
運　動

…費用あり …申し込みあり 　　　　　　　…「ページ番号検索」にID番号入力で検索できます。HP(ホームぺージ）費 申

 

ス
ポ
ー
ツ

フィットネス
催し名 とき ところ・問い合わせ HP

(ホームぺージ）
　　ストレッチヨガ 6月8日～29日の毎週火曜日(4回)10:45～11:45

保健センター 
☎ 91 － 3755

【保健センター】

　　　ボクシングエアロ 6月9日～30日の毎週水曜日(4回)13:30～14:30

　ストレッチで
　　　リフレッシュ 6月9日～30日の毎週水曜日(4回)13:45～14:45

ナイトヨガ 6月9日～30日の毎週水曜日(4回)19:00～20:00

            ZUMBA®(ズンバ) 6月17日～7月8日の毎週木曜日(4回)19:00～20:00   東部市民センター
　☎ 92 － 8511 ID:1024286

費・申

費・申

費・申

費・申

費・申

催し名 とき ところ・
問い合わせ

HP
(ホームぺージ）

　　           速く走れるようになろう！
６月２日～ 23 日の毎週水曜日 

(4回)17:30 ～18:30

総合体育館
☎ 84 － 7101

【総合体育館】

　　ボールであそぼう！
「テニス」

6月の毎週木曜日(4回)
17:30～18:30

　バレトン　　　 
6月の毎週金曜日(4回)

10:45～11:45

　              始めてみよう！楽しい体操
「てつぼう」

6月の毎週金曜日(4回)
18:00～19:00

ジュニアダンス
6月の毎週土曜日(4回)

10:45～11:45

　　
すこやか幼児体操

　 ①年中②年少③年長

6 月 5 日～ 7 月 3 日の土曜日
(6月12 日を除く4回)

① 13:15 ～ 14:00 ② 14:15 ～
15:00 ③ 15:15 ～ 16:00

費・申

費・申

費・申

費・申

費・申

費・申

催し名 とき ところ・問い合わせ HP
(ホームぺージ）

          　ロングスイミング 6月2 日～25日の毎週水・金曜日 10:30 ～11:30

サンフロッグ春日井
☎ 56 － 2277

【サンフロッグ
春日井】

　　大人の初めて
　クロール教室 6月3日～29日の毎週火・木曜日 10:45 ～11:45

　　　フローターアクア
       (中級) 6 月の毎週金曜日 9:20 ～10:20

             水慣れから始める
          初心者教室

① 6 月 4 日～ 30 日の毎週水・金曜日
② 6月 8 日～ 7月 1 日の毎週火・木曜日　

17:00 ～ 18:00
               

　　　　  クロールを覚えよう
       

① 6 月 4 日～ 30 日の毎週水・金曜日
② 6月8 日～7月1 日の毎週火・木曜日　

18:15 ～ 19:15
             水中ウォーキング　
             ①基本編②応用編

① 6月16日 (水) 9 :30 ～ 10 : 30
② 6月18 日 (金)10 :45 ～11:45

費・申

費・申

水　泳

費・申

費・申

費・申

費・申

    　新型コロナウイルス感染症の影響により、実施時期や方法、会場などを
     変更する場合があります。詳しくは、ホームページを確認するか主催者、
     各施設に問い合わせてください。

