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　私は、このたび市民の皆さまの信託を受け、2期
目の春日井市長に就任し、引き続き、市政を担う
こととなりました。市長として責任の重さをあら
ためて痛感するとともに、市民の皆さまの幸せと
市政発展のため、全身全霊を傾注してまいる決意
であります。
　社会経済状況は依然として厳しく、行政課題は
山積していますが、これまでの４年間で築いてき
ました行財政改革、産業振興、市民協働といった
市政運営の「土台」に立ち、多くの皆さまの情熱、
そして市民力と地域力を結集することにより、必
ずや、誰もが住んで良かった、住み続けたいと心
から実感できる魅力ある春日井市を実現できるも
のと確信しています。
　これまで市内の各地域に出向き、多くの市民の
皆さまにお会いするなかで、市政運営に温かい激
励や積極的なご提案、時には厳しいご意見も聴か
せていただきました。
　私は、こうした皆さまの声に真摯（しんし）に耳
を傾けながら、マニフェストに掲げました政策、
すなわち、市民の皆さまの健康を第一に考える「健
康福祉の増進」、子どもを生み育てやすい環境を整
える「子育て支援・教育」、防災・防犯など市民生
活を守る「安全安心の確保と環境保全」、地域経済
の振興と都市基盤整備を進める「産業とまちの活性

化」、そして市民の皆さまと協働して地域の魅力を
発信する「魅力あるまちの創造」、これらの五つを
柱とする政策の実現に全力で取り組んでまいる所
存であります。
　今後とも「改革と創造」「市役所は市民のための最
大のサービス会社」を基本理念とし、常に「市民の
目線」と「民間の発想」で考え、市民の皆さまが望ま
れるサービスを、コスト意識を持って、より早く
提供する市政運営を目指してまいります。
　どうか市民の皆さまには、春日井市政発展のため、
なお一層のご理解ご協力を賜りますよう、心から
お願い申し上げます。

有権者数▶23万7891人　男 11万8219人　女 11万9672人
投票者数▶  6万8534人　男   3万3615人　女   3万4919人
投票率▶28.81%
開票結果▶当選　伊藤　　太……5万4795.142票
　　　　　　　伊藤　裕規……1万2770.857票
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有権者数▶23万7891人　男 11万8219人
投票者数▶ 6万8534人 男  3万3615人

市長選挙の結果市長選挙の結果

伊藤市政
２期目がスタート
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平成23年4月1日採用の
　市職員を募集
平成23年4月1日採用の
　市職員を募集

符号 職　種 採用人数 受験資格

Ａ 事務職（一般事務） 14人程度 昭和59年4月2日以降に生まれた人

Ｂ 事務職（社会福祉士） 4人程度

昭和55年 4月2日以降に生まれた人　
※符号Ｂは社会福祉士資格を､符号Cは精神保健福祉士資格を取得してい
るか平成23年3月までに取得見込みの人

Ｃ 事務職（精神保健福祉士） 2人程度

Ｄ 技術職（土木） 8人程度

Ｅ 技術職（建築） 2人程度

Ｆ 技術職（化学） 3人程度

Ｇ 技術職（機械） 2人程度

Ｈ 技術職（電気） 3人程度

Ｉ 保育職１ 13人程度 昭和59年4月2日以降に生まれた人で、保育士資格を取得しているか平成
23年3月までに取得見込みの人

Ｊ 保育職２ 5人程度 昭和40年4月2日～50年4月1日に生まれた人で、保育士資格を取得してい
る人

Ｋ 消防職 10人程度 昭和59年4月2日以降に生まれた人で、日本国籍を有する人

Ｌ 保健師 2人程度 昭和45年4月2日以降に生まれた人で、保健師資格を取得しているか平成
23年3月までに取得見込みの人

Ｍ 医療事務 1人程度 昭和45年4月2日以降に生まれた人で、診療報酬請求事務能力認定資格か
診療情報管理士資格を取得していて3年以上医療機関で実務経験のある人

Ｎ 民間事務職（一般事務）
【民間企業等職務経験者】 2人程度

昭和40年4月2日～50年4月1日に生まれた人で、平成22年5月末までに同
一の民間企業など（公務員は除く）に事務系（営業含む）の正社員として連続
して10年以上勤務した経験のある人　※職務・実務経験は、育児休業など
を除いた実勤務期間

試　験▶○第1次…7月25日（日）に中部大学で、適性（符号Ｊ、Ｌ、Ｍ、Ｎを除く）・教養・専門（符号Ｄ、Ｅ、
Ｆ、Ｇ、Ｈのみ)試験○第2次…8月下旬～9月上旬に予定○第3次…9月下旬～10月上旬に予定

市では、より良質な行政サービスを提供できるよう、自ら考え、
行動できる熱意ある職員を求めています。「人と地域が輝き、安
全安心で躍動する都市」の実現のため、わたしたちと一緒に働い
てみませんか。

郵送・問い合わせ▶〒486－8686春日井市役所人事課（☎85－6021）

受験申込書 申し込み

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

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

【電子申請】6月15日（火）午前9時～25日（金）午後5時
に、市ホームページから

【郵　送】6月23日（水）〈消印有効〉までに、人事課へ

※給与などの詳細は受験申込書をみてください
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情報あ・ら・か・る・と

65歳以上の人の介護保険料について
65歳以上の人に平成22年度の介護保険料の通知書を7月初旬に郵送します。
※40歳から64歳までの人の介護保険料は、健康保険料(税)と併せての負担となります。詳しくは、加入
している各医療保険機関へ問い合わせてください

