
春の陽気に誘われて、咲きごろを迎えたウメを見ようとグリーンピア
春日井の梅園には多くの人が訪れ、ほのかに漂う香りにほおを緩め
て、紅白や桃色に染まった花を楽しんでいました。梅園には15種類
のウメが植えられており、今月中旬まで見ることができます。
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「春日井市土砂等の埋立て等に関する条例」
を制定しました
平成22年度前期市民講座
公共下水道についてのお知らせ
犯罪被害を防ぐために
あなたの愛犬に登録と狂犬病予防注射を
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4月から行政組織が変わります、
4月からプレママ講座が始まります
春日井市長選挙　など
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近年、有害物質を含む建設残土などが埋設されたことを原因とする土壌汚染の事例が全国で判明しています。
このような状況を受け、土壌汚染を未然に防ぐための条例を制定しました。10月1日からの施行に先立ち、
条例の概要を紹介します。

　万一、有害物質を含んだ建設残土などが搬入されて土
壌が汚染された場合、その処理に多くの労力と費用が掛
かります。また、汚染の状況によっては人への健康被害
も懸念されることにもなります。そこで、有害物質の基
準に適合しない土砂等の埋立て等を禁止するとともに、
特定事業を対象とする届け出により内容を把握し、搬入
される土砂等の汚染の有無を事前に確認するなど、事業
者、土地所有者、市がそれぞれの責務を持って、土砂等
の埋立て等による土壌汚染の未然防止に取り組み、市民
の良好な生活環境を確保することを目的としています。

　条例が施行されると、市内のすべての土地について、カドミウムなどの有害物質の基準に適合しない土砂
等による埋立て等が禁止されます。もし、有害物質の基準に適合しない土砂等が使用された場合は、事業者
や土地所有者に対して、汚染状況の調査や土砂等の撤去などが求められます。

条例の目的

基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止

・建築物などの建設に伴う宅地造成

・農地や原野などを埋め立てる土地の造成

・林野地を開墾・開発するための造成

・粘土や砂利を採取した跡地の埋め戻し

・ため池・くぼ地の埋め立て

　　　　　　　　　　　　　　　  など

用語の説明

土砂等：土砂や土砂に混入または吸着し
　　　　た物のこと

特定事業：事業区域の外から搬入された
　　　　　土砂等を使用して行われる埋
　　　　　立て等の面積が1000㎡以上の
　　　　　事業のこと

埋立て等：埋め立て、盛り土、かさ上げ
　　　　　などで、土砂等を搬入して行
　　　　　う行為のこと

埋立て等の具体例

2 広報春日井3月15日号



自分の土地は自分で管理し、守ることが大切です。

※条例は市の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/pre/somu/reiki/reiki_honbun/ae00007041.html

特定事業者が行うべきこと

工　　事 ・特定事業に関する基準の順守
・現場管理責任者の設置
・特定事業計画の届け出など関係書類の供覧
・土砂等管理台帳の記帳
・適正な施工管理の実施

完　　了 ・埋立て等が完了したことについて、市へ届け出

事業着手前の届け出 ・計画について、事業に着手する14日前までに、市へ届け出
・搬入する土砂等の汚染の有無などについて、市へ届け出

着工前の周知 ・標識の設置
・近隣住民への地元説明会の開催など

　特定事業を行う者を特定事業者といい、条例の施行後は特定事業の計画や土砂等の搬入の届け出、また、
近隣住民や利害関係者への周知を行うとともに、土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関し、必要な
措置を取ることが義務付けられます。

特定事業の届け出

　埋立て等により土壌汚染が発生する恐れが生じたときには、事業
者はもとより土地所有者の責任により土砂等の撤去などが必要にな
ることがあります。
　埋立て等を行う者に土地を提供しようとするときは、事業が計画
どおり進んでいるか、管理上問題ないかを確認するなど、土地の管
理を適正に行いましょう。

土地所有者の皆さんへ

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）
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対　象 ▼市内在住か在勤、在学の人
申し込み ▼ 3月31日（水）〈必着〉までに、往復はがき（1

