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はばたけ　かすがい　春日井まつりプレーバック（Ｐ２～３）

春日井まつりパレード最後を飾った「どっこいせ総踊り」 文化スポーツ大使も参加し盛り上がりました春日井まつりパレード最後を飾った「どっこいせ総踊り」 文化スポーツ大使も参加し盛り上がりました春日井まつりパレード最後を飾った「どっこいせ総踊り」 文化スポーツ大使も参加し盛り上がりました
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春日井まつり    春日井まつり     プレーバック春日井まつり    
はばたけはばたけ かすがいはばたけ

4×6mの紙への書のパフォーマンスは迫力満点！4×6mの紙への書のパフォーマンスは迫力満点！

世界グルメストリート ： 世界の味を楽しみました世界グルメストリート ： 世界の味を楽しみました

宵まつり ： 夜店と大道芸を多くの人が楽しみました宵まつり ： 夜店と大道芸を多くの人が楽しみました

道風平安朝行列 ： 優雅な雰囲気でパレードを彩りました

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
「金城ＧＩＲＬＳ☆」の作品「金城ＧＩＲＬＳ☆」の作品

Ｋａｓｕｇａｉ ザ 道風（書道部門）で優勝した
「金城ＧＩＲＬＳ☆」の作品

Ｋａｓｕｇａｉ ザ 道風（芸能部門）でＫａｓｕｇａｉ ザ 道風（芸能部門）で
優勝した「ｃｏｂｏ勝川」の演技優勝した「ｃｏｂｏ勝川」の演技

Ｋａｓｕｇａｉ ザ 道風（芸能部門）で
優勝した「ｃｏｂｏ勝川」の演技

4×6mの紙への書のパフォーマンスは迫力満点！

世界グルメストリート ： 世界の味を楽しみました

宵まつり ： 夜店と大道芸を多くの人が楽しみました

最後はみんなで「どっこいせ」  フィナーレを飾りました

多くのボランティアも活躍しました

おしえて～！どっこいせ ： 踊りと歌詞の意味を
　　　　　　　　　　 楽しく覚えました 棒の手 ： 息詰まる攻防にハラハラ

10月16（土）～17日（日）に行
われた春日井まつりは晴天に
恵まれ、2日間で20万人以上
の人が訪れました。今年のハ
イライトを写真で紹介します。

2 広報春日井11月15日号



開会式 ： 気合いを入れて開会宣言
ニ
日
目

ニ
日
目

   プレーバック春日井まつり     プレーバック   プレーバック
はばたけ かすがいかすがいかすがい

4×6mの紙への書のパフォーマンスは迫力満点！

世界グルメストリート ： 世界の味を楽しみました

宵まつり ： 夜店と大道芸を多くの人が楽しみました

道風平安朝行列 ： 優雅な雰囲気でパレードを彩りました道風平安朝行列 ： 優雅な雰囲気でパレードを彩りました

Ｋａｓｕｇａｉ ザ 道風（書道部門）で優勝した
「金城ＧＩＲＬＳ☆」の作品

Ｋａｓｕｇａｉ ザ 道風（芸能部門）で
優勝した「ｃｏｂｏ勝川」の演技

最後はみんなで「どっこいせ」  フィナーレを飾りました最後はみんなで「どっこいせ」  フィナーレを飾りました最後はみんなで「どっこいせ」  フィナーレを飾りました

多くのボランティアも活躍しました多くのボランティアも活躍しました多くのボランティアも活躍しました

おしえて～！どっこいせ ： 踊りと歌詞の意味をおしえて～！どっこいせ ： 踊りと歌詞の意味を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 楽しく覚えました楽しく覚えました
おしえて～！どっこいせ ： 踊りと歌詞の意味を
　　　　　　　　　　 楽しく覚えました 棒の手 ： 息詰まる攻防にハラハラ棒の手 ： 息詰まる攻防にハラハラ棒の手 ： 息詰まる攻防にハラハラ

道風平安朝行列 ： 優雅な雰囲気でパレードを彩りました
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給与所得者の所得税は、源泉徴収によりあらかじめ毎月の給与やボーナスから差し引いて徴収されています。年末調
整とは、その年の最後の給与などで所得税の過不足を精算する手続きをいいます。

　控除申告書などを勤務先に提出すれば配偶者控除
や生命保険料控除などの控除が受けられます。
　年末調整は、確定申告に代わる手続きで、多くの給
与所得者は、年末調整をすることで１年間の所得税の
納税が完了し、確定申告をする必要がなくなります。

