
広報春日井 令和４年 11 月号広報春日井 令和４年 11 月号 1414

…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

水  泳

     ※ …先着順で時間の記載がないものは午前8時30分から受付

催し名 とき ところ 問い合わせ HP
(ホームぺージ） 受付

 もっと！お気軽運動教室 12月の金曜日（30日を除く4回）13:30～14:25

 

  保健センター
  ☎ 91－ 3755 +

ウオーキング講座 12月の毎週火曜日(4回)10:30～11:30

～ 11/10

ナイトヨガ 12月の毎週水曜日（4回）20:00～21:00

ストレッチでリフレッシュ 12月の木曜日（29日を除く4回）13:45～14:45

ナイトエアロ 12月の木曜日（29日を除く4回）20:00～21:00

ピラティス 12月の金曜日（30日を除く4回）13:45～14:45

女性のためのヘルスアップ講座 12月13日（火）14:00～15:30

ノルディックウオーキング 12月10日（土）10:00～11:30
【初心者講習】9:45～11:30 ※雨天中止 落合公園

体力年齢を知ろう！
「体力測定」

12月6日（火)・8日（木）・13日（火）・17日（土）
・20日（火）・22日（木）・27日(火）

8:45～12:00

　保健センター
 ☎ 91－ 3755

費
・
申

【健康づくり講座】

【体力測定】

フィットネス

催し名 とき・内容             ところ・問い合わせ・
HP(ホームぺージ）

11月
フィット

ネス
    

火 水
(23日を除く）

木
(3日を除く） 金 土

（12日を除く）
日

(13日を除く)

総合体育館
☎ 84－7101

9:00～10:00 はじめて
エクサ ヨガ 脂肪燃焼

エクサ
ソフト
エクサ ヨガ パワフル

エクサ

10:30～11:30 脂肪燃焼
エクサ

ソフト
エクサ ヨガ ヨガ

18:30～19:30 ソフト
エクサ ピラティス

20:00～21:00 ヨガ ズンバ パワフル
エクサ

脂肪燃焼
エクサ

9:00～10:00 3日（祝）…脂肪燃焼エクサ　　　　　23日（祝）…ヨガ

火 水
(23日を除く）

木
(3日を除く） 金 土 日

朝宮公園
☎ 84 － 4991

9:30～10:30 ヨガ ズンバ
ゴールド

ソフト
エクサ バレトン はじめて

エクサ ズンバ

13:30～14:30 ヨガ

19:30～20:30 ヒップ
ホップ ピラティス ボクシング

エアロ ズンバ

9:30～10:30 3日（祝）…ソフトエクサ　　　　　23日（祝）…ズンバゴールド

運動量 小 
　                はじめてエクサ
　                 ソフトエクサ
　                 脂肪燃焼エクサ
　                                    パワフルエクサ
               大

