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地域で子育て支援の輪を広げよう！(P3)

平成24年度保育園入園申し込みを開始します
情報あ・ら・か・る・と
ＰHOTO スケッチ
高齢者虐待を防止しましょう！
各種お知らせ
まちのイベントNEWS
緊急医など
新春春日井マラソン大会参加者募集

下津保育園の敬老会で園児との触れ合いを楽しむ祖父母の皆さん下津保育園の敬老会で園児との触れ合いを楽しむ祖父母の皆さん下津保育園の敬老会で園児との触れ合いを楽しむ祖父母の皆さん



2 広報春日井10月1日号

問い合わせ▶保育課（☎85－6202）

注意事項
（注1）第三保育園（平成24年4月建て替え
開園）希望の場合は、神領保育園で申込書
の配布、受け付けおよび面接を行います。
（注2）神領保育園は、建て替え工事のため
平成24年4月から１年間休園します。
（注3）認定こども園あさひの森保育園につ
いては、同園で入園決定・保育料決定を行
います。詳しくはあさひの森保育園（☎86
－3444）へ問い合わせてください。

平成24年度保育園入園平成24年度保育園入園
申し込みを開始します申し込みを開始します
平成24年度保育園入園
申し込みを開始します申し込みを開始します
平成24年度保育園入園
申し込みを開始します

10月17日（月）～ 24日（月）午前9時～
午後5時〈22日（土）は正午まで、23
日（日）を除く〉
第1希望の保育園
次の①～⑤のいずれかに該当する
世帯の未就学児①保護者などが昼
間、家庭外で仕事をしている②保
護者などが昼間、家庭内で家事以
外の仕事をしている（内職の場合は
３歳以上に限る）③母親が出産予定
④保護者などが病気療養中⑤保護
者などが病人の看護をしている　
※就労・世帯の状況や定員などに
より、入園できない場合あり。今
年度、途中入園を希望し、申込書
を提出している人も、来年度分を
改めて提出してください。また、
幼稚園に申し込みをしている人は、
申し込みできません

と　き▶

ところ▶
対　象▶

申込書の配布

心身に障がいがあるか特別
な対応が必要な児童の入園

　前記の①～⑤のいずれかに該当し、集団保
育が可能な3歳以上（平成24年4月1日現在）の
未就学児について、表中の★の保育園での入
園を受け入れています。

受け付け・面接
11月1日（火）～ 18日（金）で保育園が
指定する日時
第1希望の保育園　※児童の面接は、
受け付け後に再度実施する場合あり

と　き▶

ところ▶

※最長保育時間は延長保育時間を含んだ平日の時間
※対象は平成24年4月1日現在の年齢

保育園名 対象 ところ 電話 最長保育時間

立

公

第一 弥生町 81－2006
81－3044

31－3242
81－3073
51－2606
51－2605
51－0031
88－0034
88－0073
91－1781
81－2269
81－6025
31－6622

31－5002
31－9583

91－3854
82－8500
33－6755
81－7287
91－2557
32－2199
32－8525
83－5737
83－9880
84－1890
84－0811
81－4321
31－8893
81－3821
31－4405
84－1210
88－1796

91－7356

91－9860
92－5551
86－5337
35－5010
52－6006
29－8719
86－3444

第二 上田楽町

第三（注 1）
西部 宮町

桃山 桃山町1

玉川　　 玉野町

高座
出川
坂下南
坂下北 明知町

外之原 外之原町

上八田
松原
白山
勝川北部
牛山 牛山町

旭町4

藤山台
小野
味美

神領町1

岩成台
前並 四ツ家町　

追進
貴船 貴船町

下津 下津町

柏原
大手
瑞穂
柏原西

立

私

春日井
瑞雲
柏井
神屋 神屋町

第一そだち

高森台
第二そだち
あさひにこにこ 鷹来町

天使みつばち

あさひの森（注 3）認定
こども園

朝宮町２
出川町8
大泉寺町
田楽町

岩成台8
高森台9

藤山台4

柏井町5
大和通1
八事町1
柏原町1

柏原町5

追進町1

岩成台6

瑞穂通8
大手町3

6か月から
6か月から

6か月から
6か月から

6か月から
6か月から
6か月から

6か月から
6か月から

味美町36か月から
（休園）

6か月から

6か月から
6か月から
6か月から

6か月から
6か月から
6か月から
6か月から

6か月から

6か月から
6か月から
6か月から

5か月から

5か月から
1歳から

5か月から

5か月から

3歳から

5か月から

6か月から

1歳6か月から

1歳6か月から

1歳6か月から
1歳6か月から

1歳6か月から
1歳6か月から
1歳5か月まで
生後57日目から

生後57日目から
6か月から2歳まで

藤山台3
小野町5

味美白山町2
東野町2
八田町2

坂下町4
出川町3
高蔵寺町北3

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：00

7：30～18：30

7：30～18：00

7：00～19：00

7：00～19：00

7：00～19：00
7：30～18：30

7：00～19：00

7：00～19：00

7：00～19：00

7：00～19：00

★ 
★ 

★ 
★ 

★
★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 
★ 

さくら
いとうたんぽぽ

6か月から 篠木町5

神領（注 2）
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平成24年度保育園入園
申し込みを開始します申し込みを開始します

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6206）

　親子交流の場の提供や情報
提供などを行う子育て支援サ
ークルに対し、助成を行って
います。サークルや団体の詳
しい情報は、市ホームページ
を見てください。

　保育士などがおもちゃ類を持って、地域の公
民館、ふれあいセンターなどに出向き、子育て
広場や子育て相談を行います。

※開催日時と場所は、広報春日井15日号か市ホームページを見て
ください

0～3歳（就園前）の乳幼児と保護者対　象▶

市では、子育て中の親の孤独感や負担を和らげるため、地域において親子が交流できる場を提供するなど、
さまざまな支援を行っています。
市では、子育て中の親の孤独感や負担を和らげるため、地域において親子が交流できる場

行っています。
の親の孤独感や負担を和らげるため、地域において親子が交流でき

子育て支援のネットワークづくり

　主に該当地区内の乳幼児（未就園児）とその保護者を対象に、友達づくりや、育児不安を緩和することを
目的とした交流会（サロン）を開催しています。

※開催日時など詳しくは市社会福祉協議会（☎85－4321）へ問い合わせてください

中新町学習等供用施設
味美ふれあいセンター
勝川南部学習等供用施設
小野地区学習等供用施設
牛山東部学習等供用施設
堀ノ内町公民館
出川町公民館
高蔵寺ふれあいセンター

味美

勝川
小野
牛山
神領校区
不二・出川
高蔵寺

地区社協名 開催場所
藤山台8・9・10丁目町内会集会所
岩成台5丁目集会所（水辺の家）
岩成台西町内会集会所
東高森台町内会集会所
中央台タウンホール
石尾台小学校開放教室
押沢公園集会所
白山公会堂

藤山台
岩成台
岩成台西
東高森台
中央台
石尾台
押沢台
白山

地区社協名 開催場所

主に該当地
目的とした交

かすがいげんきっ子センター（☎35－3501）
勝川町8－2858－1 勝川駅南口ビル2階
東部子育てセンター（☎92－7757）
中央台2－5 サンマルシェ・アピタ館内
交通児童遊園（☎81－1301）
弥生町2－70
児童センター（☎87－6866）
浅山町1－2－61 総合福祉センター内
子育て支援センター（☎85－8824）
八田町2－13－6 上八田保育園内
神屋子育て支援センター（☎88－8333）
神屋町2022－3 神屋保育園内
子育て応援広場キッコロ（☎33－3666）
四ツ家町字四ツ家221－1 春日井樹の里併設

9:00～19:00（一時預かり
は7:30～19:00）
10:00～16:00（一時預か
りは7:30～19:00）
9:00～18:00（一部16:30ま
で）

9:30～16:30

9:00～12:00、13:00～16:00

9:00～12:00、13:00～15:30

10:00～15:00

月曜日（月曜日が祝休日の場
合は、その翌日）、年末年始
日曜日、祝休日、年末年始、サ
ンマルシェ休業日
月曜日（月曜日が祝休日の場
合はその翌日）、年末年始

月曜日、年末年始

土・日曜日、祝休日、年末年始

土・日曜日、祝休日、年末年始、
4月初旬、8月中旬

土・日曜日、祝休日、年末年始

拠点・施設 休館日開館時間
※年末年始は12月29日～1月3日

開催日時

かすがいげんかすがいげん

ください
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情報あ・ら・か・る・と

高齢者の予防接種のお知らせ

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

高齢者のインフルエンザ予防接種を行います。希望する人は医師と相談の上、接種を受けましょう。

期　間▶期　間▶10月1日(土)～12月31日(土)10月1日(土)～12月31日(土)
ところ▶ところ▶市内の指定医療機関　※直接、接種希市内の指定医療機関　※直接、接種希

