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今年の干支（えと）である寅（とら）の木目込み干支を作る講座が、東部市民セン
ターで開かれました。参加した人たちはキリの粉を固めた土台にへらで金襴（き
んらん）の布を押し込んで、かわいらしい寅を完成させていました。
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年頭のごあいさつ
子どもの家 ４月からの利用者を募集します
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各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など
成人式などのお知らせ

新春メッセージ
わたしたちの力がまちの
きずなを強くする



年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ

市長 伊 藤　太

　明けましておめでとうございます。
　日ごろは市政に格別のご理解とご協力を賜
り、厚くお礼申し上げます。
　市長に就任してから、この5月で早くも4年
が過ぎようとしています。私は、これまで「市
役所は市民のための最大のサービス会社」を
基本に、「市民の目線」と「民間の発想」で考え、
市政運営に全力で取り組んできました。市債
残高の縮減などの行財政改革、地域経済の振
興、春日井まつりなどで動き始めた市民協働
など、市政のいろいろな面で、将来に向けた
土台づくりが着実に進んできたと感じていま
す。
　さて、わが国の経済は、長引く景気の低迷
や消費の落ち込みから税収の大幅な減収が見
込まれています。一方で、地方分権の流れが
加速しており、市民に最も身近な基礎自治体

経営には、将来を見据えた一層的確で責任あ
る判断が求められています。
　こうした状況の中、本年は、市民の健康を
守る施策や子育て支援策、地域の活力を生み
出す経済振興、老朽化が進む公共施設の建て
替えやにぎわいと活力につながる鉄道駅周辺
整備、さらには環境問題などに積極的に取り
組んでまいります。
　今後とも、市民の誰もが「住みたい、住み
続けたい、住んでよかった」と実感できるま
ちを目指して、着実な行財政運営に努めつつ、
困難な課題に果敢に取り組んでまいりますの
で、引き続き、ご支援とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
　年頭にあたり、市民の皆さまのますますの
ご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げまし
て、新年のごあいさつといたします。

「住みたい、住み続けたい、
　　　住んでよかった」と実感できるまちに
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年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ

次代に向けた新たな流れ

議長 梶 田　晃 男

　明けましておめでとうございます。
　平成22年の新春を健やかにお迎えになられ
ました市民の皆さまに、謹んで新年のお祝い
を申し上げます。
　日ごろから、市政および市議会に対しまし
て、格別なご理解とご協力を賜り、厚くお礼
を申し上げます。
　さて昨年は、夏に衆議院議員総選挙が行わ
れ、新たな政権が発足したことや秋以降には
国内において新型インフルエンザが猛威を振
るったことなど、日々目まぐるしく社会情勢
が変化し、我が国の政治・経済や市民の皆さ
まの生活に少なからず影響をもたらしまし
た。
　これらは、今後の本市の施策や財政にも大
きな影響を与えていくことが予想されます。
また、雇用問題、年金・福祉などの社会保障

問題、地球温暖化などの環境問題などさまざ
まな課題が残されております。
　こうした中、次代へ良好な社会環境を引き
継いで行くために、わたしたちは、その解決
に向けて、より積極的に取り組んで行かなけ
ればなりません。
　市議会といたしましても、こうした課題に
対応するため、多様な視点から市の施策や財
政状況を厳しく審査・評価し、市民の皆さま
の負託に応えられるよう一層努めてまいる所
存ですので、変わらぬ温かいご支援とご協力
をいただきますようお願い申し上げます。
　どうか、皆さまにとって、新しい年が健康
で幸多き年になりますよう心からお祈り申し
上げまして、年頭のあいさつとさせていただ
きます。

円福寺展望台から望む朝日
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　我が社は、自動車や家電製品などに使わ
れているモーターやコイルを作る精密機器
を製作している会社です。今年は、不景気
な今だからこそ、これまで出来なかった「新
たなものづくり」のチャンスだと考えていま
す。 
　昨年、不況に伴う国の状況調査がありま
した。その席でこれまで温めてきた製品の
開発企画を提案したところ、春日井商工会
議所や国の職員が興味をもち働きかけてく
れたおかげで、中部大学の2人の教授から技
術面での協力を、全国中小企業中央会から
は経済的なサポートを得ることとなりました。
不況の時代が与えてくれたこの大きな結び
つきを最大限に生かし、次の一歩に向けて
力を蓄え、進んでいければと思います。 

　押し花の手法を使って四季の風景を描いて
います。教室の生徒の皆さんと家族同様の付
き合いをする中で、貴重な話を聞いたり本音
で語り合ったりすることができ、人と接する
ことは社会勉強だと実感しています。わたし
のモットーは「生涯青春」。押し花についても
常に新しいアイデアを取り入れていて、その
作品で一人でも多くの人に感動してもらえたら、
うれしく思います。 
　今年は高齢者や子どもたちに押し花を体験
してもらう機会を作りたいと思っています。 

宮島志津子さん 
（押し花グレース花倶楽部教室主宰） 

　小学1年生のとき母の勧めで神楽を始めました。神楽
は楽譜がなく、演奏を見たり、聴いたりして習得するも
のなので、最初は大変でしたが、おはやしが一通り吹け
るようになり楽しくなりました。それ以上に神楽を教え
てくれる町内のおじいさんたちと知り合いになり、地域
とのつながりを持てたことは大きな財産となりました。 
　今年は受験生になるので、夏休みの神楽の練習に参加
できるか不安ですが、できる限り参加して小学生のメン
バーたちに教えていけたらと思っています。 

伊藤華子さん（東部中学校2年） 
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生活スタイルの変化に伴い、人と人の結びつきや地域のつながりが希薄になりつつある今、各分野におい
て、まちのきずなを強くしようと活動している皆さんに今年の抱負を伺いました。 

　体育指導委員は、市から委嘱された非常勤職
員です。主な役割はスポーツの指導や助言を行
い、市民の皆さんにスポーツの楽しさを知って
もらうことです。学校区体育振興会などの団体
と協力し、カローリングやディスクドッヂなど
のレクリエーションスポーツ教室やイベントを
企画・実施しています。 
　今年は老人クラブや子ども会などとも一層の
連携を図り、子どもさんや高齢者の皆さんが気
軽に集まって、スポーツができる場所を提案し
ていければと考えています。高齢者と子どもが
一緒に遊び、スポーツを楽しむことで、世代を
越えた人と人との交流が深まり、スポーツの輪
がさらに広まっていくことを願っています。 

三輪武子さん 
（市体育指導委員連絡協議会会長） 

　昭和61年に消防団に入って23年が経ちました。これま
での活動を振り返って記憶に残っているのは、東海豪雨
のとき、高蔵寺駅の地下通路が冠水してしまい、午前3
時ごろまで排水活動をしたことです。消防団というと火
事に出動するというイメージを持っている人が多いので
すが、実は台風や地震などの自然災害でも防災活動をし
ています。 
　高蔵寺町で生まれ育ち、地元に何か貢献したいという
思いがあったからここまで続けることができたと思いま
す。家族や地域の人たちを守るため、地域の防災の一翼
を担ってこれからも活動を続けていきたいと思います。 