年末調整をすることで控除が受けられます

○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か所以上から受けていて一定の要件に該当
する人　など

給与所得者でも、確定申告をしなければならない人

年末調整に必要な給与所得者の控除申告書

○給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
○給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
○給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書…最初の年分は確定申告で控除を受けますが、2年目以降は年末
調整で控除を受けることができます。年末調整の際、この申告書に住所地の所轄税務署長が発行した「年末調整
のための住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関などが発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等
証明書」を添付して、勤務先へ提出してください。

※医療費控除や寄附金控除、雑損控除については、確定申告で控除を受けることになります

給与所得者の年末調整について給与所得者の年末調整について給与所得者の年末調整について

平成23年分以降の扶養控除等（異動）申告書について平成23年分以降の扶養控除等（異動）申告書について平成23年分以降の扶養控除等（異動）申告書について
　平成23年分の年末調整から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。給与所得者の扶養
控除等（異動）申告書の最下部の欄に該当者の氏名、続柄、生年月日などを記入し、勤務先へ提出してください。
　なお、今年の年末調整（平成22年分）での扶養控除の申告方法については、例年と同様となります。

　課税される所得金額は、パートの年収から給与所得控除額（最低65万円）や基礎控除額（所得税38万円、住民税
33万円）などの所得控除額を差し引いた残額になります。控除額が基礎控除額だけの場合、パート収入にかかる税
金と配偶者（特別）控除の関係は次のようになります。

パート収入と税

住民税（所得割）が 住民税（均等割）が
配偶者控除を 配偶者特別控除を

所得税が

かからない

かかる
かかる

かかる

受けられる 受けられない
かからない

かからない

受けられない

パ ー ト 収 入 に
パートの年収

97万円以下
97万円超　 100万円以下
100万円超　103万円以下
103万円超　141万円未満
141万円以上

受けられる
受けられない

問い合わせ▶所得税…小牧税務署(☎72－2111)、住民税(市・県民税)…市民税課(☎85－6093)

DVDV ドメスティック
・バイオレンスDV 女性に対する暴力

根絶のための
シンボルマーク
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給与所得者の年末調整について

平成23年分以降の扶養控除等（異動）申告書について

DVDVDVDV をなくそう！
ドメスティックドメスティック
・バイオレンス・バイオレンスDVDVDV をなくそう！
ドメスティック
・バイオレンス

11月12日（金）から25日（木）までの2週間は、国の「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です

　皆さんはＤＶを知っていますか？最近ニュースやドラマなどでも耳にする言葉ですが、ＤＶとは「配偶者や恋人など親密
な関係にある（またはあった）者から振るわれる暴力」のことをいいます。暴力には、身体的な暴力に限らず、精神的、
経済的、性的など、あらゆる形の暴力があります。夫婦や恋人同士など、親しい間柄での暴力は、家庭の中の問題（二
人だけの問題）ととられてしまいがちです。しかし、どんなことがあっても暴力は決して許されることではありません。
　暴力を振るわれたり、知らないうちに相手を傷つけていることはないでしょうか？一度考えてみませんか。

DVで悩んでいる人は、ぜひ相談してください

●男女共同参画課ＤＶ相談（☎85－6296）　　　　
　相談時間▶午前9時～正午、午後1時～ 4時
　　　　　（土・日曜日、祝休日、年末年始は休み）

●オンラインＤＶほっと相談
　ホームページ　http://www.soudan-kasugai.jp/

●県女性相談センター・女性悩みごと電話相談
　（☎052－913－3300）
　相談時間▶午前9時～午後9時
　　　　　（土・日曜日、祝休日、年末年始は休み）

●春日井警察署（☎56－0110）

相手の機嫌を損ねては大変と思い、相手の要求を受け入れてしまう。

相手が怒りを爆発させて怒鳴ることや暴力を振るうことに対して相手や第三者に謝る。

相手の態度に恐怖を感じることがある。

相手から頻繁に批判されたり、馬鹿にされたりする。

相手から性的な行為を強要されたり、応じないと相手が不機嫌になったりする。

相手から殴られたり、けられたり、髪を引っ張られたり、突き飛ばされたり、タバコの火を
押し付けられたり、刃物などで脅されたりしたことがある。

相手から家族や友人に会ったり、電話で話したりすることを制限されている。

貯金や給料の管理を相手に占有されている。

根はいい人だから暴力さえ振るわなければなんとかやっていけると思っている。

話しても分かってもらえる人はいないと感じている。

ＤＶチェックリスト

このチェックリストで該当する項目が６以上ある人は、ＤＶの被害者である可能性が高いといえます。

◉ 軽く考えずに、相手との関係について、きちんと冷静に見つめ直してみましょう。
◉ 自分が“安全”でいられる方法（場所、距離の取り方など）を考えてみましょう。
◉ 自分が信頼できる人に相談してみましょう。