望の医療機関に問い合わせてください望の医療機関に問い合わせてください
対　象▶○対　象▶○市内に住民登録がある65歳以上の人市内に住民登録がある65歳以上の人

○市内に住民登録がある60～64歳の人○市内に住民登録がある60～64歳の人
で、心臓・じん臓・呼吸器の機能やヒで、心臓・じん臓・呼吸器の機能やヒ
ト免疫不全ウイルス(ＨＩＶ)による免疫ト免疫不全ウイルス(ＨＩＶ)による免疫
の機能に障がいがある人(身体障がい者の機能に障がいがある人(身体障がい者
手帳1級の写しか医師が認めた診断書が手帳1級の写しか医師が認めた診断書が
必要)必要)

インフルエンザインフルエンザ

肺炎球菌肺炎球菌

平成22年9月1日から平成23年3月31日までに、指定医療機関以外で高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受平成22年9月1日から平成23年3月31日までに、指定医療機関以外で高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受
けた人について、接種費用の補助申請期限が近づいています。けた人について、接種費用の補助申請期限が近づいています。

申請期限申請期限▶▶10月31日(月)まで　※本年度に指定医10月31日(月)まで　※本年度に指定医
療機関以外で接種を受けた人の申請期療機関以外で接種を受けた人の申請期
限は平成24年4月30日(月)まで限は平成24年4月30日(月)まで

対　象▶○対　象▶○市内に住民登録がある75歳以上の人市内に住民登録がある75歳以上の人
○市内に住民登録がある60～74歳の人○市内に住民登録がある60～74歳の人
で、心臓・じん臓・呼吸器の機能やヒで、心臓・じん臓・呼吸器の機能やヒ
ト免疫不全ウイルス(ＨＩＶ)による免ト免疫不全ウイルス(ＨＩＶ)による免

費　用▶費　用▶1000円〈1回目のみ(生活保護受給者は1000円〈1回目のみ(生活保護受給者は
無料。医療機関の窓口で申請)。2回目無料。医療機関の窓口で申請)。2回目
以降の接種は全額実費〉　以降の接種は全額実費〉　

持ち物▶持ち物▶身分証明書身分証明書

疫の機能に障がいがある人(身体障がい疫の機能に障がいがある人(身体障がい
者手帳1級の写しか医師が認めた診断者手帳1級の写しか医師が認めた診断
書が必要)書が必要)

補助額▶補助額▶1回につき上限3000円(生活保護受給者1回につき上限3000円(生活保護受給者
は7500円)　は7500円)　

持ち物▶持ち物▶印鑑、身分証明書、領収書、通帳(本人印鑑、身分証明書、領収書、通帳(本人
名義)、身体障がい者手帳名義)、身体障がい者手帳

　市外の施設や医療機関に入所・入院し　市外の施設や医療機関に入所・入院し
ている人は滞在先の市町村に接種依頼すている人は滞在先の市町村に接種依頼す
ることができる場合がありますので、事ることができる場合がありますので、事
前に健康増進課まで連絡してください。前に健康増進課まで連絡してください。

王子製紙硬式野球部が5年連続11回目の都市対抗野球大会進出を果たしました。市を代表して出場する
王子製紙の市民応援団を募集します。あなたも京セラドーム大阪で応援しませんか。

問い合わせ▶総合体育館（☎8484－71017101）

市民応援団を募集

定　員▶定　員▶160人(先着順)160人(先着順)
費　用▶費　用▶参加料大人2000円、中学生以下1000円(交通費、入場参加料大人2000円、中学生以下1000円(交通費、入場

料を含む)料を含む)
申し込み申し込み▶▶10月4日(火)～14日(金)午前9時～午後5時に、総合体育10月4日(火)～14日(金)午前9時～午後5時に、総合体育

館(☎84館(☎84－7101)か春日井商工会議所(☎817101)か春日井商工会議所(☎81－4141)へ〈総4141)へ〈総
合体育館は10月11日(火)、春日井商工会議所は土・日合体育館は10月11日(火)、春日井商工会議所は土・日
曜日、祝日休み〉　※参加料を10月14日(金)午後5時ま曜日、祝日休み〉　※参加料を10月14日(金)午後5時ま
でに支払ってください。初戦に勝つと次の試合にも応でに支払ってください。初戦に勝つと次の試合にも応
援バスを出します援バスを出します

王子製紙が都市対抗野球大会に出場決定！

～京セラドーム大阪へ応援に行こう！～

大会開催期間
10月22日（土）～11月1日（火）
大会開催期間
10月22日（土）～11月1日（火）
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講座名・内容 とき 備考（市内在住か在勤、在学の人に限る）

はじめてのパーチメントクラフト　パ
ーチメントペーパーでかわいらしいベビーシ
ューズを作ります

11/4(金)
10:00～12:00

    知多公民館　　　 水谷可奈子       15人
    受講料250円､ 教材費500円

親子で学ぶ色彩心理学－入門編－　子ど
もの絵からメッセージを感じてみませんか

11/5(土)・1９(土)
〈2回〉10:00～12:00

　　坂下公民館　　　河村洋子　　　 3歳～小学6
年生の子どもとその保護者　　　15組　　　教材費
150円　　　クレヨン・色鉛筆（各16色以上）、はさみ

子育てセミナー「コーチング」を用いた
育児　コーチングで、自分で考えて行動で
きる子を育みましょう

11/11(金)・25(金)
〈2回〉10:00～12:00

　　東部市民センター　　　 山口麻利　　　 3歳
以上の子どもを持つ保護者　　　 20人　　　 受
講料500円、教材費1050円

スクラップブッキング体験教室　写真を
美しく保存するアルバム1ページを作ります

11/1７(木)
10:00～12:00

　　中央公民館　　　 中村あいみ　　　 15人　　
　 　 受講料250円、教材費1000円   　　写真5～8枚

親子でクリスマスブーツを作ろう　世
界にひとつのクリスマスブーツを作ります

11/2７(日)
10:00～12:00

　　南部ふれあいセンター　　　 黒田敦子　　　 
　　 3歳～小学6年生の子どもとその保護者　　
　　15組　　　教材費（1つ）200円　　　はさみ、木
工用接着剤、飾り付け用の切り貼りしてよい写真など

定申し込み▶いずれも10月14日(金)〈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)、
年齢、電話番号、親子対象の講座は子どもの氏名(ふりがな)・年齢(学年)も書いて、〒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

と 講
費

と 講
定 費

持

と 講
定 費

と 講 定
持

定

と 講

定 費

費

対

対

対
持

4月から5月にかけて募集した「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生を募集
します。ぜひ応募してください。

と 講…ところ …講師 対 …対象 定 …定員 費 …費用 持 …持ち物

あなたの企画であなたの企画で
講師にチャレンジ！講師にチャレンジ！
あなたの企画であなたの企画で
講師にチャレンジ！講師にチャレンジ！
あなたの企画で
講師にチャレンジ！講座の受講者を募集

　シティバスに一層親しんでもらえるよう、一部の車両の広告スペースに幼稚園児の
描いた絵を展示しています。皆さんシティバスを利用してください。

かすがいシティバスはあとふるライナー

問い合わせ▶交通対策課（☎85－6051）

質問質問

回答回答

　シティバスで行けるところは市役所や、市
民病院というイメージがありますが、他には
どんなところに行けますか。

　ＪＲや名鉄の駅に行けます。ＪＲ勝川・春
日井・神領・高蔵寺駅と名鉄味美・牛山駅に
行くことができます。

質問質問

回答回答

　名鉄、名古屋市営地下鉄で使えるＩＣ乗車
券「manaca(マナカ)」は使えますか。

　全ての車両で利用できます。ただし、ポイ
ントは付きません。

質問質問

回答回答

　市民病院へ受付開始時間の8時に間に合うよ
うに行きたいのですが…。

　ほぼ全ての便が受付開始時間に到着するダ
イヤで運行しています。

質問質問

回答回答

　シティバスを乗り継いで目的地へ行きたい
のですが、乗り継ぎ割引などはありますか。

　乗り継ぎ割引はありませんが、1日乗車券を
利用すると大人500円(小人300円)で乗り放題
ですので、利用してください。

教えて！

車内車内ギャラリーギャラリー

交通対策課に寄せられた質問のうち、件数が多かったものについて掲載します。交通対策課に寄せられた質問のうち、件数が多かったものについて掲載します。
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浴衣姿で
日本舞踊を体験
（文化フォーラム春日井）

　若手男性日本舞踊集団「弧の会」のメンバー
の手ほどきで、子どもたちが日本舞踊を初め
て体験しました。　
　日常生活での動きを美しく振る舞うことか
ら始まり、振り付けを踊ることまでを習いま
した。一つ一つの動作に神経を集中させるこ
とに手こずりながらも、最後はみんなで「元禄
花見踊」をアレンジした踊りを舞いました。

市民美術展覧会が
60回を迎える
（市役所、文化フォーラム春日井）

　60回目を迎える市民美術展覧会の開会式が
行われました。日本画、洋画・版画、書、彫塑工
芸、写真の5部門から990点もの力作が並び、訪
れた市民は美術鑑賞を楽しみました。

8/26
㊎

8/20
㊏

小学生マジシャン
21人誕生！
（交通児童遊園）

　市内の小学生を対象に手品教室が行われま
した。春日井市出身のプロマジシャン田中大
貴さんの鮮やかな手つきに見入りながら、同
じようにできるように頑張って練習をしてい
ました。
　発表会では、覚えたての手品を披露し、見事
成功させると、観客や保護者の皆さんから驚
きと歓声が起こりました。