松原高明さん（消防団第5分団長） 

　牛山地区社会福祉協議会では、地域の皆
さんが安心して楽しく暮らせるまちづくり
を目指し、ミニデイサービス事業や子育て
支援サロンなどさまざまな事業に取り組ん
でいます。 
　今年は｢高齢者が幸せに暮らせる明るい
まち」をテーマに地域全体で高齢者の見守
りを行おうと考えています。区・町内会や
百寿会（老人クラブ）をはじめさまざまな
団体と協働し、新たにいろんな視点から地域
福祉活動を推進することで、地域の一体感が
より高まります。それにより人と人とのつな
がりもさらに深まり、みんなで支え合い、安
心して暮らせるまちになると思います。 
 

三輪康昌さん 
（牛山地区社会福祉協議会会長） 
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名称 ところ 電話

くまんばち 東野町西2－7－13 82－6919

ハムスター 高森台9－1　106号棟101号室 91－3152

風の子 勝川町8－8－1　大東山ビル104号 33－6848

なかよし 岩成台10－8－5 92－7555

ももたろう 町屋町1－90 85－3852

しのぎ 菅大臣町47 83－1138

第一どろんこ 高蔵寺町5－12－9 51－5840

第二どろんこ 高蔵寺町3－3－18 52－5556

神屋児童 神屋町2022－3 88－1796

いちょうっ子 中央台8－3 91－8505

がくどう宝島 玉野町1125 52－9299

民間児童クラブ民間児童クラブ

名称 定員 ところ 電話 指定管理者

白　山 60人 味美白山町2－3－3 33－5760

市社会福祉協議会
(☎84－3241)

八　幡 60人 春見町42－1 84－3493

藤山台 60人 藤山台3－2 91－7077

神　領 70人 神領町1400 84－3498

高森台 60人 高森台8－5 91－5247

石尾台 70人 石尾台6－2 91－5443

味　美 60人 味美町3－41 34－2427

東　野 60人 東野町4－13 84－7040

坂　下 60人 坂下町5－324 88－4784

柏　原 80人 柏原町5－15 57－1550

鳥居松 35人 月見町45 85－3181

不　二 60人 出川町3－14－1 52－2050

勝　川 70人 若草通2－1－1 36－0125

岩成台 70人 岩成台6－3 92－7503

大　手 70人 大手町3－24－1 85－8823

篠　木 70人 篠木町5－1313－3 84－6861

丸　田 60人 六軒屋町西1－15－7 82－6520

出　川 60人 出川町8－3－4 51－7515

小　野 100人 小野町5－70 83－2329

松　原 70人 東野町1－9 83－2328

松　山 70人 如意申町1－8－1 33－3125

北　城 70人 金ケ口町1550 83－2327

高　座 80人 高蔵寺町北4－777－1 52－7588

上　条 70人 弥生町5287－2 56－7520

鷹　来 60人 町屋町3900－17 85－5075

山　王 60人 勝川新町１－49 33－3885

西　山 60人 西山町1559－2 84－8824

神　屋 60人 神屋町860 88－4784
（坂下）

篠　原 60人 熊野町北1－1 84－6861
（篠木）

西　部 60人 宮町3－8－2 34－8457 学童保育所
イルカクラブ
(☎34－8457)牛　山 60人 牛山町2150 31－3570

時　間 ▼放課後（土曜日は午前8時）～午後7時
※日曜日や祝休日、年末年始などは休
み

対　象 ▼ 放課後に仕事などで週(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　※小学1 ～ 3年生の利用を
妨げない場合は、4～ 6年生も対象

利用料金(月額) ▼ 下の表のほかに、おやつ代
2000円、教材費1000円、傷害保険料(指
定管理者に問い合わせてください)が
必要。夏休み期間は利用料金のほか、
夏季休業期間利用料金600円が必要

※同一世帯で同時に2人以上が利用す
る場合、2人目は半額、3人目以降は無
料。利用料金の減免制度あり

申し込み ▼ 1月4日（月）～ 16日（土）〈日曜日と11日
（祝）を除く〉午前11時30分～午後7時（4
～ 6日と土曜日は午前8時～午後7時）
に希望する子どもの家へ　※神屋は坂
下、篠原は篠木へ。申し込み時に面接
日時を調整

区分 利用料金

利
用
時
間

午後5時まで 2000円／月

午後6時まで 3500円／月

午後7時まで 4500円／月

　申し込み方法や費用などは、直接各クラブへ
問い合わせてください。

子ども子どもの家子ども子どもの家子ども子どもの家子どもの家子どもの家
４月からの利用者を４月からの利用者を

募集します募集します
４月からの利用者を４月からの利用者を

募集します募集します
４月からの利用者を

募集します

子どもの家



　愛知万博のメモリアルイベントとして今年で4
回目となる｢愛知県市町村対抗駅伝競走大会｣が行
われました。
　スタート前から冷たい雨が降り続く中、選手の
皆さんは9区間、29.7kmを見事たすきでつなぎ、
前年度の順位よりも10位上回る13位でゴールしま
した。その結果、前年度大会よりも順位上げ率が
伸長したチームに授与されるモリコロ賞（地球産
業文化研究所賞）に輝きました。

12/5
㊏

雨にも負けず、たすきリレー
（モリコロパーク）

　サンフロッグ杯45分間耐久リレーが開催され、
日ごろプールを利用している皆さんが練習の成
果を発揮しました。出場者は豪快な飛び込みを
披露し、迫力のあるレースを展開していました。

12/6
㊐

トビウオたちの舞い
（サンフロッグ春日井）

　講師発掘・登用事業の市民講師によるベジタブ
ルカービング入門講座が行われ、ピーマンやニン
ジンなどで花や葉を表現する方法を学びました。
夕食のテーブルがにぎやかになりそうですね。

12/8
㊋

野菜を彫って花にしよう
（坂下公民館）

春日井市代表の皆さん春日井市代表の皆さん

第1区で市の部区間2位となった酒井選手（ゼッケン7）第1区で市の部区間2位となった酒井選手（ゼッケン7） 第8区大野選手から第9区高塚選手へとたすきをつなぐ第8区大野選手から第9区高塚選手へとたすきをつなぐ

春日井市代表の皆さん

第1区で市の部区間2位となった酒井選手（ゼッケン7） 第8区大野選手から第9区高塚選手へとたすきをつなぐ
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I N F O R M A T I O N情報最前線

問い合わせ▶農政課(☎85－6237)

農地を貸借しやすくして効率的な利用を促進するとともに、農地の減少を食い止めて農地を確保するため、
平成21年12月15日に農地法など関連する法律が改正されました。

