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地球に優しい、おいしいごはん
情報あ・ら・か・る・と
ＰHOTO スケッチ
各種お知らせ
まちのイベントNEWS
緊急医など
消防団員募集

「春日井市の西の玄関づくり」勝川駅周辺整備が終了し、さまざまな施設が完成しました「春日井市の西の玄関づくり」勝川駅周辺整備が終了し、さまざまな施設が完成しました「春日井市の西の玄関づくり」勝川駅周辺整備が終了し、さまざまな施設が完成しました
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生活の中で欠かすことのできない食事。毎日のことだからこそ、安全・安心な食材を使ったごはんを食べたいものです。
また、おいしくごはんを食べることは、食べ残しや食品の廃棄を減らし、環境への配慮にもつながります。地球に優しい
食生活について考えてみましょう。

　最近では、スーパーなどの店頭に1年中
さまざまな食材が並んでいますが、食材に
はそれぞれ｢旬｣があります。旬は、その食
材が一番多く収穫できる時期であり、安価
で購入できるだけでなく、栄養価も豊富で
す。旬の食材を上手に使った栄養たっぷり
のごはんを食べましょう。

　地産地消とは、その地域で生産されたも
のをその地域で消費することです。地産地
消のよいところは、輸送にかかるコストや環
境への負荷を低減する、新鮮な食材を手
に入れることができることです。さらには、
地場産業を活性化することができ、食料自
給率を高めるといった利点もあります。

栄養たっぷり旬のもの栄養たっぷり旬のもの

エコクッキングでごはんを作ろう

環境に優しい地産地消環境に優しい地産地消

あいちの旬あいちの旬菜カレンダー菜カレンダーあいちの旬あいちの旬菜カレンダー菜カレンダーあいちの旬菜カレンダー

食材選びでＣＯ₂削減！
　皆さんはフード・マイレージという言葉を知っていますか。フ
ード・マイレージとは、食料の輸送量に輸送距離を掛け合わせ
た指標のことです。生産地が遠ければ遠いほど、輸送距離も
長くなり、船やトラックなどから排出される二酸化炭素も多くなり
ます。つまり、地元で生産されたものを食べることはフード・マ
イレージを減らし、地球環境を守ることにもつながるのです。
　また、日本は諸外国に比べフード・マイレージの値が大きくな
っています。皆さんも食材を選ぶときに産地を意識し、ＣＯ₂削減
に貢献してみませんか。

地球に優しい、地球に優しい、
おいしいごはんおいしいごはん
地球に優しい、地球に優しい、
おいしいごはんおいしいごはん
地球に優しい、地球に優しい、
おいしいごはんおいしいごはん
毎年6月は「食育月間」「環境月間」です

色が濃いほど県内出荷量が多い時期を、実線の矢印は露地で普通栽培をした場合の収穫期を表しています。

品　目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
トマト
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タマネギ
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フード・マイレージの比較

日　本
韓　国
アメリカ
イギリス
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9002

3172

2958

1880

1万
（億t・km）

資料：「食料品の総輸入・距離（フードマイレージ）
とその環境に及ぼす負荷に関する考察」
参照（農林水産政策研究第5号 2003）

出典：県ホームページ 「いいともあいち情報広場」より抜粋
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ヘルスメイト  山田会長

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6164）、環境政策課（☎85－6216）

　エコクッキングとは、環境のことを考えて、｢買い物｣｢料理｣｢片付け｣をすることです。旬のものや地域で生産されたも
のを選ぶ以外にも、｢エコクッキング｣の例としては、次のようなことがあります。

　旬の食材をたっぷり使い、1つの鍋（フライパン）で調理できる献立をヘルスメイト※と一緒に実際に作ってみました。皆
さんも地球にも体にも優しいごはんを作ってみませんか。　※ヘルスメイト：｢食｣の大切さ、良い食生活の普及のため
に地域で活動する食育ボランティア

　今回のレシピのラタトゥイユに、
アスパラの豚肉巻きで切り落とし
たアスパラを細切りにして具材と
して使うと、食材を有効活用でき
ます。
　また、これからの季節は桃が
おいしくなるので、春日井産の
桃をデザートとして添えても良い
ですね。

栄養たっぷり旬のもの

エコクッキングでごはんを作ろうエコクッキングでごはんを作ろう

環境に優しい地産地消

あいちの旬菜カレンダーあいちの旬菜カレンダー

地球に優しい、
おいしいごはん
地球に優しい、
おいしいごはん
地球に優しい、
おいしいごはん

作り方
①ベーコンは2～3㎝の長さ、タマネギはくし型
に切る。ナスは2㎝の厚さの輪切り、ピーマ
ンは乱切りにする。トマトは湯むきにしてざく
切り、ニンニクはみじん切りにする。

②厚手の鍋に油を入れ、ニンニクを炒め、香
りが出たらベーコン、タマネギ、ナス、ピー
マン、トマトの順に強火で炒める。
③しんなりしてきたら、ワインを注いで、ローリ
エを入れ、ふたをして弱火で20分煮る。塩、
こしょうで味を調える。

作り方
①アスパラは根元の堅い部分を切り落とし、下
の方のはかまを除く。
②アスパラに肉をしっかり巻きつける。（斜めに
巻きつける）
③サラダ油をひいたフライパンを熱し、巻き終
わりを下にして焼き、焼き固まったら転がしな
がら表面全体に焼き色を付ける。
④Ａを加え、ふたをして弱めの中火で5分ほど
蒸し焼きにする。

材料（2人分）
アスパラ 4本、豚もも肉（薄切り） 60ｇ、
A（上白糖 大さじ1、しょうゆ 大さじ1/2、
水 少々）、サラダ油 小さじ1弱

材料（2人分）
ベーコン 1枚、タマネギ 中1/3個、ナス 中1本、
ピーマン 中2個、トマト 中1個、ニンニク 2ｇ、
サラダ油 小さじ2、塩 ひとつまみ、こしょう 少々、
白ワイン 大さじ1、ローリエ 1枚

旬のアスパラと
愛知県産の豚肉を使った
アスパラの豚肉巻き

愛知県産の野菜を
たっぷり使ったラタトゥイユ

【１人分：エネルギー 118kcal、 塩分 0.7ｇ】
【１人分：エネルギー 107kcal、塩分 0.7ｇ】

○ごみの少ない買い物…必要な分だけ購入。マイバック持参。
○食材をひと工夫…皮や骨などを調理。残り物をアレンジ。
○節水と環境保全…ため洗い。油汚れの拭き取り。
○省エネ料理…火を強くしない。1つのフライパンで同時に調理。

左上からラタトゥイユ、アスパラの豚肉巻き、白飯、
豆腐とわかめのみそ汁。1人分：エネルギー 537kcal
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問い合わせ▶経済振興課（☎85－6246）

市制68周年記念式典で表彰

楽天株式会社と連携協定を締結しました
4月13日(水)、市と楽天株式会社は、相互に協力し、市内の経済と地域社会の発展に寄与することを目
的として、県内の市町村で初めて包括連携協定を締結しました。今後は、ＩＴを活用した地域活性化に
春日井商工会議所とともに取り組んでいきます。

こんな取り組みを始めますこんな取り組みを始めますこんな取り組みを始めます
○インターネットショッピングサイト「楽天市場」の全国各地の特
産品や観光情報をＰＲするページ「まち楽」内に、市内の情報を発
信するブログを開設
○市特産品を掲載した特設コーナーを３か月間設置
○市内事業者向けにインターネットを活用した販路拡大セミナー
の開催　など

6月1日(水)の市制68周年記念式典において、多年にわたり功績のあった次の皆さんを表彰します。(敬称略)

教育の振興▶林薫、横井正信
体育の振興▶百瀬敏明、三輪武子、森正勝
文化の振興 ▶山川徹、木村順一、浅野忠、和田美里
産業の振興▶木野瀬吉孝、加藤久仁明、胡桃澤勝久、

伊藤忠和
農業の振興▶尾関和雄、梶田博子
社会福祉の向上▶中原日出子、熊澤ふぢ子、安藤正江、

楠隆
保健衛生の向上▶山際加代、伊藤道男、谷口直樹、

安勝弘、山田富央、後藤邦之、竹内豊彦、
加藤修三、飯田嘉子、森正巳

問い合わせ▶秘書課（☎85－6016）

防災活動の推進▶江本宜隆
交通安全の推進▶高橋幸三郎、鬼頭久幸
公益寄附▶㈱協和コーポレーション、㈱日東
人権擁護の推進▶天野幹雄
行政相談の遂行▶浅井睦、伊藤幸子
安全なまちづくりの推進▶高井俊雄
環境美化の推進▶柏原喜楽会、双葉子供会
ボランティア活動の推進▶藤田穵子、松本喜代子、

ゆりかご、おとこ専科とパームレディース、
アンサンブル・リベルタ

伊藤隆司、前川銑一、野田淑人、中藤幸子、成田初敏、
黒田龍嗣、宮地清惠

教職員▶21人
産業従事者▶61人

市政功労者表彰

一般表彰

永年勤続表彰

市議会の議長と副議長が
決まりました
5月16日(月)に開かれた市議会臨時会で、議長と副議長の
選挙が行われ、議長に丹羽一正氏、副議長に高田敏亨氏が
選ばれました。 丹羽一正議長 高田敏亨副議長