詳しくは、イベン
トカレンダーを見
るか担当課に問い
合わせてください。

イベント
カレンダー

広報春日井 令和 3 年 5 月号広報春日井 令和 3 年 5 月号1515



5月5月の催し・講座

…費用あり …申し込みあり 　　　　　　　…「ページ番号検索」にID番号入力で検索できます。HP(ホームぺージ）費 申

©飯島隆

園芸
催し名 とき ところ

緑化講習会
「椿と小品盆栽」

30 日 ( 日 )
10:00 ～

12:00
落合公園管理棟

問い合わせ HP( ホームぺージ）

落合公園
管理棟

☎ 56 － 0414 【落合公園】

費・申

「高級クリスタルで
アクセサリーを作ろう！」

館蔵品展「書の魅力」
展示品　青木香流

学び・作る
催し名 とき ところ 問い合わせ HP( ホーム

ぺージ )
　 女性のための

相続講座～相続問題で困らない
ために～ 　　 

29日(土)
10:00～11:30

レディヤンかすがい　☎85－4188
ID：

1015900

　　　
わくわく！ふれあいワー

ルド「写真で紹介する南フランス
の風景と文化を楽しもう」

29日(土)
14:00～15:30

ささえ愛センター 国際交流ルーム
　☎56－1944

ID：
1024364

　　　　  たまには自分にご褒美！
高級クリスタルでアクセサリー

を作ろう

18日(火）・22日(土）
10:00～12:00　

※どちらか1日を選択
鷹来公民館　☎84－7071

ID：
1023531

館蔵品展「書の魅力」

5月19日(水)～7月11日(日）
〈5月18日(火)は臨時休館〉

9:00～16:30
道風記念館　☎82－6110 ID：

1011898

展示品解説…6月6日(日）、7月4日(日）10:30～11:00、14:00～14:30

費・申

申

費・申 

催し名 とき ところ 問い合わせ HP( ホーム
ぺージ )

昼コン
「さわやかな風とともに」

5月15日(土)
14:00～ 文化フォー

ラム春日井

かすがい
市民文化財団
☎ 85 － 6868

【かすがい市民
文化財団】

夜コン
｢血沸き肉躍るリズム×哀愁の旋律」

5月28日(金)
19:00～

　　　　　吹奏楽部員のためのオオサカ
・シオン・ウインド・オーケストラ吹奏

楽コンサート

5月23日(日)
15:00～ 市民会館

かすがい日曜シネマ
「グランド・ジャーニー」

①5月30日(日)
10:15～、13:30～

②7月11日(日） 
13:30～

①文化
フォーラム

春日井
②東部市民
センター

そよ風新緑コンサート 5月22日(土)
13:00～14:30 グリーンピア春日井

☎ 92 － 8711
【グリーンピア

春日井】
ピアノ & ハープ弾き語り「祈りを込めて」

コンサート
5月23日(日)

11:00～11:50

ハッピーコンサート 5月15日(土)
13:30～15:00

福祉の里レインボープラザ
☎ 88 － 7007

【市社会福祉協議会】

コ
ン
サ
ー
ト

コ
ン
サ
ー
ト

シ
ネ
マ

シ
ネ
マ

費・申

費・申

広報春日井 令和 ３年 5 月号広報春日井 令和 ３年 5 月号 1616



…費用あり …申し込みあり 　　　　　　　…「ページ番号検索」にID番号入力で検索できます。HP(ホームぺージ）費 申

5月5月の催し・講座
健康・福祉

催し名 とき ところ 問い合わせ HP(ホームぺージ)
からだの中身を
知ってみよう！

５月 18 日 (火）～ 23 日 ( 日 )
9:00 ～ 21:30

福祉の里レインボープラザ
☎ 88 － 7007

【市社会福祉協議会】

　　　～障がいのある人もない人
も一緒に楽しもう～レクリエーシ
ョン教室①世界最大級の球技「キ
ンボールスポーツ」②スウェーデ

ン発！木を投げ合う「クッブ」

①５月23日（日）
② 6月6日 (日）
10:00 ～11:30

サン・アビリティーズ春日井
☎ 84 － 2611

手話奉仕員養成講座
①基礎課程②入門課程

①5月25日～令和4年2月8日の 
火曜日(30回）19:00～21:00

②6月5日～令和4年2月19日の 
土曜日(30回）10:00～12:00

総合福祉センター　☎84－3611

　　音訳技術講習会(初級編）

5月20日～9月30日の木曜日
(7月15日～8月26日、9月23日を

除く12回)10:00～12:00

文化フォーラム
春日井

図書館
☎85－6800

【図書館】

救命講習会（普Ⅰ) 23日(日)9:00～12:00 レディヤン
かすがい

消防救急課
☎85－6343 ID:1003877

費・申

申

申

申

園芸・花催し名 とき ところ 問い合わせ HP
( ホームぺージ )

　　　みんなで咲かせよう！
ふれあい花壇

13日(日）
9:30～11:30

総合福祉センター　☎84－3611
【市社会福祉協議会】

大輪菊づくり講習会
16日(水）

9:30～12:00
落合公園 公園緑地課

☎ 85－6281 ID:1024338

　　おしゃれ園芸
 「涼しげに観葉植物で

        バードゲージバスケット」

24日(木)
13:30～15:30

グリーンピア春日井　☎92－ 8711

【グリーンピア春日井】

費・申

申

費・申

費・申

費・申

６月６月の催し・講座
催し名 とき ところ 問い合わせ HP

（ホームぺージ)

