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緑の審議会の公開
と き▶ 4月12日(月)午後2時から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6283)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 4月21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)

合併処理浄化槽の設置に補助
　合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、台所や洗
濯などの生活雑排水を処理することができ、単独
処理浄化槽よりも放流される汚れの量が少なく、
河川の水質浄化のためにも大変有効です。
対 象▶ 公共下水道の事業認可区域外で、専用住

宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置
する場合、単独処理浄化槽やくみ取り便
槽から合併処理浄化槽へ転換する場合　
※浄化槽の工事着工後の申請や平成23年
3月15日(火)までに工事が完了しない場
合や公共事業などの移転補償として、合
併処理浄化槽新設相応分の補償を受ける
場合は除く

補助金▶ ○新設…15万円以内○単独処理浄化槽か
らの転換…63万8000円以内○くみ取り便
槽からの転換…54万8000円以内　※浄化
槽の各人槽により上限額あり(予算の範
囲内で先着順)。また、転換のうち、増
改築など建築確認申請を伴う工事は新設
とする

申し込み▶ 4月1日(木)から、環境保全課(☎85－6217)
へ

燃やせるごみ収集の一部地区の委託について
　4月1日(木)から、一部の地区において、燃やせ
るごみの収集を業者に委託します。現行の収集曜
日、分別および排出方法に変更はありません。今
後ともごみの適正な排出に協力してください。
問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6222)

ＪＲ高蔵寺駅南口待車場の適正利用について
　ＪＲ高蔵寺駅南口ロータリーには、定期券の購
入や送り迎えなどの一時駐車場所として、4台の
駐車スペースを設けています。利用に当たっては、
30分以内でお願いします。
問い合わせ▶ 道路課(☎85－6272)

緑の相談員による出前診断
と き▶ 毎月第2・4木曜日午前10時～午後4時(要

予約)
内 容▶ 現地に出向いて病害虫の防除対策や施

肥、庭木の手入れなど植物に関する相談
問い合わせ▶ グリーンピア春日井(☎92－8711)

廃棄物の減量及び適正処理に関する条例改正
　4月1日(木)から、事業者が市の処理施設に廃棄
物を搬入する場合は、一般廃棄物処理計画に従い
搬入することになります。これに違反し、指導に
従わない場合は、勧告、命令および公表、搬入禁
止という手続きをとります。
問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6222)

まちづくり交付金事業の事後評価結果の公表
　勝川駅周辺地区で実施した｢まちづくり交付金
事業｣の事後評価結果を公表します。
と き▶ 4月1日(木) ～平成23年3月31日(木)の市役

所執務時間中
問い合わせ▶ 勝川管理課(☎85－6646)　※市ホームペ

ージでも見ることができます
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/machi/kachigawa/index.html

障がい福祉サービスなどの利用者負担軽減
　4月1日(木)から、障がい福祉サービス・地域生
活支援サービスの利用について、市民税が非課税
の人(世帯)は、1割の利用者負担が無料となりま
す。また、車いすなどの補装具や、ストマ用装具
などの日常生活用具についても同様に、利用者負
担が無料となります。
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)

4月2日は｢世界自閉症啓発デー ｣
　平成19年12月18日の国連総会において、毎年4
月2日を｢世界自閉症啓発デー ｣とすることが決議
され、世界各地において自閉症に関する取り組み
が行われています。自閉症をはじめとする発達障
がいについて、社会全体で理解を深め、共に暮ら
しやすい社会を目指しましょう。
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)
 世界自閉症啓発デー・日本実行委員会

ホームページ　http ://www.wor ld
autismawarenessday.jp/



14 広報春日井4月1日号

4月6日～15日は春の交通安全運動
　次の重点実施項目に沿って運動を展開します。
〇子どもや高齢者を交通事故から守ろう〇すべて
の座席でシートベルトとチャイルドシートを正し
く着用しよう〇自転車の安全利用を進めよう〇飲
酒運転を根絶しよう〇めいわく駐車を追放しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

飼い主のいない猫の去勢避妊に補助金を交付
　飼い主のいない猫の繁殖を防ぐため、飼い主の
いない猫の去勢・避妊手術に補助金を交付します。
　この補助制度は、市民、動物病院、市の三者で
負担し合うことにより行うものです。
対 象▶ 市内に生息する飼い主のいない猫を保護

して、手術を受けさせることができる市
内在住の人

補助額▶ オス(去勢1頭)7500円、メス(避妊1頭)1万
2500円(予算の範囲内で先着順)　※市民
の負担額(1頭)5000円

手続き▶ ○保護する前(手術前)に申請が必要○申
請書には、区長・町内会長・自治会長は
1人、または、隣人など2人による飼い主
のいない猫であることの確認が必要○申
請書と一緒に対象となる猫の写真1枚を
提出すること

申し込み▶ 4月7日(水)から、環境保全課(☎85－6279)
へ

住宅用太陽光発電に補助金を交付
　地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素を削
減するため、住宅用太陽光発電システムの設置者
に補助をします。
対 象▶ 自ら居住する市内の住宅(店舗などとの

併用住宅を含む)に設置する場合
補助額▶ 1kＷ当たり2万円(上限4kＷ・予算の範囲

内で先着順)
申し込み▶ 4月16日(金)から、所定の用紙(環境政策

課、市ホームページに用意)に記入して、
環境政策課(☎85－6211)へ
ホームページ　http : //www.c i ty .
kasugai.lg.jp/shinsei/download.html

地域防犯組織支援事業補助
　防犯活動パトロール用品などの購入に補助金を
交付します。
対 象▶ 区・町内会や自治会などが中心となって、

その地域内にあるボランティア団体など
の参加を得て地域ぐるみで設立された自
主防犯組織　※すでに交付を受けた団体
を除く

補助額▶ 5 ～ 25万円(その地域の世帯数に応じて
予算の範囲内で交付)

申し込み▶ 4月12日(月)から、所定の用紙(市民安全
課に用意)に記入して、直接、市民安全
課(☎85－6064)へ

自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう

非木造住宅耐震診断・耐震改修費補助
対　象 ▼次のいずれも満たす住宅〇昭和56年5月31

日以前に着工された非木造住宅〇一戸建
て、長屋、共同住宅、併用住宅（建物全
体の半分以上が住宅として使われていれ
ば対象）

補助額 ▼助成額と市の定める限度額を比較してい
ずれか少ない額　※種別により異なりま
すので詳しくは問い合わせてください

申請者 ▼いずれも対象となる住宅の所有者
申し込み ▼いずれも4月1日（木）から、所定の用紙

（建築指導課、市民安全課、市ホーム
ページ、市役所情報コーナー、各ふれ
あいセンター、鷹来・坂下公民館、総
合福祉センター、グリーンパレス春日
井に用意）に記入して、直接（木造住宅
無料耐震診断のみ郵送可）建築指導課
（☎85－6328）へ　※事前に相談が必要

