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住民票などの証明書の交付申請は
最寄りの出張所・サービスコーナーで！
あなたの体力づくり、応援します！！
情報最前線
Photo ホット ほっと
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各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

市民の皆さんから寄贈された大正時代のひな人形などの展示が郷土館で始ま
り、この日は鳥居松小学校の子どもたちが見学に訪れ、現代と趣を異にするお
ひなさまの端正な顔だちや衣装に見とれていました。この展示は3月13日まで
の毎週土曜日に見ることができます。

データで見る春日井



区画整理 

施行面積 　　３４.３km2 
市域面積比 　　３７.０％ 
（平成２１年４月１日現在） 

施行率（市街化区域面積比） 

下水道 

公共下水道供用開始面積 
３０３０.２ha 

（平成２１年３月３１日現在） 

普及率（人口比） 

住　宅 

 
（平成２０年度） 

新設住宅戸数 

河　川 

1級河川（12河川）７２.５km 
準用河川（11河川）　 ９.２km 
（平成２１年３月３１日現在） 

総延長 

道　路 

市道  　　       １２３４.９km 
県道　　            ９５.８km 
国道・高速道路   ４５.６km 
（平成２１年４月１日現在） 

総延長 

公　園 

都市公園  　　２７０か所 
総面積 　　３４０.３８ha 
（平成２１年４月１日現在） 

1人当たり 

死　亡 
1日当たり 

出　生 
1日当たり 

転　出 
1日当たり 

転　入 
1日当たり 

人口密度 
1km2当たり 

世帯人口 
1世帯当たり 

子ども 
人口比 

高齢者 
人口比 

（グラフは過去3年間の増減を示す） 

（平成２２年1月1日現在） （平成２２年1月1日現在） 
年間　２１７５人 
（平成２１年） 

年間　３１３４人 
（平成２１年） 

年間　１万３０４０人 
（平成２１年） 

年間　１万２８８１人 
（平成２１年） 

１５歳未満　４万６７１９人 
（平成２１年１０月1日現在） 

６５歳以上　５万９７２０人 
（平成２１年１０月1日現在） 

今年で６７歳を迎える
春日井市。市民の皆さ
んに「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、成長し続
けているわがまちの姿を数値で見てみましょう。 
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火　災 

年間　 　　　１２５件 
放火（疑い含む）４９件 
たばこ　　　　１３件 
火遊び　　　　 １２件 
（平成２１年） 

1日当たり 

交通事故 

年間　　１万７８６件 
人身　　　２１１２件 
物損　　　８６７４件 
（平成２１年） 

1日当たり 

救　急 

年間　　　１万１２５０件 
急病　　　　 ７２３８件 
交通事故 　　１２８２件 
一般負傷　　 １２６８件 

（平成２１年） 

1日当たり 

水　道 

総配水量 
３５６３万７４６５m3 
（平成２０年度） 

1日1人当たり 

リサイクル 

（資源回収量÷ごみ総収集量） 
資源回収量　２万６７６４t 

ごみ総収集量（集団資源回収量を含む） 
１２万３２３６t 
（平成２０年度） 

リサイクル率 

ご　み 

家庭ごみ収集量７万２３６８t 
燃やせるごみ　５万６１５５t 
燃やせないごみ１万６２１３t 

（平成２０年度） 

1日1人当たり 

保育園 

３８園 
（平成２１年５月1日現在） 

園児数 

幼稚園 

２３園 
（平成２１年５月1日現在） 

園児数 

大　学 

1校  
（平成２１年５月1日現在） 

学生数 

高等学校 

８校 
（平成２１年５月1日現在） 

生徒数 

中学校 

１６校 
（平成２１年５月1日現在） 

生徒数 

小学校 

３９校 
（平成２１年５月1日現在） 

児童数 

３０万７７４６人 
１２万４２１２世帯 
９２.７１km2（市街化区域 ４６.７９km2） 
東経１３６度５８分２０秒 
北緯３５度１４分５２秒（市役所の位置） 
１６.０km 
１３.５km

人 口  
世 帯  
面 積  
位 置  
 
東 西  
南 北  

▲
 ▲
 ▲
 ▲
 

▲
 ▲
 

市の概要（平成２２年1月1日現在） 
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3月と4月は、戸籍の届け出や住所の異動届、各種証明の発行などで市民課窓口は大変混雑し
ます。市役所のほか出張所などでも手続きができますので、近くの窓口を利用してください。
また、住民票や印鑑証明などの交付は、サービスコーナーなどでも行っています。

戸籍に関する証明…戸籍の全部・個人事
項証明（謄抄本）、除籍・改製原戸籍の謄
抄本、身分証明、戸籍・除籍の記載事項
証明
住民票などの証明…住民票、戸籍の附票、
住民票記載事項証明、登録原票記載事項
証明、住民票コード確認票
印鑑登録申請と証明
戸籍届出・住民異動届（外国人は除く）・
国民健康保険・国民年金の届け出　※必
ず届け出人の印鑑を持って来てください
税などの証明…所得証明、課税証明、非
課税証明、扶養証明、事業所証明、土地
証明（車庫証明用）、土地・家屋物件証明、
土地・家屋評価証明、土地・家屋公租公
課証明、納税証明など

戸籍に関する証明…戸籍の全部・個人事
項証明（謄抄本）
住民票などの証明…住民票、戸籍の附票、
住民票記載事項証明、登録原票記載事項
証明、住民票コード確認票
印鑑登録の証明　※印鑑登録申請はでき
ません
税などの証明…所得証明、課税証明、非
課税証明、扶養証明、事業所証明、土地
証明（車庫証明用）、土地・家屋物件証明、
土地・家屋評価証明、土地・家屋公租公
課証明、納税証明など

