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第35回春日井まつりハイライト
レンタサイクルを利用しませんか
知ってください｢デートDV｣
情報あ・ら・か・る・と
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情報あ・ら・か・る・と
市民意見（パブリックコメント）を募集します
市民病院がん相談支援センターが移転しました

春日井まつりフィナーレを飾った「どっこいせ総踊り」春日井まつりフィナーレを飾った「どっこいせ総踊り」春日井まつりフィナーレを飾った「どっこいせ総踊り」



ハイライトハイライト
春日井まつり春日井まつり
第35回第35回

気合いが入ったオープニング気合いが入ったオープニング気合いが入ったオープニング

Kasugai ザ 道風(芸能部門)で優勝したKasugai ザ 道風(芸能部門)で優勝した
｢かやの木｢かやの木 芸術舞踊学園 舞踊芸術舞踊学園 舞踊 ゆきこま会」ゆきこま会」
Kasugai ザ 道風(芸能部門)で優勝した
｢かやの木 芸術舞踊学園 舞踊 ゆきこま会」

Kasugai ザ 道風(書道部門)で優勝したKasugai ザ 道風(書道部門)で優勝した
｢春日井西高校 書道部」｢春日井西高校 書道部」
Kasugai ザ 道風(書道部門)で優勝した
｢春日井西高校 書道部」

華麗な舞を披露するゆき乃さん(左)と華麗な舞を披露するゆき乃さん(左)と
春日井出身の舞妓・ひこ乃さん(右)春日井出身の舞妓・ひこ乃さん(右)
華麗な舞を披露するゆき乃さん(左)と
春日井出身の舞妓・ひこ乃さん(右)

華やかな道風平安朝行列華やかな道風平安朝行列華やかな道風平安朝行列

｢パン de コロッケ a la サボテン｣の｢パン de コロッケ a la サボテン｣の
販売と人気投票も開催販売と人気投票も開催
｢パン de コロッケ a la サボテン｣の
販売と人気投票も開催

棒の手などの郷土芸能を披露棒の手などの郷土芸能を披露棒の手などの郷土芸能を披露

多くのボランティアも活躍多くのボランティアも活躍多くのボランティアも活躍

松村亜矢子文化スポーツ大使も松村亜矢子文化スポーツ大使も
｢どっこいせ｣を踊りました｢どっこいせ｣を踊りました
松村亜矢子文化スポーツ大使も
｢どっこいせ｣を踊りました
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市内7か所で自転車（レンタサイクル）の貸し出しを行っています。誰でも無料で
利用できますので、買い物やまちの散策などにぜひ利用してください。

貸出簿に必要事項を記入し、鍵を受け取り、
鍵と同じ番号のレンタサイクルを使用します。

貸出時間内に借りた場所に返却し、鍵を返します。

ＪＲ中央本線
春日井

県道内
津・勝

川線

国道1
9号

勝川

県道神
屋・味

美線

N

ＪＲ春日井駅北囗
自転車等駐車場 18台ＪＲ勝川駅東

自転車等駐車場 7台

総合福祉センター 2台

市役所正面玄関 8台

器のおおさわ林商店 3台

中央公民館 2台

レディヤン
かすがい 2台

○自転車の状態を確認してから乗ってく
ださい
○故障などがあれば申し出てください
○交通ルールを守り、安全走行に心掛け
てください（無理な走行はレンタサイ
クルの故障にもつながります）
○利用時間を必ず守ってください
○レンタサイクルから離れるときは、　
必ず施錠してください※月曜日が祝休日のときは、その直後の祝休日でない日

　貸出日は、各施設などの開館日・営業日です。年末年
始などの閉館日・休業日は、各施設により異なります。

No. 閉館日・休業日
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼

土・日曜日、祝休日
無休
日曜日
月曜日
月曜日※
月曜日
日曜日、祝休日

8:30 ～ 16:30
8:30 ～ 20:00
9:30 ～ 20:00
8:30 ～ 16:30
8:30 ～ 20:00
8:30 ～ 16:30
8:30 ～ 20:00

貸出時間（当日のみ）

問い合わせ▶交通対策課（☎85－6051）

　正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る
　○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　○夜間はライトを点灯
　○交差点での信号順守と一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用

　そのほか、傘を差しながら、携帯電話を使用しながらの運転もやめましょう。

自転車安全利用五則

レンタレンタ
サイクルサイクル
マップマップ

レンタレンタ
サイクルサイクル
マップマップ

レンタレンタ
サイクルサイクル
マップマップ

レンタレンタ
サイクルサイクル
マップマップ

レンタ
サイクル
マップ
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DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、恋人や配偶者など、親しい男女の間で振るわれる一方的な暴力
のことです。特に10代～20代の若いカップルの間で起こる暴力のことを「デートDV」といいます。「デート
DV」は、さまざまな種類の暴力を使って相手を自分の思い通りに支配（コントロール）しようとします。本
人や周囲の人も暴力に気付きにくく、見過ごされることも少なくありません。

問い合わせ▶男女共同参画課（☎85－6152）

●県女性相談センター（女性悩みごと電話相談）
　（☎052－962－2527）
　月～金曜日　午前9時～午後9時
　土・日曜日　午前9時～午後4時
　（祝休日、年末年始は休み）