木造住宅耐震改修費補助
　耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
対　象 ▼市の木造住宅無料耐震診断で倒壊する可

能性がある（判定値1.0未満）と判断された
住宅

対象工事 ▼耐震改修の結果、地震に対して安全な構
造（判定値1.0以上）となる工事

補助額 ▼ 60万円を限度に耐震改修工事費（工事費、
設計・補強計画策定費）の2分の1の額

木造住宅無料耐震診断
　県の講習を受け登録された耐震診断員が、木造
住宅の耐震診断を行います。
対　象 ▼次のいずれも満たす木造住宅〇昭和56年

5月31日以前に着工された在来軸組構法、
伝統構法の住宅〇現在居住している住宅
〇一戸建て、長屋、併用住宅（貸家を含む）、
共同住宅　※診断費用の自己負担はなし

募集棟数 ▼ 200棟（先着順）
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男女共同参画情報紙｢はるか｣を発行
　男女共同参画情報紙｢はるか｣4月号(vol.25)を発
行しました。
配布場所▶ 男女共同参画課、市の主な施設
 ホームページ　h t t p : / /www . c i t y .

kasugai.lg.jp/sankaku/danjo/danjo/
haru－t/haruka.html

問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

子ども会活動に補助金を交付
　地域子ども会を対象に、平成22年度子ども会活
動補助金の申請を受け付けます。
条件など▶ 子ども会活動中の事故などを補償する保

険への加入や、その他構成要件など
申し込み▶ 5月31日(月)までに所定の用紙(子ども政

策課に用意)に記入して、直接、子ども
政策課(☎85－6151)へ

新分野進出等企業支援事業の助成
　新技術や地域資源を用いた新商品の研究開発な
どに取り組む企業への助成をします。
対 象▶ ○法人格が有ること○新商品の研究開発

などが平成23年1月末までに完了し、事
業完了報告ができるもの○ふるさと財団
の新技術・地域資源開発補助事業の対象
として採択されること

助成率▶ 対象経費の3分の2　※限度額1000万円
申し込み▶ 4月30日(金)〈必着〉までに、所定の申請

書類(企業活動支援課、市ホームページ
に用意)に記入して、直接、企業活動支
援課(☎85－6247)へ　※事前連絡が必要

 ホームページ　h t t p : / /www . c i t y .
kasugai.lg.jp/sangyo/keizai/shinbunya.
html

高齢者ゲートボール大会
と き▶ 5月19日(水)午前8時30分受け付け、9時開

始〈予備日20日(木)〉　※両日とも雨天は
中止

ところ▶ 総合体育館
参加資格▶ 市内在住の60歳以上の人で構成された5

～ 7人のチーム
持ち物▶ スティック、弁当
申し込み▶ 4月23日(金)〈必着〉までに、はがきか所

定の用紙(高齢福祉課に用意)にチーム
名、代表者の氏名・年齢・住所・電話番
号、各選手の氏名・年齢を書いて、〒486
－8686春日井市役所高齢福祉課(☎85－
6176)へ

｢下原古窯跡群｣特別公開
と き▶ 4月3日(土)午前9時～正午
ところ▶ 下原古窯跡群(東山町)
内 容▶ 古墳時代後期(今から約1500年前)に須恵

器や埴輪(はにわ)を生産していた｢下原
古窯跡群｣(市指定史跡)を公開　※解説
は古窯内の各所で適宜行う

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113、当日のみ☎080－
3391－5353)

昼コン｢これからカルテット｣
と き▶ 4月10日(土)午後2時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ サックスカルテット｢kaon｣
曲 目▶ ボロディン｢ダッタン人の踊り｣、ビゼー

｢カルメン幻想曲｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

からだの中身を知ってみよう！
と き▶ 4月11日(日) ～ 17日(土)〈12日を除く〉午

前9時～午後9時30分
内 容▶ 体組成計による内臓脂肪などの測定と運

動アドバイス
対 象▶ 市内在住か在勤で高校生か同年齢以上の人
費 用▶ 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
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 4月11日(日)、5月9日(日)、6月13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)

市クラブ対抗バドミントン春季大会
と き▶ 4月18日(日)午前8時15分から
種 目▶ ランク別男子・女子団体戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟登録クラブ

の人
費 用▶ 参加料(1チーム)6000円
ところ・申し込み▶4月9日(金)〈必着〉までに、は

がきに大会名、種目、クラブ名、代表者
の住所・氏名・電話番号、参加者全員の
氏名を書いて、〒486－0804鷹来町4196
－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)
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子育て広場
と き▶ 4月16日～ 7月16日の毎週金曜日(4月30

日、5月7日を除く)午前10時～ 11時
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)

4月～6月のふれあい広場
と き▶ ①4月7日、5月12日、6月2日・30日②4月

14日、5月19日、6月9日③4月21日、5月
26日、6月16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)

4月～6月のひよこ教室
と き▶ ①4月8日、5月6日、6月3日②4月15日、5

月13日、6月10日③4月22日、5月20日、6
月17日の木曜日午前10時～ 11時(5月20日
のみ午前10時～ 11時30分)

内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して友
達づくりと育児相談をする

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

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)

4月～6月の子ども劇場
と き▶ ①4月10日(土)②5月8日(土)③6月12日(土)

午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ ①ペープサート｢はらぺこあおむし｣、大

型絵本｢ねずみくんのチョッキ｣②大型紙
芝居｢じろきちおおかみ｣、大型絵本｢も
もたろう｣③大型紙芝居｢おにのかたなか
じ｣、大型絵本｢にじいろのしまうま｣　

 ※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ほか

4月～6月のお話の部屋
と き▶ 4月18日(日)、5月16日(日)、6月20日(日)

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)

4月～6月の包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 4月18日(日)、5月30日(日)、6月20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4月25日
(日)、6月6日(日)・27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)

市民硬式テニス大会
と き▶ 5月2日(日)午前9時から〈予備日5月9日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 高校生以下・一般・壮年(45歳以上)の部

の男女各ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1組)1000円
申し込み▶ 4月17日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、種目、2人の住所・氏名・年
齢・電話番号・勤務先か学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