農地制度が改正されました農地制度が改正されました農地制度が改正されました農地制度が改正されました農地制度が改正されました

　農地の所有者や農地を借りている人は、農地を効
率的に利用しなければならないこととされました。

　相続などにより農業委員会の許可を要さずに農地
の権利を取得した場合は、その農地のある農業委員
会への届け出が義務付けられました。

相続などによる農地取得の届け出相続などによる農地取得の届け出農地の権利者の責務農地の権利者の責務

職種 人　員 受　験　資　格 給　料　(月額) 試　　験

助産師
看護師 10人程度

昭和35年4月2日
以降に生まれた人
で、免許を取得し
ているか平成22
年5月までに取得
見込みの人

大卒
…約23万円
短大3卒
…約22万4000円
短大2卒
…約21万8000円

2月9日（火）午
前9時15分から、
市民病院で、性
格検査、面接
試験

※給料は、平成22年4月1日の見込み額（新卒・経験なしの場合）で、
地域手当などを含む。また、経験年数による加算あり。給料のほか、
扶養・住居・通勤・期末・勤勉手当などを条件に応じて支給

申し込み ▼ 1月29日（金）〈必着〉までに、市販の履歴書、免許証の写し、
健康診断書（市民病院管理課、市民病院ホームページに用
意）を直接（土・日曜日、祝日を除く）か郵送で、〒486－
8510鷹来町1－1－1、春日井市民病院管理課（☎57－0046）
へ　※卒業見込みの人は免許証の写しの代わりに卒業見込
み証明書、成績証明書が必要。健康診断書は学校で受けた
最新のもので可

ホームページ　http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/jimu/saiyo/
shokuin/shokuin_index.html

平成22年4月1日採用の看護職員を募集します。

市民病院の看護職員を募集市民病院の看護職員を募集市民病院の看護職員を募集市民病院の看護職員を募集市民病院の看護職員を募集

　わたしは、
じょくそう対
策・ストーマ
外来などスキ
ンケアに関す
る活動を行っ
ています。大
変なことや難
しいこともあ
りますが、全
力でぶつかっ
ていける充実
した仕事だと感じています。
　当院は認定看護師の育成・活動
の支援が厚く、伸び伸びと活動し
ています。より良い看護を目指し
ている人、一緒に働きましょう。
待っています。

先 輩 看 護 師 から先 輩 看 護 師

　農業生産法人以外の一般の法人も一定の要件を満
たした場合、農地を借りて耕作できるようになりま
した。

　一定の要件を満たす貸し付けを行った場合に納税
猶予が継続されることとなりました（期間が終身と
なります）。また、施行日以降に発生した相続によ
り適用を受ける農地は、終身耕作しなければならな
いこととなりました。

相続税納税猶予制度の見直し相続税納税猶予制度の見直し

貸借規制の緩和貸借規制の緩和
違反転用などへの罰則強化違反転用などへの罰則強化

　次のように罰則が強化されました。

　詳しくはホームページを見てください。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sa
ngyo/nougyo/noutikaisei.html

対　象 改正後

違反転用
（原状回復命令
違反を含む）

3年以下の懲役または300万円以下
の罰金（法人は1億円以下の罰金）

皮膚・排泄（せつ）
ケア認定看護師
細野美穂子
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商工業振興審議会の公開
と き▶ 1月13日(水)午後2時から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6249)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 1月20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)
問い合わせ▶ 教育総務課(☎85－6436)

次世代育成支援対策地域協議会の公開
と き▶ 1月20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)
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)

地域福祉計画策定委員会の公開
と き▶ 1月22日(金)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▶ 1月4日(月)から、高齢福祉課(☎85－6184)

へ

障がい者施策推進協議会の公開
と き▶ 1月27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▶ 1月8日(金)から、障がい福祉課(☎85－

6188)へ

環境審議会の公開
と き▶ 1月28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)
申し込み▶ 1月14日(木)から、環境政策課(☎85－62

16)へ

勝川駅南口周辺土地区画整理審議会委員選挙
投票日▶ 2月21日(日)
選挙される委員数▶8人
投票できる人▶平成21年12月7日現在の土地所有

者か借地権者で、選挙人名簿に記載され
ている人(年齢制限なし)　※共有の場合
は代表者1人です。共有者全員がそれぞ
れ別に単独の所有権(借地権)を持ってい
るときは、共有に係る選挙権はありませ
ん。また、法人の場合はその法人が指定

する人です。不在者・代理投票はできま
せん

立候補できる人▶2月21日現在20歳以上で、選挙
人名簿に記載されている人　※所有権者
から選挙される委員の候補者は、同時に
借地権者から選挙される委員の候補者に
なることができません

立候補の受付期間▶1月29日(金) ～ 2月7日(日)〈毎
日〉午前8時30分～午後5時15分

選挙人名簿の縦覧
と き▶ 1月6日(水) ～ 19日(火)〈毎日〉午前8時30

分～午後5時15分　※この選挙人名簿に
記載漏れや誤りがある場合は、期間中に
異議申し立てをすることができます

ところ・問い合わせ▶いずれも事業課(☎85－
6646)へ

差し押さえ財産のインターネット公売
公売物品▶ 動産(びょうぶなど9品)
参加申し込み▶1月8日(金)午後1時～ 19日(火)午後

5時
物品(動産)下見会▶1月13日(水)午前10時～午後3

時・市役所303会議室
入札期間▶ 1月25日(月)午後1時～27日(水)午後1時30分

※市税完納などにより中止の場合あり
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
zei/koubai/index.html
官公庁オークション(参加申し込みや入札方法な
ど)　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/　※春日
井市の情報は1月8日(金)午後1時から掲載予定
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6657)　

防災フェア
　市の施設を巡回して防災用品などの展示をしま
す。家庭での災害対策に役立ててください。

とき ところ
1/6(水) ～ 14(木) 高蔵寺ふれあいセンター
1/16(土) ～ 25(月) 東部市民センター
1/27(水) ～ 2/4(木) 坂下公民館
2/6(土) ～ 14(日) 知多公民館
2/17(水) ～ 25(木) 鷹来公民館
2/27(土) ～ 3/7(日) 西部ふれあいセンター
3/10(水) ～ 18(木) 南部ふれあいセンター
3/20(土) ～ 29(月) 味美ふれあいセンター

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

交通事故発生件数
昨日の交通事故0件

守っていますか
マイバッグマナー
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国民健康保険一部負担金の減免制度
　災害など特別な理由により、著しく生活が困
難となった世帯で収入が一定の基準額以下の場合
は、申請により病院の窓口で支払う医療費の一部
負担金が減免される制度がありますので相談して
ください。ただし、市内に6か月以上住所を有し
ていることおよび国民健康保険税の滞納がない場
合に限ります。
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6156)

