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国勢調査の調査票は提出しましたか？
　国勢調査の調査票の提出は10月7日(木)までで
す。まだ、提出していない人は、担当する国勢調
査員に渡すか、郵送してください。
　なお、調査票が手元にない人は、国勢調査実施
本部まで連絡してください。
問い合わせ▶ 市国勢調査実施本部(☎57－1411)

狂犬病予防注射は済みましたか
　犬の飼い主には、狂犬病予防法により生後91日
以上の犬に対して、狂犬病予防注射を受けさせる
ことが義務付けられています。まだ、注射を受け
ていない場合は、動物病院で早めに注射を受けて
ください。また、飼い主の変更や犬の転入、飼い
犬が死亡した場合は登録の変更手続きをしてくだ
さい。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6279)

坂下公民館ホールの利用再開
　耐震工事のためホールを閉館していますが、平
成23年1月4日(火)より利用可能となります。1月分
の貸館受付は11月2日(火)からです。
問い合わせ▶ 坂下公民館(☎88－5555)

総合体育館、サンフロッグ春日井の休み
　総合体育館、サンフロッグ春日井は設備などの
省エネ工事(ＥＳＣＯ事業)、あわせてサンフロッ
グ春日井は水抜き清掃、設備点検を行うため次の
とおり休みます。(窓口業務は通常どおり行いま
す)
総合体育館
休館期間▶ 11月15日(月) ～ 19日(金)
サンフロッグ春日井
温水プール
休場期間▶ 11月29日(月) ～平成23年1月11日(火)
トレーニング室
休場期間▶ 12月6日(月) ～ 13日(月)
問い合わせ▶ 総合体育館(☎84－7101)、サンフロッグ

春日井(☎56－2277)

日本赤十字社事業資金協力のお礼
　5月の赤十字社員増強月間には、目標を上回る5
万1305件、2600万9786円の納入がありました。ま
た、市内50法人から70万9000円の納入がありまし
た。
　各区・町内会など、皆さまからいただいた資金
は、日本赤十字社愛知県支部に送金し、各種の事
業に役立てられます。協力ありがとうございまし
た。
問い合わせ▶ 生活援護課内、日本赤十字社春日井市地

区(☎85－6191)
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東名高速道路 ｠

東部中｠

篠木小｠

土 地 区 画
整理組合の のお知らせ

と　き▶10月15日(金)から〈土・日曜日、祝休日を除く〉午前10時～午後4時
ところ▶篠木四ツ谷土地区画整理組合事務所
持ち物▶申込書(組合に用意)、実印、印鑑登録証明書、住民票(法人の場合は登記簿謄本か資格証明書)
申し込みできない人▶未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人
※申込者名義で売買契約することになります。代理人が申し込む場合は委任状が必要です。共有で購入
する場合は、申込書に連名で記入してください

用途地域▶第一種住居地域、準工業地域
周辺施設▶東部中、篠木小、幼稚園など
整備概要▶整地済み(現状引き渡し、一部を除く)、上水

道・都市ガスは道路に本管布設済み、引き込
みは個人で

掲載情報は9月末現在です。保留地の詳しい内容については、組合事務所に問い合わせてください。

篠木四ツ谷土地区画整理組合事務所
(篠木町7－2536・☎56－8606)

番号 地積（㎡） 処分価格（円）
20街区13 725.48 8343万200
49街区9-3 1415.90 1億4159万
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救援金のお礼
　｢パキスタン洪水災害救援金｣に1万1514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)

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7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)

県との共同公売を実施
と き▶ 11月10日(水)午後1時30分から
ところ▶ 名古屋東部県税事務所(名古屋市中区)
内 容▶ 差し押さえ中の不動産の公売　※県と他

市町の物件もあり。市税完納などにより
中止になる場合あり

問い合わせ▶ 収納課(☎85－6657)か名古屋東部県税事
務所特別滞納整理室(☎052－953－7868)

子どもの救急ハンドブックを作成しました
　6歳以下の小さな子どもが急
に病気になったり、やけどな
どの事故にあったりしたとき
に、あわてず行動ができるよ
う、対応方法を掲載していま
す。病院を受診するかどうか
の判断の目安にしてください。
出生届の提出時や乳幼児の健
康診査のほか、次の施設でも
配布します。
配布場所▶ 子ども政策課、各消防署、げんきっ子セ

ンター、交通児童遊園、児童センター、
東部子育てセンターなど

問い合わせ▶ 消防総務課(☎85－6374)

下水道基本計画策定検討委員会の公開
と き▶ 11月1日(月)午前10時から
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)

都市計画審議会の公開
と き▶ 11月2日(火)午前10時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

子ども読書活動推進計画策定委員会の公開
と き▶ 11月9日(火)午前10時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

高齢者総合福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 11月9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(月)から、高齢福祉課(☎85－