自然満喫！トレッキング体験・春
と き▶ 5月9日(日)午前7時30分～午後5時30分
ところ▶ ウイングヒルズ白鳥リゾート(岐阜県郡

上市)
内 容▶ 白鳥の雄大な自然を感じながらトレッキ

ングコース(初・中級)をガイドと歩き、
山菜採りや天然温泉入浴を楽しむ

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の高校生か同年齢
以上の人・45人(抽選)

費 用▶ 参加料6000円(交通費や昼食代、温泉入
浴料、傷害保険料を含む)　※貸し切り
バスを使用

申し込み▶ 4月17日(土)〈必着〉までに、往復はがき
に催し名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、
性別、電話番号、市外在住の人は勤務
先、学校名を書いて、〒486－0804鷹来
町4196－3、総合体育館(☎84－7101)へ

会長杯争奪戦卓球大会
と き▶ 5月9日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 一般男子・女子シングルス、中学生男子

・女子シングルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上で連

盟登録をした人(中学生は未登録可)
費 用▶ 参加料(1人)一般・大学生500円、高校生

300円、中学生200円
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持ち物▶ ユニホーム、ゼッケン
ところ・申し込み▶4月21日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、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▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

レクリエーションスポーツ大会
と き▶ 5月23日(日)午前8時30分から
ところ▶ 総合体育館
持ち物▶ 上靴
ソフトバレーボール競技
部 門▶ 女性の部①(39歳以下)、女性の部②(40歳

以上)、混成の部(女性が2人以上)
チーム▶ 4 ～ 6人で構成(同一チームは3組以内)　

※審判は参加者が行うため、5月19日(水)
午後7時から総合体育館で開催する審判
講習会に必ず2人以上の参加が必要

グラウンド・ゴルフ競技
チーム・定数▶3人で構成・128チーム(抽選)　
 ※雨天の場合は、5月25日(火)に延期
ディスク・ドッヂ(ドッヂビー )体験
時 間▶ 午前9時30分～ 11時30分
対 象▶ 小学生以上の人
レクビーチ体験・カローリング体験
時 間▶ 正午～午後2時
申し込み▶ ソフトバレーボールとグラウンド・ゴル

フは4月14日(水)〈必着〉までに、はがき(1
チーム1枚)に種目、部門(ソフトバレーボ
ールのみ)、チーム名、全員の氏名(代表
者に○を表示)・年齢・性別、代表者の
住所・電話番号を書いて、〒486－0804
鷹来町4196－3、総合体育館内スポーツ
課(☎84－7117)へ　※各種体験は、当日
会場で

幼児2人同乗用自転車の貸し出し
対 象▶ 市内に住所を有する16歳以上で、満1歳

以上の未就学児を2人以上養育している
人

期 間▶ 5月15日(土) ～平成23年3月15日(火)
賃貸料▶ 月額1000円(10か月分を前納)
申し込み▶ 4月15日(木)までに、所定の申請書(子ど

も政策課、市ホームページに用意)を直
接か郵送で〒486－8686春日井市役所子
ども政策課(☎85－6206)へ　※応募多数
の場合は抽選

 ホームページ　ht tp : / /www . c i t y .
kasuga i . lg . jp/kodomo/kosodate/
youjijitensha.html

｢こんにちは市の職員です｣実施団体
内 容▶ 市職員が地域で開催される会合などに出

向き、市政に対する意見交換を行う
実施期間▶ 平成23年3月31日(木)まで　※年末年始

を除く
開催時間帯▶ 午前10時～午後8時までの約1時間
開催場所▶ 申し込み団体で用意　※会場にかかる費

用は申し込み団体が負担
対象団体▶ 市内の区・町内会・自治会
申し込み▶ 申込書(市ホームページに用意)に団体

名、代表者氏名、開催希望日時、意見
交換したいテーマと内容、参加予定人数
などを記入して、開催希望日の1か月前
までに直接か郵送、ファクスで、〒486
－8686春日井市役所広報広聴課(☎85－
6037、ＦＡＸ84－7421)へ

 ホームページ　ht tp : / /www . c i t y .
kasugai.lg.jp/gyousei/koho/shimin_taiwa/
konnichiwa/konnichiwashokuin.html

 ※開催日時などについて調整することが
あります

市民協働フェスタの参加団体
　市民協働フェスタは、市民活動団体が複数の団
体と連携して実施する協働イベント事業です。
開催期間▶ 11月6日(土) ～ 7日(日)
会 場▶ ささえ愛センター、東部市民センター、

レディヤンかすがい(7日のみ)、総合福祉
センター

申し込み▶ 4月30日(金)までに、申請書(ささえ愛セ
ンター、ホームページに用意)を直接か
郵送、ファクス、Ｅメールで〒486－
0837春見町3、ささえ愛センター (☎85－
6049、ＦＡＸ56－4319、Ｅメールsasae
－i@city.kasugai.lg.jp)へ

 ホームページ　http://kasugai.genki365.
net

 ※ささえ愛センターで団体の登録が必要

フリーマーケットの出店者
と き▶ 5月23日(日)午前10時～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)
小間料▶ 1小間(250㎝×400㎝)500円
小間数▶ 45小間(抽選)
ところ・申し込み▶4月15日(木)〈必着〉までに、

往復はがき(1グループ・1家族につき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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緊急雇用創出事業による臨時職員
勤務内容▶ 小・中学校施設の除草および側溝しゅん

せつ作業など
対象・人数▶ 失業中で求職中の人、離職を余儀なくさ

れた非正規労働者、中高年齢者などの失
業者(年齢、国籍、居住地などの制限なし)
・3人

必要資格▶ 普通自動車運転免許
勤 務▶ 午前8時30分～午後5時(7.5時間)、週5日(土

・日曜日、祝日は休み)
任用期間▶ 5月1日～ 9月30日
賃 金▶ 時給1000円(交通費を1通勤につき200円

支給)
社会保険▶ 協会けんぽおよび厚生年金に加入
申し込み▶ 4月12日(月) ～ 13日(火)に、市販の履歴書

(写真付き)に記入して、市役所602会議室
へ　※4月中旬に面接試験

問い合わせ▶ 人事課(☎85－6021)

東部子育てセンターの指定管理者
　サンマルシェアピタ館に新設する東部子育てセ
ンターの指定管理者を募集します。
施設名称▶ 東部子育てセンター
施設概要▶ 一時預かり室、ひろばスペースなど
指定の期間▶ 8月1日～平成27年3月31日
業務概要▶ 地域子育て支援拠点事業(ひろば型)や一