講座につき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、各
施設へ　※託児付き講座（2歳以上の未就学
児）を希望する人は、子どもの氏名（ふりが
な）・年齢を記入。持ち物が購入可の講座
で、希望する人は｢購入希望｣と記入。講座
名に★のある講座は、いずれか1講座の申
し込みに限る。定員を超えた講座は、4月6
日（火）に各施設で公開抽選を行い、8日（木）
から応募者全員に抽選結果を発送

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

知
多
公
民
館

幕末･明治維新の
春日井歴史探訪

激動の時代を乗り越えた、尾張
藩や春日井の様子について、史
跡と人物を中心に学ぶ

5／11～8／24の
火曜日(8回)

10:00～
11:30

講村中治彦　定54人　受2000円

おもしろ古代史
｢続日本紀の世界｣
～平城京遷都～

7代70余年の奈良時代。その幕
開けとなる平城遷都の経過を読
む

5／19～9／15の
水曜日(8回)

10:00～
11:30

講いのぐち泰子　定54人　持講談社
学術文庫｢続日本紀｣上巻と角川ソフ
ィア文庫｢万葉集｣上巻　受2000円

★
親子ふれあい体操

親子で体操やゲームをしながら
集団への溶け込みと友達づくり
を覚える

5／12～8／25の
水曜日(8回)

10:00～
11:30

講アイディアＣ体創協会　対2歳以
上の未就園児とその保護者　定35
組

アンデスの笛「ケ
ーナ」を奏でる

ケーナの持ち方から始めて、「コ
ンドルは飛んでいく」が吹ける
までを習う

5／9～8／22の
日曜日(8回)

10:00～
11:30

講阿部神樹　 定25人　 受2000円　
持手鏡、ケーナ（調律がとれたもの。
ない人は2000円で購入可）

はじめての仏像彫
刻｢わらべ地蔵｣を
彫る

子どものようなかわいい地蔵
（約22㎝）を彫る

5／2～8／15の
日曜日(8回)

10:00～
12:00

講柿崎圓祐　 定15人　 受2000円　
教1500円　持彫刻刀（セットもので
も可）か印刀、エプロン、手袋

男の手料理
和食の基礎から応用まで、おい
しい料理を作るための｢いろは｣
を学ぶ

5／8～9／11の
土曜日(8回)

10:00～
12:00

講加藤令子　 定20人　 受2000円　
教4000円　 持エプロン、ふきん、
三角きん

知 多 公 民 館 〒486-0947知多町4－64－1 (☎32－8988)

鷹 来 公 民 館 〒486-0809町屋町3610－1 (☎84－7071)

坂 下 公 民 館 〒480-0305坂下町4-250-1 (☎88－5555)

東部市民センター 〒487-0011中央台2－2－1 (☎92－8511)

味美ふれあいセンター 〒486-0958西本町1－15－1 (☎31－3522)

高蔵寺ふれあいセンター 〒487-0013高蔵寺町3-2-1 (☎51－0002)

南部ふれあいセンター 〒486-0923下条町666－6 (☎85－7878)

西部ふれあいセンター 〒486-0904宮町3－8－2 (☎33－0808)

　※中央公民館は耐震工事のため、講座を行いません

講…講師　対…対象　定…定員　受…受講料　教…教材費　持…持ち物
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坂
下
公
民
館

家庭でちょっと
お洒落な料理を!

シェフに習い家庭料理のプロ
のこつを習得する

5／11～6／15
の火曜日(6回)

10:00～
12:00

講橋本尚宜　定24人　受1500円　
教6000円　持上靴、エプロン、ふ
きん2枚

中国語を始めて
みませんか

旬な話題を中国語で話す 5／8～6／26の
土曜日(8回)

10:00～
11:30

講程群　定35人　受2000円

ペン・筆ペンで
書を楽しむ　

漢字・かな文字を基本から学
ぶ

5／13～7／8の
木曜日(8回)

13:30～
15:00

講津田濤鶴　定30人　受2000円　
持筆ペンなど筆記用具

トータル美容体操で
若いボディをゲット!

