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庄内川から木曽川まで続く尾張広域緑道は普段から市民の
憩いの場となっています。春になるとサクラのアーチに包
まれ多くの人が花見に訪れます。夜には周辺の町内会や企
業が協力してちょうちんによるライトアップも行っており、
昼間とは違った幻想的な景色が楽しむことができます。
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地域密着型サービスとは、ひとり暮らしや認知症の人をはじめ、高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮ら
していけるように創設された介護保険のサービスです。市内の地域密着型サービス事業所の利用は、原則、
要支援・要介護状態になった市民に限ります。　※利用などについては各事業所に問い合わせてください

　事業所への｢通い｣を中心に、自宅への｢訪問｣や事業所での｢泊まり｣の異なる3種類のサービスを組み合
わせて提供することにより、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するサービスです。

地域密着型サービスを知っていますか地域密着型サービスを知っていますか地域密着型サービスを知っていますか？？

小規模多機能型居宅介護

問い合わせ▶介護保険課（☎85－6182）

八田町4－10－10
浅山町1－1－8
如意申町8－8－2
東野町西3－17－1

56－1171
85－3617
33－2557
29－6639

電話番号所在地事業所名

浅山町1－1－8
松本町17－1

85－3611
29－6251

電話番号
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下の小規模な特別養護老人ホーム)

所在地事業所名

内津町493
廻間町字神屋洞703－1
下津町500
東野町4－9－11
神屋町1306－1
桃山町5079－1
牛山町3195－1
大和通1－37－2
浅山町2－4－21

88－8700
88－2245
56－9172
87－6688
93－1312
89－2341
31－7051
32－8668
29－7784

電話番号
認知症対応型通所介護(認知症専用のデイサービス)

所在地事業所名

ニチイのやわらぎ八田
小規模多機能型居宅介護グレイスフル浅山
小規模多機能型居宅介護あいゆう倶楽部
ハーデン春日井

特別養護老人ホーム グレイスフル浅山
あいあいの郷

内津の森デイサービスセンター
春緑苑デイサービスセンター
第２春緑苑デイサービスセンター
デイサービス東野
デイサービスセンターあさひが丘
デイサービスセンターグレイスフル春日井
デイサービスセンター第2グレイスフル春日井
ディサービス明日見の家
デイサービス瑞穂

春日井グループホームそよ風
春日井ケアハートガーデン グループホーム細木の杜
グループホーム暖楽家
グループホーム遊び心
グループホーム風里
グループホームグレイスフル八田
グループホーム第2グレイスフル春日井
グループホーム春緑苑
グループホーム百々春日井
グループホーム輪楽笑
グループホーム輪楽笑Ⅱ

東野町西1－12－4
細木町1－37
堀ノ内町2－16－18
大留町2－15－8
四ツ家町218－1
八田町2－27－10
牛山町3195－1
廻間町字神屋洞703－1
木附町1300－66
白山町5－5－2
白山町5－8－6

56－5578
35－5117
89－8500
53－5670
36－1085
85－5331
32－6757
88－7917
51－0040
51－8886
52－1719

電話番号
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

所在地事業所名
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地域の絆（きずな）　

　大きなランドセルを背負った1年生がオ
レンジ色のジャンバーを身に付けた見守り
役のおじさんやおばさんと一緒に歩いてい
ます。
　子どもたちの元気な声、気を使いなが
らもやさしいまなざしの皆さん。何とも
ほほ笑ましい光景であります。
　今年の子ども会育成連絡協議会に、初
めて区長町内会長連合会の会長さんが来
賓として出席されていました。町内会加
入率が下がり地域の絆が薄れかけている
中、連合会の皆さんには2年余りにわたっ
て町内会のあり方や活性化の方法につい

て研究していただきました。活発な議論
がなされ、その中には「核家族化や高齢者
世帯の増加などを背景に、町内会と子ど
も会、老人クラブがお互いに連携して行
事を行うことで地域の絆を高めることが
必要」との意見があり、早速実践されたも
のと思いました。
　お手玉やわら細工など、お年寄りが子
どもに教えたりして世代を超えて一緒に
遊ぶ行事が各地域で増えてきています。
また、文化祭や敬老会を3世代、4世代で
開催する地域もありますし、地区によっ
てはお祭りのお囃子（はやし）などの伝統
文化を伝えようという機運も生まれてき
ています。
　地域の元気な高齢者の皆さんが子ども
たちを見守ることで、地域の絆が深まり、
そして活性化につながっていけばと思い
ながら、大きくて真新しいランドセルを
眺めていました。

　春日井の特産品である｢サボテン｣の良さを知って
もらうため、サボテンフェアが開催され、多くの人
が訪れました。来場者は珍しい大型サボテンを観賞
したり、気に入ったサボテンを見つけて購入したり
していました。また、サボテンアイスやサボテンラ
ーメンなどの販売もあり、見るだけではなくサボテ
ンの味も楽しんでいました。