費 【フィットネスプログラム】

【フィットネスプログラム】

運　動
催し名 とき ところ 問い合わせ・HP(ホームぺージ） 受付

太極拳（初心者向け） 12月の金曜日（30日を除く4回）
11:00～12:00  　　　　　　朝宮公園

   　　　　☎ 84 － 4991 11/1 ～ 15
初めてのマラソン
チャレンジ（短期）

12月2日（金）・7日（水）〈2回〉
19:30～20:30 ※予備日あり

バレトン 12月の金曜日（30日を除く4回）
10:30～11:30 総合体育館

     総合体育館
   ☎ 84 － 7101

11/1 ～ 15

地域ふれあい運動教室 12月の毎週火曜日（4回）
10:00～11:30

東部市民
センター

先着順 11/5
9:00 ～  

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(ホームページ） 受付

飛び込みをマスターしよう！
※100m以上の泳力がある

小学生以上の人

11月19日（土）
10:00～10:45
11:00～11:45

 サンフロッグ
 　 春日井
 ☎56－2277

先着順
11/6

9:00 ～
電話で  

費
・
申



広報春日井 令和４年 11 月号広報春日井 令和４年 11 月号1515

内容や申し込みなどについては、HP・
イベントカレンダーを見るか、各施設
や主催者に問い合わせてください。 イベント

カレンダー
市ホーム
ぺージ

子どもや親子のイベントは、地域みっ
ちゃく生活情報誌 ®「月刊はるる」に
掲載しています。 【月刊はるる紹介】

まちの保健室まちの保健室
健 康 事 業  健 康 事 業  ～シニア（65 歳以上）対象～～シニア（65 歳以上）対象～

催し名 とき ところ・問い合わせ 受付

「知って防ごう！認知症」
（講座と体操）

健康相談あり
（希望者のみ）

18日（金）
14:00～15:00

春日井リハビリテーション病院
☎ 88 － 0011 電話で

申　　

11月11月の催し・講座

・
体験

学ぶ

健康・福祉

催し名 とき ところ 問い合わせ HP(ホームぺージ） 受付

坂下地区の子どもたちによる
作品展①坂下北・南保育園

②西尾小学校③尾東小・中学校
④神屋小学校

　①1日（火)～10日（木）
　②12日（土）～20日（日）
　③17日（木）～26日（土）
　④11月23日（祝）～12月2日　
　（金）8:30～17:00

坂下公民館 ☎88－5555
ID:1022719

　　　クリスマスの定番！
　　　シュトーレンづくり

11月27日（日）、12月7日（水）
10:00～12:00 ID:1015241 ～11/12

  春日井まちゼミ 1日（火）～30日（水） 春日井商工会議所
☎81－4141 受付中

ハーモニーフェスティバル 20日（日）
10:00～16:00

ハーモニー春日井
☎88－0677 ID:1014710

　　   季節のちりめん細工 
　　花の会～冬・椿～

11月30日（水）・12月14日（水）
〈2回〉10:00～11:30 知多公民館 ☎32－8988 ID:1028800 ～11/11

費・申　　

費・申　　

費・申　　

    道風記念館　館蔵品展道風記念館　館蔵品展

とき：11 月 23 日 (祝）～令和 5 年 1 月 29 日（日）
            9:00 ～16:30
  内容： 「俳句の書表現」　 ID：1029811　　　
  問い合わせ：道風記念館 ☎82 － 6110

  費

とき：11月3 日 (祝）10:00 ～ 16:00  ※荒天中止　　　　　
  ところ：落合公園
  詳細：市観光コンベンション協会ホームページ
　　　（右のQRコード）へ

    サボテンフェア2022サボテンフェア2022

 問い合わせ：市観光コンベンション協会 ☎ 81 － 4141

福祉 健康・

催し名 とき ところ 問い合わせ HP(ホームぺージ） 受付

救命講習会（普Ⅰ） ①12日（土)②13日（日）
9:00～12:00

 ①鷹来公民館
②レディヤンかすがい

消防救急課
☎85－6343 ID:1003877 受講日

1週間前まで

からだの中身を知ってみよう 15日（火）～20日（日）
9:00～21:30

福祉の里レインボープラザ
☎ 88 － 7007

災害救援ボランティアコーディ
ネーター養成講座

11月17日（木）・24日（木）
10:00～16:00、

12月1日（木）
9:00～12:00（3回）

総合福祉センター

市社会福祉協議会
地域支援課

☎85－4321
～11/10

　　試してなっとく！
これで足腰大丈夫体操

11月24日、12月1日・15
日・22日の木曜日（4回）

10:00～11:30

総合福祉センター
☎84－3611

～11/13

　　歌謡交流会～障がいのある人
もない人も、子どもから高齢者ま
でみんなで一緒に楽しもう！～

27日（日）
10:00～11:30

先着順11/8
10:00～

　実践パソコン講座～スマート
　　ホンの操作方法を学ぼう～

11月30日～12月21日の
毎週水曜日（4回）

14:00～15:30
～11/13

終活ってなんですか？
①公開講座②無料相談会

30日（水）①13:00～
15:00②15:00～16:00 総合福祉センター

高齢者・障がい者
権利擁護センター

☎82－9232

申　　

申　　

【市社会福祉協議会】

申　　

費・申　　

 費・申　　
【市社会福祉協議会】　　

（講座）

    あい農パーク春日井 3周年祭あい農パーク春日井 3周年祭
とき：10 月29 日 (土）～ 11 月 6 日（日）　〈月曜日休み〉　　　　　　

  内容：収穫体験（要予約）、マルシェ、クイズ大会など
  詳細：あい農パーク春日井ホームページ
　　　（右のQRコード）へ
 問い合わせ：あい農パーク春日井 
　　　　　　 ☎ 37 － 1831