8/24
㊌

8/25
㊍

災害時の相互応援協定
を大垣市と締結
（市役所）

　地震などの災害時に被害を受け、市単独で
は十分な応急措置ができない場合に、応急対
策や復旧対策が円滑にできるよう、相互の応
援体制について協定を大垣市と結びました。

8月30日トップセールス出発式
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9/2
㊎

甘い巨峰に
みんなにっこり
（尾関農園）

　地元農産物と食に対する理解を深めるため、
給食で使用する巨峰の収穫体験が行われまし
た。参加した白山小学校の児童は｢甘くておい
しい｣「今まで食べられなかったけれど、食べ
られるようになった」などと収穫したての巨
峰を笑顔で頬張っていました。　

8/28
㊐

総合防災訓練で
災害に備える
（神屋小学校）

　地域住民や自治会、各防災関係機関、自主防
災組織、警察、自衛隊、ボランティア団体など
多くの人が参加し、市総合防災訓練を実施し
ました。災害に備え、さまざまな訓練に真剣に
取り組みました。

8月30日トップセールス出発式8月30日トップセールス出発式8月30日トップセールス出発式

　名古屋空港の歴史はご存じのことと思い
ますが、昭和19年、旧陸軍により半ば強制的
に農地が買い上げられ、周辺住民の勤労奉仕
により小牧飛行場として開設されたことに
始まります。その後、米軍の管理下で農家の
大規模な集団移転を伴う滑走路の拡張が行
われました。米軍から返還された後は、自衛
隊機と共用する中で中部圏の空の玄関とし
ての役割を担ってきましたが、平成17年中部
国際空港の開港により現在の県営名古屋空
港となりました。
　昨年、日本航空（ＪＡＬ）が名古屋空港から

撤退するという事態となり、民間路線が全て
無くなるという状況でしたが、フジドリーム
エアラインズ（ＦＤＡ）が就航してくれるこ
ととなり、現在は、福岡、熊本、いわて花巻、青
森の4路線を運航しています。
　また、利用者の増加が路線の維持、拡大、そ
して、地域の活性化につながっていくとの考
えから、今年2月4日に「空の路ひろめ隊」を結
成し、愛知、岐阜、長野県の近隣62自治体への
PRを行いました。それに続いて、今回は、春日
井、小牧、豊山の首長が、それぞれ就航先を訪
問し、トップセールスを行うこととしました。
　私は岩手県、青森県の市役所、県庁、商工会
議所を訪問し、名古屋空港の利便性や「サボ
テンと書のまち春日井」をＰＲしながら利用
促進のお願いをしました。現地では名古屋便
の復活を歓迎する多くの声と中部圏との経
済的、人的な結びつきの深さを改めて認識す
るとともに、相互協力の絆を大きくした訪問
となりました。

県営名古屋空港の利用促進

市長 伊藤　太
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問い合わせ▶介護保険課（☎85－6196）

　家庭で起こる虐待の多くは、高齢者自身の悩みや、家族の
介護上の不安・不満などが原因といわれています。虐待を未
然に防ぐには、これらの原因をできるだけ早いうちに解消、
軽減できるよう、みんなで支援することが大切です。

　住んでいる地区を担当する地域包括支援センターか介護保険課まで連
絡してください。相談者の秘密は厳守します。虐待を深刻化させないた
めにも、勇気を持ってすぐに相談しましょう。

　近所の高齢者や、介護をしている家族
のちょっとした変化が「ＳＯＳ」かもし
れません。異変を感じたら声を掛けまし
ょう。

高齢者虐待とは、高齢者の「人としての尊厳を傷つける行為」です。心身を
傷つけられ、気力を奪われ、自分に自信が持てなくなっていく…これらの
状態が続けば続くほど、心身に及ぶ被害は大きくなります。誰かが一刻も
早く気付き、状況をきちんと見極め、適切な対応を考える必要があります。
高齢者虐待を正しく理解し、未然に防げるよう行動しましょう。

こんな行動が高齢者虐待にあたりますこんな行動が高齢者虐待にあたりますこんな行動が高齢者虐待にあたりますこんな行動が高齢者虐待にあたりますこんな行動が高齢者虐待にあたりますこんな行動が高齢者虐待にあたりますこんな行動が高齢者虐待にあたります

高齢者虐待を未然に防ぐために高齢者虐待を未然に防ぐために高齢者虐待を未然に防ぐために高齢者虐待を未然に防ぐために高齢者虐待を未然に防ぐために高齢者虐待を未然に防ぐために高齢者虐待を未然に防ぐために

地域包括支援センターあさひが丘（神屋町）
地域包括支援センター春緑苑（廻間町）
地域包括支援センターじゃがいも友愛（出川町8）
市社会福祉協議会地域包括支援センター（浅山町1）
市医師会地域包括支援センター（柏原町5）
地域包括支援センターグレイスフル春日井（桃山町）
地域包括支援センター第2グレイスフル春日井（牛山町）
地域包括支援センター勝川（若草通1）
地域包括支援センター第2春緑苑（下津町）
市社会福祉協議会第三介護地域包括支援センター（中切町3）

施設名 電話番号
93‒1314
88‒5734
51‒1840
87‒5377
89‒3027
89‒2391
32‒1117
33‒8236
56‒9166
56‒8611

地域包括支援センター

10月22日（土）
午後2時～4時
総合福祉センター
お茶の水女子大学
名誉教授・袖井孝子
300人（先着順）

と　き▶

ところ▶
講　師▶

定　員▶

　高齢者虐待に関する正し
い知識を学び、理解を深める
ため、講演会を開催します。

～強めよう地域の絆～

殴る、蹴るなど
暴力をふるう

暴言や無視、脅
しなど

生活などの世話
をしない

金銭を渡さない、
年金を勝手に使う

性的嫌がらせを
行う

※介護サービス事業者や施設職員が行っている場合も高齢者虐待となります

身体的虐待身体的虐待 心理的虐待心理的虐待 介護・世話の放棄介護・世話の放棄 経済的虐待経済的虐待 性的虐待性的虐待身体的虐待 心理的虐待 介護・世話の放棄 経済的虐待 性的虐待

介護・虐待についてどこに相談すればいいの？介護・虐待についてどこに相談すればいいの？

虐待はなぜ起こるの？虐待はなぜ起こるの？ 地域での見守り、声掛けを大切に地域での見守り、声掛けを大切に

介護・虐待についてどこに相談すればいいの？

虐待はなぜ起こるの？ 地域での見守り、声掛けを大切に

高齢者虐待高齢者虐待 を しましょう！しましょう！高齢者虐待 を しましょう！

高齢者高齢者
虐待防止虐待防止
講演会講演会

高齢者
虐待防止
講演会

高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待 家族関係家族関係家族関係とと
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ごみや犬のふんが落ちていない美しいまちで生活することは、誰もが望んでいることです。みんな
が気持ちよく生活できる清潔なまちにするため、一人一人がマナーを守りましょう。
○ごみ・空き缶・たばこの吸い殻などのポイ捨てはやめましょう。○ごみ・空き缶・たばこの吸い殻などのポイ捨てはやめましょう。
○犬を散歩させるときは、ふんを回収する用具を携行し、ふんを○犬を散歩させるときは、ふんを回収する用具を携行し、ふんを
　必ず持ち帰りましょう。持ち帰ったふんは、自宅の敷地に埋め　必ず持ち帰りましょう。持ち帰ったふんは、自宅の敷地に埋め
   るか、トイレに流しましょう。   るか、トイレに流しましょう。
○飼っている犬や猫が他人の土地でふんをしないようにしつけ○飼っている犬や猫が他人の土地でふんをしないようにしつけ
　ましょう。　ましょう。

問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6226）

なくそう、ポイ捨て・ふん害！
みんなでマナーを守って、きれいなまちづくりみんなでマナーを守って、きれいなまちづくり

市暴力団排除条例(仮称)要綱案の市民意見募集
　「春日井市暴力団排除条例(仮称)要綱案」がまと
まりましたので、その内容をお知らせし、市民の
皆さんの意見を募集します。
　条例要綱案は、10月1日(土)から市民安全課、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、レディヤンかすがい、総合福祉センターで見
ることができます。
募集期間▶ 10月1日(土) ～ 31日(月)〈必着〉
提出方法▶ 直接か郵送、ファクス、Ｅメールで、意

見、住所、氏名を書いて、〒486－8686
春日井市役所市民安全課(☎85－6064、
FAX84－8731、 Ｅ メ ー ルanzen@city.
kasugai.lg.jp)へ　※意見に対する個別の
回答はしません。また、内容については、
個人が特定されない形で原則として公表
します

蔵書点検のため図書館を休館します
　蔵書の一斉点検・整理のため、図書館と各施設
の図書室を休館します。
月 日▶ 10月12日(水) ～ 22日(土)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

障がい者生活支援センターによる相談会
　市が委託している4か所の障がい者生活支援セ
ンターが集まり、相談を受けます。障がい福祉サ
ービスの利用や日常生活の困り事などを相談でき
ます。
と き▶ 10月28日(金)午前9時30分～正午　※面

