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特集
健康づくりと地域医療を考える

みんなで参加しよう!市制70周年記念事業
情報あ・ら・か・る・と
PHOTO スケッチ
各種お知らせ
スポーツ教室
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緊急医など
大地震に備えて

輝く命と健康はみんなの幸せ(４か月児健康診査）輝く命と健康はみんなの幸せ(４か月児健康診査）



生涯にわたって健康であり続け、心豊かな生活を送ることは、誰
もが望むことであり、社会の活力に欠くことのできないものです。
市では、皆さんの健康を守るために大切な｢健康づくり｣と｢地域
医療｣についての基本理念を定めた条例を制定しました。この機
会に皆さんも自身の健康づくりや地域医療を守る重要性につい
て考えてみましょう。

　健康寿命とは、健康上の問題で日常
生活が制限されることなく生活できる
期間のことです。健康寿命と平均寿命
の差に当たる期間は、医療や介護が必
要な期間ともいえます。健康寿命を延
ばし、いつまでも自分らしく生き生き
と過ごすためにも、生活習慣を見直す
などの｢健康づくり｣に取り組むことが
重要です。

　一般的に、人は高齢になるにつれ、慢性疾患のコントロール
のために日常の健康管理が必要になったり、大きな病気にか
かったりする可能性が高くなります。春日井市では、65歳以上
の人口が総人口に占める割合である高齢化率が22％を超え、皆
さんの健康を支える医療に対する需要は今後ますます増大して
いくと考えられます。
　住み慣れた地域で健やかに安心して暮らすためには、生活圏
内において病状に応じた医療を適切に受けることができる｢地域
医療｣を守る必要があります。

　そこで市では、この考えを市民の皆さんと共有するため、｢春
日井市健康づくり及び地域医療の確保に関する基本条例｣を7月8
日に公布しました。この条例には、次のような特徴があります。
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○健康づくりの主役は市民一人一人であると定めています
○健康づくりを社会全体で支えることを定めています
○地域医療を確保するための関係者の責務や役割を定めています
○保健、医療、福祉などが一体となり、切れ目なく連携すること
　を定めています

平均寿命は「厚生労働省『第 21 回完全生命表』」より
健康寿命は「厚生労働科学研究費補助金『健康寿命における将来予測と
生活習慣病対策の費用対効果に関する研究』」より
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　健康であることを当たり前と思
わず、まずは自分の健康状態に意
識を向けましょう。

　良質な食生活、十分な休養、適
度な運動などを心掛け、健康な生
活習慣を身に付けましょう。

　病気の早期発見、早期治療につ
なげるため、積極的に健康診査や
がん検診を受けましょう。

　日常的な診療や健康管理は、かかりつけ医や身近
な診療所へ。専門的な医療が必要なときは、かかり
つけ医や身近な診療所から紹介を受けて、専門の医
療機関で受診しましょう。

　体調不良を感じたら、
症状がひどくならない
うちに、診療時間内に
受診しましょう。
　急を要しない症状に
も関わらず、「平日は休
めない」「日中は用事が
ある」という理由だけ
で、診療時間内と同じ
感覚で気軽に救急外来
を利用しないようにし
ましょう。

まずは、かかりつけ医へ
　かかりつけ医が不在のときには、休日・
夜間急病診療所や在宅緊急医で診療が受
けられます（詳しくは 23 ページを見てく
ださい）。
　本当に救急医療が必要な患者に適切か
つ迅速に医療を提供するために、軽い症
状での救急外来の受診は避けましょう。

　子どもの病気やけが。
｢すぐに病院へ行くべ
き？｣｢明日まで待つ
べき？｣迷った時は
こちらを活用してく
ださい。

　条例では、市や学校、職場など社会全体で健康づくりを支援するとともに、医療機関などが連携して地域医療を
確保すると定めています。また、市民の皆さん一人一人にも、自ら進んで健康づくりに取り組み、医療を適切に利
用してもらうように定めています。皆さん自身の健康を守るために、次のようなことを心掛けてください。

自分の健康状態に関心を持つ

症状に合った医療機関で受診する 診療時間内に受診する

健康な生活習慣を身に付ける 健康診査やがん検診を受診する

子どもの
救急ハンドブック
（げんきっ子センター
などの子育て支援施設
や図書館などで配布。
市ホームページでも見る
ことができます。）

市民病院など
身近な診療所
かかりつけ医

市民

専門的な医療

日常的な診療

紹　介
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市民病院や地域の診療所は、市民の皆さんが健や
かに安心して自分たちの地域で暮らせるよう、連
携を強化し、地域医療を支えています。その一翼
を担う市医師会長と市民病院長に健康づくりや
地域医療を守るために何が大切か語っていただ
きました。

【榊原会長】
　地域の診療所では、日常的な診療のほかに、
予防接種や検診を受けることもできます。小さ
な子どもがいるので、がん検診を受診したいけ
れど、なかなか行けないと言われることもある
のですが、地域の診療所では、スタッフの手が
空いていることもありますので、子ども連れで
も気軽に検診を受けに来てほしいと思います。
自身の健康管理を行うためにも、かかりつけ医
を持ち、健康づくりに役立ててください。ま
た、がん検診のレントゲンの読影を市民病院な
どでダブルチェックしているので、どこで受診
されても均一のレベルの結果を得ることができ
ます。

【渡邊院長】
　内科や小児科、外科、消化器科など、専門に
診療する分野がさまざまな科に分かれている市
民病院とは違い、地域の診療所では家族全員が
同じ医師に受診することができます。地域の診
療所をかかりつけ医として持つことで、自分の
健康管理だけでなく、家族の病歴の有無などを
判断して最適な治療を行ってもらえます。

【榊原会長】
　先日、普段私の診療所で受診されている人か
ら、3歳の子どもが頭を打ち、嘔吐（おうと）し
たので、CTや精密検査を受ける必要があるの
か、どうすればいいのかという、相談の電話が
ありました。私は電話で症状などを聞き、様子
をみてくださいと伝えたところ、翌日には元気
になったというお話を伺うことができました。
このように気軽に話が聞け、医療にかかれると
いうのが、地域の診療所の一番の利点です。地
域の診療所など、相談できる｢かかりつけ医｣を
持っていただければと思います。

【榊原会長】
　地域の診療所というのは地域の住民に一番近
い医療機関ですので、体調の悪い時や健康診
断、がん検診なども含め、待ち時間も少なく手
軽に受診できるところであることが望ましいと
考えます。

【渡邊院長】
　市民病院には22の診療科があり、それぞれに
専門の医者がいます。専門医はそれぞれの診療
分野に対してはスペシャリストですが、何でも
診られるというわけではありません。まずはか
かりつけ医を受診し、症状に応じて必要であれ
ば専門医を紹介してもらうことが望ましいで
す。専門医の専門性を発揮するためにも、かか
りつけ医と市民病院のそれぞれの役割分担が大
切になります。

【榊原会長】
　院長が言われたとおり、地域の診療所は症状
に応じて手術や特殊な検査が必要であれば、市

民病院のような基幹病院を紹介します。今の市
民病院と市医師会のように医療の連携がとれて
いて、専門の医療が必要になったときに紹介が
できる基幹病院があることは、地域の診療所と
しても安心して医療を提供することにつながっ
ています。

【渡邊院長】
　市民病院は昨年、｢地域医療支援病院｣に承認
され、地域の中で完結できる医療を守るため、
地域の医療機関との連携の強化を図っていま
す。その主な取り組みとして、地域の医療従事
者を対象に研修会を行ったり、かかりつけ医か
らの予約で高度な検査が受けられるよう、医療
機器の共同利用を進めたりしています。また、
症状が安定した患者さんへ市民病院から地域の
医療機関を紹介する逆紹介や、かかりつけ医を
持っていない患者さんへ、身近な診療所の情報
提供も行っています。

【渡邊院長】
　市民病院は｢断らない救急｣をモットーに、医
療の提供をしています。しかし、救急車の受け
入れ台数は県内でも上位の年間約9800台と異常
な事態になっています。救急搬送された人のう
ち入院しなければならない人の割合は約27％で
す。医師も1人の人間であり、24時間体制の救急
の件数が増えれば対応する医師も疲弊してしま
います。救急車の数にも限りがあり、軽症の人
など緊急性のない受け入れが増えると、本当に
必要な人への対応が遅れてしまう恐れがありま
す。救急車や救急外来の適正利用をお願いしま
す。

【榊原会長】
　市民病院で検査がしたいので、受診はしなく
ていいけれど紹介状だけが欲しいと言われる患
者さんもいますが、まずは一度、近くの診療所
を受診してください。特殊な検査や手術、入院
などが必要な場合は、適切な医療機関を紹介し
ます。また、市民病院と市医師会は市民の皆さ
んの健康を守るため、連携を密にして地域医療
の推進に努めていますので、安心して近くの診
療所を受診してください。

【渡邊院長】
　24時間体制で救急患者の診療を行っている救
急医療では、いつも専門医がいるわけではあり
ません。また、地域の診療所が開いている夕方
の時間帯に受診される人も多いのですが、近く
の診療所が開いている時間であれば、そちらを
受診されると少ない待ち時間で医療が受けられ
ます。救急医療は限りある医療資源だというこ
とを理解していただきたいと思います。

市民病院長　渡邊有三

対談
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市民病院や地域の診療所は、市民の皆さんが健や
かに安心して自分たちの地域で暮らせるよう、連
携力を強化し、地域医療を支えています。その一
翼を担う市医師会長と市民病院長に健康づくり
や地域医療を守るために何が大切か語っていた
だきました。

【榊原会長】
　地域の診療所では、日常的な診療のほかに
も、予防接種や検診を受けることもできます。
小さな子どもがいるので、がん検診を受診した
いけれど、なかなか行けないと言われることも
あるのですが、地域の診療所では、スタッフの
手があいていることもありますので、子ども連
れでも気軽に検診を受けに来てほしいと思いま
す。自身の健康管理を行うためにも、かかりつ
け医を持ち、健康づくりに役立ててください。
また、がん検診のレントゲンの読影を市民病院
でダブルチェックしている診療所では、どこで
受診されても均一のレベルの結果を得ることが
できます。