広報春日井 令和４年 11 月号広報春日井 令和４年 11 月号 1616

　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。

12月12月の催し・講座

環境
催し名 とき ところ・

問い合わせ
HP

(ホームぺージ） 受付

 リメイク教室
「和紙でえとのうさぎを作る」  3日（土) 10:00～11:30

エコメッセ
春日井

☎ 88 － 5006

ID:1029570 ～11/25

廃棄自転車の部品提供 　4日（日）8:30～11: 00 ID:1002709 当日～9:00
受付、抽選

ぼかし作り教室 17日（土）10:00～11:30 ID:1029571 ～12/9

自転車修理教室 18日（日）10:00～11:30 ID:1029572 ～12/10

費・申　　

申　　

市ホーム
ぺージ

催し名 とき ところ・問い合わせ HP
(ホームぺージ） 受付

絶品！本格蕎麦（そば）を
作ろう

17日（土）
9:30～12:30、13:30～16:30

高蔵寺ふれあいセンター
☎51－0002 ID:1029769 ～11/25

男の料理塾～手軽にできる定番
の洋食を作ります～ 17日（土）10:00～12:30 レディヤンかすがい

☎85－4188 ID:1029663 ～11/30

働く自分にごほうびを！週末
クリスマス料理づくり 17日（土）14:00～16:00 坂下公民館

☎88－5555 ID:1014588 ～11/22

季節を感じる家庭料理～減塩で
きわだつ素材の魅力～（冬） 18日（日）10:00～12:30 鷹来公民館

☎84－7071 ID:1029783 ～12/6

クリスマスケーキ作り～ドーム
ケーキを作ります～ 23日（金）10:00～12:30 南部ふれあいセンター

☎85－7878 ID:1029864 ～11/30

費
・
申

料理

とき ところ HP
(ホームページ） 受付問い合わせ

令和5年1月5日（木）・6日（金）
8:45～17:15

東部市民センター
☎92－8511 ID:1028892 ～12/2

令和5年1月9日（祝）
12:30～17:15

令和5年1月11日（水）・12日（木）
8:45～17:15

市民会館

～12/2かすがい市民
文化財団

☎85－6868

※1団体1枠1時間　当日の演奏を録音したCDも作成できます

費
・
申

催し名 とき ところ 問い合わせ HP
( ホームページ ) 受付

昼コン「展覧会へのいざない」 11月12日（土）14:00～15:00 文化フォーラム
春日井

かすがい市民文化財団
☎ 85 － 6868

井草聖二
ギター1本で広がる世界 11月25日（金）19:00～20:10 市民会館

夜コン「イタリアの街角の
クリスマス・コンサート」 12月2日（金）19:00～20:00 文化フォーラム

春日井

アン・サリー＆カルデミンミット
～北欧のクリスマス支度～

12月3日（土）14:00～16:10 東部市民
センター

10/29 ～
一般発売

ハッピーコンサート 11月19日（土）13:30～15:40 　　   福祉の里レインボープラザ
　　　　   ☎ 88 － 7007

11/2 ～
電話で

秋風紅葉コンサート 11月26日（土）13:00～13:40、
14:00～14:40 　　　　　　　グリーンピア春日井

　　　　　　　　 ☎ 92 － 8711テルミン・マトリョミン
コンサート

11月27日（日）11:00～11:40、
13:30～14:10

　　市民第九演奏会 12月4日（日）15:00～17:00
【開場：14:00】 市民会館 文化・生涯学習課

☎ 85 － 6079
ID:1028012 11/9 ～

申　　

【市社会福祉協議会】

費・申　　

費・申　　

費　　

コ
ン
サ
ー
ト

コ
ン
サ
ー
ト

～スタインウェイピアノを体験～～スタインウェイピアノを体験～ ～浅田政志展・トークイベント・撮影会～～浅田政志展・トークイベント・撮影会～
催し名 とき 受付

浅田政志写真展
「Life Stories」

11 月 26 日（土）～
12 月 18 日（日）
　10：00 ～17:00
最終入場：16:30

　　　浅田政志
アーティスト トーク

11月26日（土）
15：30～17：00 受付中

浅田政志による
“ おもかげ ” 撮影会

 【40 歳以上の人】

11月27日（日）
10:00～17:00 ～11/15

ところ 文化フォーラム春日井

問い合わせ・
HP(ホームページ）

かすがい市民文化財団
☎85－6868

※ この展覧会は、宝くじの助成で実施するものです。

費　　

費・申　　