接による相談のみ(予約不要)
ところ▶ 総合福祉センター
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)

小学校入学前の健康診断と就学相談
入学前の健康診断
　｢就学時健康診断のお知らせ｣を11月初めまでに
送付します。届かないときは、入学予定の小学校
へ連絡してください。また、外国籍で入学を希望
し、まだ教育委員会に申請していない人は、学校
教育課窓口で申請してください。
対 象▶ 平成17年4月2日～ 18年4月1日生まれの

子ども
障がいのある子どもの就学相談
　随時、個人相談を受け付けています。事前に、
学校教育課へ電話してください。
対 象▶ 障がいのある子どもの保護者
問い合わせ▶ いずれも学校教育課(☎85－6441)

ホテルプラザ勝川の経営状況
　市が出資する第三
セクターである勝川
開発㈱の子会社・㈱
ホテルプラザ勝川の
平成22年度の経営状
況は、東日本大震災
の影響を受けたもの
の、イベントの充実、
立地性を生かした販
売促進活動などを行
った結果、当期利益
では4年連続の黒字と
なりました。
問い合わせ▶ 勝川管理課(☎85－6636)

損益計算書(Ｈ22.4.1～23.3.31)
単位：百万円

営業収益
営業費用
　営業損失
営業外収益
営業外費用
　経常利益
特別利益
特別損失
　税引前当期利益
　法人税及び住民税

824
828
▲4
4
0
0
21
11
10
2

　　当期利益 7
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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。

特定健診(集団)
とき・ところ▶①11月14日(月)午前10時～ 11時受

け付け・健康管理センター②11月26日
(土)午前9時～ 10時30分受け付け・保健
センター

対象・定員▶ 平成24年3月31日までに40 ～ 74歳になる
市国民健康保険加入者・①40人②70人(抽
選)

申し込み▶ 10月21日(金)〈必着〉までに、はがきかフ
ァクス(1人1会場のみ)に｢特定健診｣、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、ＦＡＸ84－3682)か〒487－
0011中央台1－1－7、保健センター (☎91
－3755、ＦＡＸ91－3739)〉へ

ヤング健診
とき・ところ▶11月7日(月)・健康管理センター、

11月12日(土)・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▶ 市内在住で平成23年4月～ 24年3月に18
～ 39歳の誕生日を迎える人(今年度の当
選者を除く)・各70人(抽選)

申し込み▶ 10月14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

私立高等学校の授業料補助金
対 象▶ 平成23年10月1日現在、私立高等学校、

専修学校(高等課程)などに在籍する人の
授業料負担者で、市内在住の市民税所得
割額が1万8900円以上24万4500円未満の
世帯

補助金額▶ 年額1万円
申請方法▶ 11月30日(水)までに、授業料補助申請書

兼請求書(教育総務課、市ホームページ、
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)に記入して、直接、
教育総務課(☎85－6436)へ　※平成23年
1月2日以降に春日井市に転入した人は、
平成23年度(平成22年中)の市民税の所得
割額が分かるものが必要

廃棄物減量等推進審議会の公開
と き▶ 10月13日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6222)

障がい者施策推進協議会の公開
と き▶ 10月17日(月)午後1時15分から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 10月4日(火)から、障がい福祉課(☎85－

6186)へ

環境審議会の公開
と き▶ 10月17日(月)午後1時30分から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 10月7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▶ 10月19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

高齢者総合福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 10月26日(水)午後2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▶ 10月12日(水)から、高齢福祉課(☎85－6184)

へ

不妊治療費等助成事業
　市では、不妊治療を行う夫婦に対して、治療費
などに掛かる費用の一部を助成しています。
対象となる治療▶不妊検査、一般不妊治療(平成

23年3月～ 24年2月29日の治療分)、特定
不妊治療(1回の治療終了日が平成23年3
月～ 24年2月29日の期間分)

助成金額▶ 1夫婦につき1年度上限5万円(1000円未満
切り捨て)

申請期限▶ 平成24年3月30日(金)　※年度末の申請
は混み合いますので早めに申請してくだ
さい

※申請には条件がありますので、詳しくは、案内
チラシ(子ども政策課、坂下出張所、東部市民セン
ター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセ
ンター、市ホームページに用意)を見てください
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6170)
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コミュニティ助成
　自治総合センターによる宝くじの助成金で、西
本町区の備品を整備しました。
問い合わせ▶ 市民活動推進課(☎85－6617)

旅は楽し～長谷川徳武氏コレクション～
と き▶ 10月～ 11月の毎週土曜日午前9時～午後

4時
ところ▶ 郷土館
内 容▶ 故・長谷川徳武元文化財保護審議会委員

から寄贈された昭和初期の観光パンフレ
ットや切符、駅弁掛け紙など旅行に関す
る資料を展示

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

コンテナガーデニング展
月 日▶ 10月2日(日) ～ 10日(祝)
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

10月～12月の子ども劇場
と き▶ ①10月8日(土)②11月12日(土)③12月10日

(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ ①大型紙芝居｢あんぱんまん｣、大型絵本

｢かわいいどうぶつのかお｣②大型紙芝居
｢じろきちおおかみ｣、大型絵本｢きょだ
いなきょだいな｣③大型紙芝居｢ぐりとぐ
らのおきゃくさま｣、大型絵本｢ふゆのよ
るのおくりもの｣　※①②③いずれも腹
話術、南京玉すだれなど

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▶鷹来公民館(☎84－7071)
協 力▶ おはなしの会、ロゴス腹話術研究会など

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 10月9日(日)、11月13日(日)、12月11日(日)

午前10時～午後3時
内 容▶ ○壊れたおもちゃの修理(部品は実費)○

不用になったおもちゃ (使える物に限る)
の交換および引き取り　※修理できない
物もあり

ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－
5006)

エコ先案内人
と き▶ 10月9日(日)、11月20日(日)、12月11日(日)

午前10時～午後3時
内 容▶ リサイクル、エコ生活などについて、紙

芝居などで案内
講 師▶ 樋口祐子、祖田なほみ
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

弧の会レクチャー＆デモンストレーション
と き▶ 10月9日(日)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
内 容▶ 若手男性日本舞踊家集団｢弧の会｣のメン

バーが、日本舞踊の見方や楽しみ方、流
派の違いなどを、実演を交えて楽しく解
説

出 演▶ 市山松扇、猿若裕貴、花柳榮輔
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

遊覧観光
サボテン発泡酒｢黄金の泡｣の製造工場を訪ねる！
と き▶ 10月14日(金)午前9時～午後3時(雨天決

行)
内 容▶ サボテン農家、ビール工場などを見学
定 員▶ 25人(先着順)〈最小催行人数15人〉
費 用▶ 参加料2000円(昼食代、保険料含む)
申し込み▶ 10月3日(月)から電話で、経済振興課内、

市観光協会事務局(☎85－6244)へ

グリーンピアコンサート
ギターコンサート
と き▶ 10月15日(土)午後2時～ 2時40分
出 演▶ ギタートリオ・ドリーム
曲 目▶ ｢夏の思い出｣｢となりのトトロ｣｢どんぐ

りころころ｣など
テルミン・マトリョミンミニコンサート
と き▶ 10月16日(日)午後1時30分～ 2時10分
出 演▶ matochico
曲 目▶ ｢スカボロ・フェアー ｣｢コンドルは飛ん

で行く｣｢今日の日はさようなら｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

菊花大会
と き▶ 10月15日(土) ～ 11月5日(土)午前9時～午

後4時
ところ▶ 春見公園(春見町)
内 容▶ 菊の展示や野外風景花壇、菊づくり相談
問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6281)

次世代育成支援対策地域協議会の公開
と き▶ 10月28日(金)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)
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)
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10月～12月の包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 10月16日(日)、11月6日(日)、12月18日(日)

午前9時30分～正午受け付け、引き渡し
は当日午後3時～ 4時か、それぞれ10月
23日(日)、11月13日(日)、12月25日(日)

定 員▶ 30人(先着順)　※1人1点に限定
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

合同相談会
　10月17日(月)から23日(日)までの行政相談週間
に合わせて、行政相談をはじめとする合同相談会
を行います。
と き▶ 10月19日(水)午前10時～正午、午後1時～

3時
ところ▶ 市役所大会議室

相談名 内容

行政 道路や交通、公害など行政に
対する苦情や要望など

法律(予約制) 民事などに関する法律問題

交通事故(予約制) 過失賠償問題、示談の進め方
など交通事故に関する相談

登記(予約制) 土地、家屋の測量や相続、登
記手続きなど

なやみごと人権 家庭や隣近所でのもめごと、困
りごと、悩みごとなど

建築 建物の新築やリフォーム、建
て替え、耐震対策など

消費生活 商品や契約・販売などのトラ
ブル

一般 市の仕事に対することなど

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

一般男・女ソフトテニス選手権大会
と き▶ 10月23日(日)午前9時から〈予備日11月20

日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の個人戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上の人
費 用▶ 参加料(1組)1200円、高校生1000円
申し込み▶ 10月14日(金)〈必着〉までに、はがきに大