●春日井警察署（☎56－0110）

●男女共同参画課DV相談（☎85－6296）
　＊電話・面接相談
　　月～金曜日　午前9時～正午、午後1時～ 4時
　　（祝休日、年末年始は休み）
　＊夜間電話相談
　　第1～ 4水曜日　午後6時～ 8時
●オンラインDVほっと相談
　ホームページ　http://www.soudan－kasugai.jp/

11月12日から25日までは、国の「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です

★男女共同参画情報紙「はるか」Vol.29にもDVに関する記事があります。
　（男女共同参画課で配布中。市ホームページでも見ることができます。）

DV相談窓口DV相談窓口DV相談窓口

束縛は愛情ではありません。
大切なのは互いに認め合い、尊重し合うことです。大切なのは互いに認め合い、尊重し合うことです。
束縛は愛情ではありません。
大切なのは互いに認め合い、尊重し合うことです。
「これって、DV？」と思ったら、一人で悩まないで相談してください。
相談窓口は本人だけでなく、家族、友人でも利用することができます。

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク

れる 方的な暴力

です
女性に対女性に対性に対に対すするする

暴力根絶のための
シンボルマーク

特集
DVを知ろう！
～あなたは大丈夫？～

知ってください「デートDV」知ってください「デートDV」知ってください「デートDV」

V」は、さまざまな種類の暴力を使って相手を自分の思い通りに支配（コントロール）しようとします。本
人や周囲の人も暴力に気付きにくく、見過ごされるこることもとも少な少 くありません。

は はありませんは は ま束縛は愛情ではありません

こんなこともこんなことも
   デートDVです   デートDVです。
こんなことも

   デートDVです。

友だち付き合いを制限する、
行動を制限する

ばかにしたり、
傷付くようなことを言う

性的な行為を強要したり、
応じないと不機嫌になる

無理やり物を買わせる、
借りたお金を返さない

携帯がつながらなかったり、
すぐに出ないと怒る

殴る、蹴る、髪の毛を
引っ張る、物を投げる

服装や髪形などに
「自分の好み」を押し付ける
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情報あ・ら・か・る・と

名 称 高齢者総合福祉計画中間案 障がい者総合福祉計画中間案 地球温暖化対策実行計画中間案

内 容
高齢者福祉事業や介護保
険事業の総合的な推進を
図るための計画

障がい者施策の総合的・計画
的な推進を図るための計画、
障がい福祉サービスの見込み
量確保の方策などの計画

市内全域における温室効果ガ
ス排出量の抑制を行うための
施策などの計画

募集期間 11月18日(金)～12月20日(火)〈必着〉

提 出 先

直接か郵送、ファクス、Ｅメールで意見、住所、氏名を書いて、〒486－8686春日井市役
所各担当課へ　※意見に対する個別の回答はしません。また、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

高齢福祉課
☎85－6184、FAX84－5764
Ｅメール　korei@city.
 kasugai.lg.jp

障がい福祉課
☎85－6186、FAX84－5764
Ｅメール　shogaifk@city.
 kasugai.lg.jp

環境政策課
☎85－6216、FAX84－8731
Ｅメール　kansei@city.
kasugai.lg.jp

が移転しましたが移転しました

　計画案は、各担当課、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、レディヤンかすがい、総合福祉センターで見ることができます。

市民意見(
市では、市民生活や事業活動に重大な影響を与える計画や条例などの策定・改廃に当たり、趣
旨や目的、内容を案の段階で公表し、皆さんからの意見を募集します。

がんに関するさまざまな相談ができる「がん相談支援センター」が医療福祉相談室から病棟7階へ移転し
ました。相談内容に応じて、適切な職種のスタッフが応対しますので、利用してください。

問い合わせ▶医事課（☎57－0057）

パブリック
コ メ ン ト )を募集します

治療、薬、医療費などの情報

地域の医療機関に
関する情報

不安や疑問、
療養・介護の相談

セカンドオピニオン
について

遠慮なく、相談
してください

受付時間▶月～金曜日(祝日を除く)午前9時～午後4時
予　約▶☎57－0684､ ＦＡＸ57－0087

相談は予約制です。まずは電話してください。

○治療中の人やその家族以外の人でも相談できます
○匿名でも相談を受けます
○相談は無料ですが、セカンドオピニオンは有料です

　インターネットによる情報収集ができ
る設備を整えました。相談のみならず、
情報収集にも自由に活用してください。

　がん治療に関する疑問、生活上の心配や不安
など、病気にかかったことで起こった問題を解
決する手伝いをします。さまざまな専門職種(医
師、看護師、薬剤師、ケースワーカー、臨床心理士、
栄養士など)が連携し、相談を受けます。

市民病院
がん相談支援センターがん相談支援センターがん相談支援センターが移転しました

がん相談支援センターとは
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子どもの家の利用料金が変わります子どもの家の利用料金が変わります子どもの家の利用料金が変わります子どもの家の利用料金が変わります

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。

子どもの家の利用料金が変わります

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6206）

子どもの家では平成21年4月1日に利用料金を改定し、急激な負担増にならないよう2段階で引き上げる
ことにしました。平成24年4月からは、2段階目の利用料金が適用され、次のとおりになります。