もしかして…これってＤＶ？と思ったら

女性に対する暴力女性に対する暴力
根絶のための根絶のための
シンボルマークシンボルマーク

女性に対する暴力
根絶のための
シンボルマーク

問い合わせ▶男女共同参画課（☎85－6152）
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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。

藤山台中学校区学校規模適正化地域協議会の公開
と き▶ 11月20日(土)午前9時30分から
ところ▶ 東部市民センター
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6149)

要介護認定者の障がい者控除について
　平成22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23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｣の申告をするこ
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(運転免許書など)が必要になり、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)

男女共同参画フォトコンテスト入賞作品決定
　応募作品25点から入賞作品が選ばれ、11月6日
(土)のかすがい男女共同参画市民フォーラムにお
いて表彰されました。最優秀・優秀賞は次のとお
りです。
最優秀賞▶ 荻山直子(ことぶき町)
優秀賞▶ 田中昭匡(玉野台)、寺﨑久美子(松河戸町)
問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

最優秀賞｢チアーズ！！ ｣　

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および健全育成・非行防
止作品などの主な被表彰者は、次のとおりです(敬
称略)。また、優秀作品は、公共施設や市ホーム
ページで見ることができます。
青少年健全育成功労者の部
表彰状▶ 佐藤裕子、安藤久子、今村勝芳、中莖則

子
感謝状▶ 鶴巣慎一
健全育成・非行防止作品の部(市長賞)
ポスター▶ 浅野菜奈子(八幡小5)、石田果乃子(中部

中3)、荒堀華(春日井東高1)
書 ▶ 江口陽奈子(春日井小6)、新井真穂(松原

中2)、服部実紀(春日井西高3)
標 語▶ 横井拓人(岩成台小1)、加藤廉士(東部中

3)、中村彩菜(春日井商業高3)
親から子、子から親へのメッセージの部
最優秀賞▶ 今井陽子
運動・文化・善行の部
運 動▶ 森悠貴(勝川小6)始め個人72人と7団体
文 化▶ 吹奏楽部(中部中)始め個人2人と3団体
善 行▶ 6年生全児童(神屋小)
優秀作品展示
月日・ところ▶11月16日(火) ～ 24日(水)・市役所

市民ホール、12月17日(金) ～ 26日(日)・
味美ふれあいセンター、平成23年1月6日
(木) ～ 12日(水)・東部市民センター

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

クリスマス飾りとイルミネーションの点灯
　緑と花の休憩所をクリスマス飾りにしました。
イルミネーションの点灯時間は、11月27日(土)か
ら12月25日(土)の休園日(月曜日、月曜日が祝日
の場合はその翌日)を除く、午後4時から6時です。
※この期間は閉園時間を午後6時に延長
問い合わせ▶ グリーンピア春日井(☎92－8711)

12月4日～10日は人権週間
人権パネル展
月 日▶ 12月4日(土) ～ 10日(金)
ところ▶ 市役所市民ホール
街頭啓発
と き▶ 12月5日(日)午前10時30分から
ところ▶ マイカル春日井サティ (柏井町4)
内 容▶ 極真会館松田道場少年部による演武、｢一

日人権なかよし大使｣の委嘱など
なやみごと人権相談
と き▶ 12月6日(月) ～ 10日(金)午後1時～ 4時
ところ▶ 市民相談コーナー
相談員▶ 人権擁護委員
問い合わせ▶ いずれも市民相談コーナー (☎85－6620)
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問い合わせ▶管財契約課（☎85－6086）

番号 所在地 地積(㎡) 予定価格(円) 用途地域
1 杁ケ島町10－1 184.06 1104万3000 第一種住居地域
2 東野町9－12－16 411.52 4032万8000 第一種中高層住居専用地域
3 浅山町2ー1310－503 127.00 1384万3000 第一種中高層住居専用地域
4 神領町1ー25ー30 1077.84 6035万9000 第一種中高層住居専用地域