消防出初式
　年頭にあたり、恒例の消防出初式を行い、消防
職団員の勇姿を披露します。消防隊の行進や｢総
合救助訓練｣｢一斉放水｣、春日井南高校吹奏学部
による｢特別演奏｣などを行い、式典後に消防車・
救急車を展示します。
と き▶ 1月9日(土)午前9時30分～ 11時
ところ▶ サンフロッグ春日井駐車場
問い合わせ▶ 消防総務課(☎85－6381)

子育て広場
と き▶ 1月8日～ 3月12日の金曜日(1月29日を除

く)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 体操や手遊び、おもちゃ作り、季節の行

事などを行う
対 象▶ 市内在住の未就園児とその保護者
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

お楽しみ演奏会
と き▶ 1月9日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 琴、尺八、シンセサイザーなどの演奏
出 演▶ アンサンブル・リベルタ
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

新春民踊のつどい
と き▶ 1月9日(土)午後0時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市内の民踊グループによる踊り初め
問い合わせ▶ 春日井民踊のつどい実行委員会(☎82－

6912)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 1月10日(日)、2月14日(日)、3月14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　※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)

けやきの子作品展
と き▶ 1月13日(水) ～ 19日(火)午前9時～午後5時

(最終日は3時30分まで)
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 市内小中学校特別支援学級や春日台養護

学校、小牧養護学校、春日井高等養護学
校の児童・生徒による作品の展示、学校
・学級の紹介など

問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6444)

夕張市派遣職員とのパネルディスカッション
と き▶ 1月15日(金)午後5時30分～ 7時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
出 演▶ ○パネリスト…東京都派遣職員、日立市

派遣職員、夕張市職員、市職員2人○コ
ーディネーター…市長

定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 1月8日(金)までに、秘書課(☎85－6016)へ

本屋大賞受賞作品展
と き▶ 1月15日(金) ～ 29日(金)〈月曜日を除く〉

午前9時～午後8時(最終日は3時まで)
内 容▶ 本屋大賞受賞作品や作者の作品の展示、

紹介
ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

わくわく工作ランド
と き▶ 1月16日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 木の板を使って壁掛けを作る

1月～3月のお話の部屋
と き▶ 1月17日(日)、2月21日(日)、3月21日(祝)

午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)
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「春日井の知恵と技」を広く市民の皆さんに知っ
てもらうため、市内外の企業が約110ブース集
合します。　※講演会・体験コーナーなどもあ
ります
と　き ▼ 2月5日(金) ～ 6日(土)午前10時～午後5

時(6日は4時30分まで)
ところ ▼総合体育館
問い合わせ ▼企業活動支援課(☎85－6247)か春日井

商工会議所(☎81－4141)

月　日 ▼ 2月5日(金)〈雨天決行〉
出　発 ▼午後1時に総合体育館駐車場
見学先 ▼㈱ジーシーデンタルプロダクツ(鳥

居松町)、マスプロ電工㈱〈高森台〉
定　員 ▼ 30人(抽選)
申し込み ▼ 1月15日(金)〈必着〉までに、往復は

がき(1人1枚)に住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒486－8686春
日井市役所経済振興課内、市観光協
会(☎85－6244)へ

併催事業で産業観光を開催します

ビジネスフォーラムビジネスフォーラム
かすがい発見！かすがい発見！

ビジネスフォーラムビジネスフォーラム
かすがい発見！かすがい発見！

ビジネスフォーラムビジネスフォーラム
かすがい発見！

ビジネスフォーラム

1月～3月の包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 1月17日(日)、2月21日(日)、3月28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1月24日
(日)、2月28日(日)、4月4日(日)

定 員▶ 30人(先着順)　※今まで利用したことが
ない人で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)

対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生
※自由参加

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▶ チルドレン

映画鑑賞会
と き▶ 1月16日(土)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢かぐや姫｣｢桃太郎｣ほか
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▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

新春初釜
と き▶ 1月17日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券600円、当日券700円　※1月4日

(月)から高蔵寺ふれあいセンターで販売
(濃茶と薄茶の2席分)

ところ・問い合わせ▶高蔵寺ふれあいセンター (☎
51－0002)

協 力▶ 高座茶華道連盟、高蔵寺茶道を楽しむ会

文化財防火訓練
と き▶ 1月20日(水)午前10時から(雨天中止)
ところ▶ 密蔵院(熊野町)
内 容▶ 文化財防火デーにちなんで、密蔵院多宝

塔(重要文化財)の火災を想定して初期消
火訓練や一斉放水を行う

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

市日本舞踊協会公演
と き▶ 1月23日(土)午前10時30分～ 11時30分
出 演▶ 市日本舞踊協会
演 目▶ ｢恋瀬舟｣｢いろは鳶｣など
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

市民スキー大会
と き▶ 1月31日(日)午前9時から
ところ▶ ほおのき平スキー場(岐阜県高山市)　
 ※現地集合
種 目▶ 大回転
部 門▶ ジュニアの部(小学4～ 6年生)、青年の部

(中学生～ 24歳の男子)、成年の部(25 ～
39歳の男子)、壮年の部(40歳以上の男子)、
女子の部(中学生以上)

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料1500円(ジュニアの部は1000円)
申し込み▶ 1月28日(木)までに、オギハラスポーツ

(☎81－6264)、ニシオスポーツ(☎81－
8786)、アルペン春日井店(☎56－7261)へ
※当日、会場でも受け付け可

問い合わせ▶ 市スキー連盟・加藤(☎81－4681)

1月～3月のふれあい広場
と き▶ ①1月6日・27日、2月24日②1月13日、2月

3日、3月3日③1月20日、2月17日、3月10
日の水曜日午前10時～ 11時

内 容▶ 親子で触れ合い遊びを楽しみながら友達
づくりをする

対 象▶ 市内在住の①6か月児から②1歳児③2～
3歳児とその保護者

持ち物▶ バスタオル(①のみ)
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)
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1月～3月のひよこ教室
と き▶ ①1月14日、2月4日、3月4日②1月21日、

2月11日、3月18日③1月28日、2月18日、
3月18日の木曜日午前10時～11時

内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して友
達づくりをする

対 象▶ 市内在住の①0歳児②1歳児③2 ～ 3歳児
といずれもその保護者　※自由参加。3
月18日のみ1歳児・2～ 3歳児合同にて実
施

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)

市卓球選手権大会
と き▶ 2月7日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 男子・女子シングルス、男子・女子ダブ

ルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で1月20日(水)まで

に連盟登録をした人
費 用▶ 参加料シングルス…一般500円、高校生

300円、中学生200円、ダブルス(1組)…一
般800円、高校生400円、中学生300円

持ち物▶ ユニフォーム、シューズ、ゼッケン
ところ・申し込み▶1月20日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、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▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