4/3㊏
～４㊐

サボテン、見る？食べる？
（落合公園）

4/3
㊏

古墳時代の文化に触れて
（下原古窯跡群）

　すがすがしい晴天の下、市指定史跡であ
る下原古窯跡群が一般公開されました。こ
の古窯跡群では、発掘調査により大量の須
恵器・埴輪（はにわ）が出土しており、現在
は50ｍ四方に5基の窯が保存されています。
古墳時代の窯がこれほどまとまって残って
いる例は全国的にも貴重なものであり、訪
れた人たちは興味深そうに窯の跡をのぞき込
んでいました。

5月中旬ごろからは市内飲食店で生サボテンを使
ったサボテン料理の取り扱いが始まります。
詳しくはホームページ（http://www.kcci.or.jp/
saboten-pj/index.htm）を見てください。
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生物多様性について生物多様性について生物多様性について生物多様性について生物多様性について その１その１その１

　「春日井自然友の会」は、昭和42年に自然保護活動を始め、
平成10年からはシデコブシ自生湿地の保全管理を少年自然の
家近辺で実施してきました。平成15年3月にシデコブシが天
然記念物に指定された後も、湿地特有の生態系に配慮し、湿
地内の間伐や下草刈りを慎重に実施するなど継続して保護活
動を進めてきました。現在はその群落の孤立化を防ぎ、自生
地の拡大を目指した活動や大木・古木調査も行っています。
　こうした活動に参加した人によると、活動地域で美しい花
や珍しい植物を見つけた喜び、大木・古木の雄姿に出会った
感動は忘れられないとのことです。
　あなたも身近な自然に触れ、親しむ活動をしてみませんか。

市民の皆さんに身近な自然に興味をもっていただくため、市内で行われている自然環境保全活動を4回
にわたって紹介します。第1回は「春日井自然友の会」が行っているシデコブシの保護活動についてです。

シデコブシ自生地の手入れ

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

子ども読書活動推進計画策定委員会の公開
と き▶ 5月18日(火)午前10時30分から
ところ▶ 文化フォーラム春日井
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 5月19日(水)午後1時30分から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 教育総務課(☎85－6436)

細野キャンプ場受け付け開始
　細野キャンプ場は東海自然歩道のルート｢道樹
山｣のふもとにあり、緑の木々に囲まれた美しい
自然を満喫することができます。
ところ▶ 細野町2988－2
利用期間▶ 7月～ 9月　※連続利用は2泊まで
利用時間▶ デイキャンプ午前10時～午後3時、宿泊

午後3時～午前10時
施 設▶ テントサイト15か所、炊事用固定炉10基、

駐車場など
申し込み▶ 利用月の前月の初日から、経済振興課(☎

85－6244)へ　※利用日の3日前(土・日曜
日、祝休日を除く)までに、使用許可申
請書を提出してください

内津文化財祭内津文化財祭内津文化財祭内津文化財祭内津文化財祭

伝統芸能演奏(三味線)
と　き ▼午後1時20分～ 2時
出　演 ▼馬場淳史
演奏曲目 ▼「津軽じょんから節」ほか
問い合わせ ▼文化財課(☎33－1113)

と　き ▼ 5月9日(日)午後1時～ 3時30分 
ところ ▼内々神社(内津町)
内　容 ▼御舞台(おまいだい)など指定文化財の展

示、三十六歌仙額の公開、すみれ塚解説、
短歌など投句、茶会(呈茶券400円は当日
会場で販売)
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福祉の里グラウンドゴルフ大会
と き▶ 5月29日(土)午後2時～ 4時30分(雨天中止)
ところ▶ 福祉の里グラウンドゴルフ場
対象・定員▶ 市内在住の人(3人1組)・16組(先着順)
申し込み▶ 5月12日(水)午前9時から、直接か電話で、

福祉の里レインボープラザ(☎88－7007)へ

市民ソフトボール大会
と き▶ 5月30日～ 7月11日の日曜日(6月20日を除

く6回)午前8時30分から
ところ▶ 上条グラウンド
種 目▶ 男子・女子ソフトボール
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人で構成された

チーム
費 用▶ 参加料(1チーム)4000円
申し込み▶ 5月9日(日)〈必着〉までに、所定の用紙

(総合体育館に用意)に記入して、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市ソフトボール連盟・大島(☎090－2614
－6807)

市長杯ソフトテニス大会
と き▶ 5月30日(日)午前9時から〈予備日6月6日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、男子Ａ級・Ｂ級、女子Ａ級・Ｂ

級
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上で今

年度の連盟登録をした人(当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)一般・大学生1200円、高校生