連携協定を交わした小林常務と伊藤市長連携協定を交わした小林常務と伊藤市長連携協定を交わした小林常務と伊藤市長
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アナログテレビなどの不法投棄はやめましょう

基本チェックリストを発送
日々の生活に支障が生じないよう心身の機能をチェックする「基本チェックリスト」を発送します。25項
目の質問に回答することにより、要介護状態を引き起こす原因ともなる運動器・栄養・口腔(こうくう)
などの生活に必要な機能の状態を把握し、自分に必要な介護予防を知ることができます。

運動器の機能向上(栄養改善含む）をしたい人は
いきいき健康教室いきいき健康教室
実施場所・期間▶4事業所で週1回、3か月間

口腔(こうくう)機能向上をしたい人は
いきいき健口教室
実施場所・期間▶2か所で月2回、3か月間

問い合わせ▶介護保険課（☎85－6187）

 基本チェックリストに記入して返送して
ください。

 介護予防事業に参加希望の人(運動器の機
能向上、栄養改善事業は、健診の受診の結果、
参加が適当と判断された人)には地域包括支
援センターの職員が状況把握などのため訪
問します。

誕生月 4～7月 8～11月 12～3月

発送時期 6月上旬 8月上旬 10月上旬

基本的な流れ基本的な流れ 発送時期発送時期

7月24日(日)にアナログ放送は終了し、地上デジタル放送に完全移行し
ます。買い替えに伴うアナログテレビなどの廃棄には注意してくださ
い。

アナログテレビを処分するときは次の料金が必要になります
○家電小売店などによる引き取り ⇒ リサイクル料金＋収集・運搬料金
○メーカー指定引き取り場所に持ち込む ⇒ リサイクル料金
○クリーンセンターに持ち込む ⇒ リサイクル料金＋市の手数料
○市(清掃事業所)に収集依頼する ⇒ リサイクル料金＋市の手数料
※ごみステーションに出されても収集しませんので注意してください

不法投棄の罰則
　アナログテレビなどを不法に投棄すると、法律により5年以下の懲役
もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科に処せられます。

監視パトロール実施中
　市では、昼夜を問わず不法投棄防止策として、監視カメラの設置や監視パトロールを実施しています。
不法投棄のないきれいなまちを守るためには、皆さんの監視の目が必要です。不法投棄現場を見たと
きは、清掃事業所かごみ減量推進課へ連絡してください。

問い合わせ▶清掃事業所（☎84－3211）、ごみ減量推進課（☎85－6222）

 生活機能の低下が疑われる人に介護予防
事業の案内が届きます。
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春日井安全アカデミー受講生を募集

ところ▶市役所
時　間▶午後2時～3時30分
定　員▶各コース50人(抽選)　※定員に満たない

場合は1講座のみの受講もできます。ま
た、当日空席がある場合は予約なしでの
受講もできます

安全アカデミーは、生活安全(防犯)や防災といった、身近な問題について学べる「市民大学」です。各分
野の第一線で活躍している講師陣による講義で気軽に学んでみませんか。

申し込み▶7月22日(金)〈必着〉までに、はがきかEメ
ールにコース名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒486－8686春日井
市役所市民安全課内､ 春日井市安全なま
ちづくり協議会事務局(☎85－6064､Eメ
ールanzen@city.kasugai.lg.jp)へ

月日 演題 講師
7/30
(土)

「安全安心の家づく
り」の基本原理

㈱ステップ総合研究
所・篠原惇理

8/5
(金)

様々な犯行手口と対
策を考える

㈳日本防犯設備協会
特別講師・富田俊彦

9/13
(火)

地域の子どもは地域
で育てる～犯罪者行
動と安全体験教育～

日本女子大学客員教
授・清永賢二、NPO法
人安全見守り環境機
構理事長・清永奈穂

10/11
(火)

子どもの安全教育と
理論と実践

大阪教育大学教育学
部教授・米川英樹

11/12
(土)

子どもを取り巻く有害
環境

中央大学名誉教授・藤
本哲也

11/18
(金)

発達特性（障害）の理
解と支援～二次障害
と危険の予防

日本女子大学人間社
会学部教授・井上信
子

12/3
(土)

子供を守るために知
っておきたいこと

セコム㈱IS研究所・
舟生岳夫

月日 演題 講師

7/30
(土)

災害からいのちと暮ら
しを守る知恵・工夫～
プラス思考の防災対策～

㈶市民防災研究所
理事・岡島醇

9/5
(月) 地域防災と耐震化

名古屋大学大学院
教授・福和伸夫

9/6
(火)

被災者の心のケア～阪
神大震災における試み
とボランティア～

京都大学防災研究
所教授・林春男

10/1
(土)

市民が活用できる防災
情報

東京大学工学部教
授・小出治

10/13
(木)

大地動乱の時代に～住
まいと心の耐震補強～

NPO法人暮らしと
耐震協議会理事長・
木谷正道

11/26
(土)

自助・近助・共助の自主
防災

防災システム研究
所長・山村武彦

12/3
(土) 防災とコミュニティ

富士常葉大学大学
院教授・重川希志依

基礎教養課程・生活安全コース

と　き▶○市民活動団体パネル展…6月20日(月)～26日
(日)〈25日(土)は除く〉午前9時～午後5時(最終日
は3時まで)○団体ＰＲタイム…6月26日(日)午
後1時30分～3時

ところ▶市役所市民ホール

市民活動団体パネル展と団体ＰＲ
市民活動団体のパネル展・団体の説明会を行います。「何か地域や社会の役に立ちたい」と考えている皆
さん、その思いに応える人たちと出会えるかもしれません。ぜひ気軽に見に来てください。

問い合わせ▶ささえ愛センター（☎56－1943）

基礎教養課程・防災コース
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消 費 生 活 展

問い合わせ▶市民生活課（☎85－6616）

消費生活の安定と向上を目指し、1人1人が
安心して暮らせる環境をつくるため、生活
に役立つ情報の提供・研究発表などを行い
ます。皆さん、ぜひ来てください。

【【【くらしに役立つ情報】
◆防災用品、非常食などの展示◆ごみ処理と
リサイクル(身近なところからできるごみの再
資源化!)◆ごみ減の“紙”様～進めよう雑がみリ
サイクル～◆地球温暖化対策コーナー～EV(電電
気自動車)の展示◆雨水を利用して、水害をな
くそう◆知ろう、考えよう、上下水道のこと
◆消防広場～防災品などの展示(10日)◆食育と
健康健健健健 づくりについて知ろう

【【【協賛、協力団体コーナー】
◆次世代エネルギー燃料電池、エコクッキング
などの紹介◆エコ製品の紹介◆くらしに潜む危
険から身を守るために◆電気の安全は、暮らし
の安心◆環境まちづくり活動の成果◆生活防犯犯
～センサーライトの活用(10日)◆洋服のリフォ
ームの仕方◆自分の体を支える栄養素◆ご覧に
なったことありますか?電気メーター◆行政相
談所◆そうだ!自転車で行こう!◆Soylution 大大
豆で豆豆豆豆 地球上の健康、環境問題に答えていきますすすすす

【市【【市【 内消費者グループ5団体の研究発表】

【【【無料古本市(1人3冊まで)】

古本市の本を提供してください
　提　供▶6月8日(水)までに、市民生活課へ　

　※雑誌・コミック・全集は除く

問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6037）

　  登録について
　市公式モバイルサイトから登
録できます。携帯電話でＱＲコ
ードを読み取るか、http://mobile.
city.kasugai.lg.jpに接続し、希望
する配信メニューを登録してください。
　なお、「市政情報」は「モバナビ春日井」の
登録者全員に配信します。　※これまで配
信していた「最新情報」は終了します。「最新
情報」の登録者には、「市政情報」を配信しま
す。他の配信メニューを希望する場合は登
録してください

と　き▶6月10日(金)～11日(土)午前10時～午後4時と　き▶6月10日(金)～11日(土)午前10時～午後4時
〈開場式は10日(金)午前9時45分から〉〈開場式は10日(金)午前9時45分から〉

ところ▶市役所市民ホールほかところ▶市役所市民ホールほか

と　き▶6月10日(金)～11日(土)午前10時～午後4時
〈開場式は10日(金)午前9時45分から〉

ところ▶市役所市民ホールほか

メール配信サービス「モバナビ春日井」がスタート
6月1日号広報春日井の発行にあわせ、「モバナビ春日井」の配信を始めます。

モバナビ春日井って？モバナビ春日井って？

　あなたが選んだ情報を、原則月2回電子メールで届
けるサービスです。情報は次の配信メニューから選
ぶことができます。

配信メニュー配信メニュー

○市政情報…市からの大切なお知らせ○パパママ…出
産・子育てに役立つ情報○キッズ…小・中学生、その
保護者向けの情報○スポーツ…スポーツに関する情報
○医療・福祉…医療・福祉・介護などに関する情報○
健康・美容…健康や美容に役立つ情報○アート…コン
サート、展示などの情報○学ぶ…学習する講座の情報
○習う…趣味の講座の情報○シニア情報…高齢者向け
にまとめたさまざまな情報

