあい広場｣
～リズム遊び、手遊びなど
と き▶ 11月30日～ 12月21日の毎週水曜日(4回)

午前10時～ 11時15分
対象・定員▶ 市内在住の未就園児とその保護者・10組

(抽選)
申し込み▶ 11月1日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に教室名、住所、親子の氏名(ふり
がな)、子どもの生年月日、性別、電話
番号を書いて、〒480－0304神屋町字引
沢57－1へ

生涯学習課　☎85－6447
中部大学連携講座｢スペシャルナースになろう！
～看護師さんのお仕事ってどんなことをするの
？ ｣～実習施設を使い看護師の仕事を体験する
と き▶ 11月26日(土)、12月3日(土)・10日(土)〈3回〉

午前10時～ 11時30分
ところ▶ 中部大学(松本町)
講 師▶ 中部大学教授・牧野典子、粥川早苗ほか
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者

・20組(抽選)
申し込み▶ 11月11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、保護者の氏名(ふりがな)、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



広報春日井10月15日号 15

障がい福祉課　☎85－6186
こころの健康講座
と き▶ ①11月8日(火)②11月16日(水)午後2時～ 4

時
ところ▶ ①総合福祉センター②市役所大会議室
講 演▶ ①｢コミュニケーション＆笑い体操～笑

って対人関係が楽しくなる～ ｣愛知笑い
健康事務局主宰・河村聡枝②｢精神障害
にとらわれない生き方を～就労という一
つの選択肢～ ｣精神保健福祉士・加藤宏
子、看護師・中山ちはる、当事者

定 員▶ 各100人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(火)から、市社会福祉協議会(☎

85－4321)へ

総合福祉センター　☎84－3611
使って覚える実践パソコン教室(高齢者編) ～年
賀状などを作成してみよう
と き▶ 11月17日～ 12月15日の木曜日(1日を除く

4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ パソコンクラブＫＴＳ
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上で、パソコンを使用

したことのある人・18人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 10月30日(日)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名、年齢、電話番号
を書いて、〒486－0857浅山町1－2－61
へ　

グリーンパレス春日井　☎84－0381
やさしいヨガ教室
と き▶ 11月17日～ 12月8日の毎週木曜日(4回)午

後7時～ 8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1200円
申し込み▶ 10月31日(月)〈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

健康増進課　☎85－6166
歯周病予防教室～歯周病は
糖尿病の合併症！ ｢健康｣の
ため｢健口｣を目指しましょ
う
と き▶ 11月10日(木)午前9

時30分～11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤の18歳以上の人・24人(先

着順)
持ち物▶ 手鏡、ハンドタオル、現在使用中の歯ブ

ラシ、歯間ブラシなどの補助清掃道具、
糖尿病健康手帳(ある人のみ)

鉄分アップ！料理教室～簡単メニューで貧血予防
と き▶ 11月25日(金)午前10時～午後1時
ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住の18 ～ 39歳の人・25人(先着順)
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▶ ｢歯周病予防教室｣は10月18日(火)から電

話で、｢鉄分アップ！料理教室｣は10月18
日(火)から、電話か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、kenko@city.kasugai.lg.jp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▶ 11月21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▶ 10月20日(木)午前9時から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
母親のリフレッシュ講座(託児付き) ～エアロビ
クス
と き▶ 12月6日(火)午前10時～ 11時
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児の母親・20人(抽選)
おいしいクッキング｢びっくりこれがサツマイモ
！ ｣
と き▶ 12月11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(1人)300円
 
申し込み▶ いずれも10月31日(月)〈消印有効〉まで

に、｢母親のリフレッシュ講座｣は往復
はがきに講座名、住所、氏名、年齢、電
話番号、託児希望者は子どもの名前・年
齢も書いて、｢おいしいクッキング｣は往
復はがき(1人1枚、きょうだいでの申し
込みは連名可)に講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、学校名、学年、保護者名、電
話番号を書いて、〒486－0945勝川町8－
2858－1、☎35－3501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。