申　　

費・申　　



広報春日井 令和４年 11 月号広報春日井 令和４年 11 月号1717      ※ …先着順で時間の記載がないものは午前8時30分から受付

…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

内容や申し込みなどについては、HP・
イベントカレンダーを見るか、各施設
や主催者に問い合わせてください。 イベント

カレンダー
市ホーム
ぺージ

催し名 とき ところ・問い合わせ・
HP(ホームページ） 受付

自然学校「里山木こり体験」

 12月3日（土）10:00～
4日（日）15:00、

1月21日（土）10:00～
22日（日）15:00、

2月5日（日）9:00～14:30（3回）

少年自然の家
☎ 92 － 8211

11/1～15

冬のファミリーキャンプ 10日（土）10:00～
11日（日）12:30

大人の里山歩き 正月を飾る植物 16日（金）9:30～13:00 11/1～20

冬×自然体験プログラム
        ①餅つき
        ②キャンドルづくり
        ③バードウオッチング
        ④たき火＆焼きいも

12月24日（土）・25日（日）、
令和5年1月28日（土）・29日

（日）、2月11日（祝）・12日（日）
          ①9:30～12:30

②③④13:30～15:30

11/1～各参加
希望日の3日前

たき火くらぶ
 12月～令和5年2月の平日

（休館日、事業開催日を除く）
10:00～14:30

～参加希望日
の3日前

自然体験

学ぶ
・

12月12月の催し・講座

体験
催し名 とき ところ 問い合わせ HP

(ホームページ） 受付

クリスマスシーズン到来！
ローズマリー香るモイスト

ポプリづくり
3日（土）

10:00～11:30 坂下公民館
☎88－5555

ID:1019871 ～11/15

年末ヘッドマッサージ～今年の
疲れ今年のうちに～

11日(日）
10:00～11:30 ID:1013510 ～11/22

愛知学院大学連携講座
「今の時代に生きる仏教説話」

3日（土）・10日（土）・
17日（土）〈3回〉
10:00～11:30

南部ふれあい
センター

文化・生涯学習課
☎85－6447 ID:1029929 ～11/18

ぶどう蔓（つる）で土台から作る
～木の実や木の葉を使った～

ナチュラルXmasリース
3日（土）

13:00～16:00
高蔵寺ふれあいセンター

☎51－0002 ID:1029772 ～11/20

パソコンのいろはを学ぶ 毎週日曜日（4回）
9:30～11:30

グリーンパレス春日井
☎84－0381 ～11/20

プリザーブドフラワー講習会
～正月用のアレンジ

メントを作る～
4日（日）

10:00～12:00 落合公園管理棟
☎56－0414

～11/15

緑化講習会「ツバキの管理」
～ツバキの植え方・

育て方を学ぶ～
11日（日）

10:00～12:00 ～11/21

和紙スイーツ®和紙で作る
「冬らくがん～クリスマス～」

（額付き）
7日（水）

10:00～12:00
知多公民館

☎32－8988 ID:1029291 ～11/11

アナログレコードを楽しもう
12月、令和5年1月の

第2・4木曜日
14:00～15:30

東部市民センター
☎92－8511 ID:1029273 ～11/17

スッキリ快適！住まいの整理術
【託児付き】

15日（木）
10:00～11:30

レディヤンかすがい
☎85－4188 ID:1023009 ～11/30

知財トークイベントIn春日井 15日（木）
14:00～16:00

春日井商工
会議所

  県産業科学技術課
☎052－954－6370 受付中

名城大学農学部附属農場公開講演会
「今、有機農業、自然栽培を考える」

17日（土）
13:30～15:30

名城大学農学部附属農場
☎81－2169

受付中
～12/7

心華やぐ！お正月花レッスン！
25日（日）

10:00～12:00
味美ふれあいセンター

☎31－3522 ID:1029667 ～11/29

　　和で華やぎ 和で祝う
　　「お正月花1day講座」

27日（火）
10:00～12:00

西部ふれあいセンター
☎33－0808 ID:1017401 ～11/21

申　　

費・申　　

費・申　　

申　　

費
・
申

費
・
申



広報春日井 令和４年 11 月号広報春日井 令和４年 11 月号 1818※ …先着順で時間の記載がないものは午前8時30分から受付
…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