○基準額(平成21年度～23年度は同額)
は4106円(月額)×12か月＝4万9272円(年額)
で、年間保険料は100円未満切り捨てで
す。
○平成22年度の介護保険料は、本人お
よび世帯の平成21年中の所得や平成22
年度の市民税の課税状況により決まり
ます。
○災害などの事情で介護保険料を納め
ることが困難な場合は、減免などの制
度がありますので介護保険課へ相談し
てください。

高額医療・高額介護合算制度
　各医療保険における世帯内で、1
年間(8月1日～翌年7月31日)の医療
保険と介護保険との利用者負担額
の合計が、一定の限度額を超える
場合、申請により高額医療合算介
護(予防)サービス費などとして支
給します。　※福祉用具購入費と
住宅改修の利用者負担額、食費、
居住費および日常生活費、入院時
の差額ベッド代などは、利用者負
担額の合計の対象になりません

所得区分 所得状況 年間保険料

第1段階
生活保護被保護者・老齢福祉年金受
給者で、世帯全員が市民税非課税の
人

2万4600円
(基準額×0.5)

第2段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の
公的年金等の収入金額と合計所得金
額の合計が80万円以下の人

2万4600円
(基準額×0.5)

第3段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の
公的年金等の収入金額と合計所得金
額の合計が80万1円以上の人

3万6900円
(基準額×0.75)

第4段階
(区分1)

本人が市民税非課税で、世帯の中に
市民税の課税者がいて、本人の公的
年金等の収入金額と合計所得金額の
合計が80万円以下の人

4万1800円
(基準額×0.85)

第4段階
(区分2)

本人が市民税非課税で、世帯の中に
市民税の課税者がいて、本人の公的
年金等の収入金額と合計所得金額の
合計が80万1円以上の人

4万9200円
(基準額)

第5段階 本人が市民税課税者で、合計所得金
額が125万円未満の人

5万6600円
(基準額×1.15)

第6段階 本人が市民税課税者で、合計所得金
額が125万円以上200万円未満の人

6万1500円
(基準額×1.25)

第7段階 本人が市民税課税者で、合計所得金
額が200万円以上500万円未満の人

7万3900円
(基準額×1.5)

第8段階 本人が市民税課税者で、合計所得金
額が500万円以上の人

7万8800円
(基準額×1.6)

問い合わせ▶介護保険課（☎85－6182）

まちの活性化への取り組みとして、鳥居松地区で野菜や海産物などの販
売を中心とした青空市を開催します。今年、名古屋地区でも始まり話題
を集めている「マルシェジャポンなごや」の出店もあります。また、サボ
テン発泡酒の販売やサボテンラーメンなどの飲食コーナー、太鼓演奏、
大道芸などのイベントもあります。ぜひ、家族そろって来てください。

鳥居松にぎやかマルシェを開催！

問い合わせ▶経済振興課（☎85－6246）

65歳以上の人の介護保険料

と　き▶ 6月19日(土)～20日(日)午前10時～午後4時
ところ▶市役所北側広場
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春日井安全アカデミー受講生を募集

ところ▶市役所
時　間▶午後2時～3時30分
定　員▶各コース50人(抽選)　※定員に満たない

場合は1講座のみの受講もできます。ま
た、当日空席がある場合は予約なしでの
受講もできます

安全アカデミーは、生活安全(防犯)や防災について学べる「市民大学」です。各分野の第一線で活躍して
いる講師陣による講義で気軽に学んでみませんか。

春日井シンポジウム｢万葉集｣に歴史を読む

と　き▶10月2日(土)午後1時30分～4時40分
講　演▶敬和学園大学講師・藤田富士夫、フェリ

ス女学院大学名誉教授・森朝男、日本
福祉大学名誉教授・福岡猛志

ところ▶市民会館
定　員▶1100人(先着順)
費　用▶参加料2日間3000円(1日のみの場合は2500
　　　　円、資料集代を含む)
申し込み▶8月31日(火)までに、はがきかファクス、Eメ

ールに住所、氏名、年齢、連絡先、参加希望
日を書いて、〒486－0913柏原町1－97－1、春
日井市文化財課(☎33－1113、FAX34－6484、
Eメールbunkazai@city.kasugai.lg.jp)へ

「森浩一文庫」開設記念式典・講演会
と　き▶10月2日(土)午前10時30分から
ところ▶中央公民館
定　員▶100人(抽選)
申し込み▶ 6月21日(月)までに、はがきかファクス、Eメ

ールに住所、氏名、年齢、連絡先と「森浩一
文庫希望」と書いて、上記文化財課へ

申し込み▶7月9日(金)〈必着〉までに、はがきかファ
クス、Eメールにコース名、住所、氏名
(ふりがな)、電話番号を書いて、〒486－

        8686春日井市役所市民安全課内春日井
市安全なまちづくり協議会事務局(☎85
－6064､FAX84－8731､ Eメールanzen@
city.kasugai.lg.jp)へ

第1部  地域からの発信

第2部  万葉集の諸問題

※今年度から「東海学セミナー」は「春日井シンポジウム」と統合します

月日 演題 講師
7/17
(土)

これからの市民安全学
を考える

日本女子大学人間社会学
部教授・清永賢二

7/22
(木)

｢いのち｣を育む対話の
技

日本女子大学人間社会学
部教授・井上信子

8/4
(水)