ボディーコントロールでシェ
イプアップ

5／12～6／30
の水曜日(8回)

10:00～
11:30

講秋葉弥生　定35人　受2000円　
持上靴

すぐに使える韓
国語

買い物、食事など実践的会話
を学ぶ

5／12～6／30
の水曜日(8回)

10:00～
11:30

講柳舟葉　定35人　受2000円

尾張藩の歴史を
知る

幕末の尾張藩と春日井につい
て学ぶ

5／11～7／6の
火曜日(8回)

10:00～
11:30

講櫻井芳昭　定30人　受2000円　
持中日出版社｢幕末の尾張藩｣（な
い人は1500円で購入可）

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー

源氏物語の世界

千年にわたって読み継がれて
きた古典文学｢源氏物語｣の椎
本（しいがもと）と総角（あげま
き）を読む

5／12～9／8の
水曜日(8回)

10:00～
11:30

講嘉藤久美子　定80人　受2000円
持①新潮社「源氏物語 六」②新潮社
「源氏物語 七」（ない人は①3360円
②3465円で購入可　※②の購入希
望は講座期間中に確認）

おしゃれに着こ
なす和服リフォ
ーム

使わなくなった着物を、美し
く着こなせる普段着にリフォ
ームする

4／22～8／12
の木曜日(8回)

14:00～
16:00

講 グループ｢繋ぐ｣　 定25人　 受
2000円　持リフォームしたい和服、
裁縫道具一式

気功でスッキリ
健康づくり

中国伝統の気功で心身のバラン
スを整え、気持ちを軽やかにする

4／16～6／4の
金曜日(6回)

10:00～
11:30

講伊藤敦子　定30人　受1500円

きらり、楽しく
ガラス工芸

バーナーワークでおしゃれな
ガラス小物を作る

5／6～7／15の
木曜日(6回)

13:30～
15:00

講大西有子　定20人　受1500円　
教3300円　持綿エプロン、タオル
ハンカチ

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

鷹
来
公
民
館

万葉集のこころ 万葉人のまなざし、歌と作者
に触れる

5／7～8／6の
金曜日(8回)

10:00～
11:30

講加藤信男　定50人　受2000円

古典説話文学　

今昔物語集・宇治拾遺物語を
学ぶ

5／15～8／21
の土曜日(8回)

14:00～
15:30

講森まさし　定40人　受2000円　
持①岩波文庫｢今昔物語集｣②角川
ソフィア文庫「宇治拾遺物語」（ない
人は①903円②940円で購入可）

★
親子で体操ゲーム

親子が一緒になって、遊びな
ども交えて、スキンシップを
楽しみながら体操をする

5／19～9／1の
水曜日(8回)

10:00～
11:30

講アイディアＣ体創協会　対2歳以
上の未就園児とその保護者　定35
組

木彫入門講座 ようじ入れ（木の葉型）とふた
付き小物入れを作る

5／13～8／26
の木曜日(8回)

10:00～
12:00

講近藤一江　定15人　受2000円　
教3100円　持エプロン
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西
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

★
親子で楽しくリ
トミック①②

音楽で遊びながら、子どもの
能力を引き出し、協調性を身
に付ける

5／14～7／2の
金曜日(8回)

①10:00
～10:40
②11:00
～11:40

講山下里恵　対2歳以上の未就園児
とその保護者　定各45組　持上靴
※①②の別も書いて

ハワイアン・ア
ロマテラピー～
南国の花の香り
でリフレッシュ

南国の花々の香りを用いてコ
コナッツのせっけんやプルメ
リアのマッサージオイルを作
り、ハーブティーも楽しむ

5／13～7／1の
木曜日(8回)

10:30～
12:00

講山口奈緒子　定30人　受2000円
教4800円

暮らしの中の実
用書道（筆ペン
可）をはじめてみ
よう！

冠婚葬祭から簡単な手紙まで、
普段の暮らしの中で利用でき
る書道を学ぶ

5／11～6／29
の火曜日(8回)