区分 現行 平成24年4月から

利
用
時
間

午後5時まで 2000円/月 4000円/月
午後6時まで 3500円/月 5000円/月
午後7時まで 4500円/月 6000円/月

夏季休業期間 600円 1200円

○夏休み期間は利用料金のほか、夏季休業期間利
用料金が必要
○同一世帯で同時に2人以上が利用する場合、2人目
は半額、3人目からは無料(利用料金の減免制度あり)
○表の利用料金のほかにおやつ代2000円、教材費
1000円、傷害保険料が必要

平成24年4月からの利用者募集は、平成24年1月1日号の広報春日井でお知らせします。

電子証明書の取得は早めにしましょう
　平成23年分の確定申告において、e－Ｔax(国税
電子申告・納税システム)を利用した確定申告を
予定している人は、あらかじめ市民課で住基カー
ドと電子証明書(公的個人認証サービス)の取得が
必要です。確定申告の時期は窓口が混雑しますの
で、早めに手続きをしてください。
問い合わせ▶ 住基カード、電子証明書の取得について

は市民課(☎85－6138)、e－Ｔaxでの申告
については小牧税務署(☎72－2111)

要介護認定者の障がい者控除について
　平成23年12月31日現在、対象となる人に｢障が
い者控除対象者認定書｣を平成24年1月下旬に送付
します。この認定書により、障がい者手帳などを
持っていない人でも、確定申告(または、市・県
民税申告)の際、｢障がい者控除｣の適用を受けるこ
とができます。障がい者手帳などを持っている人
で、手帳と認定書の認定理由(障がい者と特別障
がい者)が違う場合は、控除額の多い方を申告で
きます。
　年末調整などで送付前に必要な人は、申請して
ください。申請時に印鑑と申請者の身分を確認で
きる書類(運転免許証など)が必要で、申請から交
付まで2週間程度かかります。
対 象▶ 65歳以上で要介護1～5の認定を受けてい

て、障がい高齢者または認知症高齢者の
日常生活自立度など一定の基準を満たす
人

問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6197)

青少年健全育成功労者などの表彰、作品展示
　青少年健全育成功労者、健全育成・非行防止作
品などの主な表彰者は次のとおりです。
青少年健全育成功労者
表彰状▶ 山本八重子、東海林昌治、高木ふみゑ
健全育成・非行防止作品(市長賞)
ポスター▶ 松原顕(高座小4)、長江真弥(高蔵寺中3)、

西田奈央(春日丘高1)
書 ▶ 長縄さやか(松原小6)、小川文菜(西部中

1)、緒方晶(春日井南高1)
標 語▶ 水野翔斗(上条小5)、森岡千夏(東部中3)、

櫻井菜々美(春日丘高1)
親から子、子から親へのメッセージ
最優秀賞▶ 吉村光悟(押沢台小2)
運動・文化・善行
運 動▶ 村田里帆(味美小5)はじめ個人71人と6団

体
文 化▶ 伊藤萌(坂下小2)はじめ個人8人と3団体
善 行▶ 春日井西高校保健委員会・ボランティア

部
優秀作品展示
とき・ところ▶11月21日(月)～29日(火)・市役所市

民ホール、12月10日(土)～14日(水)・東部
市民センター、12月17日(土)～27日(火)・
味美ふれあいセンターの各施設開館日　
※市ホームページでも見ることができま
す

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

下水道基本計画策定検討委員会の公開
と き▶ 12月6日(火)午前9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▶ 企画経営課(☎85－6347)
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かすがい日曜シネマ｢バーレスク｣
と き▶ 11月20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▶ 田舎娘のアリが歌声を武器に、クラブ｢バ

ーレスク｣のスターへと駆け上がってい
くサクセス・ストーリー。華麗なミュー
ジカルシーンも必見(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)

グリーンピアコンサート
6年目の秋ライブ
と き▶ 11月20日(日)午後1時15分～ 2時30分
出 演▶ 春日井男声合唱団、ハーモニカグループ

｢エクテ・モア｣
曲 目▶ ｢百万本のバラ｣｢ひまわり｣｢筑波山麓合

唱団｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

子ども人形劇
と き▶ 11月26日(土)午後2時～ 2時45分
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▶坂下公民館(☎88－5555)
協 力▶ 人形劇団とんとんとん

ホームレスへの理解を深める講演会
と き▶ 11月29日(火)午後1時30分～ 4時30分
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ 映画｢あしがらさん｣上映と講演
講 師▶ 日本福祉大学准教授・山田壮志郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・80人(先着順)
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6193)

夜コン｢弾！打！吹！打！ ｣
と き▶ 12月2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▶ 福居由花(バイオリン)、岡林和歌(クラリ

ネット)、近藤幹夫(マリンバ)、田口美郷
(パーカッション)

曲 目▶ サミュ ｢リベルタンゴ｣、シュミット｢ガ
ーナイア｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

市クラブ対抗バドミントン秋季大会
と き▶ 12月4日(日)午前8時15分から
種 目▶ 男女ランク別団体リーグ戦(1チーム5人

以上)　※監督も含む
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟登録クラブ

※当日登録も可
費 用▶ 参加料(1チーム)一般6000円、高校生4200

円、小中学生3000円
ところ・申し込み▶11月25日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、クラブ名、活
動年数、参加者全員の氏名・住所・年
齢、代表者の電話番号を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