市体育協会加盟団体の講座
ジョギング教室
と き▶ 10月30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)
硬式テニス初級者教室
と き▶ 11月12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▶ ｢ジョギング教室｣は当日午前8時30分か

ら会場で、｢硬式テニス初級者教室｣は11
月5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

児童センター　☎87－6866
バドミントン教室
と き▶ 11月12日(土)・20日(日)・26日(土)、12月

3日(土)・10日(土)〈5回〉午前9時30分～
11時30分

ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 山田敏勝
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・50人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ ラケット、上靴
申し込み▶ 10月31日(月)〈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、学校名、学年、保護者名を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

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▶ 11月17日～ 12月8日の毎週木曜日(4回)午

前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 10月19日(水)午前9時から、電話で

県営防災ダム事業築水池地区の事業計画
と き▶ 10月31日(月) ～ 11月29日(火)〈土・日曜日、

祝日を除く〉午前8時30分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶農政課(☎85－6237)

ホテルプラザ勝川ブライダル市民特典
　市内在住か在勤の人には、ホテルでの披露宴の
飲食料金に特別割引があります。また、結納や親
族食事会についても気軽に問い合わせてくださ
い。
ウエディングフェア▶10月30日(日)午前10時～午

後5時
ところ・問い合わせ▶ホテルプラザ勝川(☎36－

2331)

公立春日井小牧看護専門学校社会人入学生募集
試験日▶ 11月26日(土)
試 験▶ 一般教養、小論文、面接
課程・学科▶ 医療専門課程・看護学科
修業年限▶ 3年(昼間)
資 格▶ 次の全ての要件に該当する人○高等学校

(中等教育学校を含む)を卒業した人か高
等学校卒業者と同等の学力があると認め
られた人○平成24年4月1日現在で満23歳
以上の人○平成24年3月31日現在で3年以
上社会人の経験のある人　※詳細は募集
要項に記載

定 員▶ 入学定員(40人)の2割程度
費 用▶ 受験料5000円
募集要項▶ 直接か、郵送の場合は公立春日井小牧看

護専門学校へ問い合わせてください
ところ・申し込み▶11月1日(火) ～ 10日(木)〈消印

有効〉に直接か郵送で、〒486－0849八田
町2－38－1、公立春日井小牧看護専門学
校(☎84－5611)へ　※持参は、土・日曜
日、祝日を除く午前9時～午後5時

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▶ 11月24日(木)午前9時～午後5時
ところ▶ 西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▶ 10月18日(火)から、電話で
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公立春日井小牧看護専門学校の専任教員募集
採 用▶ 平成24年4月1日
専門領域▶ 成人看護学
年齢要件▶ 40歳程度まで
対象・人員▶ 成人看護の経験があり、①看護師として

5年以上業務に従事し、専任教員になる
ために必要な研修などを修了した人か②
看護大学を卒業し、教育に関する単位を
取得し、看護師として業務に3年以上従
事した人・1人

試 験▶ 小論文(テーマ｢私の教育観｣400字詰め原
稿用紙5枚程度)と面接(日時は後日連絡)

ところ・申し込み▶10月17日(月) ～ 31日(月)に、
市販の履歴書、看護師免許証の写し、小
論文、①に該当する人は研修などの修了
証書の写し、②に該当する人は卒業証明
書と単位修得証明書を持って、直接、公
立春日井小牧看護専門学校(☎84－5611)
へ

全国児童館・児童クラブあいちプレ大会
と き▶ 11月3日(祝)午前10時30分～午後3時
ところ▶ モリコロパーク内、地球市民交流センタ

ー (愛知郡長久手町)
内 容▶ 県内各地の児童館スタッフによる、遊び

のプログラムが無料で体験できる｢出前
じどうかん－あそびば－｣を開催。春日
井の児童館も参加

対 象▶ 子育て中の親子
問い合わせ▶ 県児童総合センター内、あいちプレ大会

実行委員会事務局(☎0561－63－1110)