  　　　　　ハーブの恵み
教室①アロマテラピー石
けん作り②大人のラベン
ダースティック作り

①10 日(木）10:30～12:00
② 30日(水）13:30 ～15:30

グリーンピア春日井
☎92－8711

【グリーンピア
春日井】

みんなの美術部～前期～
①芝康弘先生・鈴木佐和子
先生の「身近な自然をスケ
ッチしよう」②堀口葵先生
の「おもしろい！海の生き
物のかたち」

①6月12日(土）・13日(日）
　9:30～12:30　
※両日参加できる人優先

② 7月3日(土）
　　〇9:30～12:00
　〇14:00～16:30
 ※どちらかを選択

①グリーン
　ピア春日井
②文化フォー
　ラム春日井

かすがい市民
文化財団

☎85－6868

　

【かすがい市民
　文化財団】

　　　　なが～く伸びる
じゃばら絵本を作ろう 23日(水）10:00～12:00 高蔵寺ふれあいセンター

☎51－0002 ID:1024245

体験・作る

費・申

費・申

費・申

詳しくは、イベン
トカレンダーを見
るか担当課に問い
合わせてください。

イベント
カレンダー

広報春日井 令和 3 年 5 月号広報春日井 令和 3 年 5 月号1717



6月6月の催し・講座

…費用あり …申し込みあり 　　　　　　　…「ページ番号検索」にID番号入力で検索できます。HP(ホームぺージ）費 申

学び

催し名 とき ところ 問い合わせ HP（ホーム
ぺージ)

              きらめきキャンプ
          ホタル&カヌー 

５日(土)13:30～
6日(日)14:30

少年自然の家　
☎92－8211

【少年自然の家】

　　　大人の里山歩き
トワイライトハイク

11日(金)17:00～21:00

　　初めて挑戦！
　　　アウトドア【夏】

12日(土）9:45～
13日(日）14:30

　　　　ハチミツしぼり体験 19日(土)9:30～14:00

自然学校
【カヌーに乗って湿地体験】

26日(土）・27日（日）
9:30～16:00

自然体験

費・申

費・申

費・申　　　

費・申　　　

費・申

催し名 とき ところ 問い合わせ HP(ホーム
ぺージ)

日本自分史センターpresents
エッセイ講座

6 月 3 日～ 7 月 22 日の毎週木曜日
(8 回）19:00 ～ 21:00

文化フォーラム
春日井

かすがい市民文化財団
　☎ 85 － 6868

【かすがい市民文化財団】

　　お気に入りの写真で
　　ペン画を描こう！

6 ～ 8 月の第 1・3 金曜日 (6 回)
10:00 ～ 12:00

知多公民館　☎ 32 － 8988 ID：1024383

人間関係や仕事、人生に役立つ！
数秘術講座(託児付き）　

毎週金曜日（4 回）
14:00 ～ 15:30

東部市民センター　☎ 92 － 8511 ID：1024309

　　　　
　使いこなせばいろいろ便利！

初めてのスマートフォン
(android編）

6月8日～29日の毎週火曜日(4回)
10:00～12:00

鷹来公民館　☎84－7071 ID：1023820

生涯現役！フレイルを防ごう
6月9日～30日の毎週水曜日(4回）

14:00～15:30 中央公民館　☎33－1111 ID:1024107

DV防止啓発講座
　　「離婚に向けた基礎知識

～DVケースを中心に～」（託児付き）
12日(土）13:30～15:30 レディヤン

かすがい
男女共同参画課

☎85－4401 ID:1023204

やってみよう！初めての己書
(おのれしょ)

15日(火）・22日（火）〈2回〉
10:00～12:00

高蔵寺ふれあいセンター　
☎51－0002 ID:1024246

図書館読み聞かせボランティア
養成講座

6月17日(木)・24日（木）、7月1日(木)
〈3回〉13:30～15:30

文化フォーラム
春日井

図書館
 ☎85－6800

【図書館】

　　ひとり親家庭などを対象
　とした就業支援講習会

　　【1】パソコン講習初級(②託児
　 付き)【2】介護職員初任者研修

【1】① 6 月 19 日～ 10 月 9 日の土曜
日 (15 回）② 7 月 3 日～ 10 月 16 日
の土曜日 (15 回）10:00 ～ 15:40

【2】6 月 29 日～ 10 月 19 日の火曜
日 (16 回）9:30 ～ 17:30

【1】①パソコン教室
みんと(豊田市)