10:00～
12:00

講小嶋恵泉　定20人　受2000円　
教500円　持書道用具、筆ペン

南
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

平家物語

「木曽義仲の最期」鎌倉勢の猛
攻を受けた義仲は､｢死ぬとき
は一所｣と誓い合った乳兄弟、
今井兼平とともに討死する

5／8～8／28の
土曜日(8回)

10:00～
11:30

講いのぐち泰子　定60人　受2000
円　持岩波文庫「平家物語（3）」（な
い人は903円で購入可）

★
ふれあい親子体
操①②

ゲームなどを通して、集団へ
の溶け込みと友達づくりをす
る

5／7～6／25の
金曜日(8回)

①10:00
～10:50
②11:10
～12:00

講大石公也　対2歳以上の未就園児
とその保護者　定各30組　持上靴
※①②の別も書いて

ゆったりハワイ
アンフラ♪♪

ゆったりしたハワイアン音楽
でフラダンスを楽しむ

5／13～7／22
の木曜日(6回)

13:30～
15:00

講山口奈緒子　定20人　受1500円

高
蔵
寺
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

｢春日井の歴史｣
～古代・中世探
訪～

奈良・平安・鎌倉・室町時代
の春日井の歴史について、社
寺や人物を中心に学ぶ

5／12～8／18
の水曜日(8回)

10:00～
11:30

講村中治彦　定60人　受2000円

アロマテラピー
でボディケア

ハーブティーを楽しみながら、
ヘッドスパオイルやハンドケ
アオイルなどを手作りし、ア
ロマテラピーを体のケアに役
立てる

5／10～7／12
の月曜日(6回)

10:00～
11:30

講山口奈緒子　定30人　受1500円
教4800円　持ステンレスボウル（20
～ 30cm）

健康ヨーガ（託児
付き）

深くゆっくり呼吸をしながら、
普段動かさない部位を刺激す
ることによって、心と体をひ
とつにし、リラックスさせる

5／10～6／14
の月曜日(6回)

13:30～
15:00

講武田みどり　定40人　受1500円
持ヨガマット（持っている人のみ）
※マット持参の有無も書いて

講　座　名 内　　　　　　容 と　　　き 備　　　考

味
美
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

親子で楽しくベ
ビーマッサージ
①②

タッチケアで子育てを楽しむ ①5／11～6／8
の 火曜日(4回)
②6／15～7／6
の火曜日(4回)

10:00～
11:30

講小島まゆみ　対①生後8か月～ 1
歳未満の乳児とその保護者②生後3
か月～ 7か月の乳児とその保護者　
定各12組　受1000円　持バスタオル
※①②の別も書いて

健康増進体操 健康の増進や体力向上を図る
健康体操

5／11～6／22
の火曜日(6回)

13:30～
15:00

講上村知枝子　定30人　受1500円
持上靴

手軽でおいしい
パン作り

ホームメイドのパン作り 5／14～6／18
の金曜日(6回)

10:00～
12:30

講高島美穂　定20人　受1500円　
教3000円　持エプロン、ふきん



問い合わせ▶業務課（☎85－6346）

　3月31日（水）から右図の区域で、宅地内
の生活排水などを公共下水道に接続でき
るようになります。この区域では、し尿
浄化槽便所は速やかに、くみ取り便所は3
年以内に公共下水道に切り替えるよう法
律で定められています。また、3月31日以
降にこの区域内に新築する建築物は、公
共下水道に接続しなければ建築できませ
ん。なお、公共下水道への切り替えにあ
たり、費用の一部を無利息で貸し付けす
る制度がありますので問い合わせてくだ
さい。

　最近、タオルやひも、油の固まりなどが原因で汚水管や下水道施設（ポンプ）が詰まり、汚水が流れないな
どの不具合が起きています。一人一人がマナーを守って使いましょう。