おたのしみ会
と き▶ 10月23日(日)午前10時～ 11時
内 容▶ 人形劇やパネルシアターを楽しむ
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▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)
協 力▶ 名古屋短期大学、桜花学園大学児童文化

研究部｢どかあん｣

盆栽展
と き▶ ①盆栽の部…10月27日(木) ～ 30日(日)②

山草の部…11月3日(祝) ～ 6日(日)いずれ
も午前9時～午後4時(最終日は3時まで)

ところ▶ 落合公園管理棟
出展者募集
設営・搬入▶ ①10月26日(水)②11月2日(水)いずれも午

後1時～ 4時に、落合公園管理棟へ
申し込み▶ 10月17日(月)までに、公園緑地課(☎85－

6281)へ

10月27日～11月9日は秋の読書週間
ブラックパネルシアター
と き▶ 10月29日(土)午前11時～ 11時30分
ところ▶ 図書館
内 容▶ 暗くした部屋で話を聞いたり歌を歌う
図書館探検
と き▶ 11月5日(土)午前11時～ 11時30分、午後2

時～ 2時30分
ところ▶ 図書館　※お話の部屋の前に集合
本のリサイクル会
と き▶ 11月6日(日)午前9時～午後2時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ リサイクル本の無料配布(午前8時30分か

ら入場整理券配布)
腹話術と楽しい手品
と き▶ 11月6日(日)午後2時～ 2時30分
ところ▶ 図書館
問い合わせ▶ いずれも図書館(☎85－6800)

団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 10月30日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 中学生男子・女子、一般男子・女子(1チ

ーム4～ 6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で10月12日(水)ま

でに今年度の連盟登録をした人(中学生
は未加盟で参加可)

費 用▶ 参加料(1チーム)3000円、中高生1000円
持ち物▶ ゼッケン
ところ・申し込み▶10月12日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、全員の氏名・
年齢、代表者の住所・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▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

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)
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連盟会長杯ソフトテニス大会
と き▶ 11月6日(日)午前9時から〈予備日11月13

日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の個人戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上の人
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▶ 10月19日(水)〈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)

市民アーチェリー大会
と き▶ 11月13日(日)午前9時30分から
種 目▶ 18m(w)〈インドアルール〉
種 別▶ 個人戦(ベアースタイル、リカーブスタ

イル、コンパウンドスタイル)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 参加料300円
ところ・申し込み▶10月30日(日)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種別、住所、氏名、年
齢、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▶ 市アーチェリー協会・酒井(☎81－1695)

市民第九演奏会
と き▶ 12月4日(日)午後3時開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ チヨン・チュン(指揮)、二宮咲子(ソプラ

ノ)、三輪陽子(アルト)、ハ・ソクベ(テノ
ール)、キム・ミンスク(バス)、市交響楽団、
市民第九合唱団　※指揮、ソリストは変
更の場合もあり

入場料▶ 1000円(全自由席)
入場券▶ 10月6日(木)から、文化フォーラム春日井・

文化情報プラザ、市役所情報コーナー、東
部市民センター、味美・高蔵寺・南部・西
部ふれあいセンター、坂下公民館で販売

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

家族介護者交流会
と き▶ 平成24年1月26日(木)・27日(金)・28日(土)

午前11時～午後1時30分
ところ▶ ホテルプラザ勝川
内 容▶ 大道芸、音楽鑑賞や食事会で楽しいひと

ときを過ごし、家族介護者同士の交流や
情報交換をする。個別相談会も実施　

対象・定員▶ 市内在住で、市の認定を受けた要介護・
要支援者(介護保険施設などに入所入院
していない人)を家庭で介護している家
族・各180人(抽選)　※同居・別居は不問。
要支援・要介護者1人に対して1人の応募
に限る

申し込み▶ 10月28日(金)〈必着〉までに、申込用紙
(高齢福祉課、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
などに用意)かはがきに氏名、住所、年
齢、電話番号、要介護・要支援者の氏
名・住所・被保険者証番号・要介護度、
希望日(第3希望まで)を記入して、〒486
－8686春日井市役所高齢福祉課(☎85－
6364)へ

環境カレンダーに掲載する有料広告
掲載場所▶ 各ページ下部(表紙、裏表紙を除く)
規 格▶ 4色刷、縦45㎜×横85㎜
枠 数▶ 6枠(1枠で3ページに掲載)
掲載料▶ 1枠10万円(広告作成費は含まれません)
作成部数▶ 12万8000部
申し込み▶ 10月14日(金)までに、申込書(市ホームペ

ージに用意)に記入して、広告案を添え
て、直接、ごみ減量推進課(☎85－6222)
へ

フリーマーケットの出店者
と き▶ 11月20日(日)午前9時30分～午後3時
対 象▶ 市内在住で商業者でない人
販売品目▶ 家庭での不用品(営利目的の物は不可)
小間数▶ 45小間(抽選)
小間料▶ 1小間(250㎝×400㎝)500円
ところ・申し込み▶10月15日(土)〈必着〉までに、

往復はがき(1グループにつき1枚)に代表
者の住所・氏名・電話番号、参加人数、
販売品目を書いて、〒480－0304神屋町1
－2、エコメッセ春日井(☎88－5006)へ
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潮見坂平和公園の墓所(一般募集)
区 画▶ 新規…28区画、空き区画…52区画
対 象▶ 3年以内に墓碑などを建てる人　※現に

祭祀(さいし)をする遺骨があり、1年以内
に墓所が必要な人は随時募集もあり

申し込み▶ 11月11日(金) ～ 13日(日)に、申込書(潮見
坂平和公園管理事務所、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、グリーンパレス春
日井で配布)に必要書類を添えて、潮見
坂平和公園管理事務所(☎84－4444)へ

市民サービス公社の臨時職員の登録者
採 用▶ 10月1日以降で欠員が生じたとき
内 容▶ 草刈り、低木の刈り込みなどの維持管理

作業や施設管理
対 象▶ 昭和21年7月1日以降に生まれ、普通自動

車運転免許を持っている人
賃金(時給)▶ 1020円(業務内容により860円)　※交通

費を1通勤につき230円支給
登録有効期間▶平成24年6月30日(土)まで
申し込み▶ 平日の午前9時～午後5時に、市販の履歴

書(写真付き)に記入して、自動車運転免
許証を持って、本人が直接、グリーンパ
レス春日井内、市民サービス公社庶務課
(☎85－4320)へ　※詳細は、ホームペー
ジを見てください

 ホームページ　http://www.s－kousya
－kasugai.or.jp/

市民活動推進課　☎85－6033
日本語ボランティア養成講座～文字、発音、文法
など日本語の指導方法と日本語能力試験の指導方
法
と き▶ 11月の毎週火曜日(5回)午前10時～ 11時

30分
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤で18歳以上の人・30人(抽

選)
申し込み▶ 10月12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
を書いて、〒486－8686春日井市役所市
民活動推進課へ

ささえ愛センター　☎56－1943
ボランティア・市民活動デビュー講座～ボランテ
ィア・市民活動団体の活動状況などを学び、活動
を体験する
とき・ところ▶○セミナー (事前講習、ボランテ

ィア・市民活動団体紹介)…10月19日(水)

エコメッセ春日井　☎88－5006
親子アルミ缶アート教室
と き▶ 10月22日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ ＣＡＮ缶アートＧ
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の親子(2人1組)・

12組(先着順)
費 用▶ 教材費500円
落ち葉のたい肥づくり
と き▶ 10月29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)
 
申し込み▶ いずれも10月5日(水)から、電話で

アスティ高蔵寺市民ギャラリー展示
期 間▶ 平成24年度の、24区分ある利用期間(1区

分は約13日間)から選択(先着順)　※詳し
くは市ホームページを見てください

内 容▶ 芸術・文化活動で、公共の場にふさわし
い展示　※営業、物品の販売、政治・宗
教活動などは不可。また、搬入と搬出は
指定した日時に展示利用者が行うこと

申し込み▶ 10月4日(火)から、文化課(☎85－6079)へ

午前10時～正午・鳥居松ふれあいセンタ
ー○活動体験期間…10月19日(水) ～ 12月
11日(日)・各体験先

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
｢カエル65大学｣知りたいセミナー～春日井の名
所・史跡めぐり
と き▶ 10月26日(水)午前9時～午後4時(8時45分

に市役所集合)
ところ▶ 道風記念館、観音寺、二子山古墳、落合

公園、内々神社、円福寺、密蔵院
講 師▶ 村中治彦
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 1000円(資料代、入館料、昼食代、保険

料含む)
 
申し込み▶ ｢ボランティア・市民活動デビュー講座｣

は10月4日(火)から、電話かファクス、Ｅ
メールに住所、氏名、年齢、電話番号
を書いて、ＦＡＸ56－4319、Ｅメール
sasae－i@city.kasugai.lg.jpへ、｢『カエ
ル65大学』知りたいセミナー｣は10月4日
(火)から電話(1回3人まで受け付け可)で
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図書館　☎85－6800
一日子ども司書～本の貸し出しやブックカバーを
掛ける作業などを体験する
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
対象・定員▶ 今までに参加したことがない市内在住の