様々な犯行手口と対策
を考える

㈳日本防犯設備協会特別
講師・富田俊彦

9/11
(土)

子どもを取り巻く有害
環境

中央大学法学部教授・藤
本哲也

10/4
(月)

子供を守るために知っ
ておきたいこと

セコム㈱ＩＳ研究所・舟
生岳夫

11/9
(火)

子どもの安全教育と理
論と実践

大阪教育大学教育学部教
授・米川英樹

12/4
(土)

「安全安心の家づくり」
の基本原理

日本女子大学市民安全学
研究センター・篠原惇理

月日 演題 講師
7/17
(土)

目からウロコの防災新
常識

防災システム研究所長・
山村武彦

7/27
(火) 地域防災と耐震化

名古屋大学大学院教授・
福和伸夫

9/2
(木)

災害からいのちと暮ら
しを守る知恵・工夫

㈶市民防災研究所理事・
岡島醇

9/18
(土)

市民が活用できる防災
情報

東京大学工学部教授・小
出治

9/28
(火) 被災者の心のケア

京都大学防災研究所教授
・林春男

10/22
(金) 住まいと心の耐震補強

NPO法人暮らしと耐震協
議会理事長・木谷正道

12/4
(土) 防災とコミュニティ

富士常葉大学大学院教授
・重川希志依

生活安全コース 防災コース

と　き▶10月3日(日)午前10時～午後5時
講　演▶同志社大学名誉教授・森浩一、東京農業

大学名誉教授・小泉武夫、近畿大学名
誉教授・野本寛一、京都教育大学名誉
教授・和田萃

まとめの討論▶第1・2部講演者と三重大学名誉
教授・八賀晋(誌上参加)

特別寄稿▶滋賀民俗学会理事・兼康保明、長野県埋
蔵文化財センター・川崎保、三重県埋蔵
文化財センター・穂積裕昌、大下武
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男女共同参画審議会の公開
と き▶ 6月25日(金)午前9時30分から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

地域自立支援協議会の公開
と き▶ 7月9日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 6月21日(月)から、障がい福祉課(☎85－

6213)へ

選挙人名簿の抄本の閲覧状況
　平成21年4月1日から平成22年3月31日までの選
挙人名簿の抄本の閲覧状況を市ホームページで公
表しています。
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

7月から子ども医療費助成制度を拡大します
　7月1日診療分から、子ども医療費助成対象者を
入院・通院とも中学3年生まで拡大します。
　現在、子ども医療費受給者証を交付されている
人(平成13年4月2日以降生まれの人)は、有効期限を
延長した新医療受給者証を6月下旬に郵送します。
　拡大に伴い対象となる人(平成7年4月2日～ 13年
4月1日生まれの人)は、医療費受給者証交付申請
書を提出してください。資格を確認した上で、受
給者証を郵送します。
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6194)

貸付資金を活用して下水道に接続しましょう
　下水道法により、くみ取り便所は供用開始から
3年以内に、浄化槽便所は速やかに公共下水道に
接続することが義務付けられています。公共下水
道の供用開始区域内で、これから下水道に接続す
る人を対象に、水洗便所改造資金の貸し付けを行
っています。
貸付額▶ 工事に要した費用。くみ取り便所は1件

あたり60万円、浄化槽便所は40万円を上
限　※大便器1設備で1件

償還方法▶ 貸し付けの翌月から48か月(4年)の均等

償還　※無利息
貸し付け条件▶市内に居住し、独立の生計を営み、

市税を完納している連帯保証人を立てる
こと

※排水設備工事は必ず指定工事店へ申し込んでく
ださい。貸し付け申請の手続きは指定工事店が行
います
問い合わせ▶ 業務課(☎85－6346)

社会を明るくするふれあい運動
　明るい地域づくりを進めるため、犯罪や非行を
防止し、更生を支援するとともに、青少年の健全
育成を図る街頭啓発活動に参加をお願いします。
街頭啓発
と き▶ 7月6日(火)午後3時30分から
ところ▶ サンマルシェ (中央台)
参加団体▶ 青少年健全育成推進会議、厚生保護協会、

保護司会、更生保護女性会、保健所　
｢社会を明るくする運動｣啓発講演会
と き▶ 7月8日(木)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ グリーンパレス春日井
講 演▶ ｢愛知学園(児童自立支援施設)について｣

愛知学園長・広瀨貴雄
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

救援金のお礼
　｢チリ大地震救援金｣に9万4546円が寄せられま
した。この救援金は日本赤十字社を通じて被災者
の救援に役立てられます。協力ありがとうござい
ました。
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

7月～9月の献血
とき ところ

7/10(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
7/27(火)14：00～ 16：00 名古屋徳洲会総合病院
8/7(土)10：00～ 16：00 清水屋春日井店
8/24(火)9：30～ 16：00 市役所

8/28(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ第5駐車場
(ジャン

ボエンチョー前)
9/5(日)10：00～ 15：00 総合体育館
9/25(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店

対 象▶ 16 ～ 69歳の人　※65歳以上の人は健康
を考慮し、60 ～ 64歳の間に献血経験が
ある人に限定

問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)か県赤十字血液
センター (☎0561－84－1131)

坂下公民館ホール耐震工事のお知らせ
　9月1日(水)から12月28日(火)まで、耐震工事のた
めホールのみ利用できません。
問い合わせ▶ 坂下公民館(☎88－5555)