適正使用についてのお願い適正使用についてのお願い適正使用についてのお願い

　マンホールや汚水接続ますは、汚水管の点検や
修理をするためのものです。

マンホールや汚水接続ますに、ごみを捨て
ないでください

　水に溶けないウェットティッシュやおむつなど
を流すと詰まりの原因となります。

トイレには、トイレットペーパー以外のも
のを流さないでください

　野菜くずや残飯を流すと詰まりの原因となりま
す。また、油を流すと汚水管内で固まったり、下
水処理場の水処理機能を低下させたりします。

台所では、野菜くずや残飯、天ぷら油の廃
油を流さないでください

　清掃を行わないと正常な機能を発揮できず、汚
水管などの詰まりの原因となります。飲食店周辺
の汚水管などでは、油脂などによる管閉塞（へい
そく）事故が多発しています。

飲食店ではグリーストラップを定期的に清
掃してください

　ガソリン、灯油など揮発性の高い危険物を流す
と、汚水管内で爆発を起こす原因となったり、下
水処理場の水処理機能を低下させたりします。

有機溶剤を絶対に流さないでください

汚水管などが詰まり、その原因者が明らかな場合は清掃費用を負担していただくことがあります。

公共下水道についてのお知らせ公共下水道についてのお知らせ公共下水道についてのお知らせ公共下水道についてのお知らせ公共下水道についてのお知らせ

◎

新たに供用開始となる区域について新たに供用開始となる区域について新たに供用開始となる区域について

東野町西東野町西 3 丁目東野町西 3 丁目

松原松原公園公園

東野町東野町 4 丁目

西島公園西島公園
北
島
公
園

北
島
公
園

生
地
川

生
地
川

松原公園

東野町 4 丁目

西島公園

下原町下原町

東野小学校東野小学校東野小学校

県道名古屋外環状線

県道名古屋外環状線

北
島
公
園

生
地
川

八
田
川

八
田
川

八
田
川

すでに供用開始済みの区域
該当区域
町・丁目界

下原町

県道名古屋外環状線
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問い合わせ▶春日井警察署（☎56－0110）

「安心して暮らせる安全な春日井」を実現するため、春日井警察署はさまざまな取り組みを行っています。今
回は警察の知識や技能を高めるために行われている大会での活躍ぶりなどを紹介し、また、市内で多発して
いる振り込み詐欺の特徴と注意点を伝えます。

　昨年12月15日～ 16日に県警本部で行われた
無線通信競技大会で、春日井警察は県内46警
察署、自動車警ら隊、鉄道警察隊の48チーム
が出場するなか、見事優勝し、3連覇しました。
　この大会は、警察官が2人1組で、現場での
事情聴取から無線報告までの過程で、時間、
無線通話要領、警察官の応接時の姿勢態度な
どを競うものです。

　2月25日に県武道館で行われた県警察逮捕術
大会警察署Ａ組において、優勝しました。
　逮捕術は、相手に与える打撃を必要最小限
で制圧、逮捕するための術技です。競技は実
戦を想定して竹製の警棒や警杖（じょう）、短
刀なども使用して行われます。

無線通信競技大会と逮捕術大会で優勝！

市内で振り込め詐欺が多発しています
　昨年中に起きた、市内の振り込め詐欺の被害総額は約2000万
円にも上りました。今年に入ってからも、すでに5件（2月17日
現在）の届け出があり被害金額は1000万円を超えています。

　4月1日（木）から、柏原町
に交番が新設され、12日（月）
に開所式が行われます。

柏原町5－21－2

朝宮町、柏原町1～5丁目、
瑞穂通 1～5丁目、八田町、
八光町5丁目、六軒屋町字向
ヱ、六軒屋町1～2丁目、六
軒屋町西

振り込め詐欺の特徴

柏原交番ができます柏原交番ができます柏原交番ができます

・事前に 「電話番号が変わった」 と連絡がある
・「すぐに振り込んで」 と考える時間を与えない
・「誰にも言わないで」 と相談させない

おかしいと思ったら警察に相談を！

・以前使用していた電話に掛けてみる
・すぐに振り込まない
・一人で振り込まない
・必ず誰かに相談する

振り込め詐欺を防止するために大切なこと

欺 被害総額は約2000万
も、すでに5件（2月17日
円を超えています。

がある
えない

大切なこと

所在地

受け持ち区域

柏原小

柏原中

文

文
県
道
神
屋
味
美
線

柏原保育園南

交 番

～春日井警察署の取り組み

を防ぐために

振り込め詐欺が多発していま
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問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