6184)へ

保健計画推進委員会の公開
と き▶ 11月10日(水)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(月)から、健康増進課(☎85－

6167)へ

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)

12(金)・26(金)11：00～

図書館
3(祝)11：00～、6(土)・13(土)・
20(土)・27(土)15：00～、10(水)・
17(水)・24(水)15：30～

東部市民センター 5(金)・12(金)・19(金)・26(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 13(土)11：00～
南部ふれあいセンター 17(水)16：15～
西部ふれあいセンター 13(土)・27(土)11：00～
知多公民館 3(祝)15：30～
鷹来公民館 13(土)13：30～
坂下公民館 6(土)14：00～
中央公民館 13(土)11：00～
グリーンパレス春日井 20(土)14：00～

※高蔵寺ふれあいセンターは休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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明るい選挙啓発ポスター入選作品展
　235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。〈敬称略〉
小学生の部
難波沙帆(丸田小3)、安本梨夏(不二小5)、山本将大
(石尾台小6)
中学生の部
難波真子(松原中1)、田邊皐(知多中2)、山内綾乃(岩
成台中2)

月日 ところ
10/19(火) ～ 11/5(金) 市役所市民ホール(全地区)
12/4(土) ～ 15(水) 東部市民センター (東)
12/4(土) ～ 15(水) 西部ふれあいセンター (西)

※(東)は東部地区の作品22点、(西)は西部地区の作
品25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)

春日井ココが好き！コンテスト入賞作品展
　子どもたちが都市景観という視点で“まちをイ
メージアップさせている”と思う店舗の外観を描
いた絵のコンテスト入賞作品展と表彰式を行いま
す。
入賞作品展
と き▶ 10月20日(水) ～ 24日(日)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
表彰式
と き▶ 10月23日(土)午後3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)

夜コン
Ａutumn Ｊazz Ｃoncert
と き▶ 10月22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▶ 赤崎真由美スペシャルジャズバンド
曲 目▶ ビリー・ジョエル｢素顔のままで｣、ジェ

ローム・カーン｢今宵の君は｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

10月～12月の読み聞かせの会
と き▶ 10月23日(土)、11月27日(土)、12月25日(土)

午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
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

秋季事業資金相談会の開催
　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事業資金相談会を開催

します。
と き▶ 10月26日(火)、11月18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

秋の読書週間10月27日～11月9日
ブラックパネルシアター
と き▶ 10月30日(土)午後2時～ 2時30分
ところ▶ 図書館
内 容▶ 暗くした部屋で話を聞いたり歌を歌う
図書館探検
と き▶ 11月3日(祝)午後2時～ 2時30分　※3階お

話の部屋の前に集合
ところ▶ 図書館
内 容▶ 普段は見ることができない図書館の舞台

裏を紹介する
本のリサイクル会
と き▶ 11月7日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ リサイクル本の無料配布
腹話術と楽しい手品
と き▶ 11月7日(日)午後2時～ 2時30分
ところ▶ 図書館
内 容▶ 腹話術と手品を楽しむ
問い合わせ▶ いずれも図書館(☎85－6800)

グリーンピアコンサート
楽しいコーラスとハーモニカコンサート
と き▶ 10月31日(日)午前11時～ 11時45分
出 演▶ ラルゴ＆四季ハーモニカ
曲 目▶ ｢虫のこえ｣｢村祭り｣｢紅葉｣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▶ ｢グリーンスリーブス幻想｣｢花嫁人

形｣｢悲しい酒｣など
ラテンフェスティバル in 春日井
と き▶ 11月6日(土)午後1時～ 3時
出 演▶ ノティシアス、ノウサギほか
曲 目▶ ｢コンドルは飛んでいく｣｢花まつり｣｢コ

ーヒールンバ｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

社会福祉大会
と き▶ 11月1日(月)午前10時～正午
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｢高齢者の健康問題入門｣中部大学教授
・伊藤康彦

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6228)
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青少年健全育成市民大会
と き▶ 11月10日(水)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

行防止作品および親から子、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｢大切なもの・大切なこと｣継鹿尾山
寂光院山主・松平實胤

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

連盟会長杯ソフトテニス大会
と き▶ 11月7日(日)午前9時から(受け付けは8時

30分から)〈予備日11月14日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の個人戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で今年度連盟登録

した中学生以上の人(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▶ 10月28日(木)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、代表者の住所・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)

障がいの理解・啓発講演会
と き▶ 11月17日(水)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▶ ｢成年後見制度のしくみと活用方法～制

度の活用で得られるもの・守れるものは
何か～ ｣成年後見センター・リーガルサ
ポート愛知支部支部長・松尾健史

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▶ 10月18日(月) ～ 11月10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