▲ＱＲコード
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新しい施設が完成しました
（中部大学）

　4月23日(土)に、武道体育館の完成を記念し、
道場開きが行われました。式典では、渡邉香教
授と伊藤太市長が剣道形を披露しました。
　また、26日(火)には、民族資料博物館の開館
式が行われました。この博物館は、民族、歴史
資料に関する比較文化研究のため、世界各地
で収集された民族資料約2700点が展示されて
います。中部大学の関係者だけでなく、地域の
人なども無料で入館することができます。

このコーナーでは、市民の皆さんが四季折々に自然を楽しめる場所を4回にわたって紹介します。今回
は、夏の廻間町の岩船神社から築水池周辺です。

　スギやヒノキに囲まれた岩船神社から宮滝
大池を抜け、大谷川をさかのぼるように山間
を奥へ進むと、深い緑の樹林に囲まれたイネ
の緑が広がります。この辺りはまさに里山の
風景そのものです。
　夏の日差しの下をカエルの声を聞きなが
ら、カワムツやメダカが泳いでいるビオトー
プまで進むことができます。さらに上流を目
指して階段を登ると築水池に到着です。
　ムカシヤンマなどのトンボや、サギソウな
どの植物、オオルリなどの夏鳥を見ることが
できます。生き物探しには絶好の場所です。
あなたも自然を楽しんでみませんか。周辺で
は定期的に自然観察会も開かれています。

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

かすがいの自然発見かすがいの自然発見かすがいの自然発見かすがいの自然発見かすがいの自然発見 その1その1

現地への案内▶ＪＲ高蔵寺駅北口から名鉄バス植
物園行か高森台北行に乗車、高森台4丁
目で下車徒歩10分

53

岩船神社 築水池

大谷川 少年自然の家
グリーンピア春日井

高森台4消防署東出張所

宮滝
大池

少年自然の家入口

太田省三提供太田省三提供太田省三提供波多野茂提供波多野茂提供波多野茂提供

サギソウサギソウサギソウ 廻間町の里山風景廻間町の里山風景廻間町の里山風景
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４/1９
㊋

花のまちづくりで
未来へ羽ばたけ！
（東野小学校）

　美しく潤いのあるまちづくりを推進するた
め、「花のまちづくりコンクール」が行われ、東野
小学校が花のまちづくり大賞を受賞しました。
　パンジーやビオラなどで彩られた花壇のテ
ーマは「はばたき」で、虹を背にして羽ばたく白
鳥をイメージしており、全校児童が明るく未来
に向かって頑張ってほしいという願いが込め
られています。

5/８
㊐

人と人、町と町を
つなぐ駅に
（文化フォーラム春日井）

　ＪＲ春日井駅周辺のまちづくりを考える
「まちづくりシンポジウム」が開催され、講演
や中部大学生によるまち歩き報告、座談会、都
市計画に関する説明が行われました。
　約150人が参加し、自由通路や橋上駅舎の整
備をきっかけに、駅を交流拠点の核として、人
と人、地域のそれぞれの思いをつなぎ、春日井
の魅力あふれるまちづくりとなるよう、熱心
に意見が交わされました。

　今年も、さわやかな初夏の風とまばゆいばかり
の新緑の中で、内津文化財祭が行われました。
　内々神社の歴史は、皆さんご存じのことと思い
ます。日本武尊（やまとたけるのみこと）が東征の
帰路この地で副将軍建稲種命（たけいなだねのみ
こと）の死を知り、「うつつかな、うつつかな」と嘆
かれ、その霊を祭られたのが内々神社の始まりで
あり、地名も内津となったといわれています。
　社殿の裏には夢窓国師の作といわれる庭園が
あり、すみれ塚には横井也有の句碑、社殿内に
は三十六歌仙の額もあります。貴重な文化財や
豊かな自然に囲まれた春日井市が誇る名所旧跡
であります。
　当日は、伝統芸能の雅楽の演奏があり、内々
神社文化財保存会、春日井文化財ボランティアの
会、茶道連盟協会などの協力で社殿・御舞台な
どの公開、茶会や投句など多彩な催しが行われ、

多くの皆さんでにぎわいました。また、神社および
一帯を維持・保存されている内津区の皆さんには、
内津文化財祭実行委員会を組織して運営から駐
車場の確保、案内まで全てにわたってご協力をい
ただきました。笑顔を絶やさず、その献身的な姿
には感謝の気持ちでいっぱいです。
　時間がなく、雅楽の演奏を楽しむことはできま
せんでしたが、庭園を眺めながら、柏餅とお茶を
いただき心が洗われるひと時を過ごさせていただき
ました。
　歴史を知り、伝統を守り、そして人の繋がりの
大切さを改めて教えてくれる内々神社であります。

内々神社

市長 伊藤　太
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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。

常任委員会
と き▶ ○文教経済委員会…6月6日(月)○厚生委

員会…6月7日(火)○建設委員会…6月8日
(水)○総務委員会…6月9日(木)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)

文化財保護審議会の公開
と き▶ 6月8日(水)午後3時から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

環境審議会の公開
と き▶ 6月10日(金)午前9時30分から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 6月3日(金)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

教育委員会定例会の公開
と き▶ 6月15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

道風記念館運営協議会の公開
と き▶ 6月15日(水)午後2時から
定 員▶ 10人(先着順)
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 6月30日(木)午前9時30分から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

6月1日～7日は｢水道週間｣です
　今年のスロ－ガンは｢蛇口から あふれるぼくら
の 夢・未来｣です。普段から当たり前のように使
われている水道について、この機会に改めて考え
てみましょう。
問い合わせ▶ 企画経営課(☎85－6406)

6月4日～10日は｢歯の衛生週間｣です
どうして歯磨きを一生懸命していても歯周病にな
るのでしょう？
　｢平成17年度歯科疾患実態調査｣によると、毎日
歯を磨く人の割合は95％以上とほとんどの人が歯
を磨いていますが、それでも特に30～ 50代では8
割以上の人が歯周病になっています。
　歯周病とは、歯肉炎から始まり、やがては歯を支
えるあごの骨までも溶かしてしまう歯周組織の病気
です。原因となるのは、歯肉の溝の中や歯の境目に
付いたプラーク(ばい菌のかたまり)です。磨きやす
い歯の表面だけでなく、歯と歯の間や歯肉の溝の中
もきれいにするためにフロス(糸ようじ)を習慣化し
ましょう。
｢フロス(糸ようじ)｣の使い方
　鏡を見ながら、歯肉を傷つけないようにゆっく
り挿入しましょう。歯の側面に糸を沿わせ、のこ
ぎりをひくように歯肉の溝の中へ入れ(フロスが
歯肉に隠れるまで)、上下に数回こすります。

問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6164)

6月5日～11日は｢危険物安全週間｣です
　ガソリン・灯油などの危険物は取り扱いを誤る
と大きな事故につながります。危険物を貯蔵また
は取り扱う場合は次のことに注意しましょう。
〇みだりに火気を使用しないようにしましょう〇
常に整理、清掃を行い、空箱などは置かないよう
にしましょう〇漏れ、あふれ、飛散しないように
しましょう〇危険物を収納する容器は、法令で定
められたものを使用しましょう〇容器は必ず密閉
し、直射日光の当たらない場所に保管しましょう
〇火気を使用する場所には、絶対に保管しないよ
うにしましょう〇保管場所には、可燃性物品を置
かないようにしましょう〇ガソリン、灯油、軽油
など揮発性の高いものを取り扱う場合は、人体の
静電気を除去しましょう
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6387)

農業委員会一般選挙立候補予定者説明会
　任期満了に伴う農業委員一般選挙が行われま
す。この選挙の立候補予定者説明会を開催します。
と き▶ 6月28日(火)午後1時30分から(1時から受

け付け)
ところ▶ 市役所大会議室
※説明会への出席は、立候補予定者1人につき2人
まで
問い合わせ▶ 選挙管理委員会(☎85－6586)
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ヤング健診
とき・ところ▶7月4日(月)・健康管理センター、7

月7日(木)・保健センター、午前9時～ 10
時30分受け付け

検査項目▶ 問診や身体計測、理学的検査、血圧測定、
検尿、循環器検査、貧血検査、肝機能検
査、腎機能検査、血糖検査、ヘモグロビ
ンＡ1c検査

対象・定員▶ 市内在住で4月～平成24年3月に18 ～ 39
歳の誕生日を迎える人・各70人(抽選)

申し込み▶ 6月10日(金)〈必着〉までに、はがき(1人1
枚、1会場のみ)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、希望する会場〈〒486－0913柏
原町5－376、健康管理センター (☎84－
3060)か〒487－0011中央台1－1－7、保
健センター (☎91－3755)〉へ

市民納涼まつりでの花火大会は中止
　7月23日(土)に落合公園で開催予定の市民納涼
まつりでの花火大会は、中止します。
　なお、ステージでのイベントや夜店などは実施
します。
問い合わせ▶ 市民生活課内、納涼まつり実行委員会事

務局(☎85－6622)