秋季事業資金相談会・なんでも相談会
　事業資金相談会を市と日本政策金融公庫、愛知
県信用保証協会、春日井商工会議所が共同で開催
します。10月20日(木)は中小企業診断士、司法書
士、社会保険労務士によるなんでも相談会も行い
ます。
と き▶ 10月20日(木)、11月17日(木)午前10時～午

後4時
ところ・申し込み▶春日井商工会議所(☎81－

4141)へ

文化財探訪バスツアー
と き▶ 11月16日(水)午前9時30分～午後4時
内 容▶ 文化財ボランティアの会のガイドで内々

神社、四つ建て民家、民俗展示室、二子
山古墳を巡る見学バスツアー

集 合▶ 午前9時30分に春日井市役所
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 参加料200円(保険料含む)
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 10月27日(木)〈必着〉までに、はがきか

Ｅメール(1人1通)に｢文化財探訪｣、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0913柏原町1－97－1、文化財課内、春
日井文化財ボランティアの会事務局(☎
33－1113、Ｅメールbunkazai@city.kasu
gai.lg.jp)へ

地域子育て支援スキルアップ講座
と き▶ 11月22日(火)午前10時～午後4時30分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 地域子育て支援拠点の基礎研修(講義と

グループワーク)
講 師▶ 横浜市港北区地域子育て支援拠点どろっ

ぷ施設長・原美紀
定 員▶ 24人
申し込み▶ 11月1日(火)までに、申込書(市ホームペ

ージに用意)に記入して、郵送かファク
スで、〒462－0845名古屋市北区柳原4－
2－3、ＮＰＯ法人子育て支援のＮＰＯ｢ま
めっこ｣(☎・ＦＡＸ052－915－5550)へ

みんなで行こうエコツアー！
と き▶ 11月9日(水)午前8時30分～午後5時(少雨

決行)
ところ▶ 西尾市吉良町
内 容▶ 吉良歴史民俗資料館、塩性植物の見学
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(先着順)
費 用▶ 参加料1000円　※かすがい環境まちづく

りパートナーシップ会議会員は無料
持ち物▶ 弁当、雨具
申し込み▶ 10月18日(火)から電話で、環境政策課(☎

85－6216)へ
主 催▶ かすがい環境まちづくりパートナーシッ

プ会議

消防設備点検資格者講習
月 日▶ ①11月29日(火) ～ 12月1日(木)②12月6日

(火) ～ 8日(木)
ところ▶ ウインクあいち(名古屋市中村区)
内 容▶ ①第1種②第2種
定 員▶ 各100人
受講料▶ 3万1000円(別に合否判定結果通知郵便送

料80円が必要)
申し込み▶ 10月17日(月) ～ 24日(月)に、受講申請書

(予防課、消防署、各出張所に用意)に記
入して、直接か郵送で、〒461－0011名
古屋市東区白壁1－50、愛知県白壁庁舎
内、愛知県消防設備安全協会へ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)
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ところ と　き 展示名 出品者

中央公民館 （☎33－1111）10/15（土）～11/1（火）ハワイアン リボンレイ作品展 岡佳子

市役所市民サロン （☎85－6073）
10/18（火）～24（月） アーティフィッシャル

フラワーデザイン展 フラワーデザイン“花人„

10/26（水）～31（月） 絵手紙展 わかば会

坂下公民館 （☎88－5555）10/18（火）～29（土） 佛画展示会 天華会

味美ふれあいセンター（☎31－3522）10/18（火）～30（日） 押し花展 花あそびの会

落合公園管理棟 （☎56－0414）
10/19（水）～25（火） 植物画展 植物画同好会(美咲会)