時預かり事業の実施に関する業務など　
※管理業務の範囲や基準などについての
詳細は、条例、規則に規定

募集要領▶ 4月1日(木)から、子ども政策課、市ホー
ムページで配布

 ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.
jp/kodomo/other/toubukosodate_
shiteikanri.html

申し込み▶ 4月30日(金)までに、子ども政策課(☎85
－6206)へ

飲料用自動販売機設置事業者
自動販売機の種類▶清涼飲料水、牛乳などの飲料
募集台数▶ 2台
設置時期▶ 6月1日～平成25年3月31日
選定方法▶ 一般競争入札
入札日時▶ 4月26日(月)午前10時から
申し込み▶ 4月12日(月) ～ 21日(水)までに、一般競争

入札参加申込書・誓約書・入札書(管財
契約課、市ホームページに用意)、添付
書類を直接か郵送で〒486－8686春日井
市役所管財契約課(☎85－6086)へ　※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/gyousei/sonota/jihanki.html

男女共同参画審議会の公募委員
内 容▶ 男女共同参画の推進に関する施策の実施

状況や、市が実施する施策に対する市民
からの申し出に対して調査審議したり、
意見を述べたりする

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

任 期▶ 委嘱した日から2年
申し込み▶ 4月16日(金)〈必着〉までに、所定の用紙(男

女共同参画課、市ホームページ、市役所
情報コーナー、レディヤンかすがい、坂
下出張所、東部市民センター、各ふれあ
いセンター、各公民館に用意)に記入し
て、直接か郵送で、〒486－8686春日井
市役所男女共同参画課(☎85－6152)へ　

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
l g . j p / g y o u s e i / j o u h o u k o u k a i /
k a i g i k o u k a i / h u z o k u / k _ d a n j o /
dkoubo.html

 ※選考結果は文書で通知

子どもの家の指定管理者
　小学校に新設する子どもの家の指定管理者を募
集します。
施設名称▶ 玉川子どもの家、岩成台西子どもの家
施設概要▶ 育成室など
指定の期間▶ 10月1日～平成27年3月31日
業務概要▶ 放課後児童健全育成事業の実施や利用の

許可、利用料金などの収受、施設の維持
管理など　※管理業務の範囲や基準など
についての詳細は、条例、規則に規定

募集要領▶ 4月1日(木)から、子ども政策課、市ホー
ムページで配布

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/kodomo/other/kodomonoie_
shiteikanri.html

申し込み▶ 4月30日(金)までに、子ども政策課(☎85
－6206)へ

環境審議会の委員
内 容▶ 環境基本計画と環境の保全などに関する

事項の調査審議をする
対象・人員▶ 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▶ 委嘱の日から2年
申し込み▶ 4月20日(火)までに、所定の用紙(環境政

策課、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、各公民館に用意)
に記入して、環境政策課(☎85－6216)へ
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 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/
huzoku/k_kankyousingi/kankyou3.html

 ※選考結果は文書で通知

河川浄化モデル地区
　市内を流れる河川の水質汚濁監視や生活排水対
策事業などを積極的に行っている地域団体を募集
し、活動費の一部を助成します。
対 象▶ 3分の2以上が河川周辺に住所がある100

世帯以上の町内会などの地域団体
申し込み▶ 4月12日(月)までに、環境政策課(☎85－

6216)へ

児童センター　☎87－6866
幼児のびのび教室～楽しい親子遊び
と き▶ 5月12日・26日、6月9日・16日・30日 の

水曜日(5回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ チルドレン
対象・定員▶ 市内在住の平成19年4月～ 20年3月生ま

れの未就園児とその保護者(2人1組)・30
組(抽選)

費 用▶ 受講料600円
申し込み▶ 4月27日(火)〈必着〉までに、往復はがき

(1組1枚)に教室名、参加者親子の氏名(ふ
りがな)、子どもの生年月日、住所、電
話番号を書いて、〒486－0857浅山町1－
2－61へ

かすがいげんきっ子センター
工作教室～ビーズでアクセサリーを作る
と き▶ 5月9日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
申し込み▶ 4月15日(木)〈消印有効〉までに、往復は

がき(1人1枚、きょうだいでの申し込み
は連名可)に教室名、住所、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号、学校名、学年、
保護者名を書いて、〒486－0945勝川町8
－2858－1(☎35－3501)へ

図書館　☎85－6800
一日子ども司書～本の貸し出しや返却、ブックカ
バーを掛ける作業などを体験
と き▶ 4月24日(土)午前9時30分～正午
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▶ 4月6日(火)午前9時から、直接か電話で

落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会～母の日のアレンジ
メントを作る
と き▶ 4月25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(ワイヤーを切れるも

の)、延長コード(2 ～ 3m)、ピンセット、
持ち帰り用の袋

緑化講習会｢松の管理｣～マツのみどり摘みの仕
方、剪定(せんてい)方法を学ぶ
と き▶ 5月15日(土)、10月16日(土)〈2回〉午前9時

30分～ 11時30分
講 師▶ 加藤繁明
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料700円
持ち物▶ 植木ばさみ
 
申し込み▶ いずれも4月15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)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0817東野町字落合池1へ

生涯学習課　☎85－6447
中部大学連携講座｢ジュニアセミナー科学実験コ
ース｣～大学の設備で実験をしながら理科の面白
さを学ぶ
月日 テーマ 講師

5/29(土) 海の波の不思議なおも
しろさ 工学部講師・吉田吉治

6/12(土) 花火を作ってみよう
―炎色反応の神秘― 工学部教授・安藤文雄

6/26(土) 防犯・防災を科学しよう! 工学部准教授・渡辺健治
7/10(土) 雷にさわるとどうなるの? 工学部教授・角紳一

7/24(土) 紙の橋を作り強さ比べ
をしよう 工学部教授・塩見弘幸

ところ▶ 中部大学(松本町)
時 間▶ 午前10時～正午
対象・定員▶ 市内在住の小学5～ 6年生・10人(抽選)
受講料▶ 5000円(実費相当額)
申し込み▶ 4月14日(水)〈必着〉までに、はがき(1人1

枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、学年、
電話番号を書いて、〒486－8686春日井
市役所生涯学習課へ

ペットは見ている
飼い主のマナー ワン
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知多公民館　☎32－8988
季節の和菓子｢柏餅｣を作る
と き▶ 4月24日(土)午前9時30分～ 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(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費600円
持ち物▶ エプロン、持ち帰り用の容器
申し込み▶ 4月15日(木)〈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
呈茶事入門教室～客の心得を学ぶ
と き▶ 4月29日(祝)午前10時～午後3時
講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ ふくさ、懐紙、扇子、エプロン、タオル