住民票、印鑑登録の証明　※印鑑登録申
請はできません

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

8：30～17：15
（受け付けは
17： 00まで）

8：30～17：00

9：00～17：00

土・日曜日、
祝休日、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、月曜日

住民票の写し等交付所
（ルネック7階）

南部ふれあいセンター 
西部ふれあいセンター 
鷹来公民館
坂下公民館
グリーンパレス春日井 

業務の休業日受 付 時 間と　こ　ろ 取 　扱 　業 　務

サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

交
付
所

出　

張　

所

日曜市役所
と　き▶日曜日（第3日曜日と祝日、年末年始は除く）午前8時30分～正午、午後1時～ 5時　※昼前後は

窓口が大変混雑しますので、できるだけそれ以外の時間帯に利用してください
水曜日時間延長
と　き▶水曜日（祝日、年末年始を除く）午後5時15分～ 7時30分

取扱業務▶戸籍に関する証明、住民票などの証明、印鑑登録申請と証明、戸籍届出（出生・婚姻届など）や
住所異動届（転入・転出届など）　※外国人登録の申請・変更届や住民基本台帳カードの交付な
どは行っていません

平日の昼間に来られない人は、利用してください。

市民課は日曜日や水曜日の夜も業務を行っています

住民票などの証明書の交付申請は住民票などの証明書の交付申請は

最寄りの出張所・サービスコーナーで!最寄りの出張所・サービスコーナーで!
住民票などの証明書の交付申請は

最寄りの出張所・サービスコーナーで!

市役所

中央公民館

前高
公園

東野小

落合公園
管理棟

消防署
高蔵寺出張所

県道内津・勝川線

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線

近くの窓口へどうぞ
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住民票などの証明書の交付申請は

最寄りの出張所・サービスコーナーで!

市役所市役所市役所

【窓口での本人確認】
　｢成り済まし｣の防止と各種証明書を不正使用させないための対策として、届け出や住民票などの交付
申請の際に本人確認を行っています。運転免許証または保険証および年金手帳などを持参してください。
※不正取得の場合は、罰則が科せられます
【本人確認書類としての住民基本台帳カード】
　公的機関に限らず、本人確認のための証明書を求められることが増えています。住民基本台帳カード
は本人確認のための証明書として使用できます。市民課か出張所で申請してください。
【代理人が窓口に来る場合】
　本人に頼まれて届け出や証明書の交付申請をする場合は、本人が作成した委任状が必要となることが
あります。
【電子申請書による公的個人認証】
　電子申請を利用するためには、インターネット上で本人確認を行うための電子証明書が必要になりま
す。市民課で申請してください。

問い合わせ▶市民課（☎85－6139）か出張所、サービスコーナー、交付所

烏居松へ

サンフロッグ春日井

総合
体育館

鷹来中

勝川へ

春日井西高

小牧へ

中央公民館中央公民館

前高前高
公園公園

中央公民館八田川

朝
宮
公
園

春日井南高

ケロー
ナ通り

前高
公園

町屋へ

松山小

西部中

東野小東野小

落合公園落合公園
管理棟管理棟

東野小

落合公園
管理棟

落
合
公
園

東
名
高
速
道
路

勝川へ

坂下へ

国道
19号 勝川へ

内
津
川

坂下小

高
蔵
寺
へ

県
道
内
津
・
勝
川
線

多治見へ

坂下交番
国
道   

号
19

国
道   

号
19

多治見へ

坂下中

鳥居松へ

福祉の里
レインボー
ブラザ

市
民
球
場

県
道
内
津
・
勝
川
線

坂下へ

高蔵寺高

高蔵寺交番

高蔵寺へ 保健センター

消防署消防署
高蔵寺出張所高蔵寺出張所

高蔵寺

ＪＲ中央本線

消防署
高蔵寺出張所

身
洗
川

国
道　

号
155

神
領
へ

県道内津・勝川線

ＪＲ中央本線 春日井

地蔵川

小野小 消防署
南出張所

東名阪自動車道

県道内津・勝川線県道内津・勝川線県道内津・勝川線

ＪＲ中央本線

名古屋へ 鳥居松へ

勝川

小牧へ

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線

白山保

白山小
国道302号

ＴＫＪ城北線味美

東名阪自動車道

勝
川
へ

名
鉄
小
牧
線

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線

味
美

国
道　
号1
55

近くの窓口へどうぞ近くの窓口へどうぞ近くの窓口へどうぞ サ …サービスコーナー 交 …交付所出 …出張所

鷹来公民館
☎84－7071

西部ふれあいセンター
☎33－0808

グリーンパレス春日井
☎84－0393

坂下公民館
☎88－5555

坂下出張所
☎88－0024

東部市民センター
☎92－8511

高蔵寺ふれあいセンター
☎51－0002

南部ふれあいセンター
☎85－7878

住民票の写し等交付所（ルネック7階）
☎34－6800

味美ふれあいセンター
☎31－3522
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申し込み▶総合体育館（☎84－7101）へ

市内7つの施設で、4回を1教室とする運動教室を行います。肩凝り・腰痛予防ストレッチやウオーキング、
簡単な軽運動などで楽しく運動不足を解消しましょう。

専門の指導員が会場に出掛けて、安全で効果的な運動方法を
指導します。老人会や子ども会、区・町内会・自治会などの
活動で、気軽に利用してください。

対　象▶

利用時間▶

料　金▶

申し込み▶

市内在住か在勤、在学の10人以
上で構成する市民グループ　
※スポーツ傷害保険などに加入
していること
午前9時～午後9時の間で2時間以
内
指導員1人につき2000円　※市民
グループ以外の団体は、6000円。
体力測定は、参加人数によって
異なる
希望日の3か月前～1か月前
※会場は市内で、申込者が用意
すること

市内在住か在勤、在学の10人以
上で構成する市民グループ　
※スポーツ傷害保険などに加入
していること
午前9時～午後9時の間で2時間以
内
指導員1人につき2000円　※市民
グループ以外の団体は、6000円。
体力測定は、参加人数によって
異なる
希望日の3か月前～1か月前
※会場は市内で、申込者が用意
すること