5 勝川駅南口周辺土地区画整理12ー10 298.71 4291万2000 第一種住居地域勝川駅南口周辺土地区画整理12ー11 68.06
6 勝川駅南口周辺土地区画整理20ー10 117.05 1416万3000 第一種住居地域
7 細木町2－149 422.74 3086万 準工業地域
8 細木町2－150－3 271.95 1658万8000 準工業地域

9 岩成台4－7－6 72.19 3599万7000 第一種低層住居専用地域岩成台4－7－7 607.00
※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

保有地を一般競争入札などで売却します。

○土地の概要
所在地▶長塚町1－106
地　積▶1万5137.00㎡
最低処分価格▶9億5670万円
用途地域▶準工業地域
○条件
　取得した土地で自ら生産施設などを建設し、操
業する製造業者か契約などの代表者となる製造業
者を中心とした企業体

保有地一般競争入札

長塚地区土地売却(プロポーザル方式)

市土地開発公社
市普通財産

○売却方法
　事業計画などの提案内容の審査(プロポーザル
方式)により決定
○申し込み
と　き▶11月15日(月)～12月15日(水)
ところ▶管財契約課内土地開発公社
※詳細は実施要領(管財契約課で配布)か市ホー
ムページを見てください

○申し込み
と　き▶平成23年1月11日(火)～21日(金)
ところ▶管財契約課
※詳細は案内書(管財契約課で配布)か市ホームペ
ージを見てください

○入札
と　き▶平成23年1月31日(月)午前10時から各物

件ごとに実施
ところ▶市役所入札室

保有地売却のお知らせ

電子証明書の取得はお早めに
　平成22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)

電子カルテシステム導入時の診療などの制限
　市民病院では、平成23年5月1日(日)から、患者
一人一人の診療記録(カルテ)を電子的に集中管理
し、効率的で安全な医療の提供を行うため｢電子
カルテシステム｣を導入します。
　システム導入には、運用や手続き面での変更が
生じることから、これらの影響を最小限とするた
め、診察や検査予約の制限を予定しています。ご
理解とご協力をお願いします。
問い合わせ▶ 市民病院管理課(☎57－0057)
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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。

映画｢シャネル＆ストラヴィンスキー ｣
と き▶ 11月28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▶ ストラビンスキーが作曲したバレエ｢春

の祭典｣の初演は酷評の嵐となった。シ
ャネルはそんな彼に支援を申し出、自宅
へ招くが…(日本語字幕)

対 象▶ 18歳以上の人
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
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)

家族で出かけよう！歯の健康教室
と き▶ 11月28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)、

歯並びなどの相談、歯科保健指導、成人
歯科健診など

対 象▶ 就学前の乳幼児とその保護者
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)

ミニコンサート
と き▶ 11月28日(日)午後3時～ 3時20分
内 容▶ ハンドベル演奏
出 演▶ ベル春日井
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▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

全国書道展覧会の道風展に、一般部374点、学生部6380点の出品がありました。主な入賞者は次の皆さ
んです。(敬称略)

一　般▶○かな…小寺須美子(春日井市)○少字数…鵜飼冠山(春日井市)
学　生▶○条幅…大西太郎(萩山中)、鈴木愛乃(小野小)○半紙…服部実紀

(春日井西高)、清水瑞穂(志段味中)、松本亜弓(小野小)

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内、道風展事務局（☎85－6868）

一　般▶○漢字…梅村鴬谷(豊田市)○近代詩文…辰井溪宇(大阪府堺市)
学　生▶○条幅…紺谷美紀(春日井商業高)

一　般▶○漢字…小幡豊園(春日井市)、近藤晴翠(一宮市)○かな…岫悦子
(名古屋市千種区)○近代詩文…儀武紀燿(大阪府枚方市)○少字数
…小島初美(東海市)

学　生▶○条幅…山﨑真由子(春日井西高)、羽田地玲菜(中部中)、前川希
美花(山王小)○半紙…岡田恒(明和高)、加藤秋穂(椙山女学園中)、
鈴木愛乃(小野小)

市長賞

県知事賞

文部科学大臣奨励賞

一　般▶○漢字…緒方津苑(犬山市)、毛利暁草(名古屋市昭和区)○かな…長谷勝子(瀬戸市)○近代詩文
…小川岳南(春日井市)○少字数…長江華虹(春日井市)

学　生▶○条幅…加藤彩女(春日井南高)、小林優里奈(東浦中)、坂本唯菜(小野小)○半紙…澤井彩(春日
丘高)、小林桃佳(鷹来中)、樋田梨帆(勝川小)

市民文化財団理事長賞

　