【渡邊院長】
　内科や小児科、外科、消化器科など、専門に
診療する分野がさまざまな科に分かれている市
民病院とは違い、地域の診療所では家族全員が
同じ医師に受診することができます。地域の診
療所をかかりつけ医として持つことで、自分の
健康管理だけでなく、家族の病歴の有無などを
判断して最適な治療を行ってもらえます。

【榊原会長】
　先日、普段私の診療所で受診されている人か
ら、3歳の子どもが頭を打ち、嘔吐（おうと）し
たので、CTや精密検査を受ける必要があるの
か、どうすればいいのかという、相談の電話が
ありました。私は電話で症状などを聞き、様子
をみてくださいと伝えたところ、翌日には元気
になったというお話を伺うことができました。
このように気軽に話が聞け、医療にかかれると
いうのが、地域の診療所の一番の利点です。地
域の診療所など、相談できる｢かかりつけ医｣を
持っていただければと思います。

【榊原会長】
　地域の診療所というのは地域の住民に一番近
い医療機関ですので、体調の悪い時や健康診
断、がん検診なども含め、待ち時間も少なく手
軽に受診できるところであることが望ましいと
考えます。

【渡邊院長】
　市民病院には22の診療科があり、それぞれに
専門の医者がいます。専門医はそれぞれの診療
分野に対してはスペシャリストですが、何でも
診られるというわけではありません。まずはか
かりつけ医を受診し、症状に応じて必要であれ
ば専門医を紹介してもらうことが望ましいで
す。専門医の専門性を発揮するためにも、かか
りつけ医と市民病院のそれぞれの役割分担が大
切になります。

【榊原会長】
　院長が言われたとおり、地域の診療所は症状
に応じて手術や特殊な検査が必要であれば、市

民病院のような基幹病院を紹介します。今の市
民病院と市医師会のように医療の連携がとれて
いて、専門の医療が必要になったときに紹介が
できる基幹病院があることは、地域の診療所と
しても安心して医療を提供することにつながっ
ています。

【渡邊院長】
　市民病院は昨年、｢地域医療支援病院｣に承認
され、地域の中で完結できる医療を守るため、
地域の医療機関との連携の強化を図っていま
す。その主な取り組みとして、地域の医療従事
者を対象に研修会を行ったり、かかりつけ医か
らの予約で高度な検査が受けられるよう、医療
機器の共同利用を進めたりしています。また、
症状が安定した患者さんへ市民病院から地域の
医療機関を紹介する逆紹介や、かかりつけ医を
持っていない患者さんへ、身近な診療所の情報
提供も行っています。

【渡邊院長】
　市民病院は｢断らない救急｣をモットーに、医
療の提供をしています。しかし、平成24年度の
救急車の受け入れ台数は、県内でも上位の9860
台と異常な事態になっています。救急搬送され
た人のうち入院しなければならない人の割合は
約27％です。医師も1人の人間であり、24時間体
制の救急の件数が増えれば対応する医師も疲弊
してしまいます。救急車の数にも限りがあり、
軽症の人など緊急性のない受け入れが増える
と、本当に必要な人への対応が遅れてしまう恐
れがあります。救急車や救急外来の適正利用を
お願いします。

【榊原会長】
　市民病院で検査がしたいので、受診はしなく
ていいけれど紹介状だけが欲しいと言われる患
者さんもいますが、まずは一度、近くの診療所
を受診してください。特殊な検査や手術、入院
などが必要な場合は、適切な医療機関を紹介し
ます。また、市民病院と市医師会は市民の皆さ
んの健康を守るため、連携を密にして地域医療
の推進に努めていますので、安心して近くの診
療所を受診してください。

【渡邊院長】
　24時間体制で救急患者の診療を行っている救
急医療では、いつも専門医がいるわけではあり
ません。また、地域の診療所が開いている夕方
の時間帯に受診される人も多いのですが、近く
の診療所が開いている時間であれば、そちらを
受診されると少ない待ち時間で医療が受けられ
ます。救急医療は限りある医療資源だというこ
とを理解していただきたいと思います。

市医師会長　榊原一基

問い合わせ▶健康増進課(☎85－6167)
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市 民 美 術 展 覧 会 開 催

ど ん ぐ り キ ッ ズ 公 民 館

※審査員解説はいずれも30分程度。日時、解説者などは都合により変更することがあります。詳
しくは、かすがい市民文化財団ホームページ(http://www.kasugai－bunka.jp)を見てください。

　市民の皆さんから応募のあった美術作品のうち、入選作品を展示します。また、市民展審査会
員による受賞作品の解説(ギャラリートーク)を行います。

○ビーバーの子ども部屋～作って遊ぼう！
動くおもちゃ○押し花のしおりとコースタ
ーを作ってみよう○カエルさんと遊ぼう○
ふしぎな科学あそび○ぱくぱく ごっくん お
いしい図書○チャレンジ体力チェック！○
スタンプラリー

と　き▶8月17日(土)～25日(日)午前9時～午後4時30分(最終日は4時まで)

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

展示場所 部門 審査員解説
8/17(土) 8/18(日) 8/24(土) 8/25(日)

市役所

12階 日本画 森脇正人
午前11時から

星野哲弘
午後2時から

千村俊二
午後2時から

浅野忠
午前10時から

11階
洋画・版画 後藤強

午後2時から
小林俊明
午前11時から

後藤強
午前11時から

小林笑子
午前11時30分から

写真 伊藤滋
午前11時から

安藤宏幸
午前11時から

谷口敏夫
午後2時から

長谷川永美
午前11時30分から

10階 書 後藤幽泉
午後2時から

津田松鶴
午後2時から

三島濟美
午前11時から

中村立強
午前10時から

文化フォーラム
春日井

視聴覚ホール 彫塑工芸
ギャラリー 審査会員参考作品

と　き▶8月17日(土)午前10時～午後4時
ところ▶東部市民センター
対　象▶市内在住の小学生とその保護者

時　間▶★午前10時～10時40分、午前11時～11時
40分、★午後1時30分～2時10分、午後2時
30分～3時10分

内　容▶普段は入れない劇場のステージで、ア
イドルのような体験をする

定　員▶各10人(★は事前申し込み・抽選、それ
以外は当日先着順)

申し込み▶8月10日(土)〈必着〉までに、往復はがき(1枚
2人まで)にコーナー名と希望の時間、住所、
氏名(ふりがな)、学年、電話番号を書いて、
〒487－0011中央台2－2－1、東部市民セ
ンター(☎92－8511)へ

会場運営ボランティアを募集します
時　間▶午前9時20分～午後0時10分、午後

0時50分～4時
内　容▶各コーナーの開催補助、会場案

内、参加人数の記録など
対象・定員▶市内在住か在勤、在学の20歳以

上の人・各3人程度
申し込み▶8月10日(土)〈必着〉までに、所定の

用紙(東部市民センター、市役所情
報コーナー、ささえ愛センター、
各ふれあいセンター、各公民館な
どに用意)に記入して、直接か郵
送、ファクスで、東部市民センター
(FAX91－1994)へ

市制70周年記念事業市制70周年記念事業
みんなで参加しよう！みんなで参加しよう！

市制70周年記念事業市制70周年記念事業
みんなで参加しよう！みんなで参加しよう！

事前申し込み事前申し込み

当日自由参加当日自由参加

事前申し込み事前申し込み

当日自由参加当日自由参加

事前申し込み事前申し込み

当日自由参加当日自由参加

事前申し込み

当日自由参加
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市民協働事業

と　き▶9月8日(日)午後1時～3時30分(0時30
分開場)

ところ▶市民会館
内　容▶県内の県指定などの無形民俗文化

財の保存団体が民俗芸能を披露
出　演▶春日井市「小木田の棒の手」、一宮

市「ばしょう踊」、豊山町「木遣」、
半田市「板山獅子舞」

入場整理券▶8月2日(金)から、市役所情報コーナ
ー、東部市民センター、各ふれあ
いセンター、各公民館で配布

と　き▶11月17日(日)午後1時～3時　※開催時間
は変更になる場合あり

ところ▶市民会館
定　員▶観覧者1000人(抽選)
※詳しくは、募集チラシ(企画政策課、市ホーム
ページ、市役所情報コーナー、坂下出張所、東
部市民センター、各ふれあいセンター、各公民
館に用意)を見てください。

内　容▶「介護」をテーマにした川柳を募集　
　　　　※11月16日(土)のかすがい介護フェス

ティバルで応募作品の作品集を配布、
優秀作品は表彰

応募資格▶市内在住か在勤、在学または市内で活
動するグループに所属している人

応募用紙▶企画政策課、市ホームページ、各ふれ
あいセンター、各公民館、市民病院、
各地域包括支援センターなどに用意　
※ＮＰＯ法人てとりんのホームページ
(http://www.ma.ccnw.ne.jp/tetorin/)
からもダウンロード可

応募方法▶9月14日(土)〈必着〉までに、専用の応募
用紙に記入して、郵送か持参の場合は
〒486－0837春見町3、ささえ愛センタ
ーへ、Ｅメールの場
合はＮＰＯ法人てと
りん事務局(☎070－
5642－2616、Eメール
tetorin2010@yahoo.
co.jp)へ

愛知県民俗芸能大会
春日井市大会

出張！なんでも鑑定団 in 春日井 
お宝・観覧者募集

かすがい介護フェスティバルに
展示する介護川柳を募集

　テレビ東京「開運！なんでも鑑定団」の人気コ
ーナー「出張！なんでも鑑定団」の公開録画を行
います。

【お宝募集】
9月4日(水)〈必着〉までに、専用の申込書(募
集チラシに添付)に記入し、鑑定品の写真
を添えて、直接か郵送で、〒486－8686
春日井市役所企画政策課(☎85－6041)へ

【観覧者募集】
10月2日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1
枚5人まで)に参加者全員の氏名(代表者に
○)、代表者の住所・電話番号を書いて、
企画政策課へ