○ストレッチ体操○ボールエクササイズ
○高齢者の運動指導○ダンベル体操○体
力測定○ウオーキング指導○レクリエー
ションスポーツ指導　など

メニューメニューメニュー

午前10時～11時30分
受講料1000円
各30人（先着順）
開催月の前月の4日午前9時から
※東部市民センターの11月分の申し
込みは、10月5日（火）午前9時から

午前10時～11時30分
受講料1000円
各30人（先着順）
開催月の前月の4日午前9時から
※東部市民センターの11月分の申し
込みは、10月5日（火）午前9時から

時　間▶
費　用▶
定　員▶
申し込み▶

平成22年度の予定
ところ

南部ふれあいセンター

東部市民センター

西部ふれあいセンター

高蔵寺ふれあいセンター

グリーンパレス春日井
味美ふれあいセンター
坂下公民館

月　日
4月2日～23日の毎週金曜日
8月の毎週金曜日
12月3日～24日の毎週金曜日
5月12日～6月2日の毎週水曜日
11月の毎週木曜日
6月8日～29日の毎週火曜日
平成23年2月の毎週水曜日
7月2日～23日の毎週金曜日
9月の毎週金曜日
平成23年3月の火曜日（22日を除く） 
8月の毎週木曜日
10月8日～29日の毎週金曜日
平成23年1月の毎週木曜日

地域ふれあい運動教室

出張スポーツ講座

あなたの体力づくり、応援します !!あなたの体力づくり、応援します !!あなたの体力づくり、応援します !!あなたの体力づくり、応援します !!
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I N F O R M A T I O N情報最前線

国が省エネルギーの推進に貢献した個人・団体などを表彰する「省エネ大賞」で、市民病院の「地方公立病
院の省エネ活動への挑戦」の取り組みが評価され、組織部門で資源エネルギー庁長官賞を受賞しました。

　市民病院は、「エネルギーの使用の合理化に関
する法律（省エネ法）」の改正により、平成18年7月
にエネルギー削減を求められる第1種エネルギー
管理指定工場になったことで、院内のエネルギー
管理体制の構築や省エネ活動、熱源機器の効率的
な運用など42の取り組みを実施しました。
　医務業務が優先する病院では、患者サービス低
下への配慮から省エネが進まない中、サービスを
維持し、3年間でエネルギー使用量を12.6％削減
し、光熱費を約3000万円節約したことが評価され
ました。

問い合わせ▶管理課(☎57－0057)

「省エネ大賞「省エネ大賞」で市民病院で市民病院が資源エネルギー庁長官資源エネルギー庁長官賞「省エネ大賞「省エネ大賞」で市民病院で市民病院が資源エネルギー庁長官資源エネルギー庁長官賞「省エネ大賞」で市民病院が資源エネルギー庁長官賞

2月10日（水）表彰を受ける渡邊院長（右）

月1回のパトロールで空調設定などを確認する職員

　・リハビリ棟の廊下や中央ホールの照明を休日に一部消
灯するなど照明スケジュールの変更（－26kl）

　・空調二次ポンプの圧力設定の見直し（－51kl）
　・空調機などの駆動をＶベルトから省エネ平ベルトに変
更するなど機器運転の効率化（－60kl）

　・ボイラーおよび蒸気・給湯配管などの断熱未施工部分
の断熱化の徹底（－73kl）

　・消費電力量に対して発生する熱・冷熱量の高い熱源機
器の運用の効率化（－75kl） 

　・省エネルギー対策委員会による、省エネ計画のPDCA
サイクル（承認・実施・検証・見直し）の実施

などエネルギー使用量を合計526kl（原油換算）削減

主 な 取 り 組 み主 な 取 り 組 み

市不妊治療費等助成事業が一部変更市不妊治療費等助成事業が一部変更市不妊治療費等助成事業が一部変更市不妊治療費等助成事業が一部変更市不妊治療費等助成事業が一部変更
市では、不妊に悩み治療を行う夫
婦に、治療などにかかる費用の一
部助成を行っています。
4月申請分から、特定不妊治療に
ついて一部変更となりますので
注意してください。

助成金額 ▼ 特定不妊治療に掛かった自己負担額から県の特定不
妊治療費助成金額を控除した額　※一般不妊治療お
よび上限金額(1年度5万円)は変更ありません

申　請 ▼県の特定不妊治療費助成の申請後に行ってください

変 更 内 容

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/bosihoken/jigyou/joseikin.html

問い合わせ▶子ども政策課(☎85－6170)
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春日井サボテン、東京へ
（東京ビッグサイト）

　商工会議所の共同展示商談会「feel NIPPON」
（東京インターナショナルギフトショー併催）に
春日井商工会議所が出展し、サボテン関連商品
をPRしました。目玉はサボテン発泡酒とイン
スタントサボテンラーメン。サボテンに着目し
たのは面白いと、どちらも国内のバイヤーの熱
い視線が注がれていました。

初めての楽器、
初めての音色
（交通児童遊園）

　琴や尺八、パーカッション。名前は知っていても
実際に音を出す機会はなかなかないものです。そん
な楽器を体験する講座が行われ、好奇心旺盛な小学
生たちは、講師の指導に従って、演奏法を学んだり、
合奏を楽しんだりしました。

春日井の知恵と技、
ここにあり
（総合体育館）

　今年で3回目を迎える「かすがい発見ビジネス
フォーラム」が開催され、市内の94企業による
112のブースが会場狭しとばかりに並びました。
また、初日には「産業観光（工場見学会）」が行わ
れ、市内2社を訪問。2日目に開催された「子ど
も職場体験道場」では、子どもたちが「マイ箸（は
し）」作りに挑戦し、楽しくエコや仕事について
学びました。

2/6
㊏
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夕張シンポジウム　

　「届け！夕張からの熱いメッセージ」と題し
たシンポジウムを、春日井市や近隣市の職員、
市民の皆さんの参加を得て開催しました。冒
頭に夕張市が炭鉱の町として栄えた過去、財
政破たんに至った経緯、そして現状について
スライドを使った説明があり、集った190名
が共有した後、春日井市から夕張市に派遣し
た2人の職員、東京都、日立市から派遣され
ている職員、そして夕張市の職員によるパネ
ルディスカッションを行いました。