どんぐりベル・コンサート
と き▶ 12月18日(土)午後2時から(1時30分開場)
内 容▶ 音楽と語りによる｢ピーターと狼｣のほ

か、オーケストラと合唱によりクラシッ
ク音楽やクリスマスソングなどの演奏

出 演▶ コンサートグループ｢花の詩｣、春日井児
童合唱団

入場料▶ 高校生以上1000円、中学生以下500円(全
自由席)

入場券▶ 10月20日(水)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

ところ・問い合わせ▶東部市民センター (☎92－
8511)

宝くじ文化公演
人形劇｢よだかの★星/セロ弾きのゴーシュ ｣
と き▶ 12月11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
出 演▶ 人形劇俳優たいらじょう
内 容▶ “手”が演じる鳥と語りだけという究極に

シンプルな演出で、森や星空を心に映し
出す｢よだかの★星｣。子どもから大人ま
で深い感動を共有できる、宮沢賢治の2
作品を上演

入場料▶ 1000円(全自由席、未就学児不可、宝く
じの助成により特別料金になっていま
す)

入場券▶ 10月30日(土)から、文化フォーラム春日
井・文化情報プラザ、チケットぴあで販
売　※かすがい市民文化財団では代金引
換サービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

伊藤さんを探せ！参加者募集
と き▶ 12月23日(祝)午後1時30分～ 3時30分、平

成23年2月26日(土)・27日(日)午後1時30分
～ 4時30分

ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 友達や近所の人など、あなたの身近な｢伊

藤さん｣を一緒に探してみませんか。出
会った｢伊藤さん｣を写真に収め、その写
真を素材にアート作品を作り上げる

講 師▶ 矢作隆一
定 員▶ 20組40人(抽選)
費 用▶ 参加料(1組)500円
持ち物▶ デジタルカメラ
申し込み▶ 12月7日(火)〈消印有効〉までに、はがき

かファクス、Ｅメールに講座名、住所、
氏名(小中学生のみの組は保護者の氏名
も)、性別、年齢(学年)を書いて、〒486
－0844鳥居松町5－44、かすがい市民文
化財団(☎85－6868、ＦＡＸ82－0213、
Ｅメールws@lib.city.kasugai.aichi.jp)へ
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財津和夫ＬＩＶＥ＆ＴＡＬＫ
と き▶ 平成23年1月16日(日)午後5時から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 財津和夫
内 容▶ ｢サボテンの花｣｢心の旅｣などの名曲とお

しゃべりで構成されたスペシャルプログ
ラム

入場料▶ 5500円(全席指定、未就学児不可)
入場券▶ 10月23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　※かすがい市民
文化財団では、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)

成人式の広告
　成人式のパンフレットに広告を掲載または会場
内に看板広告を設置する広告主を募集します。
掲載・設置場所▶①成人式パンフレット裏表紙②

記念写真撮影コーナー　※掲載および設
置位置は市で決定

規 格▶ ①縦30㎜×横70㎜・1色(色指定不可)②縦
1100㎜×横800㎜以内(持ち運べる重さで
自立型)

枠 数▶ ①2枠②2基
パンフレット作成部数▶2500部

掲載料▶ ①1枠2万円②1基4万円
申し込み▶ 10月29日(金)までに、申込書(市ホームペ

ージに用意)に必要事項を記入し、広告
案を添えて、直接、生涯学習課(☎85－
6447)へ　※応募者多数の場合は審査後、
公開抽選により決定

｢みろくの森｣写真コンクール　
課 題▶ 四季の｢みろくの森｣をテーマにしたもの
規 定▶ サイズはＡ4か四つ切り(白黒・カラー )

未発表のもの。応募点数、応募者、カメ
ラ機種制限なし

申し込み▶ 平成23年1月11日(火)〈必着〉までに、応
募作品の裏面に応募票(経済振興課、市
役所情報コーナー、東部市民センター、
坂下出張所、各ふれあいセンター、各公
民館などで配布)を張り、〒486－8686春
日井市役所経済振興課内、市観光協会事
務局(☎85－6244)へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
サンタと木の実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)

ハニワまつりハニワまつり
下原古窯跡群や味美二子山古墳からたくさんの埴輪(はにわ)が出土し
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。

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6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10分～午後3時20分
炊き出し
時　間▶午前11時30分から

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

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)

と　き▶10月30日(土)〈雨天時は31日(日)に順延〉
午前10時～午後6時

ところ▶二子山公園
ハニワまつり

体験工房体験工房体験工房
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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について
と き▶ 11月6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～松の剪定(せんてい)について
と き▶ 11月10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
費 用▶ 受講料250円
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ 木ばさみ、弁当
 