家族で出かけよう！歯の健康教室
と き▶ 12月4日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 市役所10階、保健センター
内 容▶ 歯科健診、フッ化物塗布(乳幼児のみ)、

ＲＤテスト(むし歯になりやすさ度チェ
ック)、歯並びなどの相談、歯科保健指導、
成人歯科健診など

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

市民第九演奏会
と き▶ 12月4日(日)午後3時開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 指揮チヨン・チュン、市交響楽団、市民

第九合唱団
入場料▶ 1000円(全自由席)
入場券▶ 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・西部・南部ふれあいセン
ター、坂下公民館で販売中

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

クリスマス会
と き▶ 12月4日(日)午前10時～

11時30分
内 容▶ お楽しみショーを見た

り、クリスマスグッズ
を作ったりして楽しむ

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)
協 力▶ 名古屋芸術大学子ども文化サークル
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障がいの理解・啓発講演会
と き▶ 12月6日(火)午前10時～正午(9時30分開場)
ところ▶ レディヤンかすがい
講 演▶ ｢大震災と障がい者｣社会福祉法人ＡＪＵ

自立の家わだちコンピュータハウス所長
・水谷真

対象・定員▶ 障がい者とその家族や支援者・70人(先
着順)

申し込み▶ 11月18日(金) ～ 30日(水)に、電話かＥメ
ールに催し名、氏名、電話番号を書い
て、障がい福祉課(☎85－6213、Ｅメー
ルshogaifk@city.kasugai.lg.jp)へ

からだの中身を知ってみよう！
と き▶ 12月6日(火) ～ 11日(日)午前9時～午後9時

30分
内 容▶ 体組成計による内臓脂肪などを測定し、

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

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

(☎88－7007)

12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、③7日(水)・坂下公民館、③
8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。途中の入退場も可能)

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)

福祉映画会
と き▶ 12月10日(土)午後1時30分～ 4時(1時開場)
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 社会福祉協議会事業紹介、映画｢僕と妻

の1778の物語｣の上映
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・1000人(先

着順)
問い合わせ▶ 市社会福祉協議会地域福祉課(☎85－

4321)

ジュニアバレーボール教室
　｢2011/12Ｖ・プレミアリーグ男子春日井大会｣
開催時に豊田合成トレフェルサ(川浦博昭元全日
本代表)によるジュニアバレーボール教室を開催
します。
と き▶ 12月25日(日)午前10時30分～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・40人

(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ 上靴
ところ・申し込み▶11月30日(水)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、住所、氏名、年齢、
電話番号、学校名と学年を書いて、〒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/

紙芝居とお話を聞く会12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)

ＪＢＬ2部リーグ 男子春日井大会
と き▶ 平成24年1月14日(土)・15日

(日)午後1時から　※いずれ
も午前9時30分開場。前座
試合として市内中学生の東
西対抗戦が行われます

内 容▶ 日本バスケットボールリー
グの豊田通商ファイティン
グイーグルス×日立電線ブルドッグスの
試合を観戦する

入場整理券▶ 11月26日(土)から、総合体育館で配布
ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)
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保有地売却のお知らせ保有地売却のお知らせ

問い合わせ▶管財契約課（☎85－6086）

保有地売却のお知らせ
番号 所在地 地積(㎡) 予定価格(円)
1 東野町9－10－17 158.77 1649万6000
2 東野町9－11－10 337.84 3331万1000
3 高蔵寺町北3－10－6 186.44 1955万7000
4 高蔵寺町北3－10－11 246.50 2551万2000

5
杁ケ島町2－8 80.10

2281万5000
杁ケ島町2－10 177.12

6 勝川町3－18 341.74 3154万2000
7 勝川町8－3－72 177.81 1783万4000
8 勝川町9－3－3 143.75 1369万9000
9 勝川町9－3－5 470.32 4547万9000
10 勝川町10－4－4 138.85 1301万
11 八田町1－14－3 238.94 2618万7000

12
瑞穂通6－11 109.35

4421万2000
瑞穂通6－13－2 253.05

保有地一般競争入札

○申し込み
月　日▶平成24年1月10日(火)～20日(金)
ところ▶管財契約課
○入札
と　き▶平成24年1月30日(月)午前10時から各物件

ごとに実施
ところ▶市役所1001会議室

番号 所在地 地積(㎡) 予定価格(円)
13 高森台1－16－1 897.49 3733万5000
14 鳥居松町2－16 444.25 4771万2000

詳しくは案内書(管財契約課で配布)か市ホー
ムページを見てください

※いずれの物件も地目は宅地。予定価格以上で最
も高い価格で入札した人に売却

市土地開発公社
市普通財産

｢こんにちは市の職員です｣実施団体
内 容▶ 市職員が地域で開催される会合などに出

向き、市政に対する意見交換を行う
実施期間▶ 平成24年3月31日(土)まで　※年末年始

を除く
開催時間帯▶ 午前10時～午後8時までの1時間程度
開催場所▶ 申し込み団体で用意　※会場にかかる費

用は申し込み団体が負担
対象団体▶ 市内の区、町内会、自治会
申し込み▶ 開催希望日の1か月前までに、直接か郵

送、ファクスで、申込書(市ホームペー
ジに用意)に記入して、〒486－8686春日
井市役所広報広聴課(☎85－6037、ＦＡ
Ｘ84－7421)へ　※開催日時などについ
て調整することがあります