道 風 展 入 賞 者 発 表

　文部科学大臣奨励賞
学生条幅の部　紺谷美紀
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クリスマス会
と き▶ 12月5日(日)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 人形劇を見たり、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▶ 名古屋経済大学児童文化研究会｢わらべ｣

市民第九演奏会
と き▶ 12月5日(日)午後3時開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 指揮ロレンツ・クリストフ・アイヒナー

(ドイツ・ホフ歌劇場監督)、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)

市クラブ対抗バドミントン秋季大会
と き▶ 12月5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26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(代表者に○を
記入)・住所、代表者の年齢・電話番号(で
きれば携帯)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)

からだの中身を知ってみよう！
と き▶ 12月7日(火) ～ 12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▶ 市内在住か在勤で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)

ハーモニーＷinterコンサート
と き▶ 12月12日(日)午後1時

30分～ 3時
内 容▶ ハーモニカによる美

しい音色を紹介
出 演▶ 福森是次ほか
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人(2人1組)・50組(抽選)
ところ・申し込み▶11月30日(火)までに、往復は

がき(1組1枚)に｢Ｗinterコンサート入場
希望｣、住所、氏名、年齢、電話番号を
書いて、〒480－0302西尾町392、ハーモ
ニー春日井(☎88－0677)へ

クリスマスとお正月準備のつどい
と き▶ 12月25日(土)午前9時30分～ 26日(日)午後

3時
内 容▶ クリスマス会、キャンドルファイアー、

しめ縄づくり、もちつきなど
対象・定員▶ 小学生を含むグループ・60人(抽選)
 ※引率責任者が必要
費 用▶ 参加料3500円
ところ・申し込み▶11月30日(火)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、グループ全員の住
所・氏名(ふりがな)・学年(年齢)・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　
※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

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)

10(金)・24(金)11：00～

図書館
1(水)11：00～、4(土)・11(土)・
18(土)・25(土)15：00～、8(水)・
15(水)・22(水)15：30～

東部市民センター 3(金)・10(金)・17(金)・24(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 11(土)11：00～
南部ふれあいセンター 15(水)16：15～
西部ふれあいセンター 11(土)11：00～
知多公民館 1(水)15：30～
鷹来公民館 11(土)13：30～
坂下公民館 4(土)14：00～
中央公民館 11(土)11：00～
グリーンパレス春日井 18(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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市臨時職員(介護保険認定調査員)
勤務内容▶ 要介護認定に必要な調査や、審査判定の

ための調査票の作成、事務処理など
勤務地▶ 介護保険課
人 数▶ 2 ～ 3人
必要資格▶ 保健師・看護師・介護福祉士・社会福祉

士のいずれかの資格および普通自動車運
転免許

勤務時間▶ 月～金曜日、午前8時30分～午後5時(7時
間30分)

任用期間▶ 6か月以内
賃金(時給)▶ 1270円　※交通費を1通勤につき200円支

給
社会保険▶ 協会けんぽ、厚生年金および雇用保険に

加入
申し込み▶ 市販の履歴書(写真付き)に記入して、人

事課(☎85－6021)へ　※後日面接あり

｢母と子のしおり｣への広告
　母子健康手帳の別冊として妊婦に配布する｢母
と子のしおり｣に掲載する広告を募集します。
掲載期間▶ 平成23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)　※1広告に2枠を合わせて

掲載可
作成部数▶ 4000部
掲載料▶ 1枠3万円
申し込み▶ 12月24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て、広
告案を添えて、直接、子ども政策課(☎
85－6171)へ　※応募者多数の場合は、
審査後、抽選により決定

学習農園の受講生
　野菜を中心とした作物の栽培について、学識経
験者などの講義や、農家・専門家などの指導によ
る栽培実習で知識や技術を身に付け、農業の担い
手や農業を支援する人を養成します。
と き▶ 平成23年1月～ 12月(32回)〈受講日は火曜

日の午前中2時間を予定〉　※栽培実習が
始まると、受講日以外にも実習場所での
作業があります

ところ▶ 大泉寺町字大池下地内、ＪＡ尾張中央春
日井中央支店(八田町1)

対象・定員▶ 市内在住で、年間を通して活動できる人
・25人(書類選考)

費 用▶ 受講料8000円　※傷害保険料、テキスト、
苗、肥料代などは実費徴収

申し込み▶ 12月3日(金)〈必着〉までに、申込書(農政
課、市ホームページ、東部市民センター、
各ふれあいセンターに用意)に記入して、
農政課(☎85－6236)へ