犬の飼い主は、年1回6月30日までに、愛犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
各会場で予防注射を行いますので、利用してください。会場へは、ふんの始末ができる用意をし、綱など
につないで扱い慣れた人が連れてきてください。飼い主が犬を制止できないときや問診の結果により、注
射ができないこともあります。

対　象▶生後91日以上の犬
費　用▶○予防注射3300円（注射料2750円、注射済票交付手数料550円）○登録と予防注射6300円（登録

手数料3000円、予防注射3300円）
※当日は、市から郵送された｢狂犬病予防注射実施・登録確認通知書｣を必ず持ってきてください。新
たに犬を飼い始めた場合は、登録と予防注射が必要です。また、飼い犬の死亡や所在地の変更、飼い
主の変更などが生じた場合は、環境保全課へ連絡してください

犬の登録・注射日程と会場
月　日 時　間 会　場

4/9(金)

  9:30 ～ 10:15
10:45 ～ 11:30
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:45

玉野農村婦人の家（玉野町）
堂須公園（押沢台1）
細野公民館（細野町）
東部市民センター

4/12(月)

  9:30 ～ 10:15
10:45 ～ 11:15
11:45 ～ 12:15
13:45 ～ 14:15

JA尾張中央堀ノ内支店（堀ノ内町）
春見公園（春見町）
天王公園（若草通5）
勝川駅南公園（松新町6）

4/13(火）

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

上条区集会所（上条町8）
水林公園（鳥居松町1）
徳農学習等供用施設（神明町）
西高山町公民館（西高山町3）
大手公民館（大手町4）

4/14（水)

  9:30 ～   9:45
10:15 ～ 10:45
11:15 ～ 11:45
12:15 ～ 12:45
14:15 ～ 14:45

内津駐在所前（内津町）
西尾公民館（西尾町）
JA尾張中央明知支店（明知町）
神屋町公民館（神屋町）
大洞公園（藤山台4）

4/15 (木)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

八田公民館（八田町2）
JA尾張中央春日井支店（宮町）
味美町学習等供用施設（味美町3）
地蔵ケ池公園（勝川町1）
道風公園（松河戸町）

4/16(金)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

上田楽運動広場（上田楽町）
六軒屋公園（六軒屋町5）
総合福祉センター
弥生公園（弥生町2）
勝川南部学習等供用施設（勝川町3）

4/19 (月)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:15
13:45 ～ 14:45

かすが台中央公園（坂下町7）
廻間公民館（廻間町）
後田公園（高森台3）
水辺公園（岩成台6、岩成台小西側）

月　日 時　間 会　場

4/20(火)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

善光寺橋公園（西山町4）
桃山区民会館（桃山町2）
JA尾張中央田楽支店（田楽町）
牛山北部学習等供用施設（牛山町）
牛山南部学習等供用施設（牛山町）

4/21(水)

  9:30 ～ 10:15
10:45 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

大留下公民館（大留町5）
神領住宅集会所（神領町）
松本公民館（松本町2）
大泉寺町公民館（大泉寺町）
桃花園自治会集会所（東山町5）

4/22(木)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:15
13:45 ～ 14:15

美しが丘東公園（神屋町）
坂下区公会堂（坂下町3）
ネオポリス中央公園（神屋町）
欅ケ丘集会所（坂下町5）

4/23(金)

  9:30 ～ 10:15
10:45 ～ 11:30
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

東野公民館（東野町7）
下市場公民館（下市場町2）
小木田神社（小木田町）
春日井保健所（柏井町2）

4/26(月)

  9:30 ～ 10:15
10:50 ～ 11:20
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

高蔵寺ふれあいセンター
外之原中公民館（外之原町）
繁田公園グラウンド（気噴町北2）
北ノ坪公園（出川町5）

4/27(火)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:15
11:45 ～ 12:15
13:45 ～ 14:15