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

申し込み申し込み申し込み申し込み申し込み
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情報あ・ら・か・る・と

講座名・内容 とき 備考（市内在住か在勤、在学の人に限る）

こども英会話(入門)　簡単なあいさつなど
を分かりやすく繰り返して学ぶ

9/7(土)・21(土)〈2回〉
10:00～11:30

    中央公民館 　　　岡田常晴      小学生
　　20人      教材費50円

南国リゾート気分のアロマ香水づくり
100％天然の精油を使ってアロマ香水を作る

9/9(月)
10:00～11:30

　　東部市民センター　　  高須美由紀　　　
　    16人　        受講料250円、教材費900円

更年期をヨガですこやかに過ごしましょう
心身の不調を和らげるポーズや呼吸法を学ぶ

9/11(水)・25(水)〈2回〉
10:00～11:30

　　鷹来公民館　　　菊池英子　　　 女性 　
　　15人　　　受講料500円

パソコンにて、絵を描いてみませんか
基本的な操作からエクセルやワードを学び、
絵を描く

9/13(金)・27(金)〈2回〉
14:00～16:00

　　味美ふれあいセンター   　　茂光 　　20人
　　受講料500円            ウインドウズＸＰか7、
8対応のノートパソコン、デジタルカメラ

作って考えよう！親子工作教室！　水蒸
気で進む舟を作り、舟や水の動きを観察する

9/21(土)・28(土)〈2回〉
10:00～12:00

    高蔵寺ふれあいセンター      野村詩織
    小学4～6年生と保護者        12組
    教材費1050円

9月開講分9月開講分
 講座の受講者を募集講座の受講者を募集講座の受講者を募集

あなたの企画で講師にチャレンジ！あなたの企画で講師にチャレンジ！

と

講
費

と

講

定

費

と 講

定

費

と 講 定

定

と 講
定

持

費

費

対

対

対

あなたの知識や技能、経験を生かして、「教える楽しみ」を感じてみませんか。

内　容▶ ①子ども向け講座(中学生以下を
対象とするもの。保護者ととも
に受講するものも含む)②一般向
け講座(①以外のもの)

講座回数▶2回まで(1回につき2時間まで)　
　　　　※語学・楽器の講座は4回まで
開講場所▶ 東部市民センター、各ふれあい

センター、各公民館のいずれか1
か所

講師料▶5000円　※税・交通費を含む

申し込み▶いずれも8月15日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1講座1枚)に講座名、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、〒486－8686春日井市役所生涯学習課(☎85－6447)へ

　　　　※定員を超えた場合は抽選。応募者が少ない講座は中止となる場合あり

「あなたの企画で講師にチャレンジ！」で採用された講座の受講者を募集します。

と 講…ところ …講師 対 …対象 定 …定員 費 …費用 持 …持ち物

平成25年

1月～3月
開講分

平成26年

1月～3月
開講分 

講座の企画・講師をする人を募集講座の企画・講師をする人を募集講座の企画・講師をする人を募集

募集する講座応募資格▶ 生涯学習情報サイト
「まなびゃ選科」(http://
kasugai.manabi365.net/)
に講師登録がある人

採用件数▶10件程度
選考方法▶ 面接・書類審査
申し込み▶ 8月1日(木)～30日(金)に、

講座企画書(生涯学習課、市ホームページ、
市役所情報コーナー、東部市民センター、
各ふれあいセンター、各公民館に用意)に記
入して、直接、生涯学習課(☎85－6447)へ

　　　　※平日に申し込みが困難な場合は連絡して
ください
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問い合わせ▶高齢福祉課（☎85－6196）、障がい福祉課（☎85－6213）

問い合わせ▶都市政策課（☎85－6265）

街づくり支援制度

7月5日(金)、廻間町向地区街づくり協議会が、7月5日(金)、廻間町向地区街づくり協議会が、
街づくり支援制度を活用する街づくり推進団体に認定街づくり支援制度を活用する街づくり推進団体に認定

皆さんの気付きが高齢者や障がい者を守ります

と　き▶8月31日(土)午後2時～4時
ところ▶総合福祉センター
講　師▶あいち介護予防支援センター

保健師・杉浦加代子
定　員▶200人(当日先着順)

高齢者虐待の予防と介護者支援高齢者虐待の予防と介護者支援高齢者虐待の予防と介護者支援高齢者虐待の予防と介護者支援高齢者虐待の予防と介護者支援高齢者虐待の予防と介護者支援高齢者虐待の予防と介護者支援

高齢者虐待・障がい者虐待はどこの家庭でも起こりうる身近な問題です。その背景には、介護疲れや経
済的困窮などさまざまな問題が潜んでおり、知らず知らずのうちに虐待に至ってしまっていることがほ
とんどです。高齢者や障がい者のみならず、家族が助けを必要としている場合もあり、早期の対応によ
り解決できることがたくさんあります。

最近体にあざや傷がある
高齢者・障がい者に対し、怒鳴り声が聞こえる
極度に痩せたり、清潔が保てていない　など

高齢者については…
高齢者虐待防止ホットライン〈高齢福祉課〉
(☎85－6196)へ

障がい者については…
障がい者虐待防止ホットライン〈障がい者生
活支援センターしゃきょう〉(☎84－5310)へ

　あなたの気付きが高齢者や障がい者、その家族を
守ることにつながります。「おかしいな。虐待ではな
いかな」と感じることがあれば、すぐに相談しましょ
う。相談者の秘密は厳守します。
また、相談の結果、虐待でなかっ
たとしても、相談者が罪に問われ
ることはありません。
　まずは相談してください。

　虐待に関する正しい知識を学び、理
解を深めるため、講演会を開催します。

｢街づくり支援制度｣とは、地域の生活環境を良くするため、地域の皆さんが主体となって取り組む
街づくり活動について、市が支援する制度です。

周りに次のような人はいませんか？

「おかしいな」と思ったらまずは相談を！

高齢者虐待防止講演会

虐待は身体への暴力だけではありません
身体的虐待 殴る、蹴るなど

心理的虐待 怒鳴る、無視、脅しなど

経済的虐待 金銭を渡さない、本人の
意に反して財産を使う

性的虐待 性的な嫌がらせを行う

介護・世話の放棄 必要な世話をしない

地域の力で狭い道路拡幅へ

　廻間町向地区では、生活道路が狭く、車のすれ違いができな
い場所や緊急車両が入れない場所があります。
　今後は、市からの情報提供やアドバイス、活動費の助成など
の支援を受けながら、具体的な生活道路の拡幅に向けた活動を
行っていきます。

7月5日(金)、廻間町向地区街づくり協議会が、7月5日(金)、廻間町向地区街づくり協議会が、
街づくり支援制度を活用する街づくり推進団体に認定街づくり支援制度を活用する街づくり推進団体に認定
7月5日(金)、廻間町向地区街づくり協議会が、7月5日(金)、廻間町向地区街づくり協議会が、
街づくり支援制度を活用する街づくり推進団体に認定街づくり支援制度を活用する街づくり推進団体に認定
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6/28
 ㊎

ドキドキわくわく
期待膨らむ男鹿へ
(文化フォーラム春日井)

　8月6日(火)から9日(金)までの4日間、秋田県
男鹿市を訪れる｢小学生男鹿市交流学習」。こ
の結団式が行われ、市内38校の各校代表の児
童が自己紹介などを行いました。代表児童の
言葉では「男鹿の良さを知り、春日井の人に伝
えたい」「どんな人と触れ合えるか待ち遠し
い」など、参加の意気込みを発表しました。

みんなの願い
短冊に込めて
(市民病院)

　小児病棟に入院している患者とその家族に
季節感を味わってもらい、気分転換を図って
もらうため、七夕会が行われました。
　風船職人によるバルーンショーでは、鮮や
かな手つきに皆さん見とれていました。子ど
もたちは、風船でできた動物や車などをもら
い、にこにこと笑顔に。他にも、以前入院して
いた小児患者の母親グループによる遊び歌、
医師や子どもたちによる楽器演奏などを楽し
みました。

7/3
㊌

　市制70周年の記念事業として、ＮＨＫの朝
のラジオ体操が8月8日(木)に落合公園から公
開放送されます。
　ラジオ体操は、小学校の運動会や体育の授
業で、また会社の始業時や町内のスポーツ大
会の始まる前など、年代を問わず誰もが経験
し親しんでいる体操だと思います。その歴史
は、「国民保健体操」という名称で始まり、昭和
3年11月1日の朝7時にＮＨＫの電波に乗って
初めて放送されたとの記述があります。そし
て今では2000万人以上の人が毎朝体操をされ
ているとのことです。
　市制65周年の際、スローライフ月間の一つ
としてラジオ体操が行われた落合公園では、
現在でも自主的に毎日30～50人くらいの人が
和気あいあいと体操をされています。私も時々
参加させていただき、朝の心地よい時間を一緒

に過ごしています。
　子どものころ夏休みになると、小学校や公園な
どに集まってラジオ体操をしていました。出
席カードに印を押してもらい、鉛筆などをもら
うのが楽しみだったことを思い出します。少
子化の影響なのか、夏休みの風物詩があまり
見掛けられなくなったのは残念な気がします。
　8月8日は落合公園だけでなく、ご家庭やご
近所の公園などで、多くの皆さんがラジオ体
操に参加していただければと思っています。

ラジオ体操

市長 伊藤　太
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常任委員会
と き▶ ○文教経済委員会…8月20日(火)○厚生

委員会…8月21日(水)○建設委員会…8月
22日(木)○総務委員会…8月23日(金)いず
れも午前9時から　※開催しない場合や
日程が変更になる場合あり

ところ▶ 市役所全員協議会室
　傍聴を希望する人は当日午前8時30分から8時45
分までに議会事務局へ　※定員は5人(抽選)
問い合わせ▶ 議事課(☎85－6492)

障がい者生活支援センター合同個別相談会
　市が委託している5か所の障がい者生活支援セ
ンターが集まり、日常生活の困り事などの相談を
受けます。
と き▶ 8月23日(金)午前9時30分～正午(受け付け