環境審議会の公開
と き▶ 7月9日(金)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)
申し込み▶ 6月24日(木)から、環境政策課(☎85－6216)

へ
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アトの夏祭り
と き▶ 6月19日(土) ～ 20日(日)午前11時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 春夏秋冬に開催される交流アトリウムの

音楽祭。市内外で活動しているグループ
による発表

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

天王山古墳現地説明会
と き▶ 6月19日(土)午前10時30分から、午後1時

30分から(小雨決行)
ところ▶ 天王山古墳(大留町字西島)
内 容▶ 古墳時代前期(4世紀代)につくられた天

王山古墳の発掘調査現場を公開
交通アクセス▶はあとふるライナー東環状線｢大

留町中｣下車徒歩10分　※駐車場はあり
ません

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113、当日のみ☎080－
3391－5353)

夜コン
アイリス クラリネット カルテットと行く、世界
音楽紀行！
と き▶ 6月25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▶ アイリス クラリネット カルテット
曲 目▶ ピアソラ｢革命家｣、イタリア歌曲など
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▶ 6月27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)

6月～8月の廃棄自転車の部品提供
と き▶ 6月27日(日)、7月25日(日)、8月29日(日)

午前10時～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)
持ち物▶ 工具
定 員▶ 12人程度(先着順)
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

女性ソフトテニス大会
と き▶ 7月2日(金)午前9時から〈予備日7月9日(金)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 初級、中級
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料600円
申し込み▶ 6月24日(木)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、住所、氏名、電話番号を書
いて、〒486－0804鷹来町4196－3、総合
体育館へ

問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－
9417)

わくわく工作ランド
と き▶ 7月3日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 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
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)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 7月4日(日)午前9時～午後1時30分受け付

け、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)

全国の強豪チームが一堂に会し、熱戦を繰り広げま
す。会場で熱い声援を送ってください。

車椅子バスケットボール大会

問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

と き▶ 7月3日(土)午前11時30分～午後5時、4日(日)午
前9時～午後3時30分

ところ▶ 総合体育館
主 催▶ ㈶日本バスケットボール協会、日本車椅子

バスケットボール連盟、東海北陸車椅子バ
スケットボール連盟

全国ジュニア選抜
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筝曲コンサート
と き▶ 7月4日(日)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ 筝アンサンブル Ｅast Ｃherry
曲 目▶ ｢ハナミズキ｣｢昴｣｢千鳥の曲｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

七夕コンサート
と き▶ 7月4日(日)午後7時～ 8時30分
出 演▶ アンサンブルリベルタ〈山田典山(尺八)、

竹田和子(琴)、松山登(シンセサイザー )、
西脇良(フルート)〉

曲 目▶ ｢すいれん｣｢アベマリア｣｢また君に恋し
ている｣など

ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎
33－0808)

毎日杯ソフトテニス大会
と き▶ 7月11日(日)午前9時から〈予備日8月1日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、男子Ａ・Ｂ級、女子Ａ・Ｂ級
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上で連

盟登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)一般・大学生1200円、高校生

1000円、中学生800円
申し込み▶ 6月24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)

児童センターまつり
と き▶ 7月11日(日)午前9時30分～ 11時40分
ところ▶ 総合福祉センター、児童センター
内 容▶ 楽しいクラウンショー、シャボン玉や落

書きコーナーなどのスタンプラリー
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生
問い合わせ▶ 総合福祉センター内、児童センター (☎

87－6866)

築水池カヌー体験
と き▶ 7月17日(土)①午前9時30分～正午②午後

1時15分～3時45分、18日(日)③午前9時30
分～正午④午後1時15分～ 3時45分

内 容▶ 築水池でカヌー操作の技術を親子で学
び、東部丘陵の自然に親しむ

対象・定員▶ 小学4～ 6年生とその保護者・各5組(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)2000円
ところ・申し込み▶6月30日(水)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、希望日程(①～④
のうち第2希望まで)、住所、参加者全
員の氏名(ふりがな)・年齢(学年)・性別、
電話番号を書いて、〒487－0031廻間町
1102－1、少年自然の家(☎92－8211)へ

子ども人形劇｢なかないで ぶうた｣ほか
と き▶ 7月17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

少年自然の家｢夏季特別プログラム｣
と き▶ 7月21日(水) ～ 8月31日(火)〈12日(木) ～

15日(日)を除く〉
内 容▶ ①森の探検ゲーム②合同キャンプファイ

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

まで)に、少年自然の家(☎92－8211)へ

パパ・ママ卓球大会
と き▶ 7月25日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ シングルス
対 象▶ 市内在住か在勤の既婚者か30歳以上の人
費 用▶  参加料500円、ゼッケン代(ない人のみ)

100円
持ち物▶ ラケット、シューズ、ユニフォーム、ゼ

ッケン
ところ・申し込み▶7月14日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、前回出場者はその時の組
名、初めての人は初出場と書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・浅井(☎090－4114－8900)

初級・中級硬式テニス大会
と き▶ 7月31日(土)午前9時から〈予備日8月7日(土)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子のダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟登録をした

人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 7月17日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、種目、2人の住所・氏名・年
齢・電話番号・勤務先か学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)
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紙芝居とお話を聞く会7月の開催日
ところ とき

文化フォーラム春日井
(赤ちゃんのためのおは
なし会)

9(金)・23(金)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(金)
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)・24(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～
グリーンパレス春日井 17(土)14：00～