　パネラーの若者たちは、自らが夕張市
の職員として現場を体験し、学び・考
え、そして実践していることを率直に語
ってくれました。「行政も市民も、炭鉱
社会に頼っていた。閉山後も国が何とかし
てくれるという甘い考えがあった。」「行
事や雪割などの作業に市民参加の機運が
出てきている。」「半数以下となった職員
が自分の仕事はもちろんのこと、お互い
に助け合って仕事をしている。」「市の職
員としてやりがいを持って市民サービスに
努めることが肝心」など、改めて教えられ
ることばかりでありました。
　春日井市を外から見る機会を与えた
い、その経験を生かして欲しい、また多
くの職員に伝えてほしいという想いが、
確実に広がっていると感じたシンポジウ
ムでした。

　「普段は忙しくて、子どもと触れ合う機会が少な
くて…」というパパたち。この日は、触れ合い遊び
やゲームを通して、子どもとどのように接するかを
体験しました。「今日はとても楽しかったです。ま
た参加したいですね」と、かわいい盛りの子どもと
触れ合う楽しさを笑顔で実感していました。

お父さんと一緒
（市子育て支援センター）

今できることから
認知症予防
（総合福祉センター）

　認知症についての正しい知識と理解を深め、
安心して暮らすため、市認知症地域連携の会の
主催で「認知症市民講座」が開催されました。今
回のテーマは「認知症における最新情報」。最新
の予防法や治療法などの話に、参加者の皆さん
は真剣に耳を傾けていました。この講座は、毎
月1回開催されています。

2/6
㊏
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水道水質検査計画の策定
　安全で良質な水道水を供給するため平成22年度
の水道水質検査計画を策定しました。この計画は、
配水管理事務所、企画経営課、市役所情報コーナ
ー、市ホームページで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
kurashi/jougesui/suidoukensa.html
問い合わせ▶ 配水管理事務所(☎81－7157)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 3月9日(火)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)

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 3月16日(火)午後2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)

都市計画審議会の公開
と き▶ 3月16日(火)午後3時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 5人(抽選)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

青少年女性センター運営委員会の公開
と き▶ 3月17日(水)午前10時から
ところ▶ レディヤンかすがい
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ レディヤンかすがい(☎85－4188)

地域自立支援協議会の公開
と き▶ 3月18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▶ 3月4日(木)から、障がい福祉課(☎85－

6213)へ

環境審議会の公開
と き▶ 3月18日(木)午後3時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 3月4日(木)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

下水道基本計画策定検討委員会の公開
と き▶ 3月19日(金)午前10時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 企画経営課(☎85－6347)

公民館まつり
知多公民館まつり
月 日▶ 3月5日(金) ～ 7日(日)
内 容▶ ○作品展示…5日(金) ～ 7日(日)午前9時～

午後5時(最終日は3時まで)○せん茶に親
しむ、歌謡教室、ミニライブ、演劇…6
日(土)午前9時～午後2時30分○芸能発表
…7日(日)午前9時30分～午後1時

ところ・問い合わせ▶知多公民館(☎32－8988)
坂下公民館まつり
月 日▶ 3月7日(日)・10日(水) ～ 14日(日)



11広報春日井3月1日号

内 容▶ ○芸能発表会、茶席、生け花展示…7日
(日)午前10時から○作品展示…10日(水)
～ 14日(日)午前9時～午後5時(最終日は正
午まで)

ところ・問い合わせ▶坂下公民館(☎88－5555)

総合福祉センターまつり
月 日▶ 3月9日(火) ～ 11日(木)
内 容▶ ○作品展示会…9日(火) ～ 11日(木)午前9

時～午後5時○芸能発表会…10日(水) ～
11日(木)午前9時～午後5時　※出演団体
数により開催時間の変更あり

ところ・問い合わせ▶総合福祉センター (☎84－
3611)

グリーンピア篠笛コンサート
と き▶ 3月14日(日)午後2時～ 3時
出 演▶ 篠笛アンサンブル｢風(ふう)の会｣
曲 目▶ ｢花｣｢故郷を離るる歌｣｢ト調のメヌエッ

ト｣｢アベマリア｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

市少年少女バドミントン大会(中高生の部)
と き▶ 3月20日(土)・22日(休)午前8時～午後5時
種 目▶ 20日…シングルス、22日…ダブルス　
 ※2種目申し込み可
対 象▶ 市内在住か在学の中高生
費 用▶ 参加料(1人・1種目)中学生500円、高校生

700円
ところ・申し込み▶3月12日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、参加者全員の氏
名・学校名かクラブ名と学年、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▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

講演会｢多文化共生“新”時代｣
と き▶ 3月20日(土)午後1時

30分～ 3時
ところ▶ グリーンパレス春日

井
内 容▶ ｢ちがいを楽しみ力

にかえる～多文化共
生“新”時代～ ｣と題
して、いろんな違い(文化)に気付き理解
し、それらを力に変えていくことがこれ
からの日本社会にとっていかに実りある
ものかを語る

講 師▶ NPO法人多民族共生人権教育センター
理事・Ｊ.Ａ.Ｔ.Ｄにしゃんた

定 員▶ 120人(先着順)
申し込み▶ 3月4日(木) ～ 12日(金)〈必着〉に電話かＦ

ＡＸ、Ｅメールで氏名(ふりがな)、住所、
電話番号を書いて、市民活動推進課(☎
85－6033、ＦＡＸ85－5522、Ｅメール　
katsudo@city.kasugai.lg.jp)へ