※当日は和服を着用
おしゃれ園芸教室～初夏から秋までカラーリーフ
で楽しむハンギング
と き▶ 5月9日(日)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▶ 園芸ばさみ、エプロン、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢呈茶事入門教室｣は4月6日(火)から電話

で、｢おしゃれ園芸教室｣は4月15日(木)
〈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

エコメッセ春日井　☎88－5006
ダンボールコンポスト教室～ダンボール箱で自家
製堆肥(たいひ)を作ってみよう
と き▶ 4月21日(水)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 広川雄三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ ダンボール箱(幅、高さ、奥行30cm程度

のもの)、カッターナイフ
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 4月24日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 小川隆平
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、ぞうきん2

枚
 
申し込み▶ いずれも4月6日(火)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
野外活動・自然体験指導者講座

とき 内容

5/8(土)9：30～ 15：30 開校式、自然体験活動の理念、
自然の仕組み、地域の自然など

6/12(土)16：00～ 20：30 参加者・対象者を知る、ナイ
トハイクなど

9/18(土)14：00～ 20：30 安全対策、普通救命救急、キ
ャンプファイアーなど

11/27(土)9：00～ 15：30 ハイキングガイドを通して里
山文化を知る

2/19(土)9：00～ 16：00 自然体験活動の指導方法、プロ
グラムモデルを作る、閉校式

※自然体験活動推進協議会(ＣＯＮＥ)認定のリー
ダー・インストラクター養成講座。本講座の全日
程修了者は少年自然の家の野外活動・自然体験指
導者として登録され、任意でＣＯＮＥに登録する
ことができます(部分参加も可)
対象・定員▶ ○リーダー…高校生以上・15人○インス

トラクター…20歳以上でリーダー講座修
了者・5人(抽選)　

費 用▶ 受講料全5回3000円、各回700円
申し込み▶ 4月23日(金)〈必着〉までに、往復はがき

かＥメールに講座名、住所、参加者の
氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、リー
ダー・インストラクターの希望および
部分参加のときはその開催日を書いて、
〒487－0031廻間町1102－1、Ｅメール
shizen@s－kousya－kasugai.or.jpへ

環境保全課　☎85－6279
自然環境保全活動推進員養成講座～市内の貴重な
自然や身近な自然の保全に向けて市民のリーダー
を養成する
と き▶ 5月～ 10月の第2水曜日(6回)　※7月のみ

第3水曜日
対象・定員▶ 市内在住か在勤の20歳以上の人・20人(先

着順)　※自然環境保全活動推進員(平成
23年1月募集予定)の応募にはこの講座の
受講が必須

申し込み▶ 4月14日(水)までに、電話で

東部市民センター　☎92－8511
親子でおやつをつくろう～ふわふわロールケーキ
を作る
と き▶ 5月1日(土)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・16組(抽

選)
費 用▶ 教材費(1人1個)500円
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん2枚、1個あ
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たり20㎝四方の持ち帰り用の容器
申し込み▶ 4月20日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

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

総合福祉センター　☎84－3611
手話奉仕員養成講座(入門課程) ～手話の特徴や
表現方法など基本を学ぶ
と き▶ 5月8日～ 12月18日の土曜日(30回)午前10

時～正午
講 師▶ 市聴覚障害者福祉協会
対象・定員▶ 市内在住で手話を初めて学ぶ人・40人(抽

選)
費 用▶ テキスト代は実費必要
手話奉仕員養成講座(レベルアップ課程) ～手話
通訳を目指すための基本を学ぶ
と き▶ 5月8日～ 11月20日の土曜日(25回)午後1

時～ 3時
講 師▶ 市聴覚障害者福祉協会
対象・定員▶ 市内在住で入門課程を修了し、手話で簡

単な日常会話のできる人・20人　※面接
あり。詳細な日程は募集後に連絡

費 用▶ テキスト代は実費必要
点字講座～社会生活への参加と自立のために必要
な点字を習得
と き▶ 5月13日～平成23年3月3日の木曜日(30

回)午前10時～正午
講 師▶ 点訳ボランティア春点
対象・定員▶ 市内在住の視覚障がい者・30人
点訳奉仕員養成講座～点字を学び、視覚障がい者
の社会参加のためのボランティア活動につなげる
と き▶ 5月13日～ 12月16日の木曜日(20回)午前

10時～正午
講 師▶ 点訳ボランティア春点
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ テキスト代は実費必要
演歌カラオケ上達法講座
と き▶ 5月の毎週金曜日(4回)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 長沼十九二
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・100人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
初心者のやさしい写真講座～自身のカメラで感動
の1枚を
と き▶ 5月14日～ 6月4日の金曜日(4回)午前10時

～ 11時30分
講 師▶ 浦野忠仁
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
持ち物▶ カメラ(アナログでもデジタルでも可)
楽しく学ぶ民謡講座～初心者にもやさしく丁寧に
と き▶ 5月11日～ 6月1日の火曜日(4回)午後1時

30分～ 3時
講 師▶ 鈴木須磨子
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(高齢者編)
と き▶ 5月～ 6月の第2・4水曜日(4回)午後1時30

分～ 3時
講 師▶ パソコンクラブＫＴＳ
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ ｢点字講座｣は4月16日(金)までに電話で、
 それ以外は4月16日(金)〈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
付けのときに障がい手帳の提示が必要

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
ラ・フィーラ体操教室～整体効果と癒やしの作用
で体の機能を高める体操をする
と き▶ 5月20日～ 6月24日の毎週木曜日(6回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 宮下茂代
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▶ 4月15日(木)〈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

市子育て支援センター (上八田保育園内)
子育てサロン～親子の触れ合い遊び
と き▶ ①5月13日(木)・20日(木)・27日(木)〈3回〉

②6月2日(水)・10日(木)・18日(金)〈3回〉
③7月2日(金)・8日(木)・16日(金)〈3回〉
④6月25日(金)⑤7月22日(木)①②③午前
10時～ 11時30分④⑤午前10時～ 11時10
分

ところ▶ ①総合体育館②④保健センター③⑤南部
ふれあいセンター

対象・定員▶ ①②③市内在住の1歳6か月以上の未就園
児とその保護者・30組(先着順)④⑤市内
在住の4～ 12か月の未就園児とその保護
者・15組(先着順)

申し込み▶ 4月12日(月)午前9時から、☎85－8824へ
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
手先を使って認知症予防～折り紙で金太郎を作り
ましょう
と き▶ 4月10日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春