※中央公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

日本舞踊鑑賞会
と き▶ 8月25日(水)午後1時

から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 市日本舞踊協会、

市川染五郎
内 容▶ 出演者による華麗

な舞いと特別ゲス
ト、市川染五郎に
よる清元｢玉兎｣

入場料▶ 4000円(全自由席、
未就学児不可)　※20枚以上同時購入の
場合は1割引

入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ
で販売中　※代金引換サービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

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

く〉午前8時～正午、午後2時～ 6時の4時
間勤務または午前8時～午後5時までの内
の7時間勤務

勤務地▶ 市内子どもの家29施設
対 象▶ ①保育士資格か教員免許を持っている人
 ②資格要件なし
賃 金▶ ①資格取得後4年以上…1010円、4年未満

…890円②870円　※交通費1通勤につき

200円支給
申し込み▶ 6月30日(水)までに市販の履歴書、資格証

の写しを持って、市社会福祉協議会(☎
84－1011)へ

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

用車でしか来場できない人・40台(先着
順)

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

号、車種、障がいの程度などを市民生活
課内納涼まつり実行委員会事務局(☎85
－6622)へ

 ※納涼まつりは、7月24日(土)午後6時～
8時30分(荒天中止時は翌日に順延)に落
合公園で開催

市民美術展覧会の作品
部 門▶ 日本画、洋画・版画、書、彫塑工芸、写真
応募規約▶ 各部門とも1人1点　※自作で未発表のも

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

※サークル、教室などを含む
賞 ▶ 市長賞、財団理事長賞、教育委員会賞、

市議会議長賞、観光協会長賞など
搬入日▶ 8月7日(土)午前9時～午後5時か8日(日)午

前9時～正午
申し込み▶ 7月2日(金) ～ 16日(金)〈必着〉までに、所

定の用紙(文化フォーラム春日井、市役
所情報コーナー、坂下出張所、東部市民
センター、各ふれあいセンター、各公民
館、総合福祉センターなどに用意)に記
入して、〒486－0844鳥居松町5－44、か
すがい市民文化財団(☎85－6868)へ

7021歯ッスルコンテスト
とき・ところ▶①7月22日(木)・保健センター②7

月29日(木)・健康管理センター、午前9時
30分～ 11時

内 容▶ 歯の審査、口腔(こうくう)ケア(歯ブラシ
を使った肺炎予防)　※9月5日(日)の健康
救急フェスティバルで、賞状と記念品を
贈呈

対 象▶ 70歳以上(昭和15年9月5日以前生まれ)
で、かむことができる自分の歯が21本以
上ある健康な人　※過去の表彰者は除く

申し込み▶ 7月9日(金)までに、電話かはがきに、希
望日(①か②)、住所、氏名、生年月日、
電話番号を書いて、〒486－8686春日井
市役所健康増進課(☎85－6164)へ
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市民生活課　☎85－6616
消費生活講座｢あなたは大丈夫？悪質商法から身
を守ろう！ ｣～悪質商法の手口やクーリング・オ
フ制度について学ぶ
と き▶ 7月9日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 市消費生活相談員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 6月18日(金)から、電話で

南部ふれあいセンター　☎85－7878
ぼかし作り教室～生ごみを堆肥(たいひ)にするぼ
かしを作る
と き▶ 7月9日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ なずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、45ℓ用のビニール袋
申し込み▶ 6月18日(金)から、直接か電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
盆踊り講習会～ ｢龍馬おどり｣｢泣くなオカメちゃ
ん｣などを習う(自由参加)
と き▶ 7月9日(金)午後7時～ 9時
講 師▶ 石川豊美香
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
持ち物▶ 上靴

少年自然の家　☎92－8211
わくわく自然ランド｢昆虫の世界｣～観察から昆
虫の多様な世界を探る①短いコース②普通コース
と き▶ 7月11日(日)午前9時～正午
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会員
対象・定員▶ 3歳以上(3歳～小学3年生は保護者同伴)・

60人(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)300円
あそびむしくらぶ｢夜の森の探検｣～夕方から夜
への変化、生き物との出会いを楽しむ
と き▶ 7月24日(土)午後6時30分～ 8時
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその家族・10組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
 
申し込み▶ いずれも6月30日(水)〈必着〉までに、往

復はがきに講座名、開催日、住所、参加
者全員の氏名(ふりがな)・年齢(学年)・性
別、電話番号、「わくわく自然ランド」は
希望コースも書いて、〒487－0031廻間
町1102－1へ

知多公民館　☎32－8988
盆踊り講習会～ ｢龍馬おどり｣｢泣くなオカメちゃ
ん｣などを習う(自由参加)
と き▶ 7月9日(金)・10日(土)午後7時～ 8時30分
 ※7月11日(日)に、参議院議員選挙が行わ

れる場合は中止
講 師▶ 大野豊愛
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
持ち物▶ 上靴

エコメッセ春日井　☎88－5006
生ごみのリサイクル～生ごみをＥＭ菌でたい肥に
するぼかし作り
と き▶ 7月10日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市婦人会協議会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4kgのぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
エコタワシ作り～おにぎり、大根の形をしたエコ
タワシを編もう
と き▶ 7月17日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 岩田正子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ かぎ針5～ 7号
 
申し込み▶ いずれも6月22日(火)から、電話で

ささえ愛センター　☎56－1943
青少年ボランティアスクール～ボランティアやＮ
ＰＯについて①事前学習②活動体験③活動報告会
と き▶ ①7月10日(土)か22日(木)の午後1時～ 3時