春日井フットサルフェスタ
と き▶ 2月14日(日)午前9時

～午後5時
ところ▶ 総合体育館
内 容▶ 予選リーグを行い、

各上位チームで決勝
トーナメントを行う

対象・定員▶ 高校生か同年齢以上
で構成されたチーム
(登録は5 ～ 12人ま
でで、市内在住か在
勤、在学の人が5人以上いること)・32チ
ーム(抽選)　※副審判(資格は問わない)
を1人出してください

費 用▶ 参加料(1チーム)8000円
申し込み▶ 1月22日(金)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、代表者の住所・氏名(ふりがな)
・年齢・電話番号、チーム名、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、総合体育館(☎84
－7101)へ

経営者セミナー
と き▶ ①2月18日(木)②2月25日(木)③3月4日(木)

④3月11日(木)午後6時～ 7時30分
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ ①企業の発展と技術経営②中小企業の経

営革新～経営戦略策定時の留意点と革新
事例③不況期の技術マネジメント④ＭＯ
Ｔ流～不況下の収益向上法

講 師▶ ①中部大学教授・小野桂之介②中部大学
教授・森岡孝文③中部大学教授・髙橋道
郎④中部大学教授・児玉充晴

対象・定員▶ 経営者かその後継者、創業を考えている
人・20人(先着順)

申し込み▶ 1月4日(月)から、企業活動支援課(☎85－
6247)へ

オセロ大会
と き▶ 2月14日(日)午前9時30分～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・32人(抽選)
ところ・申し込み▶1月18日(月)〈必着〉までに、

往復はがき(1人1枚)に｢オセロ大会｣、住
所、氏名(ふりがな)、学校名、学年、保
護者の氏名、電話番号を書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61、総合福祉センタ
ー内、児童センター (☎87－6866)へ

かすがい市民文化財団フロントスタッフ
期 間▶ 4月～平成23年3月(研修有り)
内 容▶ 文化フォーラム春日井、市民会館などで

のイベント開催時に受け付けやドアの開
閉、場内案内などの運営を手伝うボラン
ティアスタッフ

定 員▶ 30人程度　※2月5日(金)までに選考結果
を通知

申し込み▶ 1月22日(金)までに、申込用紙(市の施設
に用意)を記入して、直接、かすがい市
民文化財団(☎85－6868)へ

市文化協会の講座
きもの着付教室～入学・卒業・謝恩会での着物(女
ばかまや母親の装いなど)の着付けを学ぶ
と き▶ 1月30日～ 2月20日の毎週土曜日(4回)午

前10時～ 11時30分
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
講 師▶ 前川美恵子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
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広告媒体 ▼ 給与支給明細書(職員：約2600人)と賃
金支給明細書(臨時職員：約1000人)

規　格 ▼ ○給与支給明細書…縦約15cm×横約
10cm、1色刷(色指定不可)○賃金支給
明細書…縦約11cm×横約10cm、1色
刷(色指定不可)

掲載場所 ▼裏面
掲載基準 ▼市広告掲載要綱および給与支給明細書

等広告掲載要領
掲載時期 ▼ 4月分～ 9月分の6か月分
掲載料 ▼ 10万円
申し込み ▼ 1月15日(金)までに、申込書(市ホーム

ページに用意)に必要事項を記入して、
広告案を添えて、人事課(☎85－6023)
へ

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
seisaku/koukokujigyou/kyuyomeisai.html

有料広告を募集有料広告を募集有料広告を募集有料広告を募集有料広告を募集

持ち物▶ 着物が着られるまでの小物一式、女ばか
ま(貸し出し可)

問い合わせ▶ 春日井着装ききょう同好会・前川(☎81
－5360)

初歩の茶道
と き▶ 2月の毎週水曜日(4回)午前10時～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 成田順子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 2000円
持ち物▶ 扇子、ふくさ、懐紙、ようじ(黒文字)
問い合わせ▶ 市茶道連盟協会・成田(☎81－3878)
 
申し込み▶ いずれも1月15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)、電話番号、女ばかまの貸し
出しを希望する人は｢女ばかま貸し出し
希望｣と書いて、〒486－8686春日井市役
所文化課(☎85－6079)へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
ドライフラワー教室～プリザーブドフラワーを使
って壁飾りを作る
と き▶ 1月30日(土)午前10時～正午
講 師▶ 西出見雪
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1750円
持ち物▶ はさみ、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 1月5日(火)から、電話で

ささえ愛センター　☎56－1943
ささえ愛センター発！ ｢カエ
ル65大学｣広報力アップ講
座～市民協働を大いに学ぼう
！広報活動の基本からチラシ
作りまでを学ぶ
と き▶ 1月17日(日)午後2時

～ 4時
ところ▶ ささえ愛センター
講 師▶ ＮＰＯ法人岡崎まち育てセンター・りた

事務局長・三矢勝司
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(先着順)
費 用▶ 資料代など100円
申し込み▶ 1月5日(火)から、電話で
 ホームページ　http://kasugai.genki365.

net/

かすがいげんきっ子センター 
初心者のための将棋教室
と き▶ 2月7日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・10人(抽選)
工作教室～押し花
と き▶ 2月20日(土)午後2時～ 3時

対象・定員▶ 市内在住の小学4年～中学生・16人(抽選)
費 用▶ 材料費300円

申し込み▶ いずれも1月16日(土)〈消印有効〉までに、
往復はがき(きょうだいでの申し込みは
連名可)に講座名、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、〒486－0945勝川町8－2858－1(☎
35－3501)へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
男の朝食、べんとう作り講座(初級編) ～短時間
でパパッと作るコツを学ぶ
と き▶ 2月6日(土)・13日(土)〈2回〉午前10時～午

後0時30分
講 師▶ 加藤令子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料500円、材料費1200円
持ち物▶ エプロン、ふきん、食材入れ
申し込み▶ 1月6日(水)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
和菓子作り講座～花びらもちを作る
と き▶ 1月22日(金)午前10時～午前11時30分
講 師▶ 渡辺平八郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、持ち帰り用の容

器
申し込み▶ 1月6日(水)から、電話で
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落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会～バレンタインギフ
ト用アレンジメント作り
と き▶ 1月31日(日)午前10時～正午
講 師▶ 内村朋子
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、教材費3000円
持ち物▶ クラフト用はさみ(ワイヤーの切れる)、ピ

ンセット、両面テープ、持ち帰り用の袋
緑化講習会｢芝生の管理｣～芝生の手入れについ
て学ぶ
と き▶ 2月6日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 梶田芳樹
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
 
申し込み▶ いずれも1月15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、電話番号を書いて、〒486
－0817東野町字落合池1へ

坂下公民館　☎88－5555
科学遊び｢音のふしぎ｣
と き▶ 2月6日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 嶋田秀敏
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同