日井
講 師▶ 丹羽兌子
定 員▶ 40人(先着順)
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
認知症予防教室～折り紙折って、脳トレーニング
と き▶ 4月13日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 地域包括支援センター春緑苑職員
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5734)へ
ヨガで心も体もリフレッシュしよう！
と き▶ 4月20日(火)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▶ 前野有里
定 員▶ 45名(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
気功で育てようバランス感覚
と き▶ 4月27日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 大島ひろ絵
定 員▶ 25人(先着順)
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▶ 5月10日(月)午後1時～ 4時
ところ▶ 味美ふれあいセンター
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▶ 4月5日(月)から、電話で

健康増進課　☎85－6164
歯周病予防教室～歯周病は糖尿病の合併症！ ｢健
康｣のために｢健口(口の健康)｣を目指しましょう
と き▶ 4月22日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・24人(先着順)
持ち物▶ 手鏡、タオル、現在使用中の歯ブラシ、

歯間ブラシなどの補助清掃用具、糖尿病
健康手帳(ある人のみ)

申し込み▶ 4月6日(火)から、電話で

児童センター　☎87－6866
モリコロパークで遊ぼう！サツキとメイの家に行
くよ
と き▶ 5月16日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ 県児童総合センター〈モリコロパーク内

(愛知郡長久手町)〉　※児童センターの
福祉バスを利用

対象・定員▶ 市内在住の小中学生・25人(抽選)
費 用▶ 参加費500円
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 4月30日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、電話番号、氏名
(ふりがな)、学校名、学年、保護者名を
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

サン・アビリティーズ春日井
交流の日｢カローリング講座｣
と き▶ 4月～平成23年3月の第2日曜日(12回)午前

10時～正午
講 師▶ 日本カローリング協会指導員
対象・定員▶ 障がい者と健常者・40人(先着順)　※介

助を必要とする人は、介助者同伴
持ち物▶ 上靴
交流の日｢ドッヂビー講座｣
と き▶ 4月～平成23年3月の第3日曜日(11月は除

く。12月は第4日曜日)〈11回〉
講 師▶ あいち障害者フライングディスク協会指

導員
対象・定員▶ 障がい者と健常者・50人(先着順)　※介

助を必要とする人は、介助者同伴
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ 「カローリング講座」は4月8日(木)まで、

「ドッヂビー講座」は4月15日(木)までに、
電話かファクス(☎84－2611、ＦＡＸ84
－3005)で

かすがいげんきっ子センター 
卓球教室
と き▶ ①5月13日～ 6月3日の毎週木曜日(4回)午

後4時～ 5時 ②5月15日～ 6月5日の毎週
土曜日(4回)午前9時～ 10時

対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 3年生②小学4～ 6
年生・各10人(抽選)

申し込み▶ 4月15日(木)〈消印有効〉までに、往復は
がきに教室名(①②の別も)、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
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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、効果的なウオーキングをマスターする
と き▶ 4月14日(水)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
水中運動～運動不足の解消を目指す
と き▶ 5月の毎週金曜日(4回)午前9時20分～ 10

時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・45人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
パワーアクア～浮力のないダンベルを使い、引き
締め効果と運動量の多い水中エアロビクス
と き▶ 5月の毎週金曜日(4回)午前10時40分～ 11

時40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・55人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
親子で幼児水泳～バタ足、浮き身などの水泳の基
本をマスターする
と き▶ 5月7日～ 6月2日の毎週水・金曜日(8回)

午後4時～ 4時45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の平成16年4月2日～ 19

年4月1日に生まれた幼児と保護者(幼児1
人につき保護者1人必要)・30組(抽選)

費 用▶ 受講料5000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▶ 5月7日～ 6月2日の毎週水・金曜日(8回)

午後5時～ 6時
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・35人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
クロールを覚えよう～泳ぎの基本をマスターする
と き▶ ①5月7日～ 6月2日の毎週水・金曜日(8回)

午後6時15分～ 7時15分②5月11日～ 6月
3日の毎週火・木曜日(8回)午後5時～ 6時
③5月11日～ 6月3日の毎週火・木曜日(8
回)午後6時15分～ 7時15分

対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・各35人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい、初心者向
きの水中エアロビクス
と き▶ 5月11日～ 6月1日の毎週火曜日(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▶ 5月11日～ 6月3日の毎週火・木曜日(8回)

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

以上の人でクロールの泳げない人・20人
(抽選)

費 用▶ 受講料6000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング｣は4月4日(日)午前9

時から電話で、それ以外は4月15日(木)
〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき
1枚)に教室名(｢クロールを覚えよう｣は
①②③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、園名を書いて、〒486
－0804鷹来町4286へ

市体育協会の講座
子ども相撲教室
と き▶ 4月4日～ 11月28日の日曜日と9月23日

(祝)〈24回〉午後2時～ 4時
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住か在学の小学生
費 用▶ 受講料(1か月)2000円
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 市相撲連盟・加藤(☎080－2622－9359)
春日井ラグビースクール
と き▶ 4月11日～平成23年3月13日の毎月第2・4

日曜日(24回)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 名城大学農学部グラウンド(鷹来町)
講 師▶ 県ラグビーフットボール協会公認コーチ
対 象▶ 幼児～中学生
費 用▶ 受講料(年間)6000円
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 市ラグビーフットボール協会・永井(☎

82－3256)
硬式テニス初級者教室
と き▶ 5月1日(土)午前9時～午後4時
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学4年生以上

の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、テニ

スシューズ、弁当
申し込み▶ 4月24日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に教室名、住所、氏名、年齢、電話番
号、経験年数、勤務先か学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)
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5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)　
 ※3日(祝)は午前9時15分から脂肪燃焼エ

アロを開催。6日(木)は休館日のため休講
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

脂肪燃
焼エア
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

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▶ 5月12日～ 6月2日の毎週水曜日(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
始めてみよう！楽しい体操(とびばこ) ～開脚と
び、台上前転などができるように練習する
と き▶ 5月の毎週金曜日(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
すこやか幼児体操(年長) ～体操や遊びを通じて
運動機能を高める
と き▶ 5月の毎週金曜日(4回)午後5時45分～ 6時

45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の平成16年4月2日～ 17

年4月1日に生まれた幼児・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
すこやか幼児体操(年中) ～体操や遊びを通じて
運動機能を高める
と き▶ ①5月の毎週金曜日(4回)午後4時30分～ 5

時30分②5月8日～ 6月5日の土曜日(29日
を除く4回)午前10時45分～ 11時45分

対象・定員▶ 市内在住か在園の平成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
すこやか幼児体操(年少) ～体操や遊びを通じて
運動機能を高める
と き▶ 5月8日～ 6月5日の土曜日(29日を除く4