②7月17日(土)～8月5日(木)③8月6日(金)午
前10時～午後3時か10日(火)午後1時30分～
3時

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

対象・定員▶ 市内在住か在学の中学～大学生・30人(先
着順)

市民活動デビュー講座～ボランティアの心得を学
び市民活動を知る
とき・ところ▶○セミナー…7月17日(土)午前10時

から・鳥居松ふれあいセンター○活動体
験…7月17日(土)～8月31日(火)・各体験先

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
 
申し込み▶ いずれも6月18日(金)から、電話かファク

ス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話
番号を書いて、ＦＡＸ56－4319、Ｅメー
ルsasae－i@city.kasugai.lg.jpへ
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坂下公民館　☎88－5555
夏の祭りは盆踊り～ ｢龍馬おどり｣｢音頭『七福神』｣
など(自由参加)
と き▶ 7月11日(日)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 横井豊鼓司
持ち物▶ 上靴、うちわ(ある人のみ)

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～家庭での上手な果樹の育て方
と き▶ 7月17日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 中尾義則
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
夏休み子ども教室～動物飼育体験
と き▶ ①7月22日(木)②7月28日(水)③7月31日

(土)午前10時～午後2時
講 師▶ なかよし生き物倶楽部プチＺoo職員
対象・定員▶ ①③小学1～ 3年生②小学4～ 6年生・各

10人(抽選)
持ち物▶ 長靴、帽子、弁当　※雨天の場合は雨具
夏休み親子おしゃれ園芸教室～親子で作るペット
ボトルのハンギング
と き▶ 7月24日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 伊藤孝巳
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・15組(抽

選)

費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 園芸用ばさみ、持ち帰り用の袋
おしゃれ園芸教室～四季の草花と観葉植物の寄せ
植え
と き▶ 7月29日(木)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 伊藤孝巳
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用ばさみ、エプロン、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢園芸教室｣は6月18日(金)から電話で、そ

れ以外は6月30日(水)〈必着〉までに往復
はがき(1人か1組1枚)に、教室名(｢夏休み
子ども教室｣は①～③の別も)、住所、氏
名(ふりがな)、電話番号、｢夏休み子ども
教室｣｢夏休み親子おしゃれ園芸教室｣は
学年、保護者名も書いて、〒487－0001
細野町3249－1へ

味美ふれあいセンター　☎31－3522
スクラップブッキング体験講座～写真をいろいろ
な形にカットしたり、ステッカーをはったりして
素敵なアルバムの1ページを作る
と き▶ 7月8日(木)午前10時～正午
講 師▶ 稲生真弓
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1000円
持ち物▶ 写真6 ～ 8枚
申し込み▶ 6月18日(金)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
盆踊り講習会～ ｢龍馬おどり｣｢音頭『七福神』｣｢泣
くなオカメちゃん｣などの盆踊りを学ぶ
と き▶ 7月12日(月)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 藪下豊知普
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
持ち物▶ 上靴、うちわ
申し込み▶ 7月1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

市子育て支援センター (上八田保育園内)
親子教室｢お父さんと一緒｣
と き▶ 7月3日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 子育て支援センター
対象・定員▶ 1歳6か月以上の未就園児と父親(母親同

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

学校給食会　☎32－9400
学校給食！親子料理教室

月日 ところ 定員
① 8／ 3(火) 東部市民センター 35人(抽選)
② 8／ 4(水) 東部市民センター 35人(抽選)
③ 8／ 4(水) 西部ふれあいセンター 28人(抽選)
④ 8／ 6(金) レディヤンかすがい 28人(抽選)

時 間▶ 午前9時30分～午後1時30分
献 立▶ サボテンハンバーグ、とうがんのカレー

スープ、きゅうりのごまじょうゆあえ、
ミニトマト、豆腐白玉団子、ごはん、牛
乳

講 師▶ 市栄養士、調理場職員
対 象▶ 市内在住の小中学生とその保護者(1組3

人まで)
費 用▶ 材料費(親子2人1組)500円　※3人目は200

円追加
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん、③④は子

どものみ上靴
申し込み▶ 7月5日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に開催日と場所、親子の氏名(ふり
がな)、住所、電話番号、学校名、年齢(学
年)を書いて、〒486－0909四ツ家町字二
ツ杁127へ
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
いきいき人生宣言｢認知症はどこふく風♪｣～認
知症予防のための脳トレと遊び
と き▶ 6月24日(木)午後2時～ 4時
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 作業療法士・杉山洋貴、道野将也、藤井

啓介
持ち物▶ はさみ、のり
定 員▶ 50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
正しい姿勢と理想的な歩き方
と き▶ 6月29日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 稲田有己子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 社会福祉協議会地域包括支援センター

(☎87－5399)〈介護予防教室受付専用ダ
イヤル〉へ

保健センター　☎91－3755
動脈硬化症市民講座｢動脈硬化って何？～あなた
の血管は大丈夫ですか｣
と き▶ 6月26日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 医師・矢野孝
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)
市民公開講座～慢性腎臓病(ＣＫＤ)とメタボにつ
いて
と き▶ 7月17日(土)午後2時30分～ 4時
講 師▶ 医師・安田宜成
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・50人(先着順)
食酢で予防！？メタボリックシンドローム～酢の
効果と活用メニュー
と き▶ 7月29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(先着順)
費 用▶ 受講料300円、教材費500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、はがき
 