申し込み▶ ｢サンタと木の実のクリスマスリー

ス｣｢バラの秋から冬の管理について｣は
10月19日(火)から、｢松の剪定について｣
は10月20日(水)から、電話で

中央公民館　☎33－1111
考古学入門講座｢森浩一氏の考古学を学ぶ｣
と き▶ 11月7日(日)・14日(日)、12月5日(日)〈3回〉

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市文化財課職員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料750円
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布ぞう
りを編む
と き▶ 11月11日(木)・18日(木)〈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5cm×130cmの布30枚、裁縫用具、は

さみ
楽しく親子でリトミック～ピアノに合わせて歌
い、リズム遊びをする
と き▶ 11月12日～ 12月3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・35組(抽選)
持ち物▶ 上靴
デッサン教室～鉛筆を使って、絵を描くための基
本を学ぶ
と き▶ 11月～ 1月の第2・4金曜日(6回)午後1時

30分～ 3時
講 師▶ 溝渕泰史
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円、教材費300円
持ち物▶ Ｂ～ 4Ｂの鉛筆、消しゴム、水彩画用具

スマイル＆ボディレッスン～美しい姿勢・歩き方
を始め、ツボ押し、ストレッチ、リンパマッサー
ジで、｢顔・体・心｣を自分で磨く美容法を学ぶ
と き▶ 11月16日(火)・30日(火)〈2回〉午前10時～

正午
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
 
申し込み▶ いずれも10月26日(火)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に教室名(｢布ぞうり編
み教室｣は①②の別も)、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

環境保全課　☎85－6279
秋の自然環境学習会｢みろくの森の自然環境と生
物たちの命の循環を知ろう｣
と き▶ 11月14日(日)午前9時30分～午後0時30分
ところ▶ 東部丘陵地域のみろくの森～みろく山と

その周辺　※雨天時は少年自然の家で、
みろくの森の映像を見る

講 師▶ 市自然環境保全活動推進員
対象・定員▶ 小学3年生以上(小学生は保護者同伴)・30

人(先着順)
持ち物▶ 山歩きができる服装・靴
申し込み▶ 10月20日(水)から、電話で

味美ふれあいセンター　☎31－3522
プリザーブドのクリスマスアレンジ～プリザーブ
ドをアレンジした飾りでクリスマスを華やかに
と き▶ 11月19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)
申し込み▶ 10月18日(月)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
持ち込み初級パソコン講座～ワード操作
と き▶ 11月の毎週土曜日(4回)午後1時30分～ 3

時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ ビスタ対応パソコン
申し込み▶ 10月24日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1

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

少年自然の家　☎92－8211
わくわく自然ランド｢紅葉・木の実・植物の不思議｣
～東部丘陵の自然や紅葉を観察し、木の実やどん
ぐりで工作をする①短いコース②普通コース
と き▶ 11月7日(日)午前9時～午後2時30分
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▶ 受講料(1人)500円
申し込み▶ 10月30日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、希望コース、住所、参加者全
員の氏名(ふりがな)、年齢(学年)、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

かすがいげんきっ子センター
工作教室～クリスマスグッズを作る
と き▶ 12月4日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
申し込み▶ 10月31日(日)〈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

知多公民館　☎32－8988
米粉でパン、ケーキ作り～手作りのハート形ハム
ロールパン、シフォンケーキ
と き▶ 11月13日(土)・20日(土)〈2回〉午前10時～

正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(抽選)
講 師▶ 梶田みゆき
費 用▶ 受講料500円、材料費2500円(型込み)
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん2枚、持ち

帰り用の袋、ハンドミキサー (ある人の
み)

持ち込みパソコン年賀状作り
と き▶ 11月20日(土)・27日(土)〈2回〉午後1時30

分～ 3時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
費 用▶ 受講料500円、教材費200円
持ち物▶ 文書作成ソフト｢ワード｣を内蔵したウイ

ンドウズ対応ノートパソコン
 
申し込み▶ ｢米粉でパン、ケーキ作り｣は11月2日(火)

〈必着〉までに、｢持ち込みパソコン年賀
状作り｣は11月6日(土)〈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

生物多様性について生物多様性について生物多様性について生物多様性について生物多様性について その3その3その3

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

　里山保存会は、水生生物の生息環境を保護し、昔ながらの自然豊かな里山づくりを進めることを目的
に、平成16年から地元の協力を得て大谷川上流の休耕田をビオトープに作り変えました。現在ではホタ
ルの幼虫・ヤゴ・タイコウチなどの水生昆虫、メダカ・カワ
ムツ・ドジョウなどの魚類、シジミ・カワニナなどの貝類な
ど多様な水生生物が生息・産卵し、生物多様性が高まりつつ
あります。また、自然に対する理解を深めようと水辺の環境
学習の場として自然観察会を開催しています。
　活動に参加した人によると、季節によってホタルやトンボ、
チョウが舞ったり、野鳥が鳴いたり、花が咲いたりするので、
ぜひこのビオトープで里山を感じてほしいとのことです。
　あなたも身近な自然に触れ、親しむ活動をしてみませんか。