は11時30分まで)　※面接による相談の
み(予約不要)

ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
対 象▶ 身体障がい者、知的障がい者、精神障が

い者、障がい児とその家族や支援者など
 ※手話通訳者を希望する場合は、事前に

申し込みが必要
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6213、ＦＡＸ84－

5764)

8/13（火）～15(木）

※交通事情により、バスの時刻が遅れる場合があります。
当日は、潮見坂平和公園管理事務所（平和公園第1バ
ス停前）で墓参用の花、線香を販売します
問い合わせ▶潮見坂平和公園管理事務所（☎84－4444）、
　　　　料金については名鉄バス㈱春日井営業所
            （☎92－5311）

潮見坂平和公園墓参バス時刻表
行　　　　 き 帰　　　　 りバ ス 停

8：40

8：43

8：44

8：46

8：47

8：49

8：50

8：51

8：52

8：53

8：54

8：55

8：56

8：57

8：58

8：59

8：59

9：00

9：00

9：01

9：02

9：04

9：06

9：12

9：16

9：19

9：19

9：40

9：43

9：44

9：46

9：47

9：49

9：50

9：51

9：52

9：53

9：54

9：55

9：56

9：57

9：58

9：59

9：59

10：00

10：00

10：01

10：02

10：04

10：06

10：12

10：16

10：19

10：19

10：40

10：43

10：44

10：46

10：47

10：49

10：50

10：51

10：52

10：53

10：54

10：55

10：56

10：57

10：58

10：59

10：59

11：00

11：00

11：01

11：02

11：04

11：06

11：12

11：16

11：19

11：19

11：40

11：43

11：44

11：46

11：47

11：49

11：50

11：51

11：52

11：53

11：54

11：55

11：56

11：57

11：58

11：59

11：59

12：00

12：00

12：01

12：02

12：04

12：06

12：12

12：16

12：19

12：19

12：40

12：43

12：44

12：46

12：47

12：49

12：50

12：51

12：52

12：53

12：54

12：55

12：56

12：57

12：58

12：59

12：59

13：00

13：00

13：01

13：02

13：04

13：06

13：12

13：16

13：19

13：19

10：31

10：30

10：29

10：27

10：26

10：23

10：21

10：20

10：19

10：18

10：17

10：16

10：15

10：13

10：12

10：11

10：10

10：10

10：09

10：08

10：08

10：06

10：04

9：59

9：57

9：55

9：55

11：31

11：30

11：29

11：27

11：26

11：23

11：21

11：20

11：19

11：18

11：17

11：16

11：15

11：13

11：12

11：11

11：10

11：10

11：09

11：08

11：08

11：06

11：04

10：59

10：57

10：55

10：55

12：31

12：30

12：29

12：27

12：26

12：23

12：21

12：20

12：19

12：18

12：17

12：16

12：15

12：13

12：12

12：11

12：10

12：10

12：09

12：08

12：08

12：06

12：04

11：59

11：57

11：55

11：55

13：31

13：30

13：29

13：27

13：26

13：23

13：21

13：20

13：19

13：18

13：17

13：16

13：15

13：13

13：12

13：11

13：10

13：10

13：09

13：08

13：08

13：06

13：04

12：59

12：57

12：55

12：55

14：36

14：35

14：34

14：32

14：31

14：28

14：26

14：25

14：24

14：23

14：22

14：21

14：20

14：18

14：17

14：16

14：15

14：15

14：14

14：13

14：13

14：11

14：09

14：04

14：02

14：00

14：00

味 美 駅
味美ふれあいセンター
花長町1丁目
知多公民館前
山王小学校前
勝 川 駅
柏井町1丁目
八 幡 社 前
柏井町4丁目
春日井高校前
鳥居松2丁目
春日井市役所前
鳥 居 松
鳥居松8丁目
総合福祉センター前
篠 木
東部中学校前
篠 木 6 丁 目
篠 木 7 丁 目
篠 木 8 丁 目
下 市 場
出 川
大 泉 寺
平和公園第1
平和公園第2
平和公園第３　平和公園第６
平和公園第６　平和公園第３

来年度の私立幼稚園入園願書を配布
　9月2日(月)から、来年度の私立幼稚園入園願書
を各幼稚園で配布します。
対 象▶ 3歳児(平成22年4月2日～23年4月1日生ま

れ)、4歳児(平成21年4月2日～22年4月1日
生まれ)、5歳児(平成20年4月2日～21年4月
1日生まれ)

申し込み▶ 10月1日(火)から、各幼稚園へ　※満3歳
児については、入園希望の幼稚園へ問い
合わせが必要

幼稚園名 所在地 電話

旭ケ丘 田楽町1550  81－8564

味美 味美町3－155  31－7848

いとう 大泉寺町154－4  81－8819

牛山 牛山町2082－1  32－2315

春日井いずみ 大留町5－24－29  51－0725

春日マリア 六軒屋町西3－9－6  81－5764

勝川 旭町1－28  31－3282

菊武 柏原町1－60  31－4006

高蔵寺 高蔵寺町4－23－8  51－0764

こまどり 藤山台5－2－1  91－9750

桜ケ丘 篠木町7－2600－102  84－3888

第二ひばり 藤山台10－8－2  91－3003

中央台 中央台3－1－3  91－6996

中央大和 神屋町2298－673  88－2327

月見 月見町5597－3  81－3316

ナザレ 桃山町1－30－2  83－7911 

ひかり第一 高森台7－4－1  92－3244

ひがしの 東野町6－9－1  84－1510

ひなご 神領町1－26－6  83－8481

藤山台 藤山台1－4－1  91－0831

美園 鳥居松町7－41  81－4455

三ツ星 如意申町6－17－1  31－3532

桃の花 桃山町3－295－4  83－2884
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特定健診(集団)
と き▶ 9月10日(火)午前9時～ 10時30分受け付け
対象・定員▶ 平成26年3月31日までに40 ～ 74歳になる

市国民健康保険加入者・70人(抽選)
ところ・申し込み▶8月16日(金)〈必着〉までに、

はがきかファクスに｢特定健診｣、住所、
氏名、生年月日、性別、電話番号を書い
て、〒487－0011中央台1－1－7、保健セ
ンター (☎91－3755、ＦＡＸ91－3739)へ

 ※市ホームページからも申し込み可　

ヤング健診
と き▶ 9月19日(木)午前9時から受け付け
検査項目▶ 問診、身体計測、診察、血圧測定、尿検査、

血液検査(脂質、肝機能、血糖、貧血、腎
機能)、心電図検査

対象・定員▶ 平成25年4月～26年3月に18～39歳の誕生
日を迎える市民(今年度の当選者を除く)・
70人(抽選)

ところ・申し込み▶8月16日(金)〈必着〉までに、
はがき(1人1枚)に｢ヤング健診｣、会場名、
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号
を書いて、〒487－0011中央台1－1－7、
保健センター (☎91－3755)へ

教育委員会定例会の公開
と き▶ 8月21日(水)午後1時30分から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 当日午後1時から、教育総務課(☎85－

6436)へ

文化懇話会の公開
と き▶ 8月26日(月)午後3時から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

障がい者施策推進協議会の公開
と き▶ 8月29日(木)午前10時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 8月12日(月)から、障がい福祉課(☎85－

6186)へ

わくわく工作ランド
と き▶ 8月7日(水)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 廃材を使ったおもちゃ作り
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▶児童センター (☎87－6866)

昼コン｢真夏の午後に金管が輝く｣
と き▶ 8月10日(土)午後2時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
出 演▶ 田中誠剛、岡田望(トランペット)、森隆

一郎(ホルン)、大室直樹(トロンボーン)、
谷口史洋(テューバ)

曲 目▶ ドビュッシー ｢亜麻色の髪の乙女｣、ロ
ジャース｢サウンド・オブ・ミュージッ
クより｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

松河戸土地区画整理事業保留地の分譲
　勝川駅の南部に位置する松河戸土地区画整理事
業地内の宅地の公開抽選販売を行います。
整理番号 画地番号 地積(㎡) 分譲価格(円)
① 50－3－5 102.66 923万9400
② 79－24 101.90 896万7200
③ 79－26 127.47 1172万7240
④ 79－29 102.08 979万9680
⑤ 81－6 127.80 920万1600
⑥ 82－4 132.22 1361万8660
⑦ 92－18 436.66 2750万9580

公開抽選▶ 9月11日(水)午後2時から、市役所301会議室で
申し込み▶ 9月2日(月) ～ 6日(金)午前8時30分～午後

5時に、パンフレット(都市整備課、市ホ
ームページ、市役所情報コーナー、坂下
出張所、東部市民センター、各ふれあ
いセンターに用意)に添付の申込書に記
入して、抽選保証金10万円(公開抽選後、
銀行振り込みで返金)を添えて、都市整
備課(☎85－6306)へ　※詳細は、パンフ
レットを見てください。

8月1日は「水の日」
8月1日～7日は｢水の週間｣

安全・安心な水のためにめに

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。

原爆ポスター展
　平和市長会議の加盟都市が5000を突破したこと
を記念し、原爆被害の実態などに関するポスター
の展示を行います。

とき ところ

8月5日(月) ～ 11日(日) 市役所市民サロン、東部市民センター
8月6日(火) ～ 11日(日) 西部ふれあいセンター

問い合わせ▶ 総務課(☎85－6067)
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レインボーフェスタ
おはなしの広場
と き▶ 8月17日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 大型紙芝居、大型絵巻など
出 演▶ あずきまんま
あそびの広場
と き▶ 8月20日(火)～24日(土)午後1時30分～ 3時
内 容▶ 廃材を使ったおもちゃ作りと室内で行う

ゲーム
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

夏休み子ども劇場
と き▶ 8月18日(日)午前10時30分～正午
内 容▶ ○大型絵本｢はらぺこ青虫｣○おたのしみ

お話｢大きなカブ｣｢タマゴがコロン｣○ブ
ラックパネルシアター…お話｢おやゆび
姫｣、歌｢とんでったバナナ｣｢ドロップ
ス｣｢おもちゃのチャチャチャ ｣｢キラキ
ラ星｣○クラフトなど