申し込み▶ ｢動脈硬化症市民講座｣は常時受け付け、

それ以外は6月19日(土)から、電話で

消防総務課　☎85－6374
上級救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当てや、傷病者の管理方法を学ぶ
と き▶ 7月21日(水)午前9時～午後5時
ところ▶ 南部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 6月18日(金)から、電話で

介護保険課　☎85－6187
歯たから(ぱたから)セミナー～歯科医師の講演と
口腔(こうくう)機能のチェック
と き▶ ①7月1日(木)②7月15日(木)午後1時30分～

3時
ところ▶ ①特別養護老人ホームあさひが丘②西部

ふれあいセンター
講 師▶ 市歯科医師会歯科医師
対象・定員▶ 市内在住か在勤で65歳以上の人・各20人

(先着順)
申し込み▶ ①地域包括支援センターあさひが丘(☎

93－1314)へ②地域包括支援センター第2
グレイスフル春日井(☎32－1117)へ

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▶ 7月14日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
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
こどもの健康教室～はてな？がいっぱいの不思議
な実験、調理実習、簡単な運動を1日で楽しもう
と き▶ ①7月22日(木)②7月23日(金)午前10時～午

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

(先着順)
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ、バンダ

ナ可)、ふきん、上靴
 
申し込み▶ ｢こどもの健康教室｣は6月21日(月)から、

｢食育のすすめ教室｣は6月28日(月)から
電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
ゆったりのびのびストレッチ講座
と き▶ 7月7日～ 8月18日の第1・3水曜日(4回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 市市民サービス公社職員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 6月28日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0844
鳥居松町2－247へ
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全国一斉｢子どもの人権110番｣強化週間
　6月28日から7月4日までを｢子どもの人権110番｣
強化週間として、いじめ・虐待など、子どもの人
権にかかわる悩み事、心配事などの相談を受けま
す。相談内容の秘密は固く守られますので、ひと
りで悩まず、気軽に相談してください。
と き▶ 6月28日(月) ～ 7月2日(金)午前8時30分～

午後7時、7月3日(土)～4日(日)午前10時～
午後5時

子どもの人権110番▶☎0120－007－110(フリー
ダイヤル)

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

7月～9月の県春日井保健所
とき

食事療法相談(複数の疾患
を持つ人)〈予約制〉

7/13(火)、8/10(火)、9/14(火)
13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 7/15(木)、8/19(木)、9/16(木)
9：30～ 11：00

メンタルヘルス相談(自
殺、ひきこもり、うつな
ど心の健康問題や心の病
気に関する相談)

月～金曜日(祝日を除く)9：00
～ 12：00、13：00～ 16：30

ひきこもりを考える親の
つどい

7/13(火)、9/14(火)14：00～
15：30

血液検査(エイズ、肝炎検
査等)

毎週火曜日〈9月21日(火)を除
く〉9：30～ 11：00

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日10：00～ 15：00

問い合わせ▶ 県春日井保健所(柏井町2、☎31－2188)

7月～9月の認定産業医による健康相談
とき ところ

7/18(日)、8/8(日)、
9/19(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井

7/27(火)、8/24(火)、
9/28(火)14：00～ 15：30 春日井商工会議所

対 象▶ 従業員50人未満の事業所の事業主と従業
員

問い合わせ▶ 春日井小牧地域産業保健センター (☎82
－9900)　

年金記録の回復が早くなります
　厚生年金や国民年金の誤った記録について、年
金記録確認第三者委員会で審議することなく、年
金事務所の調査で迅速に記録を回復できる基準が
新たに追加されました。
問い合わせ▶ 名古屋北年金事務所(☎052－912－1213)

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、ホテルでの披露宴に
特別割引があります。また、価格、サービスの面
で満足いただけるよう各種プランを用意していま
す。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。
ブライダルフェア開催▶7月11日(日)午前10時～午

後6時(予約制・無料)
ところ・問い合わせ▶ホテルプラザ勝川(☎36－

2331)

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ ①7月28日(水)②8月1日(日)③9月22日(水)

午後2時～ 4時
ところ▶ ①③総合福祉センター②東部市民センタ

ー
内 容▶ 参加者とゆっくり時間を過ごしながら、

互いの悩みを聞き、一緒に考える　※保
健所か市役所の相談員も参加

対 象▶ 身内に心の病の人を抱え、何とかしたい
と考えている家族

問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)
主 催▶ 春日井地域精神障害者家族会｢むつみ会｣

早期教育相談
と き▶ 8月25日(水)～26日(木)午前10時～午後3時
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
内 容▶ 障がいがあると思われる子どもの就学相

談(要予約)
対 象▶ 幼児(3歳以上) ～平成23年度に小学校に

入学する子どもとその保護者
申し込み▶ 6月25日(金)までに、所定の申込用紙(学

校教育課に用意)に記入して、学校教育
課(☎85－6444)へ

主 催▶ 県教育委員会

多治見ビジネスマッチング発注企業募集
と き▶ 10月22日(金)午前10時～午後5時
ところ▶ 多治見市産業文化センター (多治見市新

町)
内 容▶ 企業同士が互いのニーズを十分に把握し

た上で臨む1対1の商談会
申し込み▶  7月2日(金)午後5時までに、申込書(多治

見市役所ホームページに用意)に必要事
項を記入して、多治見市産業観光課〈☎
0572－22－1111(内線1342)〉へ

 多治見市役所ホームページ　http://
www.city.tajimi.gifu.jp/
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森で遊ぼ！～五感で楽しむ夏のおさんぽ
とき▶6月25日(金)午前9時～午後0時45分　とこ
ろ▶築水の森(少年自然の家内)　内容▶自然の
中を散歩しながら親子の触れ合いや親同士の交
流を楽しむ　対象・定員▶未就園児とその親・
25組(先着順)　費用▶保険代1組100円　申し込
み▶前日までに、Ｅメールに住所、子どもの氏
名・年齢、電話番号を書いて、森のたんけんたい・
小林(Ｅメールmorinotankentai@yahoo.co.jp)へ

