
…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

催し名 とき ところ 問い合わせ HP
(ホームぺージ）

　　　太極拳(初心者向け)
7 月の木曜日 (22 日を除く 4 回） 

10:45 ～11:45 総合体育館
☎ 84－7101

【総合体育館】

　　　　ジュニアダンスマスター
7月2日～9月10日の金曜日

(7月23日を除く10回)
18:30～19:30

　　　　  地域ふれあい運動教室　
7月の毎週水曜日(4回)

10:00～11:30
高蔵寺ふれあい

センター
総合体育館
☎ 84－7101

費・申

費・申

費・申

　新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期になる場合があります。     
　詳しくは、主催者や各施設に問い合わせてください。

催し名 とき ところ・
問い合わせ

HP
(ホームぺージ）

          体験してみよう！着衣泳 7月 4日（日）8:30 ～9:45

サンフロッグ
春日井

☎ 56－2277
【サンフロッグ

春日井】

　　　　  フローターアクア
　（中級）

7 月6 日～15 日の毎週火・木曜日 ( 各4 回)
9:20～10:20 、10:40 ～11:40

　　　　  クロールを覚えよう
　　(夏短期）

① 7 月 6 日～ 10 日② 7 月 13 日～ 17 日
③④ 7 月 26 日～ 30 日（各5 回）

①②④ 17:00 ～18:15 ③ 8:30 ～ 9:45　
※③のみ振替日あり

　　　　  水中運動
7 月 7 日～ 16 日の毎週水・金曜日（4 回）　

9:20 ～ 10:20
　　　               　　

　　　　  水中ウォーキング教室
　　　　　①基本編②応用編       

① 7月13日（火）② 7 月15日（木）
9:30 ～10:30

　　　　  ダイエットプログラム 7月14 日～9 月15日の毎週水曜日（各10 回)
9:30 ～ 11:30 、13:30 ～15:30

費・申

費・申

費・申

費・申

費・申

申

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

運　動

水　泳

催し名 とき ところ・問い合わせ HP
(ホームぺージ）

　　　　 はじめてピラティス 7月の木曜日(22日を除く4回)13:45～14:45

保健センター 
☎ 91－3755

【保健センター】

  ナイトヨガ 7月の木曜日(22日を除く4回)19:00～20:00

 ピラティス 7月の毎週火曜日(4回)10:45～11:45

　　  はじめてエアロ 7月の毎週水曜日(4回)13:30～14:30

  リズム体操  7月の毎週水曜日(4回)13:45～14:45

バレトン 7月9日(金)・16日(金）・30日(金)〈3回〉13:45～14:45

フィットネス

費・申

費・申

費・申

費・申

費・申

費・申

締め切りなど詳しくは、
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

【地域ふれあい運動教室】 【水中ウォーキング教室】

広報春日井 令和３年 6 月号広報春日井 令和３年 6 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

6月6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 )

　       救命講習会①普Ⅲ②普Ⅰ 
①14日(月)10:00～12:00
② 26日（土) 9:00～12:00

①かすがいげんきっ子センター
②西部ふれあいセンター

消防救急課
☎85－6343 ID：1003877

 
家庭介護のための

ハートフ ルケアセミナー

17日(木）・29日(火)
10:00～15:00、

23日(水)10:30～16:00
レディヤンかすがい 地域福祉課

　☎85－6364 ID：1024500

市役所献血
28日(月）9:30～16:00　
(12:00～13:00を除く） 市役所市民ホール 地域福祉課

☎85－6198 ID：1024549

申

申

催し名 とき ところ 問い合わせ HP
( ホームぺージ）

企画展
「炎の考古学

～人と火の歴史～」

6 月 19 日（土）
～ 8 月 29 日 (日)
〈月曜日休館〉
9:00 ～16:30

中央公民館 文化財課
☎ 33 － 1113 ID:1022442 学び

催し名 とき
ところ

問い合わせ

HP
（ホームぺー

ジ)