｢学校給食献立表｣の広告
掲載期間▶ 1月～3月(3学期分)
規 格▶ 1色刷り・黒、縦35㎜×横60㎜
作成部数▶ 1か月2万9000枚
掲載料▶ 入札により決定
申し込み▶ 11月16日(水)～25日(金)に、申込書(市ホー

ムページに用意)に記入して、直接、学
校給食センター事務所(☎85－6342)へ

 ※12月5日(月)に入札を実施

母子健康手帳別冊｢母と子のしおり｣の広告
掲載期間▶ 平成24年4月1日から1年　※配布から1歳

誕生月まで使用
掲載場所▶ 表紙内面と裏表紙　※枠位置は公開抽選

により決定
規 格▶ 1色刷・黒、縦70㎜×横90㎜
枠 数▶ 各2枠(計4枠)　※2枠を併せて掲載可
作成部数▶ 4200部
掲載料▶ 1枠3万円
申し込み▶ 12月22日(木)までに、申込書(市ホームペ

ージに用意)に記入して、広告案を添え
て、直接、子ども政策課(☎85－6170)へ

 ※応募者多数の場合は、審査後、抽選に
より決定

鷹来公民館　☎84－7071
プリザで楽しむクリスマス
と き▶ 12月3日(土)午後1時30分～3時30分
講 師▶ 荻野昌美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ クラフトはさみ(ワイヤーが切れるも

の)、木工用接着剤、ピンセット
申し込み▶ 11月18日(金)から、電話で
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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▶ 12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▶ 11月26日(土)〈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

生涯学習課　☎85－6447
中部大学連携講座｢エジプト講座～古代エジプト
の象形文字で年賀状を作ろう！ ｣歴史を学びなが
ら、世界に一枚だけの年賀状を作る
と き▶ 12月17日(土)午前10時～正午
ところ▶ 中部大学(松本町)
講 師▶ 中部大学准教授・中野智章
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者

でローマ字の読み書きができる人・20組
(抽選)

申し込み▶ 12月2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

落合公園管理棟　☎56－0414
盆栽講習会｢寄せ植え｣～松竹梅の寄せ植え作り
と き▶ 12月11日(日)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 石井口丸男
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料350円、教材費3750円
持ち物▶ ゴム手袋、エプロン、園芸用ばさみ、持

ち帰り用の袋
申し込み▶ 11月30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、〒486－0817
東野町字落合池1へ

坂下公民館　☎88－5555
段ボールで楽しい工作教室～クリスマスツリーハ
ウスとからくり絵本を作る
と き▶ 12月11日(日)・18日(日)〈2回〉午後1時30

分～ 3時
講 師▶ 村田祐一郎
対象・定員▶ 市内在住の小中学生(小学2年生以下は保

護者同伴)・15人(抽選)
費 用▶ 教材費600円
持ち物▶ はさみ、木工用接着剤、サインペン
和菓子作りを楽しもう(託児付き)～上用まんじゅう
と き▶ 12月15日(木)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 渡辺平八郎　
対象・定員▶ 市内在住の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ エプロン、布巾、上靴
 
申し込み▶ いずれも11月29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、｢和菓子作り
を楽しもう｣の託児(1歳以上の未就学児)
希望者は子どもの名前(ふりがな)と年齢も
書いて、〒480－0305坂下町4－250－1へ

知多公民館　☎32－8988
そば打ち教室～年越しに向けて、本格的なそば打
ちを学ぶ
と き▶ 12月17日(土)・24日(土)〈2回〉午前9時30

分～ 11時30分
講 師▶ 日本手打ちそば保存会
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500円、材料費1600円
持ち物▶ エプロン、タオル、布巾、持ち帰り用の

容器(ふた付き)
入門｢寒の内の茶懐石｣～季節ごとの茶懐石に触
れ、旬の食材について学ぶ
と き▶ 12月21日、平成24年1月18日、2月1日・8

日の水曜日(4回)午前10時～正午
講 師▶ 大石三恵
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、材料費3200円
持ち物▶ エプロン、布巾、手拭きタオル、三角巾
 
申し込み▶ ｢そば打ち教室｣は11月19日(土)から電話

で、｢寒の内の茶懐石｣は12月6日(火)〈必
着〉までに、往復はがき(1人1枚)に講座
名、住所、氏名、年齢、電話番号を書い
て、〒486－0947知多町4－64－1へ

西部ふれあいセンター  ☎33－0808
フラワーアレンジメント講座～クリスマスや正月
の祝い花など季節の花々を美しく自由にアレンジ
してみよう
と き▶ 12月13日(火)・20日(火)・27日(火)〈3回〉

午後6時～ 8時
講 師▶ 石黒東風
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750円、材料費5500円
持ち物▶ 花切りばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 11月18日(金)から、電話で
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市民生活課　☎85－6616
東海農政局｢消費者の部屋｣市民講座 地産地消～
地域農産物の利用促進について
と き▶ 12月16日(金)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 東海農政局職員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 11月18日(金)から、電話で

味美ふれあいセンター　☎31－3522
お正月のプリザーブドアレンジ～プリザーブドフ
ラワーをこけ玉風にアレンジし、ゴールドの皿に
飾りつけます
と き▶ 12月9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▶ 細いワイヤーや小枝が切れるはさみ、先