交通児童遊園　☎81－1301
冬の工作教室～クリスマスリースを作る
と き▶ 12月4日(土)午後2時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(先着順)
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
申し込み▶ 11月18日(木)午前9時から、電話で

文化財課　☎33－1113
親子体験教室 ｢勾玉(まがた
ま)をつくろう｣
と き▶ 12月18日(土)午前9時

30分～ 11時30分
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 小学生とその保護者

(1組3人まで)・15組(抽
選)

費 用▶ 材料費(1人)250円
申し込み▶ 11月30日(火)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクス、Ｅメールに教室名、住所、氏名、
電話番号、学校名、学年、保護者名を書
いて、〒486－0913柏原町1－97－1、Ｆ
ＡＸ34－6484、Ｅメールbunkazai@city.
kasugai.lg.jpへ

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
クリスマスを手作りケーキで～簡単でシンプルな
いちごのケーキを作る
と き▶ 12月24日(金)午前10時～午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、ハンドミキサー (あ

る人のみ)、21 ～ 25㎝四方の持ち帰り用
の容器

申し込み▶ 12月1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、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

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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坂下公民館　☎88－5555
｢うまい！ ｣手打ちそばを作る
と き▶ 12月5日(日)午前9時30分～午後0時30分
講 師▶ 日本手打ちそば保存会
対象・定員▶ 市内在住の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴、タオル
親子で作ろう！ ｢にっこり｣かわいい顔の雪ダル
マロールケーキ
と き▶ 12月12日(日)午前10時～正午
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその親(2人1組)・12

組(抽選)
費 用▶ 教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、タオル、上靴、持ち

帰り用の箱か袋
楽しい段ボール工作教室～サッカー盤を作る
と き▶ 12月18日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 村田祐一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同

伴)・15人(抽選)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ はさみ、木工用ボンド、サインペン

申し込み▶ いずれも11月24日(水)〈必着〉までに、往
復はがき〈1人(1組)1枚〉に講座名、住所、
参加者の氏名(ふりがな)・年齢(学年)、電
話番号を書いて、〒480－0305坂下町4－
250－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
お正月リース
と き▶ 12月12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、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 11月18日(木)から、電話で

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12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(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、〒486－0817
東野町字落合池1へ

知多公民館　☎32－8988
クリスマスケーキ作り教室(託児付き) ～手作り
ケーキで聖夜の思い出に
と き▶ 12月24日(金)午前10時～正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)

※託児は2歳以上の未就学児(6人まで)
費 用▶ 受講料250円、材料費1500円
持ち物▶ エプロン、タオル、ふきん、ハンドミキ

サー (ある人のみ)、25cm程度の持ち帰
り用の容器

申し込み▶ 12月3日(金)〈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、託児希望の場合は｢託児希望｣
と子どもの名前(ふりがな)・年齢も書い
て、〒486－0947知多町4－64－1へ

市民生活課　☎85－6616
東海農政局｢消費者の部屋｣市民講座①安全な食品
って何だろう～食品安全の基礎知識②食品の表示
について
と き▶ ①12月16日(木)②12月21日(火)午後1時30

分～ 3時30分
ところ▶ 南部ふれあいセンター
講 師▶ 東海農政局職員
定 員▶ 各20人(先着順)
申し込み▶ 11月18日(木)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4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、ぞうき

ん
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 12月11日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 小川隆平
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、ぞうきん2

枚
 
申し込み▶ いずれも11月18日(木)から、電話で

交通事故発生件数

昨日の交通事故0件安心を
光で届ける
反射材
交通安全スローガン
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健康増進課　☎85－6164
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23年1月25日～ 3月8日の火曜日(7回)

午前9時30分～午後1時
ところ▶ 東部市民センター、市役所
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、市食生活改善協

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・30人(抽
選)

費 用▶ 受講料2000円
申し込み▶ 12月9日(木)〈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、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所健康増進課(Ｅメー
ルkenko@city.kasugai.lg.jp)へ

市民病院　☎57－0057
市民公開講座｢脳出血とクモ膜下出血の治療につ
いて｣｢脳梗塞の診断・治療・予防｣　※9月開催
と同じ内容
と き▶ 12月4日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 市民病院脳神経外科部長・桑山直人、同

病院神経内科部長・平山幹生
定 員▶ 100人(先着順)
申し込み▶ 12月2日(木)〈必着〉までに、電話か往復

はがき、ファクス、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、市民病院管理課
(ＦＡＸ57－0067、Ｅメールkouza@hosp
ital.kasugai.aichi.jp)へ