　　　　 使いこなせば　　
　   いろいろ便利！初めての
スマートフォン(iPhone編)

6月24日～7月15日の
毎週木曜日(4回)
10:00～12:00 鷹来公民館

☎84－7071

ID:1024745

          篆刻(てんこく）体験
6月26日(土）、7月3日(土）

〈2回〉10:00～12:00 ID:1023821

　　           夏本番に向けて！
地元の和菓子職人から学ぶ

「あん豆腐」づくり

30日(水）
9:30～12:00

坂下公民館
☎88－5555 ID:1015893

　　　　はじめてのZoom
体験～オンラインで

ビデオ通話を体験しよう～

30日(水）
10:00～11:30

レディヤンかすがい
☎85－4188 ID:1024553

費・申     

費・申

費・申

費・申　  

体験
  ・
料理

トロピカルガーデンフェアトロピカルガーデンフェア

ミニサボテンフェミニサボテンフェアアiinn勝勝川川駅駅前公園前公園
【フラダンスやコンサート】 申 【植替えガイドツアー】

とき HP(ホームページ）
6月19日(土)・20日(日)

10:00～17:00

【グリーンピア春日井】

ところ・問い合わせ
グリーンピア春日井　

☎ 92 － 8711

とき HP(ホームページ）
6月19日(土)

10:00～16:00　※荒天中止

【市観光コンベンション協会】

問い合わせ
市観光コンベンション協会

☎ 81 － 4141

サボテン関連商品の販売など

HP(ホームページ)

広報春日井 令和 3 年 6 月号広報春日井 令和 3 年 6 月号1717



7月7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

環境

催し名 とき ところ・問い合わせ HP( ホームぺージ）

包丁の研ぎ方教室 4日(日)
 10:00～11:30

エコメッセ春日井
☎88－5006

ID:1002702

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
7～9月の第2土曜日

9:00～11:00受け付け
(30人先着順)

ID:1002710

リメイク教室
①「はぎれで作るねこクリップ」

②カーテン生地でクッションを作ろう

①10日(土)②17日(土）
10:00～11:30 ID:1002702

再利用(家具類、自転車)の販売 11日(日) ID:1002707

おもちゃの病院      7～9月の第2日曜日
10:00～14:00 ID:1002705

　エコ先案内人
7～9月の第2日曜日

10:00～15:00
(12:00～13:00を除く)

ID:1002712

費・申

費・申

申

園芸
催し名 とき

園芸教室
①プルメリアの育て方
②果樹を庭で育てよう

③秋冬野菜の栽培について

① 7 月10 日 (土）10:00 ～12:00
② 7月24日（土）③ 8月7日（土）

13:30 ～15:45

ところ・問い合わせ HP
(ホームページ）

グリーンピア春日井
☎ 92 － 8711

【グリーンピア春日井】

費・申

【プルメリアの育て方】

催し名 とき ところ 問い合わせ HP(ホーム
ぺージ)

　　　　「紅楼夢(こうろうむ） 」を
　知っていますか

　2日(金）・9日(金）・16日 (金）〈3回〉
10:00 ～ 11:30

高蔵寺ふれあいセンター 文化・生涯学習課
☎ 85 － 6447 ID：1022681

DV防止啓発講座
「こころのセルフケア～秘伝！チャ・

チャ・チャの法則～」(託児付き)
3日（土）13:30 ～ 15:30

レディヤンかすがい

男女共同参画課
☎ 85 ｰ 4401 ID：1023203

　簿記3級をめざして
7月10日～10月2日の土曜日（8月
14日を除く12回)10:00～11:30

レディヤンかすがい
☎85－4188 ID：1013710

　　　　
盆踊り講習会

①4日（日)・11日（日）〈2回〉
13:30～15:30 中央公民館　☎33－1111 ID:1024101

②9日（金）19:00～21:00

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002

ID:1024511

　　         ゆかたの着付け教室
6日(火)・13日(火）〈2回〉

19:00～21:00 ID:1024485

江戸時代の藩札と銭勘定の話
7日(水）・14日（水）〈2回〉

10:00～11:30 ID:1024509

楽しい！かわいい！己書入門
13日(火)・20日(火)〈2回〉

10:00～11:30
ハーモニー春日井　☎88－0677

ID:1021525 

　気軽に歌おう
ボイストレーニング入門

７～10月の第2・4水曜日(8回)
10:00～11:30 ID:1013248

　　　　　　
　　　　 福助菊づくり講習会　

　