小学3～ 6年生・24人(先着順)
持ち物▶ 図書館利用者カード、本1冊(Ａ5サイズ)
申し込み▶ 10月6日(木)午前9時から、直接か電話

で

生涯学習課　☎85－6447
名城大学連携講座｢農学基礎講義『家庭菜園の害虫
と天敵』｣
と き▶ 10月19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・山岸健三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着

順)
申し込み▶ 10月4日(火)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
｢立辰出世(りっしんしゅっせ)｣ ～来年のえと｢た
つ｣の親子の木目込み人形作り
と き▶ 10月23日(日)・30日(日)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 鈴木真淳祥
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、教材費4200円
持ち物▶ 木目込みべらか目打ち、はさみ、小皿、

タオル
パソコンで年賀状作り～エクセルでの名簿作成
と、はがきウィザードを利用したオリジナル年賀
状作りを学ぶ
と き▶ 10月30日～ 11月27日の日曜日(11月13日

を除く4回)午後1時30分～ 3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、在学でパソコンの文字

入力ができる人・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7、ビスタかＸＰ対応でエ

クセルを内蔵したノートパソコン
 
申し込み▶ ｢立辰出世｣は10月6日(木)から電話で、

｢パソコンで年賀状作り｣は10月12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)、年齢、電
話番号を書いて、〒486－0809町屋町
3610－1へ

中央公民館　☎33－1111
妊婦さん＆乳幼児のための子守りうた講座～子ど
もが安心して眠れる子守り歌を覚え、ママもリフ
レッシュしましょう
と き▶ 10月27日(木)午前10時30分～正午
講 師▶ 松本朋子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児とその保護者、妊婦

・20組(抽選)
費 用▶ 教材費100円
初めての仏像彫刻｢わらべ観音さま｣を彫る～台座
・光背のついた、ハスの花を持った観音さまを彫
る
と き▶ 11月～平成24年1月の第1・3土曜日(6回)

午前10時～正午
講 師▶ 柿崎圓祐
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円、教材費1800円
持ち物▶ 彫刻刀(印刀)、エプロン、軍手、定規
 
申し込み▶ いずれも10月12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

少年自然の家　☎92－8211
わくわく自然ランド｢紅葉・木の実・植物の不思議｣
～東部丘陵の自然や紅葉を観察し、木の実やドン
グリで工作をする
と き▶ 11月6日(日)午前9時～午後2時30分
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▶ 受講料(1人)500円　※弁当持参
あそびむしくらぶ｢どんぐりであそぼう｣～ドン
グリを使った工作を楽しむ
と き▶ 11月11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
 
申し込み▶ いずれも10月15日(土)〈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
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東部市民センター　☎92－8511
木目込み干支づくり～来年のえとのたつを作る
と き▶ 10月31日～ 11月21日の毎週月曜日(4回)

午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 荻田捷子
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2600円
持ち物▶ 木目込みべらか目打ち、はさみ、のり、

台拭きタオル
申し込み▶ 10月13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、〒487－0011中央台2
－2－1へ

坂下公民館　☎88－5555
笑顔筋トレーニング｢すっきり小顔に｣(託児付き)
と き▶ 11月4日(金)・18日(金)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 松下美奈子
対象・定員▶ 市内在住の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ 手鏡
申し込み▶ 10月15日(土)〈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、託児(1歳以上の未就学児)希望
者は子どもの名前と年齢も書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ

知多公民館　☎32－8988
持ち込みパソコン年賀状作り
と き▶ 11月6日(日)・13日(日)〈2回〉午前9時30分

～ 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500円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズ7、ビスタかＸＰ対応で、

ワードを内蔵したノートパソコン
世界遺産への旅～人気の高い世界各地の文化遺
産、自然遺産の紹介と旅行情報の提供
と き▶ 11月6日(日)・13日(日)、12月11日(日)・18

日(日)、平成24年1月8日(日)〈5回〉午後1
時30分～ 3時

講 師▶ 津坂浩司
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1250円
 
申し込み▶ いずれも10月21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

児童センター　☎87－6866
お父さんとあそぼう会～父と子が体を動かして、
一緒に遊びながら楽しく触れ合う
と き▶ 11月6日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の2～ 3歳児とその父親(2人1組)

・30組(抽選)
費 用▶ 参加料(1組)200円
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 10月24日(月)〈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、保護者名を書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
現代押し花アート教室～メリークリスマス
と き▶ 11月2日(水)午前10時～正午
講 師▶ 山本啓子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、カッターナイフ、

持ち帰り用の袋
おしゃれ園芸教室～木箱に正月風寄せ植えで楽し
む
と き▶ 11月24日(木)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 伊藤孝巳
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用はさみ、エプロン、持ち帰り用の

袋
 
申し込み▶ ｢現代押し花アート教室｣は10月5日(水)

から電話で、｢おしゃれ園芸教室｣は10
月14日(金)〈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

グリーンパレス春日井　☎84－0381
パソコン教室～デジカメを使ってアルバムや年賀
状の作り方を学ぶ
と き▶ 11月5日～ 12月10日の毎週土曜日(6回)午

後7時～ 9時
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3000円
持ち物▶ エクセルを内蔵したノートパソコン
申し込み▶ 10月5日(水)午前9時から、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～子どもの病気とホームケア
と き▶ 10月21日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 愛知県立大学看護学部准教授・服部淳子
対象・定員▶ 子育て中の保護者・35人(先着順)　※託

児あり(若干名)
申し込み▶ 10月5日(水)午前9時から、☎85－8824へ

総合福祉センター　☎84－3611
はじめての詩吟講座～声を出して健康になろう
と き▶ 11月の水曜日(23日を除く4回)午前10時

～ 11時30分
講 師▶ 西尾岳禮
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・30人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
元気パワーアップ運動講座～転倒防止エクササイ
ズ
と き▶ 11月4日～ 12月2日の金曜日(11月25日を

除く4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市民サービス公社スポーツ振興センター

職員
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・20人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
手とり足とりパソコン講座(視覚障がい者編) ～
音声読み上げソフトによりパソコンの基本操作を
学ぶ
と き▶ 11月の毎週土曜日(4回)午前10時～ 11時

30分
講 師▶ アクセスサポート春日井
対象・定員▶ 市内在住の視覚障がい児・者とその保護

者(本人のみでも可、保護者のみは不可)
・10人(抽選)

手とり足とりパソコン講座(障がい者編) ～年賀
状などを作成してみよう
と き▶ 11月8日～ 29日の毎週火曜日(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▶ 市内在住の障がい者とその保護者・18人

(抽選)
 
申し込み▶ ｢手とり足とりパソコン講座(視覚障がい

者編)｣は10月15日(土)までに電話で、そ
れ以外は10月15日(土)〈必着〉までに、往
復はがきに講座名、住所、氏名、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
け付けのときに障がい者手帳の提示が
必要

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▶ 11月の水曜日(23日を除く4回)午後1時30

分～ 3時
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
健康どアップ教室～手軽な運動で健康度アップ
と き▶ 11月10日～ 12月1日の毎週木曜日(4回)午

後1時30分～ 3時
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
 
申し込み▶ いずれも10月4日(火)午前9時から、電話

で

健康増進課　☎85－6164
親子の楽しい料理教室～親子で簡単クッキング！
と き▶ 11月5日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 東部市民センター
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▶ 11月9日(水)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
はつらつクッキング～秋の恵みをおいしく楽しく
食卓に
と き▶ 11月11日(金)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の60歳以上の人・20人(抽

選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ エプロン、三角巾(ハンカチ、バンダナ

可)、布巾
 
申し込み▶ ｢食育のすすめ教室｣は10月7日(金)から

電話で、それ以外は10月14日(金)〈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
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
やさしい太極拳でからだ元気！
と き▶ 10月5日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 味美老人憩いの家
講 師▶ 伊藤芳子
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
絵手紙～秋の果物を描いてみませんか
と き▶ 10月12日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 野口すみ子
定 員▶ 20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

認知症予防～楽しく脳トレーニング
と き▶ 10月15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▶ 安田紀世江
定 員▶ 40人(先着順)
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
色使いを変えて老化予防～カラーコーディネータ
ーに学ぶ色の活用術
と き▶ 10月18日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 宮本眞由美
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ 色鉛筆(12色程度)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5734)へ
アンチエイジング(老化予防) ！！～ストレッチ
で若返り
と き▶ 10月19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▶ 理学療法士・内海基至
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ

高齢者と栄養～パッククッキングでやさしい食事
を作りましょう
と き▶ 10月20日(木)午前9時45分～正午
ところ▶ 柏原公民館(柏原町3)
講 師▶ 管理栄養士・河口桂子
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ
シニアのための骨粗しょう症予防～調理実習
と き▶ 10月25日(火)午前9時30分～ 11時45分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 管理栄養士・山内理恵、栄養士・白井悠

有子
定 員▶ 24人(先着順)
費 用▶ 200円
持ち物▶ エプロン、三角巾、布巾、上靴
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ

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▶ 11月12日(土)午前9時～正午
ところ▶ 坂下公民館
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▶ 10月4日(火)から、電話で

市体育協会加盟団体の講座
｢簡化24式太極拳｣入門講座
と き▶ 10月30日～ 11月27日の毎週日曜日(5回)