身近な自然を通じて、生物多様性について興味を持っていただくため、市内で行われている自然環境保
全活動を4回にわたって紹介しています。第3回は、「里山保存会」が行っているビオトープ(さまざまな
生物が生息・生育する空間)による多様な自然づくりです。

ビオトープでの自然観察会の様子
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高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
押花カレンダー～来年用のかわいい花のカレンダ
ーを作る
と き▶ 11月9日(火)午前9時30分～正午
講 師▶ 林加代子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ ピンセット、絵の切り抜き(使う人のみ)
申し込み▶ 10月25日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

東部市民センター　☎92－8511
尾張の殿さまと春日井～春日井にゆかりのあった
尾張藩主たちの人物像を学ぶ
と き▶ 11月12日(金)、12月3日(金)〈2回〉午前10時

～11時30分
講 師▶ 村中治彦
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・70人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 11月2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)、
電話番号を書いて、〒487－0011中央台2
－2－1へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
あいち子ども芸術大学2010｢私もいんさつ屋さ
ん！カッパンいんさつでメッセージカードをつく
ろう｣
と き▶ 11月13日(土)①午前10時～正午②午後2時

～ 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 大石薫
対象・定員▶ 県内在住か県内の小中学校に通う小中学

生・各10人(抽選)
費 用▶ 参加料500円
文字もじ書くかくシリーズ｢活版印刷｣～美しい
書体の活字を使い、世界で一つだけの手作りカー
ドを卓上活版機で印刷する
と き▶ 11月14日(日)①午前10時～正午②午後2時

～4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 大石薫
定 員▶ 各10人(抽選)
費 用▶ 参加料2000円
自分史入門講座｢アッ！これなら私でも書ける｣
～自分史について基礎から学び、文章を書くこと
の楽しさを体験する
と き▶ 11月19日～ 12月17日の毎週金曜日(5回)

午後2時～ 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井

講 師▶ 日本放送作家協会会員・平岡俊佑
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
申し込み▶ ｢自分史入門講座｣は10月26日(火)〈必着〉

までに、はがきかファクスに、｢文字も
じ書くかくシリーズ『活版印刷』｣は10月
30日(土)〈必着〉までに、はがきかファク
ス、Ｅメールに講座名(①②の別も)、住
所、氏名、年齢、性別、電話番号を書い
て、｢私もいんさつ屋さん！カッパンい
んさつでメッセージカードをつくろう｣
は10月30日(土)〈必着〉までに、往復は
がきに講座名(①②の別も)、住所、参加
者の氏名(ふりがな)・性別・学校名・学
年、保護者名、電話番号を書いて、〒486
－0844鳥居松町5－44、ＦＡＸ82－0213、
Ｅメールws@lib.city.kasugai.aichi.jpへ

エコメッセ春日井　☎88－5006
押し絵教室～来年のえと(うさぎ)のミニカレンダ
ーを作る
と き▶ 11月11日(木)・18日(木)〈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、洗濯挟み

(小)10個・(大)4個、手ふき、手芸用ボン
ド

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13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、ぞうき

ん
 
申し込み▶ いずれも10月19日(火)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▶ 11月27日(土)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(月)から、電話で
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
転倒骨折予防～スポーツの秋！体力測って無理な
く運動
と き▶ 10月26日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 市市民サービス公社スポーツインストラ

クター
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ

総合福祉センター　☎84－3611
元気パワーアップ運動講座～転倒防止エクササイ
ズ
と き▶ 11月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時

30分
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・20人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
ゆったりと健康づくりの太極拳
と き▶ 11月26日～ 12月17日の毎週金曜日(4回)

午後1時30分～ 3時
講 師▶ 赤羽君江
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・20人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
 
申し込み▶ いずれも10月28日(木)〈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を書
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
付け時に身体障がい者手帳の提示が必要

障がい福祉課　☎85－6186
こころの健康講座
と き▶ ①11月11日(木)②11月19日(金)午後2時～

4時
ところ▶ ①レディヤンかすがい②市役所大会議室
講 演▶ ①｢精神障がい者と地域福祉～ありのま

ま このまちで暮らしたい～ ｣生活支援
センターすいすい職員・塚本正治②｢自
分でできる簡単タッピング～心も身体も
健康に～ ｣臨床心理士、社会福祉士、産
業カウンセラー・清水智子

定 員▶ 各100人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(月)から、社会福祉協議会(☎85

－4321)へ

介護保険課　☎85－6187
かすがいいきいき体操講座～運動器・口腔(こう
くう)機能の向上を図る
と き▶ ①10月26日(火)②11月2日(火)午後1時30分