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▶ 12月9日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ グレイスフル春日井
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▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会～主に乳幼児や小児に対する応急
手当て
と き▶ 12月17日(金)午後1時～ 4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(木)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23年1月の毎週木曜日(4回)午後4

時～5時②平成23年1月8日～29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(火)〈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

市体育協会の講座
ジョギング教室
と き▶ 11月28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)
室内硬式テニス初心者教室
と き▶ 12月9日(木)・16日(木)・22日(水)〈3回〉午

後6時30分～ 9時
ところ▶ 総合体育館
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2000円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、上靴
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、｢室内硬式テニス初心者教室｣
は12月4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

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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定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 12月3日(金) ～ 7日(火)〈毎日〉午前8時30

分～午後5時
登録される人▶平成2年12月2日までに生まれ、平

成22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22年12月1日
登録日▶ 平成22年12月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

シベリア戦後強制抑留者の皆さんへ
　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金の
請求受け付けが、10月25日(月)から始まりました。
対 象▶ 戦後強制抑留者で、平成22年6月16日現

在日本国籍を有する人
請求書▶ 平成19年度～ 21年度に特別慰労品(旅行

券等引換券など)を受けた人には、基金
から請求書が届きます。特別慰労品を受
けていない人や請求書が届いていない人
は、問い合わせてください。

受付期間▶ 10月25日(月) ～平成24年3月31日(土)
問い合わせ▶ 独立行政法人平和祈念事業特別基金(☎

0570－059－204)〈ＩＰ電話、ＰＨＳか
らは、(☎03－5860－2748)〉　※受付時間
月～金曜日午前9時～午後6時

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　11月15日(月) ～ 21日(日)は｢女性の人権ホットラ
イン｣強化週間です。夫やパートナーからの暴力、
職場などにおけるセクシャル・ハラスメント、ス
トーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問
題に関する相談に応じます。相談内容の秘密は固
く守られますので、一人で悩まず、気軽に相談し
てください。
と き▶ 11月15日(月) ～ 19日(金)午前8時30分～午

後7時、11月20日(土) ～ 21日(日)午前10時
～午後5時

女性の人権ホットライン▶☎0570－070－810(全
国共通)

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

認知症市民講座
と き▶ 11月27日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢認知症をどこへ相談したらよいのか｣市

内地域包括支援センター職員
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)か市認知症地域

連携の会事務局あさひが丘ホスピタル
(☎88－0284)

税務署からのお知らせ
　相続、贈与などにより取得した生命保険契約や
損害保険契約などに係る年金の所得税の取り扱い
を改めることとしました。
　この取り扱いの変更により、所得税の還付を受
けることができる場合があります。
国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/
問い合わせ▶ 小牧税務署 (☎72－2111)

社会保険労務士による無料相談会
と き▶ ①12月4日(土)②12月5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・遺族・障がい年金○労災・雇用

・健康保険○労働条件○人事・労務に関
する相談

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
と き▶ 平成23年1月30日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
内 容▶ 甲種、乙種第4類、丙種
受験料▶ 甲種5000円、乙種第4類3400円、丙種2700

円
申し込み▶ 12月13日(月) ～ 22日(水)に、受験願書〈11

月29日(月)から消防本部、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、消
防試験研究センター愛知県支部へ　※電
子申請もあり