午後1時30分～ 3時
ところ▶ 篠木小学校
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
 ※小中学生も歓迎
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 10月23日(日)〈必着〉までに、はがきに講

座名、住所、氏名、年齢、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▶ 市武術太極拳協会・八神(☎080－5135－
1906)

レディヤンかすがい　☎85－4188
ボールエクササイズ講座～ボールでシェイプアッ
プしよう
と き▶ 11月5日～ 12月17日の土曜日(12月10日を

除く6回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市民サービス公社職員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 10月15日(土)〈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
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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▶ 11月8日～ 29日の毎週火曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 東部市民センター
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▶ 10月4日(火)午前9時から、電話で

尾張都市計画生産緑地地区の変更案
と き▶ 10月14日(金) ～ 28日(金)〈土・日曜日を

除く〉午前8時30分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶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、市長宛てに提出することが可能

市県民税の年金からの特別徴収を開始
　平成22年4月2日から平成23年4月1日までに65歳
になるなどして、平成23年度分で初めて年金から
の特別徴収(引き落とし)の対象になった人は、10
月支払い分の公的年金から特別徴収が始まりま
す。金額などは、6月に郵送した通知書で確認し
てください。
対 象▶ 平成23年4月1日現在、65歳以上の年金受

給者で、前年中の公的年金から計算する
市県民税の納税義務があり、公的年金か
ら介護保険料が特別徴収されている人

※新たに税負担が生じるものではありません
問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6093)

ＪＩＣＡボランティア｢体験談＆説明会｣
　国際協力機構(ＪＩＣＡ)は、開発途上国で現地
の人々と同じ生活をしながら、共に働き、国づく
りに貢献するボランティア募集にあたり、｢体験
談＆説明会｣を開催します。　※詳細はホームペ
ージで確認してください
ホームページ　http://www.jica.go.jp
募集期間▶ 10月1日(土) ～ 11月7日(月)
問い合わせ▶ 社団法人青年海外協力協会中部支部

(☎052－459－7229、Ｅメールchubu－
bosetu@joca.or.jp)

中央新幹線の環境影響評価方法書について
　中央新幹線(東京都・名古屋市間)の環境影響評
価方法書(愛知県)を縦覧します。また、環境保全
の見地から意見を受け付けます。
縦覧
と き▶ 10月27日(木)まで(土・日曜日、祝日を除

く)午前8時30分～午後5時15分
ところ▶ 市役所市民ホール
※ＪＲ東海ホームページでも公開
ホームページ　http://jr－central.co.jp
説明会
と き▶ 10月13日(木)午後6時～ 7時30分
ところ▶ 市民会館
意見提出▶ 11月10日(木)〈必着〉までに、住所、氏名、

環境保全に対する意見を書いて、〒108
－8799東京都港区三田3－8－6、日本郵
便高輪支店留め、ＪＲ東海中央新幹線
環境影響評価方法書ご意見受付係へ　
※インターネットの場合は専用入力フ
ォーム(https://jr－central.co.jp/public/
opinion/input)へ

問い合わせ▶ ＪＲ東海環境保全事務所(愛知)〈☎052－
563－5216〉

ソフトボール公認審判員認定会
と き▶ 11月20日(日)午前9時から
ところ▶ 豊明市福祉体育館
対 象▶ 高校生以上の人
費 用▶ 受講料2500円
申し込み▶ 10月16日(日)までに、市ソフトボール連

盟・大島(☎51－6807)へ

｢自然歩道を歩こう大会 ｣参加者募集
月 日▶ 10月16日(日)〈小雨決行〉
集 合▶ 午前9時に石作公園(犬山市)
コースなど▶ 東海自然歩道(犬山市内12km)、ゴールは

犬山城
持ち物▶ 昼食、雨具、健康保険証
申し込み▶ 当日、会場で　※小学生以下は保護者同

伴
問い合わせ▶ 県環境部自然環境課(☎052－954－6227)

もったいない
からはじまる
循環型社会
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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。

パーソントリップ調査
　国土交通省と愛知県では、今後のまちづくりや
交通計画などに活用するため、市民の皆さんが鉄
道・バス・自動車・自転車などをどのように利用
しているかを調べる｢パーソントリップ調査｣を実
施します。市内から無作為に選んだ家庭に10月～
11月ごろに調査票を郵送しますので、協力をお願
いします。
　また、市内に居住している人なら誰でも回答で
きるインターネット調査も併せて実施します。詳
しくはホームページを見てください。
ホームページ　https://chukyopt.info/
問い合わせ▶ パーソントリップ調査相談窓口(☎0120

－101－711)

日商簿記検定
月 日▶ 11月20日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井(予定)
受験料▶ 1級7500円、2級4500円、3級2500円、4級

1600円
申し込み▶ 10月19日(水)までに、春日井商工会議所

(☎81－4141)へ　※1級のみ顔写真(縦4.5
㎝×横3.5㎝)が必要

危険物取扱者試験
月 日▶ 11月27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
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 10月17日(月) ～ 26日(水)に、受験願書〈10

月3日(月)から消防本部、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
子申請もあり〈受付期間10月14日(金)午
前9時～ 10月23日(日)午後5時〉

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

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6387)

庄内川流域水防災情報フォーラムin春日井
　水災害に備え、暮らしの安全安心を確保するた
め、望まれる水防災情報について討論します。
と き▶ 10月19日(水)午後1時30分から
ところ▶ ホテルプラザ勝川
内 容▶ ○関係機関の取り組み紹介(ＸバンドＭ

Ｐレーダの活用など)○パネルディスカ
ッション(コーディネーター…名古屋大
学大学院教授・辻本哲郎)など　

定 員▶ 200人(先着順)
問い合わせ▶ 庄内川河川事務所管理課内、庄内川流域

水防災情報評議会事務局(☎052－914－
6711)

家族のためのうつ病セミナー
と き▶ ①10月27日(木)②11月2日(水)午後2時～ 4

時　
講 演▶ ①｢うつ病の基礎知識と家族の対応｣(医

師を交えた懇談会)小牧市民病院精神科
部長・宮地達夫②｢うつ病を支える家族
のメンタルヘルス～家族も元気になりま
しょう～ ｣(グループ相談)名古屋市立大
学看護学部・香月富士日

対象・定員▶ 市内か小牧市在住で、うつ病と診断され
た人の家族・各20人(先着順)

ところ・申し込み▶10月3日(月) ～ 19日(水)に、県
春日井保健所健康支援課(☎31－0750)へ

職場におけるメンタルヘルスセミナー
と き▶ 11月14日(月)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 小牧商工会議所会館(小牧市小牧)
講 演▶ ｢ケースに学ぶ職場のメンタルヘルス｣医

療法人桜桂会犬山病院精神科医長・黒川
淳一

対象・定員▶ 事業所の健康管理者、人事担当者か、就
労者などでうつ病などメンタルヘルスに
問題を持つ人の家族など・60人(先着順)

申し込み▶ 10月28日(金)までに、県春日井保健所健
康支援課(☎31－0750)へ

環境社会(eco)検定
月 日▶ 12月18日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 5250円
申し込み▶ 10月4日(火) ～ 11月4日(金)〈土・日曜日、

祝日を除く〉午前10時～午後6時に、東京
商工会議所検定センター (☎03－3989－
0777)へ

問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

シルバー人材センター入会説明会
と き▶ 10月18日(火)、11月15日(火)、12月13日(火)

午後1時30分～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
対 象▶ 市内在住の健康で働く意欲のあるおおむ

ね60歳以上の人
申し込み▶ はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏

名(フリガナ)、年齢、性別、生年月日、
電話番号、参加希望日を書いて、〒486
－0845瑞穂通1－186、シルバー人材セン
ター (☎84－3515、ＦＡＸ84－3125、Ｅ
メールkasugai@sjc.ne.jp)へ
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教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

小学生の球技入門(テニス)
ボールを打つなど、テニスの基本を学ぶ

10/27～11/24の木曜日(3日を除く4回)
17：30～18：30 小学1～2年生・35人(抽選) 1000円

フラダンス
アロハ音楽に合わせ、基本の動作を踊る

11月の水曜日(23日を除く4回)
10：45～11：45

高校生か同年齢以上の人・50
人(抽選) 1200円

始めてみよう！楽しい体操(てつ
ぼう)①②
逆上がりなどができるように練習する

11月の水曜日(23日を除く4回)
①18：00～19：00②19：30～20：30

小学1～2年生・①70人②35
人(抽選) 1000円

にがて克服！楽しい体操（てつぼう）
逆上がりや足掛け上がりなどを練習する

11月の水曜日(23日を除く4回)
19：30～20：30 小学3～6年生・35人(抽選) 1000円

ステップエアロ
ステップ台を利用したエアロビクス

11月の毎週金曜日(4回)
10：45～11：45

高校生か同年齢以上の人・35
人(抽選) 1200円

すこやか幼児体操(①年少・②年中)
体操や遊びを通じて、運動機能を高める

11月の毎週金曜日(4回)
①16：30～17：30②17：45～18：45

①平成19年4月2日～20年4月
1日に生まれた幼児②平成18
年4月2日～19年4月1日に生
まれた幼児・各35人(抽選)