～ 3時
ところ▶ ①西部ふれあいセンター②東部市民セン

ター
講 師▶ 健康体操連盟指導員
対象・定員▶ 市内在住の人・各30人(先着順)
持ち物▶ 上靴
認知症サポーター養成講座
と き▶ 11月10日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ キャラバン・メイト
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(先着順)
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▶ 11月11日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 第三介護サービスセンター
講 師▶ 市歯科医師会歯科医師
対象・定員▶ 市内在住で65歳以上の人・20人(先着順)
 
申し込み▶ ｢かすがいいきいき体操講座｣｢認知症サ

ポーター養成講座｣は10月18日(月)から、
電話で、｢歯たからセミナー ｣は第三介
護地域包括支援センター (☎56－8611)へ

子ども政策課　☎85－6170
Ｕターン育児塾(祖父母の育児教室)｢あなたもぜ
ひ新米パパママのサポーターに！ ｣～最新の育児
事情、もく浴などの育児方法を学ぶ
と き▶ 11月15日(月)午前
　　　　10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住で、もう

すぐ孫ができる人
または乳児(1歳未
満)の孫がいる人・
20人(先着順)　

　　　　※新米パパママも同席可
申し込み▶ 10月20日(水)から、電話で

点滅だ
渡らず止まれが
合い言葉
交通安全スローガン

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。
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健康増進課　☎85－6164
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(口の健康)｣を目指しましょう
と き▶ 11月11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▶ 市内在住の18歳以上の人・24人(先着順)
持ち物▶ 手鏡、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用具、糖尿病
健康手帳(ある人のみ)

もうすぐママの料理教室｢からだを温める根菜料
理と秋鮭のホイル焼き｣
と き▶ 11月16日(火)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 坂下公民館
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▶ 参加料500円
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ、バンダ

ナ可)、ふきん
親子の楽しい料理教室～親子で簡単クッキング！
と き▶ 11月20日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ ヘルスメイト
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)・10組(抽選)
費 用▶ 参加料大人1人400円、子ども1人300円
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ、バンダ

ナ可)、ふきん
ママのためのボディデザイン教室～パワーヨガと
子育て中の体重コントロールについて学ぶ
と き▶ 12月3日(金)・24日(金)、平成23年1月14日

(金)〈3回〉午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住で産後1年を過ぎた40歳未満の

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

 
申し込み▶ ｢歯周病予防教室｣は10月20日(水)から電

話で、｢ママのためのボディデザイン教
室｣は10月29日(金)〈必着〉までに、それ
以外は11月1日(月)〈必着〉までに、は
がき(1人1枚、親子の楽しい料理教室は
1組1枚)かＥメールに講座名、住所、参
加者全員の氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号｢ママのためのボディデザイン教
室｣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

児童センター　☎87－6866
モリコロパークで遊ぼう！サツキとメイの家に行
くよ
と き▶ 11月6日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 県児童総合センター〈モリコロパーク内

(愛知郡長久手町)〉　※児童センターの
福祉バスを利用

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
お父さんとあそぼう会～父と子が体を動かして、
一緒に遊びながら楽しく触れ合う
と き▶ 11月7日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の2～ 3歳児とその父親(2人1組)

・30組(抽選)
費 用▶ 参加料(1組)200円
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ いずれも10月26日(火)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所、電話
番号、氏名(ふりがな)、学校名、学年、
保護者名、｢モリコロパークで遊ぼう！
サツキとメイの家に行くよ｣は学校名、
学年、｢お父さんとあそぼう会｣は年齢も
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

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7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～手作りケーキでクリスマス
と き▶ 12月12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(日)〈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
を書いて、｢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



20 広報春日井10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。

保健センター　☎91－3755
おうちで簡単ピザを焼こう～表示から見えない脂
を探す
と き▶ 12月1日(水)午前10時～午後0時30分
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、ふきん
申し込み▶ 11月6日(土)〈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

市体育協会の講座
ジョギング教室
と き▶ 10月31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13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6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

サンフロッグ春日井　☎56－2277
カラダにＥトレーニング教室～トレーニング室で
の効果的な運動方法や知識を習得し、運動の習慣
づけを目指す
と き▶ 11月9日(火)午前10時～正午
講 師▶ トレーニング指導士
対象・定員▶ 高校生か同年齢以上の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 10月20日(水)午前9時から、直接か電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
ボールエクササイズ講座～ボールでシェイプアッ
プしよう！
と き▶ 11月10日～平成23年1月12日の水曜日(12

月29日、1月5日を除く8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2000円
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 10月24日(日)〈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

児童センター　☎87－6866
バドミントン教室
と き▶ 11月13日(土)・21日(日)・28日(日)、12月

4日(土)・11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・40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30日(土)〈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)、
学校名、学年、保護者の氏名、電話番号
を書いて、〒486－0857浅山町1－2－61
へ