出 演▶ グループゆう
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小学生
持ち物▶ はさみ、のり
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

わくわく！ふれあいワールド
留学生交流イベント①留学生と遊ぼう②高校留学
って何？
と き▶ 8月24日(土)①午前10時～ 11時30分②午

後1時30分～ 3時
内 容▶ ①4人の外国人留学生と外国語で遊ぶ②

海外留学を体験した日本人高校生による
体験談と外国人留学生との交流

対象・定員▶ ①小学生以上の人・15人(先着順)②中学
生以上の人(小学4～ 6年生も保護者同伴
であれば可)・20人(先着順)

ところ・申し込み▶8月6日(火)から、国際交流ル
ーム(☎56－1944)へ

障がいの理解のための対談会
と き▶ 8月25日(日)午前10時～正午(9時30分から

受け付け)
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ ｢春日井のまちで元気に楽しく～障がい

のある人も生きにくさのある人もみんな
一緒に～ ｣をテーマに、日本福祉大学教
授・木全和巳とＮＰＯ法人あっとわん代
表理事・河野弓子が対談を行う

定 員▶ 100人(当日先着順)
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6213、ＦＡＸ84－

5764)

クリーンセンターバックヤードツアー
と き▶ 8月25日(日)午前9時から、午前10時から、

午後1時から、午後2時から　※所要時間
各2時間程度

内 容▶ 通常の見学では見ることができないクリ
ーンセンター工場内部の見学、ショベル
カーなどクリーンセンターで働いている
車の運転席に乗車

対象・定員▶ 市内在住の小学4年生以上の人(小学生は
保護者同伴)・各10人(先着順)

持ち物▶ 長袖、長ズボン、運動靴
ところ・申し込み▶8月6日(火)から、エコメッセ

春日井(☎88－5006)へ

中学生バドミントン新人大会
と き▶ 8月27日(火)午前8時15分から
種 目▶ 男女シングルス、男女ダブルス(1人1種

目のみ)
対 象▶ 市内在住か在学の中学生(3年生は今年度

の夏の市中小体連の大会で3位までの入
賞者は除く)

費 用▶ 参加料(1人)500円
ところ・申し込み▶8月16日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、参加者全員の住
所・氏名・年齢・経験年数、代表者の
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▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

道風記念館特別講演会
と き▶ 9月8日(日)午後1時30分～ 3時
講 演▶ ｢小野道風はどんな人だったか｣元奈良国

立博物館館長・山本信吉
定 員▶ 80人(先着順)
ところ・申し込み▶8月6日(火)から、道風記念館(☎

82－6110)へ

エコツアー
と き▶ 8月28日(水)午前9時30分～午後4時(雨天

決行)
集合・解散▶ 市役所
内 容▶ 築水池周辺の散策による植物などの観察

とパナソニックエコシステムズ㈱の環境
取り組みの見学

対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者
・15組30人(先着順)

持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 8月5日(月)から、環境政策課 (☎ 8 5－

6216 )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。

市民ソフトテニス大会
と き▶ 9月8日(日)午前9時から〈予備日9月29日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、男子Ａ級・Ｂ級、女子Ａ級・Ｂ級
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人
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▶ 8月16日(金)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、2人の住所・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)

親から子、子から親へのメッセージ
　親が子を、子が親を思う｢うれしかった言葉｣｢心
に残っている言葉｣｢今、伝えたい言葉｣を募集し
ます。
規 格▶ 20 ～ 40字で未発表のもの
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
賞 ▶ 最優秀賞、優秀賞、秀作　※最優秀賞は

11月6日(水)の青少年健全育成市民大会
で表彰し、その後入賞作品を市役所など
公共施設で展示

応募方法▶ 9月3日(火)〈消印有効〉までに、所定の用
紙(子ども政策課、市ホームページ、市
役所情報コーナー、各ふれあいセンタ
ー、交通児童遊園、げんきっ子センター
などに用意)かはがきに住所、氏名(ふり
がな)、年齢、電話番号、職業か学校名
と学年、メッセージとその状況が分かる
説明文を書いて、直接か郵送、ファクス
で、〒486－8686春日井市役所子ども政
策課内、青少年健全育成推進会議事務局
(☎85－6151、ＦＡＸ85－3786)へ

図書館臨時職員登録者
勤務内容▶ 主に図書の貸し出し返却など窓口業務
職 種▶ ①一般事務②司書③司書補
賃金(時給)▶ ①860円②920円③890円
勤 務▶ 午前8時45分～午後5時15分、午前11時45

分～午後8時15分、週5日
勤務場所▶ 図書館
登録有効期間▶12月27日(金)まで
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、直接、人事

課(☎85－6021)へ ※②③に登録する場合
は、資格証の写しを持参

ファミリー・サポート・センターの会員
　ファミリー・サポート・センターは、子育ての
援助を受けたい人(依頼会員)と、子育ての援助を
したい人(援助会員)とが互いに助け合う会員組織
です。
対 象▶ ○依頼会員…6か月～小学6年生の子ども

がいる市内在住か在勤、在学の人○援助
会員…市内に在住し、子育ての手伝いを
することができる20歳以上の人　※いず
れの会員も講習会の受講が必要。資格や
経験、性別は不問。依頼会員は報酬の支
払いが必要

会員になるための講習会
と き▶ 8月5日(月)午後1時～ 5時
ところ▶ かすがいげんきっ子センター
内 容▶ 子どもの体と病気、心理、安全と応急手

当てなど、会員活動に必要な知識を学ぶ
定 員▶ 30人(託児10人、6か月～未就学児)〈先着

順〉
申し込み▶ 証明写真(縦4㎝×横3㎝)2枚と印鑑(朱肉

を使うもの)を持って、かすがいげんき
っ子センター内、ファミリー・サポート
・センター (☎35－3516)へ

げんきっ子会議 出演者
ぼく、わたしのメッセージを伝えよう
と き▶ 11月16日(土)午前10時～ 11時30分　※リ

ハーサルは11月2日(土)午前10時～正午
内 容▶ ｢たんけん隊のしゅっぱつだ！勇気のボ

ールをあつめるぞ！ ｣をテーマに発表し
たり、クイズ・ゲームなどをして、市長
と楽しく交流したりする

対象・定員▶ 市内在住の年長～小学6年生・25人(抽選)
ヒップホップ
練 習▶ 9月18日～ 11月13日の

水曜日(11月6日を除く
8回)午後4時～ 5時

講 師▶ 加納美知子
対象・定員▶ 11月16日(土)のげ んき

っ子会議に出演できる
市内在住の小学生・24人(抽選)

ところ・申し込み▶｢ぼく、わたしのメッセージ
を伝えよう｣は8月30日(金)〈消印有効〉ま
でにはがきかファクス(きょうだいは連
名可)に、｢ヒップホップ｣は8月15日(木)
〈消印有効〉までに往復はがき(きょうだ
いは連名可)に催し名、住所、氏名(ふり
がな)、学校名(園名)、学年、性別、保護
者名、電話番号を書いて、〒486－0945
勝川町8－2858－1、かすがいげんきっ子
センター (☎35－3501、ＦＡＸ34－1121)へ
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野外揮毫(きごう)大会の作品
内 容▶ Ａ4判のコピー用紙などに｢私の1番好き

な日本語｣を毛筆で書き、10月19日(土)に開
催する春日井まつり野外揮毫大会で、巨
大な用紙に貼り付けてアート作品を作る

申し込み▶ 10月4日(金)〈必着〉までに、直接か郵
送、ファクス、スキャンしてＥメールで、
〒486－8686春日井市役所市民活動推進
課内、春日井まつり実行委員会事務局(☎
85－6622、ＦＡＸ85－5522、Ｅメール
katsudo@city.kasugai.lg.jp)へ　※当日参
加も可

 ホームページ　http://www.kasugai－
matsuri.com/

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
初めてのフラダンス教室
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時～11時30分
内 容▶ 基本ステップとハンドモーションを習う
講 師▶ 信子ケハウラニ近藤
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
骨盤エクササイズ教室
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午後1時30分～ 3時
内 容▶ 骨盤のゆがみを正し、全身を引き締める
講 師▶ 稲川聡子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ いずれも8月15日(木)〈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)、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0304神屋町字引沢57－1へ

環境分析センター　☎51－6110
親子おもしろ実験室
と き▶ 8月20日(火)午前10時～正午
内 容▶ 河川水の簡易測定による分析体験や液体

窒素による氷点下196℃の体験など
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者

・10組(先着順)
申し込み▶ 8月5日(月)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの夏剪定(せんてい)
と き▶ 8月24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
ドライフラワー教室～プリザーブドフラワーを使
ったテーブル飾り
と き▶ 8月31日(土)午前10時～正午
講 師▶ 山口真以子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2000円
持ち物▶ はさみ
おしゃれ園芸教室～籠に秋の寄せ植え
と き▶ 9月28日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ ハンギングマスター
定 員▶ 35人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用はさみ
 
申し込み▶ ｢おしゃれ園芸教室｣は8月15日(木)〈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)、電話番号を
書いて、〒487－0001細野町3249－1へ、
それ以外は8月6日(火)から、電話で

中央公民館　☎33－1111
楽しく親子でリトミック
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時30分～ 11

時30分
内 容▶ ピアノに合わせて歌い、身体を動かして

リズム遊びをしながら、音楽に親しみ集
団生活に慣れる

講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児(2歳以上)とその保

護者・45組(抽選)　※今年度受講してい
ない人優先

申し込み▶ 8月14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)、
電話番号を書いて、〒486－0913柏原町1
－97－1へ