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

予備講習会
と き▶ 平成23年1月17日(月)
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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家事家計講習会
とき▶11月19日(金)午前10時～正午(9時50分開場) 
ところ▶高蔵寺ふれあいセンター　内容▶子育
て世代の家計から、「くらしの予定と予算」｢家
庭で育つ子どもの力」などの話を聞く　※託児
あり、予約制300円　定員▶60人(先着順)　費用
▶参加料350円　申し込み▶電話かファクスに
住所、氏名、電話番号を書いて、友の会春日井
グループ・薮下(☎・FAX95－3576)へ
県民文化大祭典in春日井 オータムフェスティバル
とき▶11月21日(日)午前10時～午後4時30分　と
ころ▶西部ふれあいセンター　内容▶記念式
典、ナターシャ・グジーのコンサート、Daiki 
Tanakaのマジックなど　費用▶運営協力券大
人1000円、中高生500円　問い合わせ▶松本(☎・
FAX83－4901)
有機農法セミナー
とき▶11月21日(日)午前10時～正午 ところ▶鳥
居松ふれあいセンター　内容▶有機農法による
秋冬野菜の栽培　対象・定員▶20歳以上の人・
30人(先着順)　費用▶資料代200円　申し込み
▶11月15日(月)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、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28日(日)午後1時～4時30分　ところ
▶レディヤンかすがい　内容▶講演「子どもた
ちに生きる希望を」大阪大学講師・土佐いく子
費用▶資料代500円　問い合わせ▶長縄(☎31－8017)
ポリゴン楽団と紙芝居師たっちゃんがやってくる！
とき▶11月30日(火)午前10時30分から(10時開場)
ところ▶愛知県立大学守山キャンパス(名古屋
市守山区)　内容▶赤ちゃんから大人まで一緒
に楽しむ童謡ジャズと紙芝居　定員▶100人(先
着順) 　費用▶大人500円(子ども無料)　申し込み
▶はっぴーすまいる・冨田(☎090－7478－1227)へ
アレルギーっ子のお母さん達とおしゃべり会
とき▶12月2日(木)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)のある子どもと親(親の
みの参加も可) 　申し込み▶11月30日(火)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、除去食を書いて、春日井ア
レルギーの会・波多野(☎・FAX56－9269)へ
勝谷誠彦文化講演会
とき▶12月2日(木)午後6時30分～8時(6時開場)　
ところ▶小牧市東部市民センター(小牧市篠岡)
講演▶勝谷誠彦が語る! !これからの日本につい
て　定員▶500人(先着順、要整理券)　申し込み
▶はがきかファクス、Eメールに住所、氏名、職
業を書いて、〒450－0002名古屋市中村区名駅4
－4－38、㈶愛知県労働協会事業課(☎052－485
－7154、FAX052－583－0585、Eメールbunka@
ailabor.or.jp)へ

ところ と　き 展示名 出品者
坂下公民館 （☎88－5555）11/17（水）～30（火） フォトクラブ写輪作品展 フォトクラブ写輪
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）11/18（木）～24（水） 出張消費生活展 市消費生活展実行委員会
落合公園管理棟 （☎56－0414）11/19（金）～21（日） 寒蘭展 春日井東洋蘭の会

市役所市民サロン （☎85－6073）
11/19（金）～24（水） 柿の木文化祭 健康サポート館柿の木
11/25（木）～30（火） 写真作品展 フォト遊愉

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）11/24（水）～12/6（月）
高森・みろくの会写真・
趣味作品展

高森・みろくの会写真同
好会

グリーンピア春日井（☎92－8711）11/25（木）～28（日）
四季の写真とドライフ
ラワー展

立岡邦廣、岩崎菅子

レディヤンかすがい （☎85－4188）11/25（木）～12/16（木）木目込み人形展 木目込み人形クラブ
東部市民センター （☎92－8511）11/26（金）～12/2（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



地域経済地域経済元気
です！
元気
です！

融資額▶運転・設備資金1500万円以内
利　率▶1.75％(10月18日現在)
返済期間▶運転7年以内、設備10年以内
その他▶当初1年間に支払った利子の50％の利子補
　　　　給（限度額10万円）が、市より受けられます

　商工会議所の推薦により、無保証人・無担保・
低金利で小規模事業者の資金調達を支援する日本
政策金融公庫（国民生活事業）の制度融資です。
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利用できる人
①市内で1年以上営業、かつ、税を完納して
　いる
②原則6か月以上、商工会議所の経営指導を
　受けている
③従業員が20人(商業・サービス業は5人)以
　内である
④㈱日本政策金融公庫の融資対策業種であ
　る(環境衛生関係業種も運転資金取扱可能)

小規模事業者をサポート！
小規模事業者経営改善資金（マル経）融資制度の案内

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

12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
              

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2日(木)、16日(木)10：00～11：00
保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①1日(水)②8日(水)③15日(水)〈3回〉
10：00～12：00
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
          
11/24(水)から、電話で

18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・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

10日(金)、17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)

24日(金)10：00～12：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
11/22(月)から、電話で

①8日(水)②14日(火)10：00～11：30
①レディヤンかすがい②保健センター

5か月ごろからの離乳食と食べさせ方について学ぶ
対象・定員▶平成22年7月～8月生まれの乳児(第1子)
　　　　とその保護者・①30組②25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
          
11/24(水)から、電話で

9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22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
             

①1日(水)②8日(水)③15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 ①2日(木)②9日(木)③16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

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( )

自由参加

児

自由参加

自由参加

子

子

子

子

健

健

か

か
子 健

児
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