伴)・15人(抽選)
持ち物▶ はさみ、スティックのり、10cm程度の定

規、紙コップ2個、長さ2m程度の木綿糸
パソコン講座～暮らしに役立つインターネット
と き▶ 2月の毎週土曜日(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またはＸＰ対応パソ

コン、接続コード
平家物語を読む
と き▶ 2月の毎週土曜日(4回)午後1時30分～ 3時

30分
講 師▶ いのぐち泰子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費690円(角川ソフィ

ア文庫｢平家物語・下巻｣を持参の場合は
不要)

 
申し込み▶ いずれも1月15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、｢平家物語
を読む｣で本の購入希望者は｢購入希望｣、
市外在住の人は勤務先か学校名を書い
て、〒480－0305坂下町4－250－1へ

消防総務課　☎85－6374
上級救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動機)を
使った応急手当てや、傷病者の管理方法を学ぶ
と き▶ 2月7日(日)午前9時～午後5時
ところ▶ 西部ふれあいセンター
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▶ 1月6日(水)から、電話で

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
太極拳教室～健康太極拳を学ぶ
と き▶ 2月3日～ 3月10日の毎週水曜日(6回)午後

1時30分～ 3時
講 師▶ 伊藤芳子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
足心ヨーガ健康教室～足心ヨガで心と身体を癒や
す
と き▶ 2月4日～ 3月11日の毎週木曜日(6回)午後

1時30分～ 3時
講 師▶ 井坂津矢子、春見重美
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
 
申し込み▶ いずれも1月15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)、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0304神屋町字引沢57－1へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
思い出を語る会(回想法) ～あなたのお正月を教
えてください
と き▶ 1月9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▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井職員
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
バランスのよい食事で免疫力アップ！～野菜をお
いしく、たっぷり食べましょう
と き▶ 1月14日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 管理栄養士・伊藤雅代
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 社会福祉協議会地域包括支援センタ

ー〈(介護予防教室専用ダイヤル)☎87－
5399〉へ
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あったかお鍋で寒い冬を乗り切ろう！
と き▶ 1月19日(火)午前9時30分～正午
ところ▶ 鷹来公民館
講 師▶ 管理栄養士・山崎彩子
費 用▶ 参加料200円
定 員▶ 20人(先着順)
持ち物▶ エプロン、ふきん
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ
認知症予防教室～色を使って暮らしを豊かに
と き▶ 1月19日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 市場丈規
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
表情筋を鍛えて笑顔で過ごそう！～うつ、閉じこ
もり予防
と き▶ 1月20日(水)午前10時30分～正午
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 多田節子
定 員▶ 20人(先着順)
持ち物▶ 顔全体が映る鏡
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
中高年のメンタルヘルス～こころのケア講座
と き▶ 1月27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▶ 医師・山際加代
定 員▶ 45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
健康は足元から～足、爪のケアをしましょう
と き▶ 1月28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春緑苑職員
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5734)へ

かすがいげんきっ子センター
ファミリークッキング～ワイワイひなまつり・ち
らし寿司
と き▶ 2月21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
育児講座
と き▶ 2月25日(木)午前10時～ 11時30分
講 師▶ ヘルスメイト

対象・定員▶ 市内在住の未就園児とその保護者・20組
(抽選)

費 用▶ 材料費(1人)100円
 
申し込み▶ いずれも1月16日(土)〈消印有効〉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、電話番号を書
いて、〒486－0945勝川町8－2858－1(☎
35－3501)へ

2月のフィットネスプログラム
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)　

※9日(火)は終日、10日(水)は午前のみ休
講
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

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

スタン
ダード
エアロ

ヨガ

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

ヨガ

20：00
～

21：00

スタン
ダード
エアロ

ダイナ
ミック
エアロ

ソフト
エアロ

ヒップ
ホップ

市民スキー教室
と き▶ 2月13日(土)午前6時～ 14日(日)午後9時
ところ▶ ほおのき平スキー場(岐阜県高山市)　
 ※集合はサンフロッグ春日井東側駐車場
講 師▶ 全日本スキー連盟公認指導員と市スキー

連盟
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着順)

※小学生以下は責任者の同伴が必要
費 用▶ 受講料2万円(交通費・宿泊費を含む、リ

フト券は除く)
持ち物▶ スキー用具一式(有料で貸し出し可)
申し込み▶ 2月8日(月)までに、オギハラスポーツ

(☎81－6264)、ニシオスポーツ(☎81－
8786)、アルペン春日井店(☎56－7261)へ

問い合わせ▶ 市スキー連盟・加藤(☎81－4681)
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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▶ 2月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
ところ▶ 南部ふれあいセンター
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
癒やしのストレッチ体操～ストレッチ体操で心身
ともにリラックスする
と き▶ 2月3日～ 3月3日の水曜日(2月10日を除く

4回)午前10時45分～ 11時45分
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・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
ステップエアロ～ステップ台を使用したエアロビ
クスでお尻やももを引き締める
と き▶ 2月の毎週木曜日(4回)午後6時30分～ 7時

30分
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・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
すこやか幼児体操(①年長②年少) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 2月13日～ 3月13日の土曜日(3月6日を除

く4回)①午前9時30分～ 10時30分②午前
10時45分～ 11時45分

対象・定員▶ 市内在住か在園の①平成15年4月2日～
16年4月1日②平成17年4月2日～ 18年4月
1日に生まれた幼児・各35人(抽選)

費 用▶ 受講料1000円
ジュニアダンス～ヒップホップの要素を取り入れ
たダンスで、楽しく体を動かす
と き▶ 2月13日～ 3月13日の土曜日(3月6日を除

く4回)午前10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
始めてみよう！楽しい体操(てつぼう) ～前まわ
り降り、逆上がりなどができるように練習をする
と き▶ 2月19日～ 3月19日の金曜日(3月5日を除

く4回)①午後6時～ 7時②午後7時30分～
8時30分

対象・定員▶ 市内在住か在学の小学1～ 2年生・各35
人(抽選)

費 用▶ 受講料1000円
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をする
と き▶ 2月24日～ 3月17日の毎週水曜日(4回)午

後6時～ 7時
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学1～ 2年生・35人

(抽選)

費 用▶ 受講料1000円
にがて克服！楽しい体操(とびばこ)～開脚とび、
閉脚とびなどができるように練習をする
と き▶ 2月24日～ 3月17日の毎週水曜日(4回)午

後7時30分～ 8時30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・35人

(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は1月5日(火)午

前9時から電話で、それ以外は1月15日
(金)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
つき1枚のみ)に教室名(｢すこやか幼児体
操｣と｢始めてみよう！楽しい体操(てつ
ぼう)｣は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、勤務先か園名、学校名を書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3へ

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室(基本
編) ～水の特性を理解しなが
ら、効果的なウオーキングを
マスターする
と き▶ 1月14日(木)午後1時

～ 2時
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・25人(先着順)
費 用▶ 受講料300円　※別途、プール利用券の