回)午前9時30分～ 10時30分
対象・定員▶ 市内在住か在園の平成18年4月2日～ 19

年4月1日に生まれた幼児・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▶ 5月8日～ 29日の毎週土曜日(4回)午前10

時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
ジュニア養成教室(軟式野球) ～基礎から応用ま
での野球の動作を練習し、市民球場で試合をする
と き▶ 5月11日～ 6月3日の毎週火・木曜日(8回)

午後5時30分～ 7時(6月1日・3日は5時に
市民球場集合)

対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・35人
(抽選)

講 師▶ 市軟式野球連盟
費 用▶ 受講料3000円
ジュニア養成教室(硬式テニス) ～基礎から応用
までのテニスの動作を練習し、試合をする
と き▶ 5月11日～ 6月3日の毎週火・木曜日(8回)

午後7時30分～ 9時
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・35人

(抽選)
講 師▶ 市硬式庭球連盟
費 用▶ 受講料3000円
いきいき運動教室(転倒予防) ～筋力トレーニン
グなどの軽運動で転倒予防につなげる
と き▶ 5月12日～ 6月2日の毎週水曜日(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▶ 5月13日～ 6月3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、在学で高校生か同年齢

以上の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は4月4日(日)午

前9時から電話で、それ以外は4月15日
(木)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
つき1枚)に教室名(｢始めてみよう！楽し
い体操(とびばこ)｣と｢すこやか幼児体操
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(年中)｣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

土地区画整理組合の事業計画の変更案
事業名▶ 春日井南気噴土地区画整理事業
組合名▶ 春日井南気噴土地区画整理組合
と き▶ 4月2日(金) ～ 15日(木)〈毎日〉午前8時30

分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6308)　

※この案についての意見書は、4月2日
(金) ～ 29日(祝)に、市長あてに提出する
ことが可能

ＪＩＣＡボランティアの募集
　国際協力機構(ＪＩＣＡ)は、世界の開発途上国
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を募集します。
募集期間▶ 4月1日(木) ～ 5月17日(月)　※期間中に、

｢体験談＆説明会｣を開催します。詳細に
ついては、ホームページを見てください

 ホームページ　http://www.jica.go.jp
問い合わせ▶ (社)青年海外協力協会中部支部(☎052－

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

2級・3級カラーコーディネーター検定
月 日▶ 6月20日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 2級7140円、3級5100円
申し込み▶ 4月6日(火) ～ 5月7日(金)〈土・日曜日、

祝日を除く午前10時～午後6時〉に、検定
センター (☎03－3989－0777)へ　※ホー
ムページからも申し込み可

 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

認知症市民講座
と き▶ 4月10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▶ ｢施設における認知症の方へのケアにつ

いて｣介護老人保健施設職員・仲村守
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)

新川親子流域フォーラム治水見学会
　新川流域総合治水対策協議会では総合治水対策
を知っていただくため、ポンプ場や雨水を貯める
施設などをバスで回り、見学します。昼食時には
楽しいクイズ大会も行います。
と き▶ 5月16日(日)午前9時30分～午後5時(予定)
集合・解散▶ 県庁(名古屋市中区)
見学地▶ 洗堰(ぜき)・新川治水緑地公園(名古屋市

西区)→久地野ポンプ所(北名古屋市)→神
明公園(西春日井郡豊山町)〈昼食＆クイ
ズ大会〉→大山川・薬師川合流点(小牧市)
→地蔵川放水路(春日井市)→八田川(春日
井市)

対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者
(2人1組)・40組(抽選)

申し込み▶ 4月13日(火)〈必着〉までに、はがきに行
事名、住所、電話番号、保護者と子ど
もの氏名、性別、学年を書いて、〒486
－8686春日井市役所河川排水課(☎85－
6361)へ

シルバー人材センター入会説明会
と き▶ 4月15日(木)、5月18日(火)、6月15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60歳以

上の人
持ち物▶ 写真(3㎝×2.5㎝)1枚
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、生年月日、性別、
電話番号、希望参加日を書いて、〒486
－0845瑞穂通1－186、市シルバー人材セ
ンター (☎84－3515、ＦＡＸ84－3125、
Ｅメールkasugai@sjc.ne.jp)へ

山菊づくり(盆栽仕立)講習会
と き▶ 4月15日、5月20日、6月17日、7月15日、

8月19日、9月9日・16日の木曜日(7回)午
前9時30分～正午

ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 石井口丸男
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円
申し込み▶ 4月1日(木)から、公園緑地課(☎85－6281)へ
主 催▶ 市菊栄会

気をつけよう
わき見おしゃべり
うわの空
交通安全スローガン



春日井ジュニアバドミントン教室
とき▶4月7日～平成23年3月の毎週水曜日午後6
時～ 9時　ところ▶総合体育館　内容▶バドミ
ントンを楽しむ　対象・定員▶市内在住の小学
2～ 6年生･20人（先着順）　 費用▶参加料（３か
月）4000円　問い合わせ▶丹羽（☎83－0717）
･･････････････････････････････････････････
春日井南高等学校吹奏楽部・OB定期演奏会
とき▶4月18日（日）午後1時30分～ 4時30分（1時
開場）　ところ▶市民会館　曲目▶吹奏楽コン
クール課題曲、「ウエストサイドストーリー」よ
り「シンフォニックダンス」「マーチングジュピ
ター」　※客演指揮：堺武弥、ゲスト：松山小
学校音楽部　問い合わせ▶春日井南高等学校・
武田、清水（☎32－7688）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
4／1(木)～6(火) フォトサークル未来写真展 フォトサークル未来
4／7(水)～12(月) 水墨画展示会 平成水墨画クラブ
4／13(火)～18(日) 水彩ぶどうの会作品展 水彩ぶどうの会

落合公園管理棟 (☎56－0414)
4／1(木)～14(水) 花の写真展 安藤年孝
4／9 (金)～11(日) 春の盆栽展 緑風盆栽会・牛山松柏会

グリーンピア春日井 (☎92－8711)
4／2(金)～4(日) 万年青展 春日井万年青同好会
4／9 (金)～11(日) すみれ展 日本スミレ同好会

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
4／3(土)～30(金) エコで作るおしゃれ雑貨展 岩田正子
4／3(土)～30(金) 創作アップリケ作品展 綾の会

西部ふれあいセンター (☎33－0808) 4／8(木)～17(土) 書道＆墨彩画 森節子
アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 4／14(水)～26(月) 仏画と吉祥画展 岩井健三