がん検診無料クーポン券を配付します
　平成21年度から国のがん検診受診率を50％にす
るという目標達成のため｢がん検診推進事業｣を実
施しています。対象の人には、子宮頸(けい)がん
・乳がん検診に関する｢検診手帳｣と｢がん検診無
料クーポン券｣を6月中旬に郵送する予定です。受
診時には、必ず無料クーポン券を持参してくださ
い。　※職場で受けた検診は対象外
ところ▶ 市が指定する医療機関か健康管理センター
対 象▶ 4月20日現在市内在住で、次の生年月日

の女性
 ○子宮頸がん検診…昭和45年4月2日～

46年4月1日、昭和50年4月2日～ 51年4月
1日、昭和55年4月2日～ 56年4月1日、昭
和60年4月2日 ～ 61年4月1日、平成2年4
月2日～ 3年4月1日

　　　　○乳がん検診…昭和25年4月2日～ 26年
4月1日、昭和30年4月2日～ 31年4月1日、
昭和35年4月2日～ 36年4月1日、昭和40年
4月2日～ 41年4月1日、昭和45年4月2日～
46年4月1日

問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6172)

敬老会の地域開催に補助金を交付
対象団体▶ 区・町内会や自治会、地区社会福祉協議

会など
対象行事▶ 高齢者の長寿を祝い、地域の皆さんの敬

老意識の高揚を図るために行う行事
補助金額▶ 敬老行事にかかった費用のうち、下の表

の金額を限度として交付
世帯数 金額

100世帯まで   2万円
101 ～ 300世帯   3万円
301 ～ 500世帯   5万円
  501 ～ 1000世帯   7万円
1001 ～ 2000世帯 12万円
2001 ～ 3000世帯 20万円
3001世帯以上 30万円

申し込み▶ 9月30日(金)までに、申請書(高齢福祉課、
市ホームページに用意)に記入して、そ
れぞれの団体の代表者が直接、高齢福祉
課(☎85－6176)へ　※敬老会を実施する
前に申請が必要

民俗展｢電化製品いろいろ｣
と き▶ 6月4日～ 7月30日の毎週土曜日午前9時

～午後4時
ところ▶ 郷土館
内 容▶ 市民から寄贈された昭和時代のラジオや

電気アイロンなど電化製品を展示
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

水防訓練
と き▶ 6月5日(日)午前8時30分から
ところ▶ 松河戸町地内(庄内川右岸)
内 容▶ 水防工法訓練、避難訓練、避難誘導訓練
問い合わせ▶ 河川排水課(☎85－6361)

館蔵品展｢書線のあじわい｣
と き▶ 6月10日(金)～ 7月18日(祝)〈月曜日を除く、た

だし最終日は開催〉午前9時～午後4時30分
内 容▶ 市河米庵、田中塊堂、上田桑鳩、手島右

卿らのさまざまな線を駆使して表現され
た書作品25点と、平成手鑑第40帖を展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
展示品解説
と き▶ 6月12日(日)、7月3日(日)午前10時30分～

11時、午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

市ホームページに自動翻訳機能を追加
　6月から市ホームページの内容を自動的に英語、
中国語、ポルトガル語、スペイン語に翻訳する機
能を追加します。利用してください。
問い合わせ▶ 広報広聴課(☎85－6037)
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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。

東部公民館まつり
クラブ作品展
と き▶ 6月11日(土) ～ 12日(日)午前9時～午後5時

(最終日は4時まで)
クラブ芸能発表会
と き▶ 6月11日(土)午後0時30分～ 4時30分
朗読とお話を楽しむ
と き▶ 6月11日(土)午後1時30分～ 3時
内 容▶ 三浦哲郎｢とんかつ｣、Ｏ・ヘンリー ｢人

生は回転木馬｣、村松友視｢老優｣など大
人向けの朗読会

煎茶(せんちゃ)会
と き▶ 6月12日(日)午前10時～午後3時30分
呈茶券▶ 400円　※6月1日(水)から東部市民セン

ターで販売
雨の日もたのしく
と き▶ 6月12日(日)午後2時～ 3時30分
内 容▶ ペープサート、読み聞かせ、工作などで

遊ぶ子ども向けの催し
ところ・問い合わせ▶いずれも東部市民センター

(☎92－8511)

地域づくり推進大会
と き▶ 6月12日(日)午後1時30分から(1時開場)
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ ○講演｢災害に強いまちづくり～問われ

る地域力～ ｣中部大学教授・齋藤宏保○
三世代交流活動の事例発表

問い合わせ▶ 市民活動推進課内、市区長町内会長連合
会事務局(☎85－6617)

みんなで音楽会
と き▶ 6月18日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 合唱やピアノ演奏とサックスグループに

よる演奏
出 演▶ 公募による児童と生徒、サックス・ピス

トルズ
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

わくわく！ふれあいワールド
と き▶ 6月18日(土)①午前10時～ 11時30分②午

後1時30分～ 3時
内 容▶ マレーシアの伝統工芸バティック(ろう

けつ染め)の体験。ろうで描いた絵に染
料で色を塗り楽しむ

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で小学4年生以上
の人・各10人(先着順)

ところ・申し込み▶6月4日(土) ～ 10日(金)に、さ
さえ愛センター内、国際交流ルーム(☎
85－6606)へ

氷点下195℃を体験しよう
　6月の環境月間にちなみ、環境分析センターを
開放し、親子おもしろ実験室を開催します。
と き▶ 6月11日(土)午前10時～正午
内 容▶ 液体窒素による氷点下195℃の体験や河

川水の簡易測定による分析体験など
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)
ところ・申し込み▶6月6日(月) ～ 10日(金)に、環

境分析センター (☎51－6110)へ

ミニコンサート
と き▶ 6月19日(日)午後3時～ 3時20分
内 容▶ オカリナ演奏
出 演▶ おたまじゃくし
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)

市選手権ソフトテニス大会
と き▶ 6月26日(日)午前9時から〈予備日7月3日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上の連

盟登録者(当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)一般・大学生1200円、高校生

1000円
申し込み▶ 6月14日(火)〈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)

昼コン｢放課後の音楽展｣
と き▶ 6月11日(土)午後2時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ トリアローグ〈鳥居玲子(ソプラノ)、川村

千尋(ピアノ)、板倉ひろみ(作曲)〉
曲 目▶ 板倉ひろみ｢面白教科書動物園｣より、シ

ョパン｢ショパンメドレー ｣ほか
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

夜コン｢赤崎真由美ジャズライブ｣
と き▶ 6月17日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ 赤崎真由美(ボーカル)、水野修平(ピア

ノ)、小林美千代(アルトサックス)、出宮
寛之(ベース)、船尾真伊年(ドラムス)

曲 目▶ ｢バイ・バイ・ラブ｣｢マイ・フェイバリ
ット・シングス｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)



広報春日井6月1日号 17

市民大会兼市バドミントン選手権大会
と き▶ 6月26日(日)午前8時15分から
種 目▶ ○ダブルス…一般男子・女子、レディース、

壮年男子(40歳以上)、中学生男子・女子
○シングルス…小学生男子・女子

対 象▶ 連盟登録クラブの人(当日登録可)
費 用▶ 参加料(1人)一般1000円、高校生700円、

小中学生500円
ところ・申し込み▶6月17日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、全員の住所・氏
名・年齢・経験年数、代表者の電話番
号、団体名を書いて、〒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)

市民卓球大会(小中学生の部)
と き▶ 7月3日(日)午前9時～午後5時
ところ▶ 知多公民館(中学生)、上条小学校(小学生)
種 目▶ 小学1 ～ 4年生、小学5～ 6年生、中学1

～ 2年生、中学3年生の男女別シングルス
対 象▶ 市内在住か在学の人　※責任者の同伴が

必要
費 用▶ 参加料(1人)200円
持ち物▶ ユニホーム、ゼッケン
申し込み▶ 6月15日(水)〈必着〉までに、はがきに大会

名、種目、住所、氏名、年齢、学年、電
話番号を書いて、〒486－0804鷹来町4196
－3、総合体育館へ　※団体で申し込む場
合は代表者のみ住所、電話番号を記入

問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

市民陸上競技大会
と き▶ 7月2日(土)午前9時30分から　※10時から

小中学生の希望者を対象に愛知電機㈱女
子陸上競技部の指導により、ウオーミン
グアップを行います

対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学4年生以上
の人(1人1種目まで)

費 用▶ 参加料300円(保険料を含む)
ところ・申し込み▶6月17日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、区分、住所、氏
名、年齢、電話番号、ウオーミングアッ
プ指導の希望の有無を書いて、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市陸上競技協会・岡本(☎080－2618－
8455)

区分(男女別) 種目
 小学4～ 6年生の各学年 100m、1000m
 中学生の各学年 100m、1500m
 高校生、一般、40歳代、
 50歳代、60歳代 100m、3000m

ダブルス団体戦卓球大会
と き▶ 7月10日(日)午前8時30分～午後5時
種 目▶ 男子・女子ダブルス団体の部(1チーム4

～ 6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で6月22日(水)まで

に連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1チーム)3000円、高校生以下1000

円
持ち物▶ 所属チーム名入りのゼッケン
ところ・申し込み▶6月22日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、チーム名、代表
者の住所・電話番号、全員の氏名(代表
者に○)・年齢を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