内容や申し込みなどについては、HP・
イベントカレンダーを見るか、各施設
や主催者に問い合わせてください。 イベント

カレンダー
市ホーム
ぺージ

令令和和5年5年1月1月の催し・講座

とき 集合
時間 集合場所

2 日（金）
9:45 ～ 12:00 9:45 グリーンピア春日井

緑と花の休憩所

ところ グリーンピア春日井⇔岩船神社

問い合わせ・
HP(ホームページ）

健康増進課 ☎ 85 － 6164　
ID:1018495

「歩こうマップ」ウオーキング「歩こうマップ」ウオーキング
　　　　　～マップを持ってみんなで歩こう～　　　　　～マップを持ってみんなで歩こう～

12月12月の催し・講座

健康

　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。

    レインボーフリマレインボーフリマ
とき：12 月 4 日 (日）10:00 ～ 12:00

  ところ：福祉の里レインボープラザ
　
   詳細：市社会福祉協議会
             （右の QR コード）へ

   問い合わせ：福祉の里レインボープラザ
                          ☎ 88 － 7007

健康
催し名 とき ところ 問い合わせ HP(ホームぺージ） 受付

              からだ教室～ストレッチ、
筋トレ、ウオーキング～

1～3月の木曜日
（祝日を除く12回）

14:00～15:00
総合保健医療センター

☎84－3070 ～12/9

週末リセット男性ヨガ
1月15日・29日、2月
12日・26日の日曜日

（4回）13:00～14:30
西部ふれあいセンター

☎33－0808 ID:1017402 ～12/5

おうち療育応援プログラム
1月17日（火）

10:00～15:00、
1月18日（水）、2月1日
（水）10:00～12:00

総合福祉センター 障がい福祉課
☎85－6186 ID:1029669 ～11/25

費・申   　　

申　　

費・申　　

・
福祉

催し名 とき ところ・問い合わせ・HP(ホームページ） 受付

園芸教室　
①お正月寄せ植え

②柿の剪定（せんてい）教室
①2日（金）10:00～11:30

  ②7日（水）9:30～16:00 　　グリーンピア春日井
　　　　☎92－8711

先着順
11/4～
電話で　　　　   一般教室

正月花いけ花教室
27日（火）

10:00～12:00

園芸費
・
申

  ひとり親家庭等対象の就業支援講座ひとり親家庭等対象の就業支援講座

市ホーム
ぺージ

催し名 とき ところ 問い合わせ HP(ホームぺージ） 受付

やさしいヨガ教室 2日～23日の毎週金曜日
(4回)10:00～11:00

グリーンパレス春日井
☎84－0381 ～11/20

椅子に座って腸活
ストレッチヨガ

6日（火）・20日（火）
10:00～11:30

知多
公民館 文化・生涯学習課

☎85－6447

ID:1014704
～11/15

笑顔の素は食事から！?
腸と発酵食と栄養の話

8日（木）・22日（木）
10:00～11:30

東部市民
センター ID:1014734

障がい理解のための啓発講演会 6日（火）13:30～15:30 総合福祉
センター

障がい福祉課
☎85－6213 ID:1022485 先着順

11/1～

生涯現役就労サポートセンター
無料出張相談　【55歳以上対象】 14日（水）13:00～15:50 市役所

生涯現役就労
サポートセンター

☎052－446－6830

先着順
11/1～

 障がい者スポーツ教養文化講座    
　①クラフトアート教室
　②ヒップホップダンス体験教室
 ③～ちょっぴり早いクリスマス
　～みんなで楽しもう！レク＆
　ミュージック

 ①3日（土）10:00～11:30
 ②12月4日・18日、令和5年   
　 1月8日・22日、2月5日の
　 日曜日（5回）10:00～　   
　 10:45、11:00～11:45
 ③17日（土）10:00～11:30

サン・アビリティーズ春日井
☎84－2611

 先着順
①11/8

  ②③ 　   
　11/4
 10:00～

費
・
申

申　　

【市社会福祉協議会】　　
（講座）

　福祉用具専門相談員研修、調剤薬局事務講習、
    仕事に役立つパソコン講習
    詳細：  県母子寡婦福祉連合会（右の QR コード）へ
    問い合わせ： 子ども政策課 ☎ 85 － 6208

  費・申