②ヒューマンアカデ
ミー（名古屋駅)

【2】未来ケアカレッ
ジ名古屋駅前校

子ども政策課
☎85－6208

主催：愛知県母子
寡婦福祉連合会 【愛知県母子寡婦

福祉連合会】

坂下いきいきゼミナール
～いきいきとした日常を送るため

のヒントを学ぼう～

6月25日、7月16日、9月17日、10月15
日・29日、11月19日の金曜日(6回）
10:00～11:30(初日は12:30まで)

坂下公民館　☎88－5555 ID:1013023

費・申

費・申

費・申

費・申

費・申

費・申

申

申

申

費・申

詳しくは、イベン
トカレンダーを見
るか担当課に問い
合わせてください。

イベント
カレンダー

広報春日井 令和 ３年 5 月号広報春日井 令和 ３年 5 月号 1818



6月6月の催し・講座

…費用あり …申し込みあり 　　　　　　　…「ページ番号検索」にID番号入力で検索できます。HP(ホームぺージ）費 申

「ぼかし作り教室」

環境
催し名 とき ところ 問い合わせ HP( ホームぺージ）

リメイク教室
～メガネ入れを作る～

５日(土)
 10:00～11:30

エコメッセ春日井
　☎88－5006

ID:1002702

廃棄自転車の部品提供
６日(日)

8:30～11:00(8:30～
9:00受け付け、抽選)

ID:1002709

ぼかし作り教室
19日(土)

10:00～11:30

ID:1002702自転車修理教室           
20日(日）　

10:00～11:30

　とんぼ玉作り教室
26日(土)①10:00～

11:30②13:30～15:00

費・申

費・申

申

申

申

7月7月の催し・講座
催し名 とき ところ 問い合わせ HP( ホームぺージ）

　　　からだ教室～ストレッチ、
　　　筋トレ、ウオーキング～

7～9月の木曜日(12回）
14:00～15:00

総合保健医療センター
☎84－3070

【市健康管理事業団】

　　　　　県障害者委託訓練「就職支援
パソコンコース」

7～9月の火～金曜日
9:30～15:30

犬山市民交流セン
ターフロイデ

愛知障害者職業能力開発校
☎0533－93－2505

健康・福祉

費・申

費・申

健康・福祉
催し名 とき ところ 問い合わせ HP（ホームぺージ)

「聞こえ」のボランティア入門講座
6 月 1 日～ 7 月 13 日の火曜日

(22 日を除く6 回)10:00 ～12:00
総合福祉センター　☎84－3611

【市社会福祉協議会】元気パワーアップ運動教室
6 月 22 日～ 7 月 13 日の火曜日

(4回)10:00 ～11:30

地域ふれあい運動教室 毎週木曜日(4回）10:00～11:30 西部ふれあいセンター 
　 総合体育館

☎84－7101

【総合体育館】

  
 　　ライフセービング体験&

いのちの教室
27日（日)

8:30 ～11:30
サンフロッグ春日井・

総合体育館

歯周病予防教室 17日（木）
10:00 ～11:30

保健センター 健康増進課
☎85－6164 ID:1012956

　　　みるみるカラダが
若返る！「ぴんぴん
トレーニング教室」

6 月 29 日、7 月 6 日・13 日・27 日、
8 月 3 日・17 日の火曜日 (6 回 )

13:30 ～15:00
西部ふれあいセンター 　☎33－0808 ID:1019920

申

申

費・申

費・申

費・申

申

催し名 とき ところ 問い合わせ HP( ホームぺージ )

　　　　　料理教室 17日(木)
10:00～12:30

保健センター
☎91－3755

【保健センター】

　　　梅園の梅でジャム作り 23日(水）9:30～11:30、
13:30～15:30

グリーンピア春日井
☎92－8711

【グリーンピア春日井】

費・申

費・申

料理

広報春日井 令和 3 年 5 月号広報春日井 令和 3 年 5 月号1919