築水池カヌー体験
と き▶ 7月16日(土)①午前9時30分～正午②午後

1時15分 ～ 3時45分、17日(日)③ 午前9時
30分～正午④午後1時15分～ 3時45分

内 容▶ 築水池でカヌー操作の技術を親子で学
び、東部丘陵の自然に親しむ

対象・定員▶ 小学4 ～ 6年生とその保護者・各15人(抽
選)

費 用▶ 参加料(1人)2000円
ところ・申し込み▶6月15日(水)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、希望日程(①～④
のうち第2希望まで)、住所、参加者全
員の氏名(ふりがな)・年齢(学年)・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

円楽・たい平二人会
と き▶ 9月10日(土)午

後1時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ ｢笑 点｣で活躍

中の、六代目
三遊亭円楽と
林家たい平が、いよいよ春日井に登場。
極上の話芸を楽しんでください

入場料▶ 3500円(全席指定、当日券同額、未就学
児入場不可)

入場券▶ 6月11日(土)から、文化フォーラム春日井
・文化情報プラザ、チケットぴあで販売
※かすがい市民文化財団では、代金引換
サービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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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。

平和への願いをテーマにした作文
　かつての戦争で多くの人が犠牲になり、今なお
世界各地では悲惨な戦争が起き、多くの尊い命が
奪われています。
　8月8日(月)に行う市平和祈念式典の一環とし
て、平和への願いをテーマにした作文を募集しま
す。
規 定▶ 400字詰め原稿用紙2枚程度
応募資格▶ 市内在住か在学の小学5～ 6年生
その他▶ 優秀作品は式典にて朗読発表
応募方法▶ 6月24日(金)〈必着〉までに、作品の裏面

に住所、氏名(ふりがな)、電話番号、学
校名と学年を書いて、直接か郵送で、
〒486－8686春日井市役所生活援護課(☎
85－6191)へ

市民活動促進のための基本指針策定公募委員
内 容▶ 市民活動促進のための基本指針を策定す

るため、年3回程度開かれる策定委員会
において意見を述べたりする

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市
の附属機関などの委員になっていない人
・2人

任 期▶ 委嘱した日から平成25年3月31日まで
申し込み▶ 6月17日(金)〈必着〉までに、所定の用紙(市

民活動推進課、市ホームページ、市役所
情報コーナー、ささえ愛センター、レデ
ィヤンかすがい、坂下出張所などに用意)
に記入して、直接か郵送、Ｅメールで、
〒486－8686春日井市役所市民活動推進
課(☎85－6617、Ｅメールkatsudo@city.
kasugai.lg.jp)へ　※選考結果は文書で通
知

市民納涼まつり納涼夜店
と き▶ 7月23日(土)午後4時～ 8時
ところ▶ 落合公園
対 象▶ 市内に店舗があり、出店責任者が説明会

と夜店に参加できる店
販売品目▶ 飲食物、おもちゃなど出店者が通常自店

で扱っているもの
出店料▶ 1小間(約9㎡)3万円　※コンセント1つに

つき別途2000円
募集小間数▶ 37小間(抽選)
申し込み▶ 6月10日(金)までに、申込用紙(市民生活

課、市ホームページに用意)に記入して、
市民生活課内、納涼まつり実行委員会事
務局(☎85－6622)へ

飲料用自動販売機設置事業者
自動販売機の種類▶清涼飲料水
設置場所▶ 市役所本庁舎はじめ29施設
設置期間▶ 8月1日～平成26年3月31日
募集者数▶ 12者(設置台数29台)
選定方法▶ 一般競争入札
入札日時▶ 7月7日(木)午後1時30分から
申し込み▶ 6月15日(水) ～ 24日(金)に、一般競争入札

参加申込書・誓約書・入札書(管財契約課、
市ホームページに用意)、添付書類を直
接か郵送で、〒486－8686春日井市役所
管財契約課(☎85－6086)へ

｢子どもの家｣の夏季限定利用者
と き▶ 7月21日(木) ～ 8月31日(水)〈日曜日は

除く〉午前8時～午後7時
ところ▶ ○石尾台(☎91－5443)○岩成台(☎92－

7503)○岩成台西(☎92－3601)○牛山(☎
31－3570)○ 大 手(☎85－8823)○ 小 野
(☎83－2329)○ 神 屋(☎88－8324)○ 篠
木(☎84－6861)○ 篠 原(☎82－1501)○
上 条(☎56－7520)○ 鷹 来(☎85－5075)
○ 高 森 台(☎91－5247)○ 玉 川(☎51－
0201)○ 西 山(☎84－8824)○ 白 山(☎33
－5760)○東野(☎84－7040)○藤山台(☎
91－7077)○ 松 原(☎83－2328)○ 八 幡
(☎84－3493)

 ※上記以外の子どもの家については、
問い合わせ先に確認してください(通常
の利用の申請や辞退などにより状況が
変わることあり)

対象・定員▶ 昼間、仕事などで週(月～土曜日)に4日
以上保護者が家庭にいない小学1 ～ 3
年生・各若干名　※小学1 ～ 3年生の
利用を妨げない場合に限り、4 ～ 6年
生も対象

利用料金▶ 午後5時まで2720円、午後6時まで4760
円、午後7時まで6120円および夏季休
業期間利用料金600円(同一世帯で同時
に2人以上利用する場合、2人目は半額、
3人目からは無料。利用料金減免制度
あり)　※この他におやつ代2720円、教
材費1360円、傷害保険料が必要

申し込み▶ 6月1日(水) ～ 15日(水)〈日曜日は除く〉
午前11時30分～午後7時(土曜日は午前
8時～午後7時)に募集する子どもの家へ
(申込時に面接日を調整)

問い合わせ▶ 牛山・西部・玉川子どもの家…学童保
育所イルカクラブ(☎34－8457)、その
他の子どもの家…市社会福祉協議会(☎
84－3241)
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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▶ 7月9日(土)午後1時～ 5時
ところ▶ レディヤンかすがい
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)〈先着順〉
申し込み▶ 6月19日(日)午前9時から、証明写真(縦4

㎝×横3㎝)2枚と印鑑を持って、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

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会｢草木染め｣～柿渋でエコバックを染
めよう
と き▶ 7月2日(土)午前9時～正午
講 師▶ 矢野美代子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料350円、材料費800円
持ち物▶ ゴム手袋、エプロン、ビニール袋
申し込み▶ 6月15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、〒486－0817東野町
字落合池1へ

レディヤンかすがい　☎85－4188
笑って心を豊かにストレス解消！！ ｢ストレスと
上手につきあって願望を叶える方法｣(託児付き)
と き▶ 7月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
講 師▶ 青嶋宮央
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
申し込み▶ 6月17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)、
年齢、電話番号、託児希望者は｢託児希望｣
と子どもの名前(ふりがな)・年齢も書い
て、〒486－0844鳥居松町2－247へ

生涯学習課　☎85－6447
名城大学連携講座～農学基礎講義｢植物の病気の
原因・診断｣
と き▶ 6月15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▶ 名城大学教授・稲垣公治
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着順)
中部大学連携講座｢子育てを楽しもう！～幼児期
から思春期前までの親子関係セミナー～ ｣
と き▶ 6月30日(木)、7月14日(木)、9月15日(木)、

10月21日(金)、11月18日(金)、12月9日(金)
〈6回〉午前11時～午後0時30分

ところ▶ 中部大学(松本町)
講 師▶ 中部大学教授・吉田直子、准教授・三島

浩路、講師・古市真智子
対象・定員▶ 市内在住の2歳児～小学4年生の保護者で

原則として次の条件を全て満たす人○6
回とも参加できる○中部大学現代教育学
部学生の見学、参加を了承できる○中部
大学主催の子育て講座を初めて受講する
・35人(抽選)　※託児12人(抽選)

費 用▶ 受講料1500円
 
申し込み▶ ｢名城大学連携講座｣は6月6日(月)から電

話で、｢中部大学連携講座｣は6月17日(金)
〈必着〉までに、はがきかＥメールに講座
名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話
番号、託児希望の場合は｢託児希望｣と子
どもの氏名(ふりがな)・年齢も書いて、
〒486－8686春日井市役所生涯学習課(Ｅ
メールsyogaigk@city.kasugai.lg.jp)へ

味美ふれあいセンター　☎31－3522
ゆかたの着付教室
と き▶ 6月21日(火)・28日(火)〈2回〉午後7時～ 8

時30分
講 師▶ 成瀬尚子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、腰ひも3本、だて締め、肌着、

前板、タオル2本
申し込み▶ 6月4日(土)から、電話で

南部ふれあいセンター　☎85－7878
盆踊り講習会～ ｢あなたの出番｣｢まりと殿さま｣
などを習う(自由参加)
と き▶ 6月25日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 熊谷豊勝女
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
持ち物▶ 上靴
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中央公民館　☎33－1111
楽しく親子でリトミック～ピアノに合わせて歌っ
たり、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
と き▶ 6月24日～ 7月15日の毎週金曜日(4回)午

前10時30分～ 11時30分
講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の未就学児(2歳以上)とその保