7月21日（水）、8 月18日（水）
9:30 ～ 12:00

落合公園管理棟 公園緑地課
☎85－6283 ID:1024339

費・申

費・申

費・申

費・申

費・申

申

費・申

費・申

HP(ホームページ)

締め切りなど詳しくは、
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

申

広報春日井 令和３年 6 月号広報春日井 令和３年 6 月号 1818



…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

健康・福祉

催し名 とき
ところ

問い合わせ
HP

（ホームぺージ)

              わくわく自然ランド
　　【昆虫の世界】 

3日(土)
9:30～12:00

   少年自然の家　
☎92－8211

【少年自然の家】

　　　築水池カヌー体験
17日(土)・18日(日）

9:30～12:00、13:30～16:00

　　サマーキャンプ
説明会…7月24日（土）10:00～11:30

8月11日(水)13:30～
  15日（日)15:00

夏×自然体験プログラム
①森の探検ゲーム
②火おこし体験

③ナイトハイクと天体観測　

7月21日(水)～8月31日(火）
①9:00～10:30

②③19:00～20:30

自然体験
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)

　　初心者のための
やさしい子宮美人ヨガ

毎週火曜日 (4 回）
10:00 ～11:30

南部ふれあいセンター　☎85－7878 ID:1024552

　　7021歯ッスルコンテスト
～70歳以上で21本以上自分の歯が

ある人を審査・表彰～

　　①15 日（木）
　　② 29 日（木）

午前 ①総合保健医療センター
  ②保健センター

健康増進課
☎85－6164 ID:1012957

　　　女性のためのヘルスアップ講座
～更年期のお話とストレッチポール

を使用した軽運動～
21日(水）14:00～15:30 総合保健医療センター　☎84－3070

　
【総合保健医療センター】

                足で気持ちよくじぶんケア
    ～セルフリフレクソロジー入門～

7月23日（祝）、8月13日(金)・
27日(金）、9月10日(金）〈4回〉

10:00～11:30
知多公民館　☎32－8988 ID:1024613

申

費・申

申

費・申

体験・料理
催し名 とき ところ・問い合わせ HP

（ホームぺージ)

　　　　  緑化講習会「草木染め」
  ～ベンガラでストールを染める～ 3日(土）9:30～11:30 落合公園管理棟

☎56－0414
【落合公園】

　　誰でもできる！時短メイク 3日(土)10:00～11:30

　東部市民センター　
☎92－8511

ID:1024426

　おうちで簡単！
薬膳ブレッドと世界の家庭料理

6日（火）・13日(火）・20日(火)
〈3回〉10:00～13:00

ID:1024674

　　　暮らしに彩りを！
　　　ちりめん人形作り

７～10月の第2・4月曜日
(8回）10:00～11:30

ID:1024546

　　　　　わたしの手から生まれる
　　　至福のティータイム

毎週水曜日（4回)
10:00～11:30

知多公民館
☎32－8988 ID:1024615

購入前に、
聞いて納得！触って安心！
「iPhone使い方講座」(夏）

17日（土)10:00～12:00
鷹来公民館

☎84－7071 ID:1024744

草木染教室「藍の生葉で染める」 17日(土）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

費・申

費・申

費・申

費・申

費・申

7月7月の催し・講座

【築水池カヌー体験】

広報春日井 令和 3 年 6 月号広報春日井 令和 3 年 6 月号1919