1000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(応用編)
効果的なウオーキングをマスターする

10/13(木)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

11月の火曜日(29日を除く4回)
9：20～10：20

高校生か同年齢以上の人・60
人(抽選) 2000円

大人の初めてクロール教室
顔つけから泳ぎの基本をマスターする

11月の火・金曜日(29日を除く8回)
10：45～11：45

クロールで泳げない高校生か
同年齢以上の人・20人(抽選) 6000円

しっかり身につくクロール教室
（2か月コース）
クロールをマスターする

11月、12月の火・木曜日(11/3、12/29を除く
16回)
17：00～18：00

小学生・35人(抽選) 8000円

クロールを覚えよう①②
泳ぎの基本をマスターする

①11月の火・木曜日(3日を除く8回)
18：15～19：15
②11月の水・金曜日(23日を除く8回)
17：00～18：00

小学生・各35人(抽選) 4000円

平泳ぎを覚えよう
平泳ぎの基本をマスターする

11月の水・金曜日(23日を除く8回)
18：15～19：15

クロールで25ｍ以上泳げる
小学生・20人(抽選) 4000円

アクアビクス
運動量の多い水中エアロ

11月の毎週金曜日(4回)
9：20～10：20

高校生か同年齢以上の人・60
人(抽選) 2000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(応用編)」は10月4日(火)午前9時から電話で、それ
以外は10月15日(土)〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき1枚のみ)に教室名(①②
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
か学校名も書いて、〒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）

　　　　　　10月15日(土)〈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
②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
東部市民センター （☎92－8511）10/1（土）～13（木） みろく伊勢型紙同好会作品展 みろく伊勢型紙同好会
味美ふれあいセンター（☎31－3522）10/1（土）～15（土） パソコン作品展 ホームコンじゅく
坂下公民館 （☎88－5555）10/2（日）～14（金） 和紙ちぎり絵作品展 和紙ちぎり絵同好会

エコメッセ春日井 （☎88－5006）10/2（日）～30（日）
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

エコで作るおしゃれ雑貨展 岩田正子
鷹来公民館 （☎84－7071）10/6（木）～19（水） 嬉し恥ずかし絵手紙展 夢見鳥の会

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
10/7（金）～10（祝） 創作紙粘土展 創作紙粘土愛好会

10/13（木）～16（日）四季の写真とドライフラワー展 岩崎菅子・立岡邦廣

落合公園管理棟 （☎56－0414）10/7（金）～16（日） 落合公園散見写真展 安藤年孝
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）10/12（水）～24（月）ソアラの会作品展 ソアラの会

※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

講演会「危ない夫婦の再生術」
とき▶10月9日(日)午後3時～4時30分(2時30分開
場)　ところ▶グリーンパレス春日井　内容▶
さまざまな夫婦の問題を抱えている人に対し、
カウンセラーがすてきな夫婦に変われる道を教
えます　定員▶100人(先着順)　問い合わせ▶Ｎ
ＰＯ法人ギブアンドテイク春日井・南部(☎090
－7315－8416)

市美術協会展
とき▶10月12日(水)～16日(日)午前10時～午後5
時(最終日は4時まで)　ところ▶文化フォーラム
春日井　内容▶日本画、洋画、書、写真、工芸
の作品約200点を展示　問い合わせ▶武内(☎・
ＦＡＸ31－7406)

春日井東部文化祭
とき▶○ステージ…10月16日(日)午後0時30分～
3時30分○展示…10月22日(土)～23日(日)午前9時
～午後5時(23日は4時まで)　ところ▶東部市民
センター　内容▶ステージでの詩吟、舞踊など
の発表や、生け花、絵画などの展示。お茶席あ
り　問い合わせ▶市文化協会東部支部・福田
(☎・ＦＡＸ91－3147)

スズキ・メソードによるピアノコンサート
とき▶10月23日(日)①午後1時30分～5時30分(1時
開場)②午後6時～7時30分　ところ▶市民会館
内容▶①生徒によるコンサート②先輩・指導者
によるミニコンサート　問い合わせ▶川口(☎・
ＦＡＸ84－2823)

市吟剣詩舞道連合会発表会
とき▶11月3日(祝)午前10時～午後4時　ところ
▶総合福祉センター　内容▶詩吟、詩舞、剣舞
の発表会　定員▶500人(先着順)　問い合わせ▶
林(☎83－0750)

とうしゅん創業塾
とき▶11月5日～12月10日の土曜日(11月26日を
除く5回)午前9時～正午　ところ▶小牧商工会
議所(小牧市小牧)　内容▶事業計画の立て方な
どの講習会　対象・定員▶春日井市、小牧市
近郊で創業を考えている人・30人(先着順)　申
し込み▶申込書(ホームページに用意)に記入し
て、直接かファクスで東春信用金庫・丸山(☎
72－2181、ＦＡＸ75－3049)へ　※ホームペー
ジ(http://www.toshun.co.jp/)からも申し込み可



広報春日井10月1日号 23

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

10/1 肛門科安藤外科（若草通3） ☎33－7033

10/8 あさひ病院（下原町） ☎85－0077

10/15 遠藤整形外科クリニック(前並町1) ☎35－6877

10/22 白山外科クリニック(白山町5) ☎51－5552

10/29 はやかわクリニック（下市場町6） ☎89－3388

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

10/2 浅田レディースクリニック（松新町1） ☎35－2203

10/9 神領マタニティ(堀ノ内町3) ☎87－4103

10/10 桃花台レディスクリニック(小牧市) ☎78－0001

10/16 産科婦人科七原（白山町2） ☎51－8222

10/23 ミナミ産婦人科(小牧市) ☎75－3882

10/30 かすがいマタニティクリニック（前並町）☎36－0301

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

・市県民税3期
・国民健康保険税5期
・介護保険料4期
・後期高齢者医療保険料3期
納期限▶10月31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。

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 10/2、9､

23､30  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

10/30
 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
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ら
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が
入
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用
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完
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年
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。

　

文
化
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一
八
〇
四
〜
一
八
一
八
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記
録

し
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尾
張
徇
行
記
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よ
る
と
、
八
田
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は

愛
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田
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現
名
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屋
市
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区
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清

右
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こ

ろ
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ま
た
、
明
暦
三
年（
一
六
五
七
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清
右
衛
門

が
神
明
社
を
勧
請
し
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と
の
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が
あ
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、
そ

の
後
、
新
木
津
用
水
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開
削（
一
六
六
四
年
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よ
っ
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発
展
し
、
延
享
三
年（
一
七
四
六
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縄

入
り
が
行
わ
れ
て
、
新
田
村
と
し
て
一
村
立
ち

を
し
ま
し
た
。

　

八
田
一
丁
目
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天
王
社
の
一
角
に
は
元
八
田

開
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記
念
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が
建
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★



問い合わせ▶市民サービス公社内、新春春日井マラソン大会実行委員会（☎84－7109）

○競技の部は、各部門
とも6位まで表彰
○10ｋｍ競技の部の最高
タイム男女各1人に旅行
券贈呈（前年の贈呈者は
除く）
○競技の部の参加者に
オリジナルTシャツ進
呈
○ジョギングの部の完
走者全員に完走証交付
○参加者全員に参加賞
やお楽しみ抽選会あり

10km

○一般男子
○40歳代男子
○50歳以上男子
○一般女子
○40歳以上女子

高校生か同年齢以上で、
70分以内にゴールでき
る人

○中学生男子
○中学生女子

3km 中学生で、20分以内に
ゴールできる人

○小学5･6年生男子
○小学5･6年生女子

小学5･6年生で、20分
以内にゴールできる人

2km

小学生以上で、40分以内
にゴールできる人(※2)

3km（※1）

2000円

500円

500円

300円

種　目 部　門 参加資格 参加料 表彰、特典など

競技の部
（非公認）

ジョギング
の部

※1　記録は計測しません。ゴール地点に設置のスポーツタイマーで各自タイムを確認してください
※2　小学生は責任者が同伴。小学3年生以下は責任者が伴走してください（責任者も申し込みが必要）

総合体育館を発着点として、市街地を周回
※詳しくは市ホームページを見てください
10 月１日（土）～ 11 月１日（火）〈必着〉に、所
定の用紙（総合体育館、市役所情報コーナーな
ど市の主な施設に用意、１人１枚）に記入し、
参加料を添えて郵便局（手数料が必要）かスポ
ーツ課、総合体育館へ　※今年から申し込み
期間などを一部変更。インターネットやモバ
イルサイトでも申し込み可（手数料が必要）
ホームページ　http://runnet.jp/

コース▶

申し込み▶

新しい年の幕開けを飾る新春春日井マラソ
ン大会に参加して、新春のまちを駆け抜け
ましょう。今大会から、小学5・6年生の2
㎞競技が正式種目となります。

▼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 （＋740）

世帯数
30万8721人
12万6462世帯 （＋1352）

平成23年9月1日現在 （　）内は前年同日比

（82件）

（3人）

（8580件）

火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

3件
1134件

0人
平成23年8月 （　）内は1月からの累計

平成 24 年 1 月 8 日（日）〈雨天決行〉

午前 9時から　総合体育館で
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