｢ 大学の若大将」

名作シネマ鑑賞会
と き▶ 3月12日(金)①午前10時から②午後1時か

ら③午後3時から、3月13日(土)④午前10
時から⑤午後1時から⑥午後3時から、3
月14日(日)⑦午前10時から⑧午後1時か
ら⑨午後3時から

ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 加山雄三や美空ひばり、榎本健一など、

昭和を彩るスターたちがスクリーンによ
みがえる

題 目▶ ①⑨｢君も出世ができる｣②⑥｢エノケン
の頑張り戦術｣③④⑧｢ジャンケン娘｣⑤
⑦｢大学の若大将｣

入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、
東部市民センターで販売中

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

「ジャンケン娘」
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春日井児童合唱団定期演奏会
と き▶ 3月28日(日)午後2時30分開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
曲 目▶ 合唱組曲｢街角の歌たち｣、合唱ミュージ

カル｢ごんぎつね｣など
入場料▶ 500円(全自由席)
入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ

で販売中
問い合わせ▶ 春日井児童合唱団・奥村(☎090－9661－

7566)

オセロ大会
と き▶ 4月18日(日)午後2時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶3月5日(金)午前9時から、かす

がいげんきっ子センター (☎35－3501)へ

次世代育成支援対策地域協議会の委員
任 期▶ 委嘱の日から2年
内 容▶ 次世代育成支援施策を総合的かつ計画的

に推進していくため、年1～ 2回程度開
かれる協議会で必要な意見を述べる　

 ※託児有り
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
・3人　※書類選考。選考結果は後日文
書で通知

申し込み▶ 3月31日(水)〈消印有効〉までに、所定の
用紙(子ども政策課、市ホームページ、
市役所情報コーナー、各公民館、各ふれ
あいセンター、東部市民センターなどに
用意)に記入して、直接か郵送、ファク
ス、Ｅメールで、〒486－8686春日井市
役所子ども政策課(☎85－6206、ＦＡＸ
85－3786、Ｅメールkodomo@city.kasug
ai.lg.jp)へ

 ホームページ　ht tp : / /www . c i t y .
kasugai.lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/
ka i g i k ouka i /huzoku/k_ j i s eda i /
iinkoubo.html

グリーンピアコンサート開催者
内 容▶ ○緑と花の休憩所内…コーラス、フルー

ト、ハーモニカなど○休憩所東側の催し
広場(雨天開催不可)…吹奏楽、鼓笛など
※ロックなどの大音量の演奏は不可

対 象▶ 市内在住か在勤または市内で活動してい
る団体・個人

問い合わせ▶ グリーンピア春日井(☎92－8711)

内々神社境内にある投句ポストに俳句180句
(児童も含む)、短歌27首の応募があり、次の優
秀作品が選ばれました。

すみれ塚俳句・短歌すみれ塚俳句・短歌
優秀作品が決定しました優秀作品が決定しました
すみれ塚俳句・短歌
優秀作品が決定しました

俳句一般(梅村半醒選)
○すみれ塚　散り敷くままに　紅葉坂

石黒すみ子(上条町)
○すみれ塚　苔むす句碑に　師を偲ぶ

大澤正義(岩成台)
○萩こぼる　内津宮の　竜吐水

小松原道子(高森台)
○すみれ塚　雅の杜に　秋気満つ

三浦桂純(月見町)
○すみれ塚　水音暮れゆく　望の月

水井峰子(上条町)
○茶の花に　埋れてしずか　すみれ塚

三輪照子(名古屋市守山区)
俳句児童・生徒(国語科研究会選)
○はつもうで　うつつのやしろ　ばあちゃんと

鵜飼稜(西尾町)
短歌一般(伊吹純選)
○砂浜に　拾いし貝を　枕辺に
　　　　並べて潮の　満ちくるを聴く

丹羽志づ子(柏井町)
問い合わせ▶文化財課(☎33－1113)
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社会福祉協議会臨時職員の登録者
勤務地▶ 子どもの家、母子の家、養護老人ホーム、

総合福祉センター、福祉の里、第一・第
三介護サービスセンター、第一・第二希
望の家、福祉作業所、福祉文化体育館

職 種▶ 各施設の保育士、介護職、看護師、事務
職(障がい者雇用)など　※職種により時
給が異なり資格が必要な場合もあり

登録有効期限▶平成23年3月31日
申し込み▶ 3月1日(月) ～ 10日(水)〈日曜日、祝日を

除く〉に、市販の履歴書に記入して、本
人が直接、市社会福祉協議会(☎84－
1011)へ

緑の審議会の委員
内 容▶ 都市の緑化の推進と緑の保全に関する事

項を審議する
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2年間
申し込み▶ 3月3日(水) ～ 16日(火)〈必着〉に、所定の

用紙(公園緑地課、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
すがいに用意)に記入して、直接か郵送
で、〒486－8686春日井市役所公園緑地
課(☎85－6281)へ

広報春日井の広告取扱業者
契約期間▶ 4月1日(木) ～平成23年3月31日(木)
業 務▶ ○広告の募集○広告掲載申込書の提出な

ど
掲載場所▶ 広報春日井6月15日号～平成23年5月15日

号(15日号のみ)裏表紙
規 格▶ 縦13㎝×横9㎝
枠 数▶ 各号4枠
申し込み▶ 3月1日(月) ～ 15日(月)に、申請書(市ホー

ムページに用意)に必要事項を記入して、
直接、広報広聴課(☎85－6036)へ

 ホームページ　ht tp : / /www . c i t y .
kasugai.lg.jp/seisaku/koukokujigyou/
koukoku_osirase.html

エコメッセ春日井　☎88－5006
春休み親子ふれあい工作教室～ペーパークラフト
でポメラニアンの親子を作る
と き▶ 3月20日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
費 用▶ 教材費100円
持ち物▶ 木工用接着剤、はさみ
春休み親子エコ教室～エコパーティで楽しくリサ
イクル・リデュース・リユースについて学ぶ
と き▶ 3月27日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 樋口祐子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
 
申し込み▶ いずれも3月4日(木)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
大人の漢字教室Ⅱ～漢字の読みや意味を楽しく学
ぶ
と き▶ 4月2日・16日、5月7日・21日の金曜日(4回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 岩田鎭人
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 3月19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