教育を考える「初夏のつどい」
とき▶6月27日(日)午後1時30分～4時30分　とこ

ろ▶総合福祉センター　内容▶アルパデュオや
ギター演奏など市民団体による催しと高校生の
群舞、教師の講演　問い合わせ▶私学をよくす
る愛知父母懇談会春日井ブロック・松本(☎83
－4901)

ゆかいな魔女たちのシャンソンコンサート
とき▶7月4日(日)午後1時30分から(1時開場)　
ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内容▶女性12人によるシャンソンコンサート　
問い合わせ▶伊藤(☎33－2902)

しのぎ発展会夏まつり楽市楽座＆星空映画会
とき▶8月28日(土)午前10時～午後9時(小雨決行)
ところ▶ＪＡ尾張中央関田支店、篠木小学校　
内容▶フリーマーケットやにぎわい市、星空映
画会　※出店者も募集しています。詳しくは問
い合わせてください　問い合わせ▶篠木発展
会・ブティックイトウ(☎81－2672)

ところ と　き 展示名 出品者

市役所市民サロン （☎85－6073）
6/16（水）～20（日） 春日井墨友会展 春日井墨友会
6/21（月）～25（金） 仏画展 三道会
6/26（土）～30（水） 水彩画同好会作品展 福祉センター水彩画同好会

知多公民館 （☎32－8988）6/16（水）～24（木） 薬草の効果 天野利吉
味美ふれあいセンター（☎31－3522）6/17（木）～29（火） ボトルシップ 春日井ボトルシップ同好会
坂下公民館 （☎88－5555）6/17（木）～30（水） キルト展 坂下キルトの会 結布

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
6/18（金）～20（日） フウラン展 春日井古典園芸同好会
6/25（金）～27（日） シダと斑入り植物展 春日井カンアオイ同好会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）6/23（水）～7/5（月） 寺島・黒野スケッチ2人展 寺島靖夫、黒野雅好

落合公園管理棟 （☎56－0414）
6/25（金）～27（日） 富貴ラン展 春日井富貴ランの会
6/29（火）～7/4（日） 草木染め展「和のしつらい」葉仁和会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

県職員による労働相談
と き▶ 午前9時～午後5時30分(土・日曜日、祝日、

年末年始を除く)
内 容▶ 職場での悩み事や困り事など、なんでも

気軽に相談してください。
相談方法▶ 面談か電話
ところ・問い合わせ▶県尾張県民事務所産業労働

課(☎052－961－8070)へ

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

81－5167)
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7月 の子育て情報
行事名 とき・ところ 内容(参加は市内在住の人に限ります)

妊　

婦

プレママ講座
              （子）

毎週火曜日10：00～11：00
市役所201会議室 母子健康手帳の交付と使い方、妊娠中の生活など

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
　　　 （子）
常時受け付け

①7日(水)②14日(水)③21日(水)〈3回〉
10：00～12：00
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、(①のみ歯ブラシ、コップ、

手鏡、タオル)

休日パパママ教室
          （子）
6/23(水)から、電話で

25日(日)10：00～12：00
保健センター

もく浴指導、妊婦疑似体験、育児体験
対象・定員▶初めてパパとママになる人・50組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳

乳
幼
児

乳幼児健康相談
歯っぴー歯科相談
          （子）
常時受け付け

9日(金)、23日(金)10：00～12：00
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10：00～11：00(予約不要)

16日(金)10：00～12：00
保健センター

モグモグ健康教室
          （健）
6/25(金)から、電話で

6日(火)10：00～11：30
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22年2月～3月生まれの乳児(第1子)
　　　　とその保護者・30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
          （健）
6/24(木)から、電話で

2日(金)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21年9月～10月生まれの乳児(第1子)
　　　　とその保護者・40組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳

ふれあい広場
             （か）

①7日(水)②14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歳児とその保護者

ひよこ教室
             （児）

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

サボテン発泡酒 「かがやく黄金の泡」
6/15(火)より販売！

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

取扱店▶小牧酒販組合春日井支部加盟店
詳細は春日井サボテンプロジェクトホーム
ページ　http//www.kcci.or.jp/saboten-pj/ 
価　格▶550円(330ml瓶)

　サボテンプロジェクトが開発したサボテン発泡酒が、いよいよ販売されます。ほんのり香
るサボテンの風味とサボテンの粘着性を生かしたきめ細やかでクリーミーな泡が楽しめます。

自由参加

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

自由参加

自由参加

サボテン発泡酒
発泡酒となっていますが100％麦汁です。昨年の
春日井まつりなどの試飲会では、多くの皆さんか
ら好評をいただきました。

※サボテン発泡酒「かがやく黄金の泡」は、市
内の一部飲食店でも味わうことができます

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( )

NO.37
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