10/21（金）～23（日） 晩秋の山野草展 春日井山草会

レディヤンかすがい（☎85－4188）10/19（水）～11/1（火）ボールペン画 ボールペン画を楽しむ会

グリーンピア春日井（☎92－8711）
10/22（土）～23（日） 秋季バラ展 春日井ばら会

10/28（金）～30（日） ツワブキと縁起植物展 春日井カンアオイ同好会

東部市民センター （☎92－8511）10/26（水）～29（土） 白陽会 秋の書展 白陽会

西部ふれあいセンター（☎33－0808）10/26（水）～11/2（水）油彩画展 好古会絵画クラブ

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）10/30（日）～11/5（土）ハンドメイド雑貨作品展 ハッピーハウスいちごの会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

大正琴あらしば会コンサート
とき▶10月30日(日)午後0時30分から(正午開場)
ところ▶市民会館　内容▶大正琴に合わせて、
児童合唱団の歌、ダンス、ギター、マリンバな
どのコンサート　問い合わせ▶新芝(☎・ＦＡ
Ｘ92－1398)

ちびっこ冒険レンジャー大集合
とき▶11月3日(祝)午前9時30分～午後3時(受け
付けは正午まで)　ところ▶落合公園　内容▶
親子で公園内のゲームや工作など約11か所のポ
イントを巡り楽しむ　対象▶年長～小学4年生
の子どもとその保護者　費用▶参加費(子ども1
人)200円(材料費、保険代)　持ち物▶弁当(必要
に応じて)　問い合わせ▶伊藤(☎55－2926)

かすがい若者サポートステーション講演会＆
無料相談会
とき▶11月5日(土)①午後1時～3時②午後3時
～5時　ところ▶レディヤンかすがい　内容▶
①講演「引きこもりの理解と対処法」社会福祉
士・清水智子②無料相談会　定員▶36人(先着
順)　申し込み▶10月18日(火)から、電話かファ
クス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書
いて、大橋(☎41－8016、ＦＡＸ41－8017、Ｅ
メールharusapo5f@yahoo.co.jp)へ

津軽三味線コンサート～3つの力～
とき▶11月6日(日)午後4時～5時15分(3時30分
開場)　ところ▶ルネック　内容▶津軽三味線
による津軽民謡、曲弾き、合奏曲を演奏する
コンサート　出演▶馬場淳史・岡野兄弟(津軽
三味線)、山田信晴(パーカッション)　定員▶
50人(先着順)　入場料▶2000円　申し込み▶電
話かＥメールに住所、氏名、電話番号、参加
人数を書いて、馬場(☎090－9337－3069、Ｅ
メールatsufumi_b@yahoo.co.jp)へ



地域経済地域経済元気
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と　き▶11月9日(水)午後3時～4時30分
ところ▶ホテルプラザ勝川
定　員▶100人(先着順)
申し込み▶10月20日(木)午前9時から電話で、春日井商
　　　　工会議所内、法人会事務局(☎81－4141)へ

(社)小牧法人会春日井４支部講演会

「混迷する政治と経済を斬る」
～震災復興に向けた経済・エネルギー運営を考える

1962年生まれ
一橋大学経済学部卒業後、通商産業省入省。
金融担当大臣補佐官、経済財政政策担当大
臣・郵政民営化担当大臣秘書官などを務め
る。経済産業省退官後、現在に至る。　

慶応義塾大学大学院
メディアデザイン研究科
教授・岸 博幸

経歴

広報春日井10月15日号 19

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17日(木)10：00～11：00

保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①2日(水)②9日(水)③16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
          
10/26(水)から、電話で

13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

4日(金)9：30～11：00
保健センター

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)

11日(金)、18日(金)9：30～11：00
健康管理センター

モグモグ健康教室
          
10/27(木)から、電話で

①8日(火)②15日(火)10：00～11：30
①レディヤンかすがい②西部ふれあいセ
ンター

5か月ごろからの離乳食と食べさせ方について学ぶ
対象・定員▶平成23年6月～7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
          
10/25(火)から、電話で

2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23年1月～2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
             

①9日(水)②16日(水)③23日(祝)
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 ①10日(木)②17日(木)10：00～11：00
③24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

自由参加

児

自由参加

自由参加

子

子

子

子

健

健

か

か
子 健

児

11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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