護者・45組〈抽選(今年度受講していない
人が優先)〉

持ち物▶ 上靴
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布草履
を編む
と き▶ 7月8日(金)・15日(金)〈2回〉①午前9時30

分～ 11時30分②午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各8人〈抽選

(前回受講していない人が優先)〉
費 用▶ 受講料500円、教材費200円
持ち物▶ 約5㎝×130㎝の布30枚、裁縫用具、はさ

み
 
申し込み▶ いずれも6月11日(土)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に教室名(｢布ぞうり編
み教室｣は①②の別も)、住所、氏名(ふり
がな)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0913柏原町1－97－1へ

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢雨の日のさんぽ｣～雨の森の
中を散歩し、雨の日ならではの森の遊びを親子で
楽しむ
と き▶ 7月1日(金)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
協 力▶ 子育て支援サークル はじめの一歩
わくわく自然ランド｢昆虫の世界｣～観察を通し
て昆虫の多様な世界を探り、分類について学ぶ
と き▶ 7月10日(日)午前9時～正午
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会員
対象・定員▶ 3歳～小学3年生とその保護者・60人(抽

選)
費 用▶ (1人)300円
 
申し込み▶ いずれも6月15日(水)〈必着〉までに、往

復はがきに講座名、住所、参加者全員の
氏名(ふりがな)、年齢(学年)、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.s－kousya
－kasugai.or.jp/natures/index.html

鷹来公民館　☎84－7071
ふれあい盆踊り講習会～ ｢あなたの出番｣｢まりと
殿さま｣など(自由参加)
と き▶ 6月17日(金)・25日(土)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 大野豊愛
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
持ち物▶ 上靴

児童センター　☎87－6866
親子陶芸教室
と き▶ 6月25日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 県陶磁資料館(瀬戸市)　※総合福祉セン

ターの福祉バスを利用
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▶ 参加料(1組)1500円
持ち物▶ 弁当、エプロン
申し込み▶ 6月14日(火)〈必着〉までに、往復はがき

(1組1枚)に教室名、住所、参加者の氏名
(ふりがな)、電話番号、子どもの学校名
と学年を書いて、〒486－0857浅山町1－
2－61へ

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▶ 6月18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、雑巾
ダンボールコンポスト教室～ダンボール箱で自家
製堆肥(たいひ)を作ってみよう
と き▶ 6月25日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 広川雄三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 教材費750円
持ち物▶ みかんなどの箱(高さ19㎝、幅30㎝、奥

行37㎝程度)、カッターナイフ、ガムテ
ープ

 
申し込み▶ いずれも6月7日(火)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
夏の祭りは盆踊り～ ｢あなた
の出番｣｢まりと殿さま｣など
(自由参加)
と き▶ 7月3日(日)午後1時30

分～ 3時
講 師▶ 横井豊鼓司
持ち物▶ 上靴、うちわ(ある人のみ)
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市文化協会の講座
日本舞踊講座
と き▶ 7月1日～ 22日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 藤間登代花
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
持ち物▶ 浴衣・腰ひも・白足袋・半巾帯・扇子(あ

る人のみ)
問い合わせ▶ 市日本舞踊協会・藤間(☎31－2546)
民謡講座
と き▶ 7月2日～ 23日の毎週土曜日(4回)午前10

時～正午
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 吉田禎蔵
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 1000円
問い合わせ▶ 市民謡協会・吉田(☎83－7757)
 
申し込み▶ いずれも6月9日(木)〈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

総合福祉センター　☎84－3611
みんな地域の暮らすメイト～もしも春日井で地震
がおこったら！？
と き▶ 6月26日(日)午前10時～正午
講 師▶ 災害ボランティアコーディネーター連絡

会
対象・定員▶ 市内在住の障がい者(障がいの区分など

は問わない)か60歳以上の高齢者、小学
生以上18歳未満の児童・各20人(抽選)

申し込み▶ 6月15日(水)〈必着〉までに、往復はがき
に講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、
障がい名を書いて、〒486－0857浅山町1
－2－61へ

東部市民センター　☎92－8511
お父さんとパンを焼こう～親子でおいしいソーセ
ージパンを作る
と き▶ 7月3日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその父親・16組(抽

選)
費 用▶ 教材費(1人)600円
持ち物▶ エプロン、三角巾、布巾2枚、20㎝四方

の持ち帰り用の容器
申し込み▶ 6月21日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に講座名、住所、親子の氏名(ふり
がな)、電話番号を書いて、〒487－0011
中央台2－2－1へ

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～折り紙で花ショウブを
作りましょう
と き▶ 6月4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
転倒予防教室～太極拳でバランス感覚の向上を目
指そう
と き▶ 6月21日(火)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春緑苑職員
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5734)へ
気功をとりいれて健康になろう
と き▶ 6月22日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 稲垣志歩
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 市社会福祉協議会地域包括支援センタ

ー〈予防教室受付専用ダイヤル(☎87－
5399)〉へ

美味しい食事で夏バテ予防～食事バランスを整え
て夏を乗り切ろう
と き▶ 6月22日(水)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・鈴木佳子
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

介護保険課　☎85－6187
認知症介護家族支援教室～認知症に関する講義と
家族交流会
と き▶ 7月12日、8月2日、9月6日、10月11日、

11月1日、12月6日の火曜日(6回)午後1時
～ 4時(7月12日のみ午前10時～午後2時)

ところ▶ 総合福祉センター
対象・定員▶ 初期から中期の認知症の人を主に介護し

ている市内在住の家族・20人(先着順)
費 用▶ 昼食代1000円(初回のみ)
申し込み▶ 6月6日(月) ～ 30日(木)午前9時～午後5時

に、直接か電話で
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市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座～親子で楽しむ人形劇
と き▶ 6月28日(火)午前10時30分～ 11時30分
ところ▶ 上八田保育園
出 演▶ 人形劇団｢とんとんとん｣
対象・定員▶ 2歳以上の未就園児とその保護者・50組

(先着順)
申し込み▶ 6月3日(金)午前9時から、☎85－8824へ

健康増進課　☎85－6164
親子の楽しい料理教室～簡単キーマカレーとナン
を作ろう
と き▶ 7月2日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・10組(抽

選)　　※大人1人につき子ども2人まで
費 用▶ 参加料大人1人400円、子ども1人300円
持ち物▶ エプロン、三角巾(ハンカチ、バンダナ

可)、布巾
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 7月7日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1～ 5歳の子どもが

いる保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
 
申し込み▶ ｢食育のすすめ教室｣は6月10日(金)から

電話で、｢親子の楽しい料理教室｣は6月
16日(木)〈必着〉までに、はがき(1組1枚)
かＥメールに講座名、住所、参加者全員
の氏名(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

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▶ 7月の毎週水曜日(4回)午後1時30分～ 3時

(受け付けは1時から)
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1200円
腰痛予防教室～自宅で簡単！腰痛予防エクササイ
ズを学ぼう
と き▶ 7月7日～ 8月4日の木曜日(21日を除く)〈4

回〉午後1時30分～ 3時(受け付けは1時か
ら)

対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ いずれも6月4日(土)午前9時から、電話で

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当て
と き▶ 7月2日(土)午前9時～正午
ところ▶ 鷹来公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 6月3日(金)から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
育児講座～ベビーマッサージ
と き▶ 7月5日(火)午前10時～ 11時
講 師▶ 横井千枝子
対象・定員▶ 4 ～ 7か月児とその保護者・20組(抽選)
ファミリークッキング～ナンとカレーを作ろう
と き▶ 7月10日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の人・4家族(抽選)　※1家族4人

まで
費 用▶ 材料費(1人)300円

 
申し込み▶ いずれも6月15日(水)〈消印有効〉まで

に、往復はがき(1家族1枚)に講座名、住
所、参加者全員の氏名(ふりがな)、年齢
(｢育児講座｣は月齢)、電話番号を書いて、
〒486－0945勝川町8－2858－1、☎35－
3501へ

スポーツ課　☎84－7117
レクビーチ教室～ビーチボールを使ったバレーボ
ール形式のスポーツ
と き▶ ①7月9日(土)②7月16日(土)③7月23日(土)

午前9時30分～正午
ところ▶ ①レディヤンかすがい②西部ふれあいセ

ンター③保健センター
講 師▶ 市体育指導委員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人

・各48人(先着)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 6月4日(土)から電話か、Ｅメールに教室

名、参加希望日(1日のみの参加可)、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、Ｅメー
ルsports@city.kasugai.lg.jpへ
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総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩こり・腰痛予防のスト
レッチ体操や簡単な軽運動
と き▶ ①7月1日～ 22日の毎週金曜日(4回)②7月

の毎週水曜日(4回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ ①グリーンパレス春日井②坂下公民館
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・各30人(先着順)
費 用▶ 受講料各1000円
親子で楽しむフットサル教室～Ｆリーグ｢名古屋
オーシャンズ｣の選手などによる実技指導(初心者
向け)
と き▶ 7月3日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合体育館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の小学生とその保