｢自然歩道を歩こう大会 ｣参加者募集！
月 日▶ 10月17日(日)〈小雨決行〉
集 合▶ 午前9時30分に愛・地球博記念公園大芝

生広場
コースなど▶ 10km・5km・3kmのいずれかを当日選

択(小学生以下は保護者同伴)
持ち物▶ 昼食、雨具、健康保険証
問い合わせ▶ 県環境部自然環境課(☎052－954－6227)

知的財産権活用セミナー
と き▶ 11月9日(火)午後2時～ 4時
ところ▶ ホテルプラザ勝川(松新町1)
講 演▶ ｢メナードのものづくりと知的財産権｣日

本メナード化粧品㈱法務部課長・近倉嘉
人　

定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)へ
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県文連美術展の作品募集
部 門▶ 日本画、洋画、工芸、彫塑、書　※全部

門を通して1人1点まで、未発表の作品
に限る。日本画は30号～ 50号、日本画・
洋画の仮額幅は3㎝以内(規格違反の場合
は無効)

対 象▶ 中学校卒業年齢以上で、県内在住か在勤、
在学の人

費 用▶ 出品料4000円
開催要項・申込書▶文化フォーラム春日井・文化

情報プラザで配布中
申し込み▶ 11月8日(月) ～ 22日(月)〈必着〉までに、

申請書を直接か郵送で、〒460－8534名
古屋市中区三の丸3－1－2、県教育委員
会生涯学習課内、県文連美術展事務局(☎
052－954－6781)へ

県文連美術展
月 日▶ 12月21日(火) ～ 26日(日)
ところ▶ 県美術館ギャラリー (名古屋市東区)
問い合わせ▶ 県文連美術展事務局

親子で遊ぼう！ど・れ・み
　子育て、悩んでいませんか？買い物中に勝手に
どこかに行ってしまう、言葉より先に手足が出て
ほかの子とトラブルになるなど、育てにくさを感
じている保護者に向けて｢親子ふれあい遊び｣と
｢講演会｣を開催します。
と き▶ 11月13日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
対象・定員▶ 3 ～ 4歳児とその保護者・12組
内 容▶ ○親子ふれあい遊び○講演会｢Ｍy Ｏwn 

Ｌife ～ボクらしく わたしらしく～ ｣音
楽療法士・小島薫

申し込み▶ 10月28日(木)までに、春日台養護学校(☎
88－0811)へ

県立高等技術専門校訓練生募集
科 目▶ 名古屋校…①建築デザイン科、岡崎校…

②モノづくり総合科、東三河校…③木造
建築科

対象・定員▶ ①②高校卒業(卒業見込みを含む)以上の
学力を有する30歳以下の人・各20人、③
中学卒業(卒業見込みを含む)以上の学力
を有する30歳以下の人・20人

入校日▶ 4月7日(木)
申し込み▶ ①②11月10日(水)までと平成23年1月5日

(水) ～ 2月8日(火)③11月15日(月) ～平成
23年1月12日(水)

問い合わせ▶ 名古屋校(☎052－917－6711)、岡崎校(☎
0564－51－0775)、東三河校(☎0533－93
－2018)

家族のためのうつ病セミナー
　県春日井保健所では、家族がうつ病になって、
さまざまな不安や疑問がある人を対象に、うつ病
セミナーを開催します。
と き▶ ①11月18日(木)午後2時～ 3時30分②11月

24日(水)午後2時～ 4時
講 演▶ ①｢知っておきたいうつ病のこと｣②｢知

って欲しい私たちのこと～当事者からの
メッセージ～ ｣　

対象・定員▶ 春日井市か小牧市在住で、うつ病で治療
中の患者の家族・30人　※両日とも出席
できる人を優先

ところ・申し込み▶10月18日(月)から、県春日井
保健所健康支援課(☎31－0750)へ

名古屋法務局春日井支局市民講座
と き▶ ①11月18日(木)午前10時～ 11時30分②11

月19日(金)午前9時～正午
ところ▶ 中央公民館
内 容▶ ①相続②成年後見登記・遺言
講 師▶ 春日井公証役場公証人、名古屋法務局春

日井支局職員
定 員▶ 各40人(先着順)
申し込み▶ 電話かはがきに講座名(①②の別も)、住

所、氏名、電話番号を書いて、〒486－
0844鳥居松町4－46、名古屋法務局春日
井支局総務課〈☎81－3210(土・日曜日、
祝日を除く午前9時～午後5時)〉へ

春日井小牧看護専門学校社会人入学生募集
試験日▶ 11月27日(土)
試験場所▶ 公立春日井小牧看護専門学校
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▶ 次のすべ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23年4月1日現
在で満23歳以上の人○平成23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〈返信用封筒(角2形)に住所・

氏名を記入、200円切手を張って〉で請求
申し込み▶ 11月2日(火) ～ 11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
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大正琴あらしば会コンサート
とき▶10月23日(土)午後1時30分～3時30分(1時
開場) ところ▶市民会館　内容▶大正琴に合わ
せてマリンバ、舞など　問い合わせ▶新芝(☎・
FAX92－1398)