の細いピンセット
申し込み▶ 11月18日(金)から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
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▶ 12月3日(土)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・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
クリスマスアルミ缶アート教室
と き▶ 12月4日(日)午前9時30分～ 11時
講 師▶ ＣＡＮ缶アートＧ
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
和紙で作る干支(えと)教室
と き▶ 12月10日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 三輪武子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費600円
持ち物▶ 木工用接着剤、目打ち、はさみ、手拭き

タオル、10㎝×14㎝の段ボール3枚
 
申し込み▶ いずれも11月18日(金)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
認知症予防教室～元気と笑顔の体力作り
と き▶ 11月28日(月)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームグレイスフル春日井
講 師▶ 古川加代
定 員▶ 30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

グリーンピア春日井　☎92－8711
籐細工のお正月リース
と き▶ 12月11日(日)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、千枚通し、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 11月18日(金)から、電話で かすがいげんきっ子センター

つくってあそぼ～身近な素材を使って遊ぶ
と き▶ 平成24年1月17日・31日、2月7日・21日の

火曜日(4回)午前10時30分～ 11時15分
対象・定員▶ 2歳6か月～3歳児とその保護者・15組(抽選)
申し込み▶ 11月30日(水)〈消印有効〉までに、往復は

がき(1組1枚)に講座名、住所、参加者全
員の氏名(ふりがな)、年齢、電話番号を
書いて、〒486－0945勝川町8－2858－1、
☎35－3501へ

健康増進課　☎85－6164
くびれエクササイズ｢美ボディを手に入れる！ ｣
～生活習慣病予防の講話と簡単なエクササイズ
と き▶ 12月20日(火)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の18 ～ 39歳でＢＭＩ〈体重(㎏)

÷身長(m)÷身長(m)〉23.0以上の人・30
人(抽選)　※託児は1人につき1～ 3歳の1
子まで・10人(抽選)

ヘルスメイト養成講座～料理教室や食育教室でボ
ランティア活動をしてみませんか？
と き▶ 平成24年1月24日～ 3月6日の毎週火曜日

(7回)午前9時30分～午後1時
ところ▶ 保健センター、市役所304・305会議室
講 師▶ 管理栄養士、健康運動指導士、保健師ほか
対象・定員▶ 市内在住で講座修了後、食生活改善協議

会の会員(ヘルスメイト)になり、ボラン
ティアとして活動できる人・20人(抽選)

費 用▶ 受講料2000円
 
申し込み▶ ｢くびれエクササイズ｣は12月2日(金)〈必

着〉までに、｢ヘルスメイト養成講座｣は
12月9日(金)〈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、｢くびれエク
ササイズ｣は身長、体重、託児の有無(希
望する場合は子の月齢)も書いて、〒486
－8686春日井市役所健康増進課(Ｅメー
ルkenko@city.kasugai.lg.jp)へ
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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。

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▶ 12月17日(土)午前10時～午後1時
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・10人(先着順)
申し込み▶ 11月18日(金)から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
卓球教室
と き▶ ①平成24年1月12日～2月2日の毎週木曜日

(4回)午後4時～ 5時②平成24年1月14日～ 2
月4日の毎週土曜日(4回)午前9時～10時

対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 3年生②小学4～ 6
年生・各10人(抽選)

申し込み▶ 11月30日(水)〈消印有効〉までに、往復は
がきに教室名(①②の別も)、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

市体育協会加盟団体の講座
室内硬式テニス初心者教室
と き▶ 12月1日(木)・8日(木)・15日(木)〈3回〉午

後6時30分～ 9時
対 象▶ 小学4年生以上の人
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、上靴
ところ・申し込み▶11月25日(金)〈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

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 12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12月2日までに生まれ、平

成23年9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12月1日
登録日▶ 平成23年12月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

保険年金の二重課税に伴う特別還付金の支給
　平成22年10月から、相続税に係る生命保険契約
等に基づく年金の税務上の取り扱いが変更され、
遺族が年金として受給した生命保険金のうち、相
続税の課税対象となった部分については、所得税
の課税対象にならなくなりました。
　これにより、過去5年以内の各年分について市
県民税の還付を行ってきましたが、平成13年度(12
年分)以降の各年分についても特別還付金として
支給する制度を新たに設けましたので、対象の人
は申請してください。
対 象▶ 平成12年以降に次のいずれかを受給して

いて、保険料などの負担者でない人○年
金形式で受け取る死亡保険金○学資保険
の契約者が死亡したことに伴って受け取
る養育年金○個人年金保険契約に基づく
年金

添付書類▶ ①所得税特別還付金の支給を受けた人…
還付を受けた際の請求書の写し、請求書

市民病院　☎57－0057
市民公開講座｢胃がんのはなし｣｢大腸がんのはなし｣
と き▶ 12月3日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 市民病院消化器科医長・坂本知行、日帰

り手術センター部長・笹本彰紀
定 員▶ 120人(抽選)
申し込み▶ 11月28日(月)〈必着〉までに、往復はがき

かＥメールに講座名、住所、氏名、電話
番号を書いて、〒486－8510鷹来町1－1
－1、Ｅメールkouza@hospital.kasugai.
aichi.jpへ