護者・100人50組(抽選)
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は6月4日(土)午

前9時から電話で、｢親子で楽しむフット
サル教室｣は6月15日(水)〈必着〉までに、
往復はがきに教室名、住所、子どもと保
護者の氏名(ふりがな)、年齢、学年、電
話番号、市外在住の人は勤務先、学校名
を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3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/gymnasium/

新築・増築家屋の実地調査
　平成23年1月2日～ 24年1月1日に、新・増築さ
れた家屋は、平成24年度から固定資産税の課税対
象となります。固定資産税評価額を算定するにあ
たって、身分証を持った資産税課職員が訪問し、
課税対象となる家屋の構造や使用材料などを確認
するための実地調査を行います。｢建築確認済通
知書(建築図面等)｣｢工事見積書｣などを見せてい
ただくことがありますので協力をお願いします。
　都合のいい日時を指定したいときや、取り壊し
をした家屋があるときは、連絡してください。
問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6105)

国民健康保険税の軽減について
非自発的失業者に対する軽減
　平成22年度から、倒産、解雇など事業主の都合
や雇用期間の満了など、本人の意思以外により離
職(失業)している人(非自発的失業者)で、申請によ
り税額が軽減される場合があります。
条 件▶ ○雇用保険の特定受給資格者および特定

理由離職者○平成21年3月31日以降に離
職した人○離職年月日時点で65歳未満の
人○平成22年4月1日以降、国民健康保険
の被保険者である人○雇用保険受給資格
者証第1面の離職理由コードが次のいず
れかに該当する人

 特定受給資格者…11、12、21、22、31、
32、特定理由離職者…23、33、34

軽減内容▶ 離職者本人の前年の給与所得を30/100と
して算定

対象期間▶ 離職日の翌日の属する月から、その月の
属する年度の翌年度末まで　※すでに申
請済みの人は、翌年度に改めて申請する
必要はありません

持ち物▶ 雇用保険受給資格者証、印鑑
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6156)

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・各50人(先着順)

費 用▶ 受講料(1回)300円　※回数券3000円(11枚
つづり)あり

申し込み▶ 当日、教室開始の1時間前から受け付け
(午前の最初の教室は、8時30分から)

ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)　
※7月18日(祝)、9月19日(祝)は、午前9時
15分からヨガ、10時45分から脂肪燃焼エ
アロを開催。7月19日(火)、9月3日(土)・
4日(日)・20日(火)は終日休講

7月～9月のフィットネスプログラム

火 水 木 金 土 日

9：15
～

10：15
ヨガ

ソフト
エアロ

脂肪
燃焼
エアロ

ソフト
エアロ

脂肪
燃焼
エアロ

スタン
ダード
エアロ

10：45
～

11：45

脂肪
燃焼
エアロ

はじめ
てエア
ロ(9月)

脂肪
燃焼
エアロ

18：30
～

19：30

脂肪
燃焼
エアロ

ヨガ
運動量
小
　はじめてエアロ
　ソフトエアロ
　脂肪燃焼エアロ
　スタンダードエアロ
　ダイナミックエアロ
大

20：00
～

21：00

ソフト
エアロ

ダイナ
ミック
エアロ

ソフト
エアロ

ヒップ
ホップ
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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。

環境月間県民のつどい
と き▶ 6月8日(水)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ ウィルあいち(名古屋市東区)
内 容▶ 環境保全関係功労者表彰式、講演｢人の

願いと音楽のつながり～自然との調和
～ ｣東儀秀樹

定 員▶ 800人(当日先着順)
問い合わせ▶ 県環境部環境活動推進課(☎052－972－

9011)

認知症市民講座
と き▶ 6月11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▶ ｢認知症の早期発見・治療・予防｣医師・

柴山漠人
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)

教科書展示会
　県教育委員会では、県民の皆さんに教科書への
理解や関心を深めてもらうために、教科書展示会
を行います。展示会場には投書箱を用意しますの
で、教科書に対する意見や要望を寄せてください。
月 日▶ 6月11日(土) ～ 7月5日(火)
ところ▶ 県内21か所の教科書センター　※詳しく

は県ホームページを見てください
問い合わせ▶ 県教育委員会義務教育課(☎052－954－

6790)

都市計画の変更(案)
　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に係
る変更(案)を次のとおり縦覧します。
とき・ところ▶6月14日(火) ～ 28日(火)午前8時45

分～午後5時30分・県都市計画課(名古屋
市中区)、午前8時30分～午後5時15分・
都市政策課　※いずれも土・日曜日を除
く

問い合わせ▶ 県都市計画課(☎052－954－6516)、都市
政策課(☎85－6264)　※この案について
の意見書は、縦覧期間中に、県宛てに提
出することが可能

民踊講習会
と き▶ 6月17日(金)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 音頭｢あなたの出番｣｢まりと殿さま｣など

を練習　※講習会終了後、春日井の歌と
踊り｢どっこいせ｣の講習を約30分間実施

定 員▶ 250人(先着順)

費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 上靴
ところ・申し込み▶当日午前9時30分から、レデ

ィヤンかすがいで
問い合わせ▶ 市民生活課内、納涼まつり実行委員会事

務局(☎85－6622)
主 催▶ 日本民踊研究会

市交響楽団定期演奏会
と き▶ 7月3日(日)午後3時から(2時15分開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 岸本沙恵子(指揮)、石川馨栄子(ピアノ独

奏)、市交響楽団(管弦楽)
曲 目▶ バッハ｢トッカータとフーガニ短調｣、ベ

ートーベン｢ピアノ協奏曲第4番｣、ブラ
ームス｢交響曲第1番｣

入場料▶ 1000円(全自由席、未就学児不可)
入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、

清水屋案内所、サンマルシェインフォメ
ーションで販売中

問い合わせ▶ 中部大学内、市交響楽団事務局(☎51－
1111)

危険物取扱者試験
月 日▶ 7月10日(日)
ところ▶ 名城大学(名古屋市天白区)
内 容▶ 甲種、乙種第1～ 6類、丙種
受講料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 6月6日(月) ～ 15日(水)に、受験願書(消防

本部、消防署、各出張所で配布)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　※電子申請可

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

予備講習会
月 日▶ 6月23日(木)
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)

かすがい若者サポートステーション
　若年無業者の職業的自立を支援するために設置
された無料の総合相談窓口です。働きたいのに一
歩が踏み出せない人を、就労支援の専門スタッフ
｢キャリアコンサルタント｣がサポートします。
と き▶ 火～土曜日(祝日を除く)午前9時～午後6時
対 象▶ 15歳からおおむね40歳未満の若年無業者

かその家族
ところ・問い合わせ▶鳥居松町5－31三原ビル5階、

ＮＰＯ法人社会教育ネット・大橋(☎090
－2946－4168)



広報春日井6月1日号 25

教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

始めてみよう！楽しい体操（マット）
前転、後転などができるように練習する

6/29～7/20の毎週水曜日(4回)
18：00～19：00 小学1～2年生・35人(抽選) 1000円

にがて克服！楽しい体操（マット）
後転や開脚前転などを練習する

6/29～7/20の毎週水曜日(4回)
19：30～20：30 小学3～6年生・35人(抽選) 1000円

ジュニアダンス
ヒップホップの要素を取り入れたダンス

7/1～22の毎週金曜日(4回)
18：30～19：30 小学生・40人(抽選) 1000円

ステップエアロ
ステップ台を使用したエアロビクス

7月の毎週水曜日(4回)
10：45～11：45

高校生か同年齢以上の人・35
人(抽選) 1200円

はずんで！ボールエクササイズ
エクササイズボールを使って楽しく運動

7月の毎週木曜日(4回)
10：45～11：45

高校生か同年齢以上の人・40
人(抽選) 1200円

太極拳（初心者向け）
ゆっくりとした基本の8動作で健康増進

7/9～30の毎週土曜日(4回)
10：45～11：45

高校生か同年齢以上の人・50
人(抽選) 1200円

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)
効果的なウオーキングをマスターする

6/10(金)13：00～14：00 高校生か同年齢以上の人・25
人(先着順)

300円
(※)

らく楽アクア
初心者向きの水中エアロ

7/1～22の毎週金曜日(4回)
8：55～9：55

高校生か同年齢以上の人・60
人(抽選) 2000円

アクアビクス
運動量の多い水中エアロ

7/5～14の毎週火・木曜日(4回)
8：55～9：55

高校生か同年齢以上の人・60
人(抽選) 2000円

クロールを覚えよう（短期）①～④
泳ぎの基本をマスターする

①7/5(火)～9(土) (5回)18：00～19：15
②7/12(火)～16(土) (5回)18：00～19：15
③7/25(月)～29(金) (5回)8：30～9：45
④7/25(月)～29(金) (5回)18：00～19：15

小学生・①②④各30人③60
人(抽選) 3500円

運動と生活で取り組む私のダイエ
ット教室①②
生活習慣の改善と減量を目指す

7/6～9/7の毎週水曜日(10回)
①9：30～11：30②13：30～15：30

高校生か同年齢以上の人・各
6人(抽選) 7000円

※　別途、プール利用券の購入が必要

　　　　 「水中ウオーキング教室(基本編)」は6月4日(土)午前9時から電話で、そ
れ以外は6月15日(水)〈必着〉までに、往復はがき(１教室につき１枚のみ)に教室名
(①～④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
は勤務先か学校名を書いて、〒486－0804鷹来町4286へ