ＭＯＡ美術館春日井児童作品展
とき▶展示…10月29日(金)午後1時～31日(日)午
後3時、表彰式…10月31日(日)　ところ▶ささ
え愛センター　内容▶小学生の絵画と書写の展
示　問い合わせ▶春日井センター・坂井(☎・
FAX81－4614)

ＫＡＹＯＫＯプロデュースシリーズ 小林加代子
（Vn）＆山崎能子（Pf） Duo Recital
とき▶11月5日(金)午後7時から(6時30分開場) と
ころ▶守山文化小劇場(名古屋市守山区)　内容
▶バイオリンとピアノが対等に奏で合う質の
高い本格的なクラシックコンサート 曲目▶フ
ランク「ソナタ」、イザイ「無伴奏バイオリン－
ソナタ」など　費用▶入場料一般3000円、学生
2000円　申し込み▶小林(☎・FAX32－4577)へ

春日井母親大会
とき▶10月31日(日)午後1時～4時 ところ▶レ
ディヤンかすがい　内容▶記念講演「命に国境
はない～イラク戦争とは何だったのか？～」高
遠菜穂子　定員▶200人(先着順)　 費用▶資料
代500円　問い合わせ▶春日井民主商工会(☎81
－1482)

春日井こどもまつり
とき▶11月3日(祝)午前10時～午後3時　ところ
▶中央公民館、儀田公園　内容▶スライム、小
麦粉粘土、わくわく科学、工作教室など手指、
体を使って思い切り遊ぶ　対象・定員▶市内在
住の人・500人(当日先着順) 　費用▶材料費200
円　問い合わせ▶第1そだち保育園・坂野(☎91
－7356)

心をつなごう！スポ・レクチャレンジ
とき▶12月5日(日)午後1時～4時 ところ▶中部
大学　内容▶ヘルスボール、大玉ころがし、玉
入れなど競技を楽しむ　対象・定員▶障がい者
と障がい者向けのスポーツに関心がある人・
50人(先着順) 　申し込み▶11月10日(水)までに、
はがきかファクスに住所、氏名、年齢、電話番号、
障がい者はその程度も書いて、〒460－0001名
古屋市中区三の丸1－7－2、愛知県障害者スポー
ツ指導者協議会(☎052－222－6636、FAX052－
222－6806）へ

ところ と　き 展示名 出品者

グリーンピア春日井（☎92－8711）
10/15（金）～17（日） ツワブキと縁起植物展 春日井カンアオイ同好会
10/23（土）～24（日） 秋季バラ展 春日井バラ会
10/29（金）～31（日） 秋の実物ミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会

坂下公民館 （☎88－5555）10/17（日）～28（木） 仏画展 天華会
味美ふれあいセンター（☎31－3522）10/17（日）～29（金） 味美墨絵同好会作品展 味美墨絵同好会
鷹来公民館 （☎84－7071）10/19（火）～24（日） 秋の盆栽展 青紅会

市役所市民サロン （☎85－6073）
10/20（水）～25（月） 味美日本画クラブ作品展 味美日本画クラブ

10/27（水）～31(日） バーナーワーク(ガラス
工芸）合同展

バーナーワーク(ガラス
工芸）同好会

落合公園管理棟 （☎56－0414）
10/20（水）～26（火） 植物画展 植物画同好会(美咲会)
10/22（金）～24（日） 晩秋の山野草展 春日井山草会

東部市民センター （☎92－8511）10/26（火）～30日（土） 白陽会秋の書展 白陽会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）10/27（水）～11/8（月） 愛ふれあい絵手紙展 陽菜の会

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）10/28（木）～31（日） コミュニティ作品展 高座地区コミュニティ推
進協議会

※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！
元気
です！

と　き▶11月4日(木)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(水)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

流通ジャーナリスト・
プライスアナリストの
肩書で活躍。“値切リス
ト”の異名で、お得な買
い物術も提案します！
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(社)小牧法人会春日井４支部講演会

「超三流主義」
～お金がなくても清く ・貧しく ・ ゴージャスに生きる

経歴　1971年生まれ
　　　慶応大学卒業後、ジャパンエナジー
　　　を経て、コンサルタントとして独立

金子哲雄

11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
              

23日(祝)を除く火曜日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4日(木)、18日(木)10：00～11：00
保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①10日(水)②17日(水)③24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
          
10/26(火)から、電話で

14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
          
常時受け付け

5日(金)、26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)

19日(金)10：00～12：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
10/26(火)から、電話で

9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6月～7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
          
10/27(水)から、電話で

12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22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
             

①3日(祝)②17日(水)③24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▶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

ひよこ教室 ①4日(木)②11日(木)10：00～11：00
③18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

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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子
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