総合福祉センター　☎84－3611
やさしく学ぶ書き初め講座～基本点画と表書きも
学ぶ
と き▶ 12月8日～平成24年1月5日の木曜日(12月

29日を除く4回)午後2時～ 3時30分
講 師▶ 中村立強
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・25人(抽選)
費 用▶ 受講料520円、材料費300円
申し込み▶ 11月30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。初回受け付けのときに
障がい者手帳の提示が必要
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の添付書類の写し、計算明細書の写し、
決定通知書の写し②｢①｣以外の人…保険
証券の写し、市県民税納税通知書など所
得と課税の状況が分かる書類　※いずれ
も各年分の書類が必要

請求手続▶ 12月1日(木) ～平成24年11月30日(金)に、
印鑑と振込口座の分かるもの、添付書類
を持って、市民税課(☎85－6093)へ

給与所得者の年末調整について
年末調整をすることで控除が受けられます
　控除申告書などを勤務先に提出すれば、社会保
険料控除や生命保険料控除などの控除が受けられ
ます。ただし、医療費控除や寄附金控除、雑損控
除は、確定申告で控除を受けることになります。
給与所得者で確定申告が必要な人
○給与の年収が2000万円を超える人○給与所得や
退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える
人○給与を2か所から受けていて一定の要件に該
当する人など
所得税・市県民税の扶養控除が変更されます
被扶養者の年齢区分 変更前 変更後
16　  歳　  未　  満 38万円(33万円) 廃止
16歳以上19歳未満 63万円(45万円) 38万円(33万円)

※(　)内は市県民税控除額。平成23年分から16歳
未満の親族の扶養控除が廃止されますが、平成24
年度の市県民税の算定などに使用するため、16歳
未満の扶養親族についても該当者を申告する必要
があります
国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/
問い合わせ▶ 所得税…小牧税務署(☎72－2111)、市県

民税…市民税課(☎85－6093)

県民茶会
と き▶ 11月20日(日)午前10時～午後3時30分
ところ▶ 清須市春日公民館
呈茶券▶ 11月18日(金)午前10時～午後3時に、文化

フォーラム春日井・団体連絡室で先着30
人に配布

問い合わせ▶ 市文化協会・犬飼(☎81－4990)

春日井産直部会生活者交流会
と き▶ 12月3日(土)午前10時から
内 容▶ 愛知の伝統野菜の即売や安全な地元野菜

を使った料理の試食会など
ところ・問い合わせ▶ＪＡ尾張中央グリーンセン

ター春日井中央店(西山町3、☎87－2622)

認知症についての市民シンポジウム
と き▶ 11月19日(土)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 基調講演｢認知症の新薬について｣市薬剤

師会会長・塚本知男、シンポジウム｢家
族が認知症になったら｣

定 員▶ 200人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)

うつ病家族懇談会
と き▶ 12月1日(木)、平成24年2月2日(木)午後1時

30分～ 3時(要予約)
内 容▶ 病気の正しい知識や情報を得て、より良

い対応を一緒に考えたり、家族同士交流
して支え合える場とする

対 象▶ うつ病の人を抱えている家族
ところ・問い合わせ▶県春日井保健所健康支援課

(☎31－0750)

社会保険労務士による無料相談会
と き▶ ①12月3日(土)②12月4日(日)午前10時～午

後3時
ところ▶ ①ザ・モール春日井(六軒屋町)②サンマ

ルシェ (中央台1)
内 容▶ ○老齢・障がい・遺族年金○労災・雇用

・健康保険○労働条件○人事・労務など
に関する各種相談

問い合わせ▶ 県社会保険労務士会名古屋北支部(☎052
－912－5331)

危険物取扱者試験
月 日▶ 平成24年1月22日(日)
ところ▶ 名城大学(名古屋市天白区)
内 容▶ 甲種、乙種第1～ 6類、丙種
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 12月6日(火) ～ 15日(木)に、受験願書〈11

月21日(月)から消防本部、消防署、各出
張所で配布〉に記入して、直接か郵送で、
〒461－0011名古屋市東区白壁1－50、消
防試験研究センター愛知県支部へ　※電
子申請もあり〈受付期間12月3日(土)午前
9時～ 12日(月)午後5時〉

 ホームページ　http://www.shoubo－
shiken.or.jp

予備講習会
月 日▶ 平成24年1月5日(木)
ところ▶ ウインクあいち(名古屋市中村区)
費 用▶ 受講料4000円、テキスト代4000円(テキ

ストのみの購入も可)
問い合わせ▶ いずれも予防課(☎85－6387)
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ところ と　き 展示名 出品者

市役所市民サロン （☎85－6073）
11/15（火）～18（金）、
20（日）～22（火） 写真展 フォト輝（カガヤキ）

11/23（祝）～29（火） ステンドグラス展示 ステンドグラス・アミーダ

東部市民センター （☎92－8511）
11/16（水）～22（火） 出張消費生活展 市消費生活展実行委員会
11/30（水）～12/12（月） ニュータウン絵画の会作品展 ニュータウン絵画の会

坂下公民館 （☎88－5555）11/17（木）～29（火） 春彩会油絵展 春彩会

落合公園管理棟 （☎56－0414）11/18（金）～20（日） 寒蘭展 春日井東洋蘭の会
味美ふれあいセンター（☎31－3522）11/18（金）～29（火） 味美墨絵同好会作品展 味美墨絵同好会
知多公民館 （☎32－8988）11/22（火）～26（土） 仏像彫刻クラブ作品展 みろくあん春日井仏像同好会