グリーンピア春日井　☎92－8711
現代押し花アート教室～押し花でメルヘンの丘を
作る
と き▶ 3月20日(土)午前9時30分～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2800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
申し込み▶ 3月4日(木)から、電話で
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坂下公民館　☎88－5555
科学遊び｢紙飛行機を作って飛ばそう｣
と き▶ 3月26日(金)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、20cm程度の

定規
申し込み▶ 3月14日(日)〈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、学校名、学年を書いて、
〒480－0305坂下町4－250－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
子ども講座｢楽しいおやつ作り｣～ピザを作る
と き▶ 3月26日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・24人(先着順)
費 用▶ 教材費600円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴、20cm四方の

持ち帰り用の容器
日本書紀｢有間皇子の乱｣
と き▶ 4月～ 9月の第2水曜日(6回)午前10時～ 11

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・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ ワイド版岩波文庫｢日本書紀(四)｣　　　

※1680円で購入可
名城大学連携講座～学生と一緒に、基礎から作物
・果樹・野菜・花の栽培技術を学び、体験学習を
行う。翌年ステップアップ講座が受けられる
と き▶ 農場実習…○Ａコース4月16日・30日、5

月14日・28日、6月11日・25日、9月24日、
10月8日・22日、11月12日・26日、12月
10日の金曜日(12回)○Ｂコース4月9日・
23日、5月7日・21日、6月4日・18日、10
月1日・15日・29日、11月19日、12月3日
・17日の金曜日(12回)午前10時30分～午
後0時30分、農学基礎講義…Ａ・Ｂコー
スとも5月19日、6月16日、7月21日、8月
18日、9月15日、10月20日の水曜日(6回)
午後1時30分～ 3時　※全18回講座

ところ▶ 名城大学農学部附属農場(鷹来町)
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・各コース16人(抽

選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費3000円
持ち物▶ 帽子、軍手
 
申し込み▶ ｢子ども講座｣は3月4日(木)から電話で、

｢日本書紀｣は3月14日(日)〈必着〉までに、
｢名城大学連携講座｣は3月16日(火)〈必

着〉までに、往復はがき(1人1枚)に講座名
(｢名城大学連携講座｣はＡ・Ｂコースの
別も)、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号、｢日本書紀｣で本を希望する人は
｢本希望｣と書いて、〒486－0809町屋町
3610－1へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
変形性膝関節症～家庭で出来る簡単リハビリ体操
と き▶ 3月10日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 理学療法士・大竹浩史
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
転倒骨折予防教室～転ばない生活をしよう！
と き▶ 3月13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)
持ち物▶ タオル、上靴
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
体幹を鍛えて転倒を予防しよう
と き▶ 3月17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▶ 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
健康づくりはお口から～毎日の食事をおいしく食
べる
と き▶ 3月24日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 歯科衛生士・池山豊子
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
中高年のメンタルヘルス～こころのケア講座
と き▶ 3月31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
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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▶ 4月10日(土)午前9時～正午
ところ▶ 東部市民センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 3月8日(月)から、電話で

総合福祉センター　☎84－3611
元気パワーアップ運動講座～軽運動でリフレッシ
ュ
と き▶ 4月の毎週火曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
講 師▶ スポーツインストラクター
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
申し込み▶ 3月16日(火)〈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を書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61へ　※身体障がい
者は受講料無料。初回受け付け時に身体
障がい者手帳の提示が必要　

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▶ 4月2日～ 23日の毎週金曜日(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、在学で新高校生か同年

齢以上の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
ボクシングエアロ～ボクシングの動きを取り入れ
たエアロビクスで、シェイプアップを図る
と き▶ 4月1日～ 22日の毎週木曜日(4回)午後6時

30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
すこやか幼児体操(①年中②年長) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 4月の毎週土曜日(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17年4月2日～

18年4月1日②平成16年4月2日～ 17年4月

1日に生まれた幼児・各35人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
太極拳(初心者向け)～ゆっくりとした基本の8動
作を行い、健康増進を図る
と き▶ 4月の毎週土曜日(4回)午後2時30分～ 3時

30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1200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▶ 4月の毎週日曜日(4回)午前10時45分～ 11

時45分
対象・定員▶ 市内在住か在学の新小学生・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
ステップエアロ～ステップ台を使用したエアロビ
クスで、お尻やももを引き締める
と き▶ 4月の毎週水曜日(4回)午前10時45分～ 11

時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
小学生の球技入門(野球) ～ボールの取り方、投
げ方、打ち方など基本的な動作を学ぶ
と き▶ 4月の毎週水曜日(4回)午後5時30分～ 6時

30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の新小学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(てつぼう)～逆上がり、
足掛け上がりなどができるように練習する
と き▶ 4月の毎週水曜日(4回)午後7時～ 8時
対象・定員▶ 市内在住か在学の新小学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3月4日(木)午

前9時から電話で、それ以外は3月16日
(火)〈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



16 広報春日井3月1日号

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室(応用編) ～水の特性を理
解し、効果的なウオーキングをマスターする
と き▶ 3月10日(水)午後1時～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

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
クロールを覚えよう～泳ぎの基本をマスターする
と き▶ 4月1日～ 27日の毎週火・木曜日(8回)①

午後5時～ 6時②午後6時15分～ 7時15分
対象・定員▶ 市内在住か在学の新小学2～ 6年生・各

35人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
アクアビクス～水の抵抗を大きく受ける動きを取
り入れた運動量の多い水中エアロビクス
と き▶ 4月の毎週火曜日(4回)午前9時20分～ 10

時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上の人・60人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
大人の初めてクロール教室～顔つけから始めて泳
ぎの基本をマスターする
と き▶ 4月6日～ 30日の毎週火・金曜日(8回)午

前10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上でクロールの泳げない人・20人(抽
選)