保育園の臨時職員登録者
登 録▶ 随時受け付け(欠員などに応じて登録者

の中から採用)
職 種▶ 1日勤務保育士(平日7時間30分＋土曜日

隔週4時間勤務)、長時間保育対応保育士
(平日午前7時～ 10時、午後4時～ 7時の
間の勤務)　※勤務日・勤務時間は相談

勤務地▶ 市立保育園
賃金(時給)▶ 900～1230円(資格、時間帯、勤務内容に応

じて)　※交通費を1通勤につき230円支給
申し込み▶ 写真(縦4㎝×横3㎝)、印鑑、保育士証の写

しを持って、直接、保育課(☎85－6205)
へ　※履歴書は保育課指定のものを使用
(市ホームページからダウンロードも可)
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エコメッセ春日井　☎88－5006
暮らしの整理術教室
と き▶ 8月30日(金)、9月6日(金)〈2回〉午前10時

～ 11時30分
内 容▶ 暮らしにエコな整理術を学ぶ
講 師▶ 大原友美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・36人(先着順)
費 用▶ 教材費150円
端布のリフォーム教室
と き▶ 8月31日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ ネクタイでポシェットを作る
講 師▶ なずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 裁縫道具、チャコペン、30㎝物差し
 
申し込み▶ いずれも8月6日(火)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
持ち込みパソコン教室
と き▶ 9月8日～ 29日の毎週日曜日(4回)午前9時

30分～ 11時30分
内 容▶ デジタル写真の編集
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズＸＰ以上対応でワードの入

っているノートパソコン、デジタルカメラ
申し込み▶ 8月23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
話番号を書いて、〒486－0947知多町4－
64－1へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
エンディングノート講座
と き▶ 9月11日～ 11月27日の水曜日(9月18日、

10月2日・23日、11月6日を除く8回)午前
10時～ 11時30分

ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ エンディングノートの書き方と周辺の予

備知識を具体例を交えて解説し、ノート
の完成を目指す

講 師▶ 日本自分史センター相談員・安藤錦風、
税理士・冨田裕平(11月13日・20日のみ)

定 員▶ 40人程度(抽選)　※応募者が少ない場合
は中止

費 用▶ 受講料5000円(教材費込み)
申し込み▶ 8月16日(金)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクス、Ｅメールに講座名、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を書いて、〒486
－0844鳥居松町5－44、ＦＡＸ82－0213、
Ｅメールws1@kasugai－bunka.jpへ

ハーモニー春日井　☎88－0677
｢気象・地震のお話｣講座
と き▶ 9月1日～ 22日の毎週日曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
内 容▶ 気象や地震のメカニズムを実験を交えて

学ぶ
講 師▶ 鈴木東
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円(親子で参加の場合、中学

生以下は無料)
初心者のための篠笛入門講座
と き▶ 9月5日～ 10月17日の木曜日(10月10日を

除く6回)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 木管楽器の篠笛で日本の美しい音色を吹

いて楽しむ
講 師▶ 岩田真由美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 篠笛(7本調子)プラスチック管(ない人は

1500円で購入可、貸し出しは無料)
小学生アウトドア教室
と き▶ 9月8日(日)・23日(祝)、10月6日(日)・13

日(日)〈4回〉午前9時～ 11時30分
内 容▶ ボーイスカウト活動の技能を通し、自然

の中で楽しい遊びを体験すると同時に生
活に役立つ技能を学ぶ

講 師▶ ボーイスカウト春日井第2団育成会代表
者・中村隆二

対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・16人(抽選)
費 用▶ 教材費500円(保険料・材料代含む)
 
申し込み▶ いずれも8月13日(火)〈消印有効〉までに、

往復はがきに講座名、住所、氏名(ふり
がな)、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0302西尾町392へ

少年自然の家　☎92－8211
山ガール・山女子入門・夏
と き▶ 9月6日(金)午前9時30分～午後2時30分
内 容▶ 里山の自然観察とハイキング、ヨガを体

験する
講 師▶ 菊池英子
対象・定員▶ 18歳以上の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 8月15日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、
性別、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.spofure－
kasugai.or.jp/natures/index.html

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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児童センター　☎87－6866
親子川あそび教室
と き▶ 8月31日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 多治見市土岐川観察館とその周辺河川　

※午前9時に児童センターに集合
対象・定員▶ 市内在住の小中学生とその保護者(2人1

組)・15組(抽選)
費 用▶ 1組200円
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 8月20日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に教室名、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、〒486－0857浅山町1－2－61へ

男女共同参画課　☎85－4401
託児ボランティア養成講座
と き▶ 9月の毎週木曜日(4回)午前10時～ 11時30

分(19日のみ正午まで)
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ 市職員が講師となって、託児ボランティ

アとして必要な知識などを身に付ける。
受講後は、レディヤンかすがいでの託児
ボランティアとして活動可

定 員▶ 20人(抽選)
申し込み▶ 8月20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、〒486－0844
鳥居松町2－247へ

市文化協会の講座
初心者の為の生け花講座
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午後1時30分～ 3時

30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 神野幸甫
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 4000円(4回分)
持ち物▶ 花切りばさみ
問い合わせ▶ 市華道連盟協会・神野(☎84－3700)
健康カラオケ講座
と き▶ 9月8日～ 22日の毎週日曜日(3回)午後1時

30分～ 3時
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 逵幸彦
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
費 用▶ 1000円
問い合わせ▶ 逵歌謡協会・逵(☎88－3166)
 
申し込み▶ いずれも8月13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、〒486－
8686春日井市役所文化課(☎85－6079)へ

生涯学習課　☎85－6447
名城大学連携講座～農学基礎講義｢野菜栽培で知
っておきたいこと｣
と き▶ 8月21日(水)午後1時30分～ 3時20分
ところ▶ 名城大学農学部附属農場(鷹来町)
講 師▶ 名城大学准教授・森田隆史
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着順)
申し込み▶ 8月8日(木)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
パソコン活用講座
と き▶ 9月の毎週木曜日(4回)午後1時30分～3時

30分
内 容▶ 暮らしに役立つインターネットの活用術

を学ぶ
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズビスタ以上対応のノートパソコン
心もスッキリ！住まいの整理収納術
と き▶ 9月10日(火)・17日(火)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 大原友美
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
 
申し込み▶ いずれも8月16日(金)〈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)、性別、年齢、電話番号を書いて、
〒480－0305坂下町4－250－1へ

レディヤンかすがい　☎85－4188
パソコン講座～ワード・エクセル初級
と き▶ 9月8日～ 29日の毎週日曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズビスタ以上対応でワード、

エクセルの入っているノートパソコン
申し込み▶ 8月16日(金)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

相談時間▶木曜日（年末年始を除
　　　　　く）午前10時～正午、午
　　　　　後1時～3時

家族介護者のストレス相談
☎84－4611
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サン・アビリティーズ春日井
障がい者スポーツ教養文化講座｢レクリエーショ
ン講座｣
と き▶ 8月22日、9月12日・26日、10月10日・17

日の木曜日(5回)午後7時～ 9時
講 師▶ 市体操連盟
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 8月18日(日)までに、直接か電話、ファク

スで、☎84－2611、ＦＡＸ84－3005へ

介護保険課　☎85－6187
歯°(ぱ)たからセミナー ｢誤嚥(ごえん)性肺炎を予
防しよう！ ｣
と き▶ ①9月12日(木)②9月19日(木)午後1時30分 ～

3時
ところ▶ ①保健センター②西部ふれあいセンター
内 容▶ 講話と口腔(こうくう)機能のチェック
講 師▶ 市歯科医師会歯科医師
対象・定員▶ 市内在住か在勤で65歳以上の人・30人(先

着順)
申し込み▶ 8月5日(月)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
｢手先を使って認知症予防｣～千羽鶴を楽しむ
と き▶ 8月17日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春

日井
講 師▶ 丹羽兌子
定 員▶ 40人(先着順)
持ち物▶ はさみ
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井(☎32－1117)へ　
無理なくバランスよく食べよう
と き▶ 8月20日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑
講 師▶ 管理栄養士・寺井知子
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ
フラダンスで筋力アップ
と き▶ 8月23日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 小笠原小百合
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
｢低栄養予防教室｣～夏野菜カレー食べて汗かこ
う
と き▶ 8月29日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 地域包括支援センター職員
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ 米80g、エプロン、三角巾
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5829)へ

市子育て支援センター (上八田保育園内)
子育てサロン～親子の触れ合い遊び
と き▶ ①9月6日(金)・13日(金)・20日(金)〈3 回〉

②10月3日(木)・10日(木)・17日(木)〈3 回〉
 ③11月1日(金)・7日(木)・15日(金)〈3回〉
 ④9月27日(金)⑤10月24日(木)、①～③午

前10時～ 11時30分④⑤午前10時～ 11時
10分

ところ▶ ①④グリーンパレス春日井②⑤総合体育
館③西部ふれあいセンター

対象・定員▶ ①～③市内在住の1歳6か月以上の未就園
児とその保護者・各30組(先着順)④⑤市
内在住の4～ 12か月の未就園児とその保
護者・各15組(先着順)

申し込み▶ 8月6日(火)午前9時から、☎85－8824へ
 ※5月～ 7月に参加した人は申し込み不

可。④⑤はいずれか1回のみ申し込み可

総合福祉センター　☎84－3611
ちぎり絵～和紙で作品を作る
と き▶ 9月13日～ 10月4日の毎週金曜日(4回)午

前10時～ 11時30分
講 師▶ 伊藤智美
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・25人(抽選)
費 用▶ 受講料520円、材料費1800円
申し込み▶ 8月16日(金)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、
電話番号、身体障がい者は障がい名も書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

 ※身体障がい者は受講料無料。初回受付
時に障がい者手帳の提示が必要

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。

味美ふれあいセンター　☎31－3522
絵手紙入門教室
と き▶ 9月の毎週木曜日(4回)午前10時～正午
講 師▶ 西山貴美子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
申し込み▶ 8月23日(金)〈必着〉までに、往復はがきに講

座名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
書いて、〒486－0958西本町1－15－1へ
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グリーンパレス春日井　☎84－0381
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 9月4日～ 10月23日の毎週水曜日(8回)午

前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料2400円
ハワイアンフラ教室
と き▶ 9月5日～ 10月10日の毎週木曜日(6回)午