スズキ・メソードバイオリンコンサート
とき▶4月25日（日）午後1時30分～ 3時30分　と
ころ▶東部市民センター　内容▶2歳からのス
ズキ・メソードの子どもたちによるバイオリン
コンサート　出演▶（社）才能教育研究会長谷川
クラス藤山台教室　曲目▶鈴木鎮一「キラキラ
星変奏曲」、メンデルスゾーン「協奏曲」　ほか
問い合わせ▶村上（☎・FAX95－0112）
･･････････････････････････････････････････
パパママ・マタニティーヨーガ
とき▶4月25日（日）午後1時30分～ 3時30分　と
ころ▶レディヤンかすがい　内容▶出産準備の
ヨガ、陣痛・出産時の呼吸法やベビーマッサー
ジを学ぶ　※託児あり　対象・定員▶市内在住
の妊娠経過が順調な夫婦・20組（先着順）　 費
用▶参加料1000円（託児は1人200円）　申し込み
▶電話かEメールに住所、氏名、年齢、電話番
号、参加人数、妊娠週数を書いて、松浦（☎090
－7858－6005、Eメ ー ルkeiko@child－village.
jp）へ　※託児の申し込みは4月18日（日）まで　

※展示時間は各施設に問い合わせてください
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公立春日井小牧看護専門学校の専任教員募集
採 用▶ 平成22年4月1日以降
専門領域▶ 成人看護学
年齢要件▶ 40歳程度まで
対象・人員▶ 成人看護の経験があり①看護師として5

年以上業務に従事し、専任教員になるた
めに必要な研修会を修了したか②看護大
学を卒業し、教育に関する単位を取得し、
看護師として業務に3年以上従事した人
・1人

試 験▶ 小論文(テーマ｢私の教育観｣400字詰め
原稿用紙5枚程度)と面接(日時は後日連
絡)

ところ・申し込み▶随時受付。履歴書(市販のも
の)、看護師免許証の写し、小論文、①
に該当する人は研修の修了証書の写し、
②に該当する人は卒業証明書と単位修得
証明書を持って、直接、公立春日井小牧
看護専門学校(八田町2－38－1、☎84－
5611)へ



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

4／ 3

4 ／10

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

在宅緊急医
外科

内科・小児科・外科

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎89－3388

☎31－8234

☎84－3060

☎82－2161

☎31－5252

☎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）

はやかわクリニック（下市場町6）

竹村整形外科クリニック（味美白山町1）

健康管理センター（柏原町5）

米本レディスクリニック（篠木町1）

山田産婦人科（柏井町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

4 ／ 4

4 ／11

健 康

●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 （＋813）

世帯数
30万7709人
12万4191世帯 （＋1276）

まちの動き

（20件）

（1人）

（1885件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

8件
883件

1人

平成22年3月1日現在　（　）内は前年同日比

平成22年2月　（　）内は1月からの累計

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6172）

4月は未成年者飲酒防止強化月間4月は未成年者飲酒防止強化月間
４月は入学や就職の歓迎会などで、酒を勧められる機会が多い季節です。
未成年の飲酒は法律（未成年者飲酒禁止法）で禁じられています。飲酒
による健康被害を知り、勧められても勇気を持って断りましょう。

１　脳の神経を破壊
　アルコールを大量に長い年月飲み続けると
脳が縮んできます。特に脳が未完成の未成年
者では起こりやすいのです。

２　からだの成長を妨害
　身長の伸びや、体重の増加が鈍くなったり、
性腺機能が低下し、ぼっ起障害、月経不順に
なったりする可能性があります。 

３　急性アルコール中毒になりやすい
　未成年者はアルコールを分解する酵素の働きが未
発達なので、多量の飲酒をした場合、大人に比べ急
性アルコール中毒になる危険性が高くなります。 

４　アルコール依存症になりやすい
　未成年者は心身が未発達で、適度な飲酒をすると
いう判断力もないため、自己規制がきかずアルコー
ル依存症になる可能性が高くなります。

＜未成年者が酒を飲んではいけない理由＞
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問い合わせ▶都市政策課（☎85－6264）

都市計画マスタープラン都市計画マスタープランを策定しました！を策定しました！都市計画マスタープランを策定しました！
都市計画マスタープランは、平成31年度を目標年次とし、市民の皆さんが「住みたい、住み続けたい、住ん
でよかった」と実感できるように、これからの新しい春日井市を展望した総合的なまちづくりの方針となる
ものです。多くの市民の皆さんの協力を得て、新たな都市計画マスタープランがまとまりました。

　この計画の詳しい内容については、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。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/toshikeikaku/
toshimasu.html
※概要版は、上記施設で配布

問い
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春日井市都市計画マスタープラン
にぎわいと活力に満ち いつまでも住み続けたい 未来に輝くまち

春 日 井 市

① 都市の機能が集約したまちづくり
② 活力のあるまちづくり
③ 人と環境にやさしいまちづくり
④ 安全・安心なまちづくり
⑤ うるおいのあるまちづくり
⑥ 市民主体のまちづくり

まちづくりの目標

～まちづくりのテーマ～～まちづくりのテーマ～～まちづくりのテーマ～
にぎわいと活力に満ち  いつまでも住み続けたい  未来に輝くまちにぎわいと活力に満ち  いつまでも住み続けたい  未来に輝くまちにぎわいと活力に満ち  いつまでも住み続けたい  未来に輝くまちにぎわいと活力に満ち  いつまでも住み続けたい  未来に輝くまちにぎわいと活力に満ち  いつまでも住み続けたい  未来に輝くまちにぎわいと活力に満ち  いつまでも住み続けたい  未来に輝くまち

●将来都市構造図
図面凡例

住工調和ゾーン

工業ゾーン

住宅ゾーン

商業ゾーン

公園・緑地ゾーン

市街化区域

産業誘導ゾーン

都市交流拠点
鉄道駅を中心として、商業の集積を図る

地域拠点
地域の日常生活を支える商業施設の集積を図る

緑の拠点
自然と触れ合うことができる場の形成を図る

広域交通拠点
交通利便性を生かした産業の形成を図る

うるおい軸
水と緑に親しめる憩いの場となるように整備する

緑のスカイライン
緑を保全し、連続性のある稜線（りょうせん）を守る地域

人口減少社会の到来や少子高齢化の進行などといった社会状況の変化に対応するため、この計画では、
6つのまちづくりの目標を掲げ、産業誘致をはじめとする工業・商業・農業の振興による地域活力の
維持向上とともに、貴重な財産である豊かな自然環境と良好な都市環境との調和を図りながら持続可
能なまちづくりを目指します。

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　

▼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」