費 用▶ 受講料6000円
水慣れから始めるクロール教室～顔つけから始め
て泳ぎの基本をマスターする
と き▶ 4月7日～ 30日の毎週水・金曜日(8回)午

後5時～ 6時
対象・定員▶ 市内在住か在学の新小学2～ 6年生・35

人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
シェイプアップアクア～効率のよい脂肪燃焼を目
指した水中エアロビクス
と き▶ 4月9日～ 30日の毎週金曜日(4回)午前9時

20分～ 10時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上の人・60人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
3か月集中スペシャルダイエット教室～個別カウ
ンセリングと運動指導を受けて3か月間で減量を
する
と き▶ 4月14日～ 6月23日の水曜日(5月5日を除

く10回)①午前9時～正午②午後2時～ 5
時、4月16日～ 6月18日の毎週金曜日(10
回)③午前9時～正午④午後2時～ 5時

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

同年齢以上の人・各6人(抽選)
費 用▶ 受講料7000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

脱メタボ教室～個別カウンセリングと運動指導を
受けて3か月間で運動習慣を身につける
と き▶ ①4月10日～ 6月19日の隔週土曜日(6回)

②4月17日～ 6月26日の隔週土曜日(6回)
午後2時～ 5時

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

同年齢以上の人・各6人(抽選)
費 用▶ 受講料5000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3月4日(木)午

前9時から電話で、それ以外は3月16日
(火)〈必着〉までに、往復はがきに(1教室
につき1枚)に教室名(「3か月集中スペシャ
ルダイエット教室」「脱メタボ教室」は①
②③④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

4月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

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)　

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

脂肪燃
焼エア
ロ

はじめ
てエア
ロ

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
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土地区画整理変更事業計画
と き▶ 市役所執務時間中
事業名▶ 春日井都市計画事業松河戸土地区画整理

事業、春日井都市計画事業春日井神領土
地区画整理事業

ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6306)

博物館明治村開村45周年市民感謝デー
　春日井市民の皆さんを明治村に招待します。
と き▶ 3月13日(土) ～ 14日(日)午前9時30分～午

後5時　※入村時に広報春日井3月1日号
を提示してください。1部につき4人まで
入村できます。市民であることを確認す
る場合あり

問い合わせ▶ 博物館明治村(☎67－0314)　※車の場合、
駐車料金800円が別途必要

認知症市民講座
と き▶ 3月13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▶ ｢認知症の方への音楽療法｣認定音楽療法

士・須崎弘子
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)

川をきれいにして春をさがそう！
と き▶ 3月13日(土)午前9時～正午(雨天中止)
ところ▶ 庄内川河川敷(上条グラウンド周辺)
内 容▶ 庄内川の河川敷の掃除をした後、①野鳥

観察か②自然素材を使った工作(申し込
み時に選択)を行う

定 員▶ 100人(先着順)
持ち物▶ 作業のできる服装、軍手
申し込み▶ 3月2日(火) ～ 11日(木)に、環境政策課(☎

85－6216)へ
主 催▶ かすがい環境まちづくりパートナーシッ

プ会議

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 3月19日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 患者と家族が同じ病状の人たちと話し合

う交流会
対象・定員▶ パーキンソン病や脊髄(せきずい)小脳変

性症などの神経系難病患者とその家族・
30人(先着順)

申し込み▶ 3月4日(木) ～ 15日(月)に、県春日井保健
所(☎31－2188)へ

危険物取扱者試験
月 日▶ 4月25日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
内 容▶ 乙種1類～ 6類、丙種
費 用▶ 受験料乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 3月15日(月) ～ 25日(木)に、受験願書〈3月

1日(月)から消防本部、消防署、各出張所
に用意〉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

予備講習会
と き▶ 4月13日(火)午前9時30分～午後4時30分
ところ▶ 県産業労働センター (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)

県旅券センターの移転について
　県旅券センターは、現在入居している名古屋タ
ーミナルビルの建て替えに伴い、名古屋駅北側(約
500m)にある名古屋ルーセントタワーへ5月に移
転します。
業務開始▶ 5月6日(木)
移転先▶ 名古屋ルーセントタワー 5階(名古屋市西

区牛島町6番1号)
問い合わせ▶ 県旅券センター (☎052－563－0236)
 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/

0000000757.html

※移転による電話番号、受付時間、休業日などの
変更はありません

名古屋ルーセントタワー

名古屋ターミナルビル
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成瀬ひろみバレエスタジオ発表会
とき▶3月14日（日）①午後1時から②午後5時か
ら（どちらも30分前に開場）　ところ▶市民会館
内容▶第1部…小品集、第2部…「コッペリア」
第3幕、第3部…創作バレエ「魔女の宅急便」　入
場料▶1000円　入場券▶成瀬ひろみバレエスタ
ジオで販売中　問い合わせ▶成瀬ひろみバレエ
スタジオ（☎56－3416）
･･････････････････････････････････････････
「中高年のピアノ」初心者の為の講演会
とき▶3月18日（木）午後6時30分～ 8時30分　と
ころ▶ルネック　内容▶5ステップカリキュラ
ムから、音楽のみならず、広く文化についてア
プローチを試みる　定員▶50人（先着順）　 費
用▶参加料500円、テキスト代1000円　申し込
み▶3月17日（水）までに、直接か電話で勝川開
発㈱〈☎34－6800〉へ
･･････････････････････････････････････････
森で遊ぼ！～五感で楽しむ森のおさんぽ～
とき▶3月26日（金）午前9時15分～午後0時45分
（9時から受け付け）　ところ▶築水の森　内容
▶親子で春の森の散策を楽しむ　対象・定員▶
1 ～ 4歳の未就園児とその親・25組（先着順）　
費用▶100円（保険代）　申し込み▶3月22日（休）
までにＥメールで、住所、氏名、電話番号、年
齢、参加人数を書いて、森のたんけんたい・小

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 3／1(月)～15(月) 野鳥写真展 春日井バードフォトクラブ

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 3／3 (水)～1 5 (月) 高森・みろくの会写
真同好会作品展 高森・みろくの会写真同好会