前10時30分～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1800円
 
申し込み▶ いずれも8月15日(木)〈必着〉までに、往

復はがき(1講座1枚)に講座名、住所、氏
名(ふりがな)、電話番号、市外在住の
人は勤務先か学校名も書いて、〒486－
0817東野町字落合池1－2へ

保健センター　☎91－3755
はじめてエアロ～踏み出せないあなたのための入
門コース
と き▶ 9月の毎週水曜日(4回)午後1時30分～ 2時

30分(1時から受け付け)
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
健康ヨガ教室～ヨガを利用した運動教室
と き▶ 9月の毎週木曜日(4回)午後1時30分～ 2時

30分(1時から受け付け)
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ いずれも8月14日(水)〈必着〉までに、直

接かはがき、ファクス(1講座1枚)に講座
名、住所、氏名、生年月日、性別、電話
番号を書いて、〒487－0011中央台1－1
－7、ＦＡＸ91－3739へ

あいちトリエンナーレ
と き▶ 8月10日(土) ～ 10月27日(日)
ところ▶ 愛知芸術文化センター (名古屋市東区)、

名古屋市美術館(名古屋市中区)など
内 容▶ 最先端の現代美術、ダンスや演劇などの

パフォーミングアーツ、オペラ公演など
問い合わせ▶ あいちトリエンナーレ実行委員会事務局

(☎052－971－6111)

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時～11時30分
ところ▶ 坂下公民館
内 容▶ 肩凝り・腰痛予防のストレッチ体操や簡

単な軽運動
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 8月4日(日)午前9時から、電話で

市体育協会加盟団体の講座
太極拳教室
と き▶ 8月17日～ 9月28日の土曜日(9月21日を除

く6回)午前9時～ 10時
ところ▶ 鳥居松小学校
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 受講料2000円
問い合わせ▶ 市武術太極拳協会・川水(☎090－9926－

3065)
硬式テニス初級者教室
と き▶ 8月24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▶ ｢太極拳教室｣は8月13日(火)〈必着〉までに

はがきに、｢硬式テニス初級者教室｣は8月
17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、｢硬式テニ
ス初級者教室｣は経験年数も書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3 、総合体育館へ

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！ ｣
と き▶ 8月28日(水)午前9時30分

～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
内 容▶ 最新の育児事情、もく浴

などの育児方法を学ぶ
対象・定員▶ 市内在住で、もうすぐ孫

が生まれる人か乳児(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▶ 8月5日(月)から、電話で
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｢はっぴーサボテン商品券｣一般販売
期 間▶ 8月1日(木) ～ 11日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所、大垣共立銀行・東春

信用金庫の市内各支店(予定)
対 象▶ 市内在住の人　※1人1回10セット(額面

金額5万5000円分)まで、家族分も購入可
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

認知症市民講座
と き▶ 8月10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▶ ｢認知症の家族を介護した経験から｣認知

症の人と家族の会　
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(当日先着順)
問い合わせ▶ 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)

食の安全・安心タウンミーティング
と き▶ 8月30日(金)午後2時～ 4時
ところ▶ 市内の食品工場
内 容▶ 工場見学、意見交換会(食品表示など)
対象・定員▶ 市内在住の人・10人(抽選)
申し込み▶ 8月5日(月) ～ 9日(金)に、県春日井保健所

食品安全課(☎31－2180)へ

養護学校体験入学
春日台養護学校
月 日▶ 9月12日(木)…小学部、9月26日(木)…小・

中学部
対 象▶ 来年度に小中学校に入学予定の知的な発

達に遅れや情緒に障がいのある子どもと
その保護者

申し込み▶ 春日台養護学校(☎88－0811)へ
小牧養護学校
月 日▶ 9月25日(水)、10月25日(金)
対 象▶ 来年度に小中学校に入学予定の手足の不

自由な子どもとその保護者
申し込み▶ 小牧養護学校(☎73－7661)へ
※いずれも教育相談は随時実施

母子家庭などを対象とした就業支援講習会
介護職員初任者研修①Ａ－2コース②Ｂコース③
Ｄコース④Ｅコース(④のみ託児付き)
と き▶ ①9月28日(土) ～平成26年2月1日(土)〈16

回〉②9月28日(土) ～平成26年1月25日(土)
〈16回〉③9月28日(土) ～平成26年2月8日
(土)〈17回〉④9月29日(日) ～平成26年2月
9日(日)〈17回〉、①～③午前9時～午後5
時④午前9時30分～午後5時30分　※ほか
自宅学習40.5時間

ところ▶ ①③④ＳＦＮアカデミー金山校(名古屋
市中区)②未来ケアカレッジ名古屋駅前
校(名古屋市中村区)

内 容▶ 介護職員初任者研修課程の習得
定 員▶ 各20人(抽選)
費 用▶ 教材費①③④6300円②5300円
経理事務講習(託児付き)
と き▶ 9月28日(土) ～平成26年1月4日(土)〈15回〉

午前10時～午後3時40分
ところ▶ 東京リーガルマインド(名古屋市中村区)
内 容▶ 簿記の基本と企業会計、税務会計、コン

ピューター会計実習など
定 員▶ 40人(抽選)
費 用▶ 教材費2838円
パソコン講習(中級)
と き▶ 10月19日(土) ～平成26年2月15日(土)〈15

回〉午前10時～午後3時40分
ところ▶ 名古屋情報メディア専門学校栄サテライ

ト教室(名古屋市中区)
内 容▶ ワード、エクセルの応用(パソコンの基

本操作とワード、エクセルの基本操作が
できる人)

定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2500円
対 象▶ いずれも母子家庭の母か寡婦で全日程参

加できる人
申し込み▶ 8月1日(木) ～ 22日(木)に、所定の用紙(子

ども政策課に用意)に記入して、子ども
政策課(☎85－6208)へ

主 催▶ 県母子寡婦福祉連合会

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。

川をきれいにして夏をさがそう！
と き▶ 8月11日(日)午前8時30分～11時(雨天中止)
ところ▶ 庄内川河川敷(新東谷橋東側グラウンド

周辺)
内 容▶ 河川敷の掃除をした後、川の中の水生生

物を調査(ガサガサ)する
対象・定員▶ 小中学生とその保護者・60人(先着順)
持ち物▶ 軍手、帽子、水中でも脱げない履物
申し込み▶ 8月5日(月) ～ 9日(金)に、環境政策課(☎

85－6216)へ
主 催▶ かすがい環境まちづくりパートナーシッ

プ会議

中部大学キャンパスコンサート
と き▶ 9月21日(土)午後2時～3時30分(1時30分開場)
ところ▶ 三浦幸平メモリアルホール(松本町)
内 容▶ 徳田真侑バイオリン・リサイタル、共演

者・富田弥重子(ピアノ)
対象・定員▶ 小学生以上の人・500人(抽選)
申し込み▶ 9月6日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に演奏会名、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒487－8501松本町
1200、中部大学渉外部キャンパスコンサ
ートＫ係(☎51－5250)へ
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総合体育館・サンフロッグ春日井のスポーツ教室

総合体育館・サンフロッグ春日井のスポーツ教室は、上記のほかに、インターネットでも申し込みができます。
ホームページ　http://www.spofure-kasugai.or.jp/

教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

水中ウオーキング教室(基本編)
基本的な水中ウオーキングを練習する

8/10(土)9:00～10:00 高校生か同年齢以上の人・20人
(先着順) 500円

水中ウオーキング教室(応用編)
効果的な水中ウオーキングを練習する

8/17(土)9:00～10:00 高校生か同年齢以上の人・20人
(先着順) 500円

クロールを覚えよう①～③
クロールを基本から練習する

①9/3～10/3の火・木曜日(17日・24日を除く8回)
17:00～18:00
②9月の毎週水・金曜日(8回)17:00～18:00
③9月の毎週水・金曜日(8回)18:15～19:15

小学生・各35人(抽選) 4000円

平泳ぎを覚えよう
平泳ぎを基本から練習する

9/3～10/3の火・木曜日(17日・24日を除く8回)
18:15～19:15

クロールで25ｍ以上泳げる小学生
・25人(抽選) 4000円

水中運動
水の特性を生かした運動を行う

9月の毎週水曜日(4回)9:20～10:20 高校生か同年齢以上の人・45人
(抽選) 2000円

ロングスイミング教室
長距離を泳ぐことができるよう練習する

9月の毎週水・金曜日(8回)10:30～11:30 クロールで25ｍ以上泳げる高校
生か同年齢以上の人・20人(抽選) 6000円

親子で幼児水泳①②
親子で水慣れから水泳の基本を練習する

①9/4～10/23の毎週水曜日(8回)16:00～16:45
②9月、10月の毎週金曜日(8回)16:00～16:45

平成19年4月2日～22年4月1日に
生まれた幼児と保護者(幼児１人に
つき保護者１人必要)・各30組(抽選)

5000円

MONOアクア(初・中級)
さまざまな道具を使った総合的な水中エアロ

9月の毎週木曜日(4回)9:20～10:20 高校生か同年齢以上の人・50人
(抽選) 2000円

脂肪燃焼アクア(２か月コース)
効率のよい脂肪燃焼を目指した水中エアロ

9/5～10/24の毎週木曜日(8回)10:40～11:40 高校生か同年齢以上の人・50人
(抽選) 4000円

ソフトアクア(初級)
初心者向きのやさしい水中エアロ

9月の毎週金曜日(4回)9:20～10:20 高校生か同年齢以上の人・50人
(抽選) 2000円

　　　　  「水中ウオーキング教室」は8月4日(日)午前9時から電話で、それ以外は8
月15日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき1枚)に教室名(①～③の別も)、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話番号、市外在住の人は勤務先か学校名、園名も
書いて、〒486－0804鷹来町4286へ