二子山公園（二子町2）
味美ふれあいセンター
如稲学習等供用施設（如意申町4）
南下原公民館（南下原町）

4/28(水)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:15
11:45 ～ 12:15
13:45 ～ 14:15

木附農業研修施設（木附町）
石尾公園（石尾台2）
白山公会堂（白山町8）
出川公園（不二ガ丘2）

4/30(金）

  9:30 ～ 10:00
10:45 ～ 11:15
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

味美ふれあいセンター
総合福祉センター
東部市民センター
高蔵寺ふれあいセンター

あなたの愛犬にあなたの愛犬に
登録と狂犬病予防注射を登録と狂犬病予防注射を
あなたの愛犬にあなたの愛犬に
登録と狂犬病予防注射を登録と狂犬病予防注射を
あなたの愛犬に
登録と狂犬病予防注射を
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市役所１階の元気ショップにて市役所１階の元気ショップにて

　大正から平成の初めごろまでのおもちゃが展
示され、会場を訪れた人たちは、子どものころ
によく遊んだおもちゃを見て懐かしんでいまし
た。また、竹とんぼやお手玉などのおもちゃに
実際に触って遊べるコーナーでは、子どもたち
が悪戦苦闘しながらも楽しそうに遊んでいまし
た。

2/16㊋
～26㊎

なつかしの子どもの
おもちゃ
（市役所市民ホール）

　フットサルに親しむ市民の祭典・春日井フット
サルフェスタが開催され、市内の32チームが参加
し、自慢の「足技」を競いました。観客はスピード
感ある試合展開に息をのみ、ゴールが決まるたび
に歓声を上げていました。

2/14
㊐ 揺れるゴールネットに歓声

（総合体育館）

　サービス産業、製造業、大学関係者、関係
省庁などの参加のもとで設立したサービス産
業生産性協議会が、創意工夫に満ちた優れた
サービスを提供するベストプラクティス企業・
団体を選ぶ「ハイ・サービス日本300選」に、株
式会社内職市場が市内の企業としては初めて
選定され、市長に喜びの報告をしました。

2/17
㊌ 「ハイ・サービス日本300選」

に㈱内職市場！
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市役所１階の元気ショップにて

市内には指定文化財が88もあります。皆
さんは幾つ知っていますか。このコーナー
では、貴重な「たからもの（文化財）」を順次
紹介していきます。

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

彫刻編

　第5回目も引き続き大日如来を紹介します。如来は、悟り
を開いた仏をいいます。中でも大日如来は、宇宙の中心に
いて、絶対的な力で太陽のように宇宙を照らして、万物を
はぐくむのです。金剛界と胎蔵界のそれぞれの中心にいま
す。衣服は豪華で、宝冠、腕輪、首飾りをつけています。　
　密蔵院の大日如来坐像は、胎蔵界の大日如来である法界
定印（ほっかいじょういん）を結んでいます。この印は、釈迦
（しゃか）が心静かに瞑想（めいそう）をする姿を表していま
す。ケヤキと思われる一木造（いちぼくづくり）で、光背や蓮
台（れんだい）も同じ種類の木でつくられています。密蔵院灌
頂堂（かんじょうどう）の本尊であったといわれています。

見どころ

　県営名古屋空港が2月17日で開港5周年を迎えた
ことを記念して作成されたマスコットキャラクタ
ー「なごぴょん」のお披露目・ＰＲキャンペーンが
行われました。「道風くん」やサボテンキャラクタ
ー「春代」「日丸」「井之介」も出演し、会場を盛り上
げました。

2/21
㊐ 5周年をみんなで祝いました

（エアポートウォーク名古屋）

　これまでの半生や体験を振り返って、自分の
言葉でつづる“自分史”をより身近で親しみやす
く紹介する自分史フェスタが開催されました。
トークショーではラジオパーソナリティーの岡
本典子さんとタクマさんが市長とそれぞれの人
生のターニングポイントとなったことについて
語り合いました。

2/21
㊐ 自分史フェスタ

（市民会館）

木造大日如来坐像
密蔵院（熊野町3133）
市指定文化財　室町時代
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