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）11/22（火）～12/4（日） 実用書道展 彩の会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）11/23（祝）～12/5（月） 布遊び作品展 布遊びの会

レディヤンかすがい（☎85－4188）11/24（木）～12/3（土） 水彩画展 金曜絵の会

グリーンピア春日井（☎92－8711）11/25（金）～27（日） カンラン展 春日井古典園芸同好会

鷹来公民館 （☎84－7071）11/25（金）～12/1（木） 出張消費生活展 市消費生活展実行委員会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

かすがい朗読研究会発表会
とき▶11月23日(祝)午後1時30分～3時30分　と
ころ▶文化フォーラム春日井　内容▶岸本葉
子「多生の縁」、内館牧子「女社長とイタリア料
理」などの朗読　定員▶84人(先着順)　問い合
わせ▶小林(☎・FAX83－1536)
自然農法セミナー
とき▶11月26日(土)午前10時～正午　ところ▶
鳥居松ふれあいセンター　内容▶土づくり、安
全安心の野菜づくり　定員▶30人(先着順)　費
用▶資料代200円　申し込み▶11月25日(金)ま
でに、電話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、
電話番号を書いて、ＭＯＡ自然農法春日井文化
事業団・早矢仕(☎・ＦＡＸ32－3868、Eメール
voodoochile-67@snow.ocn.ne.jp)へ
春日井の教育を語る市民の集い
とき▶11月27日(日)午後1時～4時30分　ところ
▶レディヤンかすがい　講演▶「子どもを人間に
ふさわしく育てる」竹沢清　定員▶200人(先着
順) 費用▶資料代300円(ペア500円)　申し込み▶
11月24日(木)までに、電話かファクスで田中(☎・
ＦＡＸ51－1217)へ

養楽福祉会シンポジウム「これからのために
今、できること」～家族の思いをつなげよう～
とき▶11月26日(土)午後1時～4時30分　ところ
▶グリーンパレス春日井　内容▶障がいのあ
る人の幼少期から親亡き後などの各時期にで
きることを一緒に考える　定員▶120人(先着
順)　費用▶参加料500円　申し込み▶11月25日
(金)まで(土・日曜日、祝日を除く)の午前9時～午
後5時に直接、養楽福祉会 養和荘(☎88－0322)へ
かすがい人形劇フェスティバル
とき▶12月11日(日)①午前10時30分～正午②午
後2時～3時30分　ところ▶文化フォーラム春
日井　内容▶人形劇、工作、折り紙　定員▶
400人(先着順)　入場料▶1公演大人1000円、子
ども500円(前売りは大人800円、子ども400円)
1日券大人1500円、子ども700円　入場券▶文化
フォーラム春日井・文化情報プラザで販売中
問い合わせ▶さくらぶんこ(☎・FAX91－8152)
アレルギーっ子のお母さん達とおしゃべり会
とき▶12月13日(火)午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶親同士の交流と
子どもの集い　対象▶アレルギー(アトピー、
食物アレルギー、ぜんそく)を持つ子どもとそ
の保護者　※保護者のみの参加も可　申し込
み▶12月12日(月)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



地域経済地域経済元気
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　春日井商工会議所と市観光協会では、市の特産物や文化・歴史を基に
した商品を「春日井特産認定品」と認定し、春日井ブランド事業の振興を
図っています。手土産には、ぜひ「春日井特産認定品」を利用してください。

春日井特産認定品、新たな5品を紹介!

○春日井銘菓 道風くんのほっぺ（生焼菓子）／御菓子司 平八堂（坂下町2）
○かりんとう饅頭 さぼてん入り（揚げ饅頭）／井藤菓舗（白山町3）
○サボテンのラスク（焼き菓子）／モンシェル（八光町1）
○ペ シュール（タルト）／ル・シエル〈ホテルプラザ勝川〉（松新町1）
○sabo de sabo シャンプー＆トリートメント（化粧品）／ビーファースト（大手町）

10月5日（水）認定証授与式10月5日（水）認定証授与式10月5日（水）認定証授与式

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

広報春日井11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
              

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
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
          
11/16(水)から、電話で

17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

2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)

9日(金)、16日(金)9：30～11：00
健康管理センター

モグモグ健康教室
          
11/22(火)から、電話で

①1日(木)②7日(水)10：00～11：30
①保健センター②西部ふれあいセンター

5か月ごろからの離乳食と食べさせ方について学ぶ
対象・定員▶平成23年7月～8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
          
11/25(金)から、電話で

8日(木)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23年2月～3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)③22日(木)
10：00～11：00
児童センター

親子の触れ合いや楽しい遊びを通した友達づくり
対　象▶①０歳児②1歳児③2～3歳児とその保護者
持ち物▶①のみバスタオル

問い合わせ▶　 …子ども政策課(☎85－6170)､    …健康増進課(☎85－6164)､
　　　　　　　 …かすがいげんきっ子センター(☎35－3501)､   …児童センター(☎87－6866)

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

自由参加

児

自由参加

自由参加

子

子

子

子

健

健

か

か
子 健

児

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( )12月
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