購入が必要
お父さんのための脱メタボ教室～個別カウンセリ
ングと、運動指導を受けて2か月間で運動習慣を
身に付ける
と き▶ 2月14日～ 3月28日の隔週日曜日(4回)午

後2時～ 5時(2回目以降は30分程度の個別
カウンセリングとトレーニング指導を行
う)

講 師▶ 健康運動指導士
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・6人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円　※別途トレーニング室使

用料が必要、トレーニング室未登録者は
200円の登録料も必要

 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は1月5日(火)午

前9時から、電話で、｢お父さんのための
脱メタボ教室｣は1月15日(金)〈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
名を書いて、〒486－0804鷹来町4286へ
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交通事故発生件数
昨日の交通事故0件じこがない

そんなまいにち
うれしいな
交通安全スローガン

日本年金機構の設立について
　平成21年12月末で社会保険庁が廃止され、平成
22年1月1日より｢日本年金機構｣として皆さんの年
金業務を開始します。
　現在ある社会保険事務所は、新たに｢年金事務
所｣と名称が変わりますが、年金相談などの窓口
として引き続き利用していただけます。
問い合わせ▶ 名古屋北年金事務所(☎052－912－1214)

認知症市民講座
と き▶ 1月9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▶ ｢地域密着型サービスについて｣介護事業

所職員
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)
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)

職場のメンタルヘルス相談
　春日井保健所では、うつ病などの従業員を抱え、
職場での対応や対策に悩んでいる事業所の雇用主
・衛生管理者などの相談を受け付けます。精神科
の医師が対応します。
と き▶ 1月15日(金)、2月19日(金)、3月19日(金)

午後4時～ 5時30分(要予約)
ところ・問い合わせ▶県春日井保健所(☎31－

2188)

労働講座
と き▶ 1月19日(火)午後1時30分～ 4時30分
ところ▶ 県三の丸庁舎(名古屋市中区)
内 容▶ ｢改正労働基準法について｣｢ご存知です

か？育児・介護休業法｣
定 員▶ 80人(先着順)
申し込み▶ 尾張県民事務所産業労働課(☎052－961

－8346)へ

退職準備セミナー
と き▶ 2月6日(土)午前10時～午後0時30分
ところ▶ 小牧勤労センター (小牧市上末)
内 容▶ ｢年金制度の概要・手続き｣｢退職後のラ

イフプラン｣｢雇用保険の上手な活用方
法｣など

対象・定員▶ 55 ～ 60歳の人・50人(先着順)
申し込み▶ 1月22日(金)までに、愛知労福協尾張北支

部(☎75－2121)へ

3級販売士検定
月 日▶ 2月17日(水)
ところ▶ 春日井商工会議所
受験料▶ 4000円
申し込み▶ 1月4日(月) ～ 1月21日(木)に、春日井商工

会議所(☎81－4141)へ

文化講演会
と き▶ 2月20日(土)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 演▶ 「からくり人形とまつりの若衆たち」二代

目萬屋仁兵衛
定 員▶ 150人(抽選)
申し込み▶ 1月15日(金)〈消印有効〉までに、往復は

がき(1人1枚)に催し名、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

問い合わせ▶ 市美術協会・後藤(☎31－8517)
主 催▶ 市美術協会、市文化協会

防火対象物点検資格者講習
月 日▶ 2月23日(火) ～ 26日(金)
ところ▶ 防火管理研修センター (名古屋市中区)
内 容▶ 防火対象物の防火管理の実施状況を点検

する資格を取得する講習
定 員▶ 50人(先着順)
費 用▶ 受講料4万5000円(合否判定通知郵送料80

円が別途必要)
申し込み▶ 1月12日(火) ～ 22日(金)に、申請書(予防

課に用意)に記入して、郵送で、〒460－
0008名古屋市中区栄1－23－13伏見ライ
フプラザ6階、名古屋市防災管理公社防
火管理研修センターへ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)

日商簿記検定
月 日▶ 2月28日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井
受験料▶ 2級4500円、3級2500円、4級1600円
申し込み▶ 1月12日(火) ～ 27日(水)に、春日井商工会

議所(☎81－4141)へ



新春代表作家展
とき▶1月7日（木）～ 11日（祝）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▶新春の門出にふさわしい日本
画、洋画、書、写真、工芸などの展示　問い合
わせ▶市美術協会・後藤（☎31－8517）
･･････････････････････････････････････････
逵歌謡協会発表会
とき▶1月17日（日）午前9時30分～午後5時（9時
開場）　ところ▶坂下公民館　内容▶歌謡曲、
歌謡舞踊、大正琴など会員の発表会　※共演左
門流衛女会、ゲスト秋山涼子　問い合わせ▶逵
（☎・ＦＡＸ88－3166）
･･････････････････････････････････････････
安産力をつけるマタニティヨガ
とき▶1月19日（火）午前10時～ 11時30分　とこ
ろ▶レディヤンかすがい　内容▶分娩（ぶんべ
ん）時の呼吸法、産後の引き締め、肩こり腰痛
などの緩和、パートナーヨガなど　※託児あ
り（1歳以上1人700円、1歳未満1人1000円）　対
象・定員▶妊娠15週以降で経過が順調な人・18
人（先着順）　費用▶1000円　問い合わせ▶M

と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

グリーンピア春日井 (☎92－8711)
1／5(火)～7(木) 新春さつき盆栽展 近世さつき会、鷹来さつ

き会

1／9(土)～17(日) 植物画展 グリーンピア春日井植物同
好会

坂下公民館 (☎88－5555) 1／5(火)～12(火) 出張生活展 市消費生活展実行委員会

市役所市民サロン (☎85－6073) 1／6(水)～12(火) クロッキー・水彩・デッサ
ンの展示会 Ｈ２クロッキー会

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 1／6(水)～18(月) 写真遊び・花あそび二人展 写真と花。楽しい会！

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
1／6(水)～31(日) 絵手紙年賀状展 入船幸子
1／6(水)～31(日) 干支の置物展 三輪武子

味美ふれあいセンター (☎31－3522)
1／5(火)～10(日) 新春いけばな展 市華道連盟協会(味美文化

同好会）
1／13(水)～19(火) 出張生活展 市消費生活展実行委員会

鷹来公民館 (☎84－7071) 1／10(日)～23(土) 新春書き初め展 「新春書き初め」受講生

－cPlace・内田（Ｅメールtokubetu@m-cplace.
com）
･････････････････････････････････････････
堤未果さん講演会
とき▶1月24日（日）午後1時30分～ 3時30分（1時
開場）　ところ▶レディヤンかすがい　演題▶
「オバマ政権のアメリカは変われるか？」　※託
児（要予約）、手話通訳、要約筆記あり　定員▶
400人（先着順）　問い合わせ▶森（☎・ＦＡＸ81
－4998）
･･････････････････････････････････････････
名古屋リコーダーオーケストラ定期演奏会
とき▶2月7日（日）午後3時～ 4時40分（2時30分
開場）　ところ▶名古屋市守山文化小劇場（名古
屋市守山区）　内容▶クラシックから童謡まで
親しみのある曲をリコーダーで楽しむ　曲目▶
水上の音楽、ムーンライトセレナーデ、アメイ
ジンググレイスなど　定員▶400人（先着順）　
入場料▶1000円　申し込み▶電話かファクス、
Ｅメールに住所、氏名、電話番号、人数を書い
て、ＮＲＯ事務局・山中（☎090－4404－6529、
ＦＡＸ32－4906、Ｅメールmiyoshi@qf6.so-net.
ne.jp）へ