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
3／3(水)～27(土) マーガレット押し花

倶楽部作品展 マーガレット押し花倶楽部

3／3(水)～28(日) キルト作品展 伊藤きよみとグループ「ともにｅ」

グリーンピア春日井 (☎92－8711)
3／5(金)～7(日) シュンラン展 春日井古典園芸同好会
3／12(金)～14(日) ツバキ展 春日井つばき愛好会

市役所市民サロン (☎85－6073) 3／8(月)～12(金) 絵画作品展 生涯学習絵画教室グループ
東部市民センター (☎92－8511) 3／9 (火)～13(土) 現創会作品展 現創会
西部ふれあいセンター (☎33－0808) 3／10(水)～21(祝) 書道作品展 中央公民館ささゆり会
落合公園管理棟 (☎56－0414) 3／13(土)～１9(金) 植物画展 植物画同好会（彩花）

林（Ｅメールmorinotankentai@yahoo.co.jp）へ
･･････････････････････････････････････････
講演会「できる限り在宅で暮らすには～医・食
・住・介護の知恵と工夫～」
とき▶3月27日（土）午後1時30分～ 3時30分（1時
15分から受け付け）　ところ▶総合福祉センタ
ー　内容▶独り暮らしで不自由になっても長く
在宅でいられるために医・食・住・介護などの
知恵と工夫について学ぶ　定員▶50人（先着順）
費用▶資料代700円　申し込み▶3月3日（水）か
ら、エイジレスポスト事務局・長井 （☎89－
3949）へ
･･････････････････････････････････････････
姉妹都市市民の会「英会話講座」
とき▶4月～ 3月（40回）　ところ▶レディヤン
かすがい、鳥居松ふれあいセンター　内容▶外
国人講師から英会話や姉妹都市の概要を学ぶ
（初級Ⅰ・Ⅱ、中級Ⅰ・Ⅱの全8クラス）　※各
クラスの時間割は姉妹都市市民の会ホームペー
ジ（http://aichinet.ne.jp/̃kscca/）に掲載する募
集要項で確認してください。市民の会会員には
3月1日（月）付けで募集要項を郵送します　受講
料▶4万円　※別途教材費と市民の会年会費が
必要　申し込み▶3月12日（金）〈消印有効〉まで
に、往復はがき（1人1枚）に、住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、第2希望までのクラス名・曜
日・時間、会員区分（高校生以下は学生会員）を
書いて、〒486－0844春日井市役所企画課内姉
妹都市市民の会事務局（☎85－6032）へ　

※展示時間は各施設に問い合わせてください
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●公道
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…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
※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 （＋870）

世帯数
30万7691人
12万4135世帯 （＋1376）

まちの動き

（12件）

（0人）

（1002件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

12件
1002件

0人

平成22年2月1日現在　（　）内は前年同日比

平成22年1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

3／6

3／13

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

☎33－7033

☎35－6877

☎84－3060

☎75－3882

☎36－0301

☎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）

肛門科安藤外科（若草町3）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

健康管理センター（柏原町5）

ミナミ産婦人科（小牧市）

かすがいマタニティクリニック（前並町）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)または052－263－9909

3／7

3／14

在宅緊急医
外科

在宅緊急医
産婦人科

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

健 康 3月1日～7日は子どもの予防接種週間3月1日～7日は子どもの予防接種週間
この週間は、4月からの入学や入園に備えて、保護者の皆さんが子どもに対する
予防接種への関心を高め、予防接種率の向上を図るものです。

　母親が赤ちゃんにプレゼントする病気に対する抵抗力（免疫）は、生後12か月までにほとんど自然に
失われていきます。 そのため、この時期を過ぎると、自分で免疫を作って病気を予防するようになり、
その助けとなるのが予防接種です。 ぜひこの機会に予防接種を正しく理解し、子どもの健康に役立て
てください。

麻しん風しん混合予防接種の期限が近づいています。母子健康手帳などで確認を！
　対象者である小学校就学の前年度の人や中学1年生、高校3年生相当年齢の人は、接種期間中
である3月31日（水）までに接種を受けましょう。

予防接種は大切な子どもへの贈り物
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市民の誓いを表現した作品の募集に、小中学生から1564点の応募があり、選考の結果、次の皆さんの作品市民の誓いを表現した作品の募集に、小中学生から1564点の応募があり、選考の結果、次の皆さんの作品
が特別賞に選ばれました。が特別賞に選ばれました。
市民の誓いを表現した作品の募集に、小中学生から1564点の応募があり、選考の結果、次の皆さんの作品
が特別賞に選ばれました。

市民の誓い啓発ポスター特別賞が決定しました市民の誓い啓発ポスター特別賞が決定しました

市長賞 市議会議長賞

市教育委員会賞

市民の誓い啓発ポスター入賞作品展市民の誓い啓発ポスター入賞作品展
特別賞4点、奨励賞15点、佳作25点を展示します。

2／ 26（金）～3／ 8（月）
3／ 10（水）～23（火） 
3 ／ 25（木）～4／ 6（火）

市役所市民ホール
東部市民センター
西部ふれあいセンター

月　　日 と　こ　ろ

問い合わせ▶市民生活課（☎85－6622）

市青少年健全育成推進会議会長賞

川崎瑠斗（勝川小4）川崎瑠斗（勝川小4）川崎瑠斗（勝川小4）

戸田絢子（東野小6）戸田絢子（東野小6）戸田絢子（東野小6）

原田透馬（勝川小3）原田透馬（勝川小3）原田透馬（勝川小3） 水野水野稜太稜太（白山小1）（白山小1）水野稜太（白山小1）

春日井市民の誓い
1　みんなで緑を育て　自然を守ろう

1　すすんでからだをきたえ　いのちを大切にしよう

１　お互いに時間とルールを守ろう

１　こころにゆとりをもち　清新な文化をきずこう

1　勤労をとうとび　豊かなくらしをめざそう

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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