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
(☎84－7101）

サンフロッグ春日井
（☎56－2277）

　　　　　　6月15日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき1枚のみ)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を
書いて、〒486－0804鷹来町4196－3へ

申し込み

申し込み

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、インターネットからも申し込みができます。
ホームページ　http://www.s-kousya-kasugai.or.jp/
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と こ ろ と　き 展 示 名 出 品 者

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
6/1（水）～5（日） トロッケンゲビンデ作品展 ドイチェフォルクスク

ンスト名古屋支部

6/10（金）～12（日） ウチョウランと山野草展 春日井山草会

市役所市民サロン （☎85－6073）
6/1（水）～6（月） 水彩画“花”展 桃花園絵画クラブ
6/7（火）～12（日） 水墨画展 おんこ水墨画クラブ
6/13（月）～18（土） 春日井墨友会展 春日井墨友会

味美ふれあいセンター（☎31－3522）6/1（水）～13（月） バーナーワーク瑠璃の会
作品展 瑠璃の会

レディヤンかすがい （☎85－4188）6/2（木）～12（日） ボールペン画 楽しもう会
坂下公民館 （☎88－5555）6/2（木）～14（火） 絵手紙作品展 絵手紙ラビット同好会

エコメッセ春日井 （☎88－5006）6/2（木）～30（木）
マリンアート展 木造峰子
パッチワークタペストリー展 日高玲子

西部ふれあいセンター（☎33－0808）6/4（土）～19（日） 水墨画クラブ静墨会作品展 水墨画クラブ静墨会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）6/8（水）～20（月） 春日井写団ハッピネス作品展 春日井写団ハッピネス

※展示時間は各施設に問い合わせてください

　このコーナーは、市の後援がある催しを掲
載しています。掲載を希望する人は、掲載希
望号発行日の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
書の写しを添えて、〒486－8686春日井市役所
広報広聴課（☎85－6036、ＦＡＸ84－7421）へ

健康体操祭～リズムフェスティバル
とき▶6月12日(日)午後1時～3時5分(正午開場)
ところ▶総合体育館　内容▶市内で健康づくり
をしている仲間が一堂に集まり日頃の成果を披
露する　問い合わせ▶安藤(☎83－5050)

スズキ・メソードの子どもたちによるバイオリ
ンコンサート
とき▶①6月12日(日)②7月10日(日)午後1時30分
～4時(1時開場)　ところ▶①市民会館②東部市
民センター　問い合わせ▶①猪島(☎・FAX52
－2509)②村上(☎・FAX95－0112)

春日井市民吹奏楽団30周年記念特別コンサート
とき▶6月19日(日)午後2時30分～4時30分　 と
ころ▶市民会館　共演▶転輪太鼓GAIA　曲目
▶「ルパン三世」「主よ人の望みの喜びを」　定員
▶1000人(先着順)　入場料▶1000円　入場券▶

文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、チ
ケットぴあで販売中　問い合わせ▶岡崎(☎090
－1780－9387)

津軽三味線コンサート 紫陽花のファンタジア
とき▶6月19日(日)午後6時～7時30分(5時30分
開場)　ところ▶ルネック　内容▶津軽三味線
と箏のコンサート　出演▶馬場淳史(津軽三味
線)、琴音(箏)　定員▶50人(先着順)　入場料▶
1500円　申し込み▶電話かEメールに住所、氏
名、電話番号、参加人数を書いて、馬場(☎
090－9337－3069、Eメ ー ルatsufumi_b@yahoo.
co.jp)へ

“春日井サボテン音頭”と新曲盆踊りの講習会
とき▶6月25日(土)午後1時30分～3時30分　 と
ころ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール　
問い合わせ▶長縄(☎81－8261)
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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

6/4 遠藤整形外科クリニック（前並町1） ☎35－6877

6/11 あさひ病院（下原町） ☎85－0077

6/18 白山外科クリニック（白山町5） ☎51－5552

6/25 竹村整形外科クリニック（味美白山町1） ☎31－8234

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

在宅緊急医
産婦人科

6/5 森永産婦人科(八事町2) ☎81－1303

6/12 みわレディースクリニック(小牧市) ☎76－2603

6/19 米本レディスクリニック（篠木町1） ☎82－2161

6/26 山田産婦人科（柏井町1） ☎31－5252

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052－263－9909 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

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。
いずれも連絡がとれないときは、県救急医療情報センター（☎81－1133）へ

緊急医

・市県民税1期
・国民健康保険税1期

納期限▶6月30日(木)

　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。

市税等の納期限

取扱業務など詳しくは問い合わせてください

…診療時間帯

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

6/5、12､26
 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

6/26
 収納課
 ☎85－6111 納付・納税相談  9：00～12：00、

13：00～16：00

日曜日の市役所業務

水道修繕

公
道

平日（8：30～17：15）
水道工務課（☎85－6420）
土・日曜日、祝休日、夜間
市役所守衛室（☎81－5111）

（
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

火災情報 ☎0180－995－999

　

春
日
井
市
に
は
、
旧
白
山
村
の
白
山（
し
ら
や
ま
）

町
と
旧
味
美
村
の
味
美
白
山（
は
く
さ
ん
）町
が
あ
り

ま
す
。
ど
ち
ら
も
鎮
守
の
白
山
神
社
に
由
来
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

古
く
は
白
山（
し
ら
や
ま
）と
呼
ん
で
い
た
も
の

が
、
江
戸
時
代
の
寛
文
年
間（
一
六
六
一
〜
七
三
）ご

ろ
か
ら
音
読
み
の
白
山（
は
く
さ
ん
）と
呼
ば
れ
始
め

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

  

石
川
県
白
山
市
に
あ
る
白
山
神
社
の
総
本
社
名
は

白
山
比
咩（
し
ら
や
ま
ひ
め
）神
社
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
同
社
が
発
行
し
て
い
る
広
報
誌
名
は

「
白
山（
し
ら
や
ま
）さ
ん
」で
す
。

　

白
山
町
の
白
山
神
社
は
養
老
二
年（
七
一
八
）創
建

の
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
味
美
の
白
山
神
社
は
万
治
三

年（
一
六
六
〇
）の
創
建
で
、
現
在
二
子
町
の
所
在
と

な
っ
て
い
ま
す
。

白
山（
し
ら
や
ま
）と
白
山（
は
く
さ
ん
）

春
日
井

春春
日
井

春
日
井
の

地
名
物
語
⑬

★

★



「東日本大震災」では消防団の懸命な活動により多くの命が救われ、消防団の重要性が改めて見直されて
います。しかし、消防団員は近年減少傾向にあり高齢化も進んでいます。春日井市の「安全・安心」を守
るため、あなたの力を消防団で生かしてみませんか。

問い合わせ▶消防総務課(☎85－6381)

入団資格▶市内在住か在勤の18歳以上（高校生は除く）の人　※男女問いません
待遇など▶年間報酬と災害に出動した時に出動手当などを支給　※活動でけがなどをした場合は、公務
　　　　　災害補償や共済制度によって入院見舞金などが支給されます

▼QRコードホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp/
携帯電話用ホームページ
http://mobile.city.kasugai.lg.jp/
春日井市はISO14001の認証を取得し、環境保全活動を積極的に推進しています。
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　〒486－8686　愛知県春日井市鳥居松町5－44　☎（0568）81－5111（代）
編集／企画政策部広報広聴課　☎（0568）85－6036　

まちの動き
人　口 （＋519）

世帯数
30万8463人
12万6244世帯 （＋1271）

平成23年5月1日現在 （　）内は前年同日比

（53件）

（1人）

（4282件）

火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

14件
977件

0人
平成23年4月 （　）内は1月からの累計

東日本大震災」では消防団の懸命な活動により多くの命が救われ、消防団の重要性が改めて見直されててされ見直めてが改要性の重団消れ、救わ命がくのり多によ活動な懸命団の消防では災」大震日本「東
ます。しかし、消防団員は近年減少傾向にあり高齢化も進んでいます。春日井市の「安全・安心」を守守心」を安全の「井市春日。までい進ん化も高齢あり向に少傾減近年員は防団消かししすい

消防団員募集
私たちのまちを守るために、あなたの力が必要です。私たちのまちを守るために、あなたの力が必要です。私たちのまちを守るために、あなたの力が必要です。

　消防団とは、その地域に｢住んでいる人｣や｢働いている人｣によって構成される消防機関です。一人一
人がそれぞれの仕事を持ちながら、さまざまな活動を行っています。

消防団の活動とは？

大切な人大切な人、大好きなまちを守りたい大好きなまちを守りたい大切な人、大好きなまちを守りたい

　火災現場での消火
活動や再燃警戒、周
辺住民の安全管理な
どを行います。

　出初式をはじめ、
水防・防災訓練など
市の行事に積極的に
参加しています。

　いざという時のため
に、年間を通し、あらゆ
る想定に対する訓練や
研修を実施しています。

消火活動

式典・催事 訓練・教育

防災活動
　水害などの自然災害が
予想される場合は、増水
や土砂崩れの危険のある
地域の巡視を行います。
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