※展示時間は各施設に問い合わせてください

展 示
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加齢とともに筋力や骨、バランス感覚が衰えると、転倒しやすくなります。運動機能を衰えさせな
いために「かすがいいきいき体操」の中から転倒予防の運動を紹介します。

　立って行うことが不安な人はいすに座って行いましょう。「かすがいいきいき体操」はホームページ
から見ることができるほか、ビデオやＤＶＤも貸し出しています。　　　
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/fukushi/kaigo/010781.html

問い合わせ▶介護保険課（☎85－6187）

かすがいいきいき体操で転倒予防かすがいいきいき体操で転倒予防健 康

●公道
年末年始〈12月29日（火）～1月3日（日）〉を除く平日（午
前8時30分～午後5時15分）…水道工務課☎85－6420
土・日曜日、祝休日、夜間、年末年始…市役所宿直
室☎81－5111
●宅地内（有料）
終日…管工事業協同組合（☎83－8288）か市指定給水
装置工事事業者（年末年始は管工事協同組合のみ）
※アパート、マンションなどの水道施設の修繕につい
ては、事前に管理者に確認してください

☎0180－995－999

火 災 情 報水 道 修 繕

人　口 （＋1020）

世帯数
30万7811人
12万4258世帯 （＋1509）

まちの動き

（115件）

（10人）

（1万123件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

11件
1033件

1人

平成21年12月1日現在　（　）内は前年同日比

平成21年11月　（　）内は1月からの累計

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。

■…診療時間帯

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
診 療 時 間 帯

1／9

緊 急 医
平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日

内科・小児科・外科

内科・小児科

内科・小児科・外科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎51－5552

☎84－3060

☎41－6260

☎31－4358

☎87－4103

☎81－1303

☎76－2603

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

白山外科クリニック（白山町5）

健康管理センター（柏原町5）

エンゼルレディースクリニック（小牧市）

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

神領マタニティ（堀ノ内町3）

森永産婦人科（八事町2）

みわレディースクリニック（小牧市）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)または052－263－9909

1／1

1／2

1／3

1／10

1／11

在宅緊急医外科

在宅緊急医
産婦人科

1.両手を左右に広げ
  右足を上げ、片足立ちする
2.両手・右足を下ろす
※左も同様に行う

1.両手を握り、脇をしめてひざ
  を曲げながら体を小さくする
2.両手を広げ、真上に上げる

足腰を鍛える 下肢能力と平衡感覚を鍛える
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新春春日井マラソン大会新春春日井マラソン大会
交通規制などのお知らせ交通規制などのお知らせ
新春春日井マラソン大会
交通規制などのお知らせ

大手小

八田
川

柏原小

ケローナ通り

総合体育館

国道１５５号

車両通行止め
片側通行止め
関係車両以外通行禁止

新
木
津
用
水

東
進
通
行
止め

西進通行
止め

市民病院

サンフロッグ
春日井

東進
通行止め

柏原中

朝宮公園

南
進
通
行
止
め

水
道
沈
殿
池

北
進
通
行
止
め

北
進
通
行
止
め

北
進
通
行
止
め

南
進
南
進

通
行
止
め

通
行
止
め

南
進

通
行
止
め

新興橋北大手橋西

大手町

高山町3

上八田町

八光町4東

北進
通行
止め

北進
通行
止め

北進
通行
止め

東進通行止め東進通行止め東進通行止め

北
進
北
進

通
行
止
め

通
行
止
め

北
進

通
行
止
め

総合体育館周辺は車両通行止めになりますので、国道
155号などに迂回（うかい）してください。当日は約
6000人のランナーが参加する予定です。コース沿道か
ら、盛大な声援を送りましょう。

■名鉄バス
春日井市民病院線（勝川駅前～市民病院）▶「春日井市民
病院」から「南町屋」停留所間は代替バスにより運行しま
す。「岩野」、「総合体育館前」、「市民病院西」へは行き
ません
■はあとふるライナー（かすがいシティバス）
西環状線▶左まわり第2便の｢総合体育館前｣から｢西部
中学校｣の間、左まわり第3便の｢若草通１丁目｣から｢瑞
穂通１丁目｣の間、右まわり第3便の｢西部中学校｣から｢
総合体育館前｣の間の停留所には止まりません
北部線▶「名鉄牛山駅」行き第2便の｢総合体育館前｣から
｢前並公民館｣の間の停留所には止まりません
南部線▶「春日井市民病院」行き・「勝川駅南」行き第2便の
「南下原町西」、「総合体育館前」の停留所には止まりません

当日午前中のバス運行

○コース周辺の交通規制に協力をお願いします○
1月10日（日）午前10時～ 11時30分
（総合体育館前、鷹来線は9時45分から）

交通規制

問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

問い合わせ▶生涯学習課（☎85－6447）

問い合わせ▶総合体育館（☎84－7101）、サンフロッグ春日井（☎56－2277）

成人式成人式成人式
と　き▶1月11日（祝）午前10時30分～正午（開場9時30分）
ところ▶総合体育館
内　容▶式典…午前10時30分～10時45分

対　象▶平成元年4月2日～ 2年4月1日生まれの人　※個人あて
　　　　の案内状は発送しません

国歌斉唱、｢春日井市民の誓い｣唱和、あいさつ、
お祝いのことば、希望のともしび、お礼のことば、
茶話会…午前10時45分～正午
○記念写真撮影コーナー○着物着くずれ直しコーナー
○ふれあいサロン（飲み物のサービス）

1月9日（土）1月9日（土）
～11日（祝）の～11日（祝）の
1月9日（土）
～11日（祝）の総合体育館とサンフロッグ春日井の利用について総合体育館とサンフロッグ春日井の利用について総合体育館とサンフロッグ春日井の利用について

9日（土） 10日（日） 11日（祝）

総合体育館
卓球場、幼児体育室

利用不可 利用不可 15：00（予定）～
フィットネスルーム 利用不可

サンフロッグ春日井 温水プール、トレーニング室 通常通り 13：00～ 通常通り

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　

▼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。
再生紙を使用しています。書のまち春日井マスコット「道風くん」
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