サンフロッグ春日井
（☎56－2277）

申し込み

教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

癒やしのストレッチ体操
ストレッチ体操で心身ともにリラックス

9月の毎週水曜日(4回)10:45～11:45 高校生か同年齢以上の人・40人
(抽選） 1200円

小学生の球技入門(サッカー)
ドリブルなど、サッカーの基本を学ぶ

9/13～10/4の毎週金曜日(4回)17:30～18:30 小学1・2年生・35人(抽選) 1000円

ジュニア養成教室(サッカー)
基礎から応用まで練習して、試合をする

9/13～11/1の毎週金曜日(8回)19:00～20:30 小学3～6年生・35人（抽選） 3000円

総合体育館
(☎84－7101）

　　　　　　8月15日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき1枚)に教室名、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話番号、市外在住の人は勤務先か学校名も書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3へ

申し込み
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カエルの合唱発表会
とき▶8月11日(日)午後2時～3時30分　ところ
▶文化フォーラム春日井　曲目▶「ホームソン
グメドレー」「水のいのち」 定員▶190人(当日
先着順)　問い合わせ▶カエル会・原田(☎85－
3300)

ルネッサンスシティ勝川納涼音楽祭
とき▶8月17日(土)午後3時45分～9時　ところ
▶勝川駅前公園(松新町1)　内容▶市内10団体
による演奏と｢しがせいこ｣のミニライブ　※抽
選番号付きのうちわの配布あり　問い合わせ▶
松新開発㈱・塚本(☎32－2955)

障がい年金相談会
とき▶8月17日(土)、9月21日(土)、10月19日(土)午
前9時～午後5時　ところ▶グリーンパレス春日
井　内容▶社会保険労務士による障がい年金無
料相談会　定員▶5人(先着順)　申し込み▶電
話で、社会保険労務士鈴木事務所(☎34－4680)
へ

中部大学フェア～人づくり・モノづくり・コト
づくり・夢づくり
とき▶8月23日(金)午前10時～午後4時30分(9時
30分開場)　ところ▶中部大学(松本町)　内容▶
シンポジウム、研究紹介ブース展示、講演会、
施設見学会など　問い合わせ▶中部大学研究
支援センター(☎51－4852)

東海学シンポジウム
とき▶10月6日(日)午前9時30分～午後4時30分
ところ▶市民会館　講演▶「縄文人の酒」元長
野県考古学会会長・桐原健、「伊勢神宮の神饌
(しんせん)」京都教育大学名誉教授・和田萃、「日
本料理の成立と展開」国士舘大学教授・原田信
男、「東海の豆味噌」東京農業大学名誉教授・
小泉武夫、「きしめんの基層をさぐる」近畿大
学名誉教授・野本寛一　討論▶「東海の食文化
を見直す」司会・日本福祉大学名誉教授・福岡
猛志定員▶1000人　参加費▶4000円(資料代含
む)　申し込み▶所定の用紙かはがきに住所、
氏名、電話番号を書いて、〒486－0915八幡町
11、八幡コーポ103号、東海学センター資料室(☎
29－8230)へ

※展示時間は各施設に問い合わせてください

　掲載を希望する人は、掲載希望号の1か月前
までに、申請書(市ホームページに用意)に記入
して、後援等決定通知書の写しなどを添えて、
〒486－8686春日井市役所広報広聴課(☎85－
6036、ＦＡＸ84－7421)へ

と こ ろ と　き 展 示 名 出 品 者
坂下公民館 （☎88－5555）8/1（木）～31（土） 昭和を撮ったカメラ展 伊藤博之

グリーンピア春日井（☎92－8711）
8/2（金）～7（水） 写真展 写遊グリーンピア
8/9（金）～11（日） サギソウと山野草展 春日井山草会

味美ふれあいセンター（☎31－3522）8/3（土）～15（木） 写真でたどる木曽街道展 文化財友の会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）8/3（土）～15（木） スリランカの子どもたちの絵展 スリランカ友の会

エコメッセ春日井 （☎88－5006）8/3（土）～30（金）
手作り電車模型展 沢村武昭

Ｎゲージ鉄道ジオラマとレ
トロミニカー展 伊藤政弘・尾関術

鷹来公民館 （☎84－7071）8/4（日）～11（日） 水辺の野草と盆栽展 青紅会
文化フォーラム春日井（☎85－6868）8/6（火）～11（日） フォトクラブ風写 写真展 フォトクラブ風写
南部ふれあいセンター（☎85－7878）8/6（火）～17（土） 野鳥写真展 春日井バードフォトクラブ
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水道修繕

公
道

平日（8：30～17：15）
（
有
料
）

宅
地
内

管工事業協同組合（☎83－8288）か
市指定給水装置工事事業者
※アパート、マンションなどは、
事前に管理者へ

水道工務課（☎85－6420）
土・日曜日、祝休日、夜間
市役所守衛室（☎81－5111）

火災情報☎0180－995－999

相談

月～金曜日 8：30～17：00
※祝休日および夜間の緊急連絡は児童
虐待防止ホットライン
（☎85－6487 ･ 24時間受け付け）
子ども政策課（☎85－6229）

①火～日曜日 9：00～12：00、13：00～
17：00 ②火～金曜日 13：00～16：30
※月曜日（月曜日が祝休日の場合は、その
直後の祝休日でない日）は休み、事前予約可
男女共同参画課
（①☎85－7867  ②☎85－7871）

精神科医師  第3火曜日 14：00～16：00
臨床心理士  第4水曜日 14：00～16：00
※予約制
健康増進課（☎85－6172）

①ＤＶ相談　②女性の悩み相談

メンタルヘルス相談

診療時間帯
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

平日
夜間 内科・小児科、外科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

土
曜
日

内科・小児科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

在宅緊急医
外科

8/3 はやかわクリニック（下市場町6） ☎89－3388

8/10 あさひ病院（下原町） ☎85－0077

8/17 肛門科安藤外科（若草通3） ☎33－7033

8/24 遠藤整形外科クリニック（前並町1） ☎35－6877

8/31 あさひ病院（下原町） ☎85－0077
日・
祝
休
日

内科・小児科、外科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

歯科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

県小児救急電話相談 ☎＃8000（短縮番号）または052－962－9900 毎日19:00～23:00

受け付けは、いずれも終了30分前までで保険証、受給者証、現金などが必要です。
いずれも連絡が取れないときは、県救急医療情報センター（☎81－1133）へ

緊急医

市税等の納期限

…診療時間帯
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★

毎週水曜日（祝休日、年末年始を除く）は、収納課19時まで、市民課19時30分まで
上記の業務を行っています。取り扱い業務など詳しくは問い合わせてください。

業務を行っている課 業務内容 月日 時間
 市民課
 ☎85－6136

戸籍届、住民異動届、印鑑登録、
住民票などの証明書の発行

8/4､11､25
 8：30～12：00、
13：00～17：00

 市民税課
 ☎85－6093

所得、課税、非課税、扶養、
事業所の各証明書の発行

 保険医療年金課
 ☎85－6156

国民健康保険加入および喪失 
の届け出

8/25
 収納課
 ☎85－6111 納付・納税相談  9：00～12：00、

13：00～16：00

日曜日・平日時間外の市役所業務

児童虐待防止相談

39

・市民税・県民税2期
・国民健康保険税3期
・介護保険料2期
・後期高齢者医療保険料1期
納期限▶9月2日(月)
　最寄りの金融機関やコンビニエン
スストアで納付してください。



　安全行動訓練の他にも、住民避難や避難所設
置、初期消火、救出・救護、炊き出し、防災関
係機関の訓練、防災用品の展示などを行います。
※会場周辺の交通規制に協力をお願いします。

と　き　8月25日 ( 日 ) 午前 8時～ 10 時 50 分
ところ　小野小学校

次の 3つの情報を選択して登録することで、携帯電話やパソコンに
メールで情報が届きます。

こんな情報が
受信できます

　右のＱＲコードを読み取るか、空メールを t‒kasugai@sg‒m.jp に送信して登録サイトへアクセスしてください。
※登録料・情報提供料は無料ですが、通信料は利用者の負担になります。

パソコンから登録　
https://service.sugumail.com/kasugai/member/

問い合わせ　市民安全課(☎85－6064)

市内一斉の安全行動(シェイクアウト)訓練を実施

8月25日(日) 午前8時40分から実施

安全安心情報ネットワーク

　大地震のとき、何よりも大切なことは｢自分自身の身体を
守る｣こと。市では、総合防災訓練に合わせて市内一斉の安
全行動訓練を実施します。訓練場所は｢そのときあなたがい
る場所｣で、訓練時間は3分間程度。いざというときに備えて、
ぜひ参加してください。
　訓練は安全安心情報
ネットワークに登録す
ることで配信される
メールにより行ってく
ださい。

携帯電話から登録

QRコード

▶

1 2 3

防犯などの
安全安心情報
火災などの
消防情報

地震情報や警報・
注意報の気象情報

※今回実施する安全行動訓練の
　メールは、気象情報登録者を
　対象に配信されます。

総合防災訓練
守る力を全ての人に

▶
▶

　安全行動訓練の他にも、住民避難や避難所設
置、初期消火、救出・救護、炊き出し、防災関
係機関の訓練、防災用品の展示などを行います。
※会場周辺の交通規制に協力をお願いします。

と　き　8月25日 ( 日 ) 午前 8時～ 10 時 50 分
ところ　小野小学校▶

▶

　安全行動 (シェイクアウト)訓練は、大地震が発生したと想定し、
①姿勢を低く(DROP! ) ②体・頭を守って(COVER! ) ③揺れが
収まるまで動かない(HOLD ON! )という｢安全行動の１－2－3｣を
実行する訓練です。

ホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp/
携帯電話用ホームページ
http://mobile.city.kasugai.lg.jp/

この広報誌は再生紙と大豆油を原料としたSOY INKを使用しています。

発行／春日井市　☎（0568）81－5111（代）

まちの動き
人　口 （＋513）

世帯数
30万9680人
12万8189世帯 （＋714）

平成25年7月1日現在 （　）内は前年同日比

（72件）

（9人）

（6637件）

火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

10件
1063件

0人
平成25年6月 （　）内は1月からの累計

　　　〒486－8686　愛知県春日井市鳥居松町5－44
編集／企画政策部広報広聴課　☎（0568）85－6036　
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