1000円、中学生800円
申し込み▶ 5月13日(木)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、2人の住所・氏名・電話番
号を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、
総合体育館へ

問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－
9417)

おいでよ ! 交通児童遊園おいでよ ! 交通児童遊園おいでよ ! 交通児童遊園おいでよ ! 交通児童遊園おいでよ ! 交通児童遊園

紙トンボを作って飛ばそう！紙トンボを作って飛ばそう！
時　間 ▼①午前10時～②午前11時30分～
模型電車展示・運行模型電車展示・運行
時　間 ▼午前10時～午後3時

マジックショー、模型電車展示や運行など、親子で楽しめるイベントを
開催します。ぜひ来園してください。当日は市役所からシャトルバス（午
前9時30分～午後3時30分）を運行しますので、利用してください。

問い合わせ▶交通児童遊園（☎81－1301）
　　　　　　かすがいっ子未来プランについては、子ども政策課（☎85－6206）

と　き ▼ 5月5日(祝)午前10時～午後3時
ところ ▼交通児童遊園

マジックショーマジックショー
時　間 ▼午前11時～ 11時30分
絵本の読み聞かせ絵本の読み聞かせ
時　間 ▼午後2時～ 2時45分

｢かすがいっ子未来プラン｣ふれあいトーク｢かすがいっ子未来プラン｣ふれあいトーク
時　間 ▼午前10時15分～ 10時45分
内　容 ▼ 3月に次世代育成支援対策行動計画として策定した｢かすがいっ子未来プラン｣の説明会

と子育てをテーマに参加者の皆さんと語り合います

いけばな展
と き▶ 5月16日(日)午前10時～午後3時30分
呈茶券▶ 300円　※5月6日(木)から高蔵寺ふれあ

いセンターで販売
ところ・問い合わせ▶高蔵寺ふれあいセンター (☎

51－0002)

市民バスケットボール大会(一般の部)
と き▶ 5月22日(土)・30日

(日)、6月5日(土)午前
9時30分から

対 象▶ 市内在住か在勤、在
学の高校生以上で構
成するチーム

費 用▶ 参加料(1チーム)6000
円

ところ・申し込み▶5月6日(木)
〈必着〉までに、所定
の用紙(総合体育館
に用意)に記入して、総合体育館へ　　
※5月8日(土)正午から総合体育館で行う
会議に代表者1人の出席が必要

問い合わせ▶ 市バスケットボール協会・安藤(☎090－
3447－0698)
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団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 6月6日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 一般男子・女子の部(1チーム4～ 6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人(高校生以上)

で、5月12日(水)までに今年度の連盟登録
をした人

費 用▶ 参加料(1チーム)3000円(高校生1000円)
持ち物▶ 所属チーム名入りのゼッケン
ところ・申し込み▶5月12日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、チーム名、全員
の氏名(代表者に○を表示)、代表者の住
所・電話番号を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

納涼夜店
と き▶ 7月24日(土)午後6時～ 8時30分(荒天中止

の場合は翌日に順延)
ところ▶ 落合公園
対 象▶ 市内に店舗があり、出店責任者が夜店に

参加でき、夏まつりの雰囲気を盛り上げ
る店

販売品目▶ 飲食物、おもちゃなど出店者が通常自店
で扱っているもの

出店料▶ 1小間(約9㎡)3万円　※コンセント1つに
つき別途2000円

募集小間数▶ 37小間(抽選)
申し込み▶ 5月14日(金)までに、申込用紙(市民生活

課、市ホームページに用意)に記入して、
市民生活課内、納涼まつり実行委員会事
務局(☎85－6622)へ

 ホームページ　ht tp : / /www . c i t y .
kasugai.lg.jp/bunka/event/n_matsuri/
index.html

市短詩型文学祭の作品
部 門▶ ○一般の部…短歌、俳句、川柳、狂俳(狂

俳の課題は｢しみじみ｣｢淑女｣)、詩○小
中学生の部…短歌、俳句、川柳、詩

 ※詩の部門は漢詩・外国語の詩を除く
対 象▶ 市内在住か在勤、在学または市内で活動

するグループに所属する人
作 品▶ 作品数は1人につき、短歌は1首、俳句・

川柳は2句以内、狂俳は1題につき1句、
詩は1編　※作品は自作で未発表のもの
に限る。規定に違反した作品は審査対象
とならない場合あり

賞 ▶ 市長賞、第30回記念賞、財団理事長賞、
市議会議長賞、教育委員会賞、文化協会
賞、秀逸、優秀および佳作(ただし優秀
は小中学生の部のみ)

応 募▶ 6月15日(火)〈消印有効〉までに、短歌・
俳句・川柳・狂俳ははがきに、詩は原
稿用紙2枚以内に楷書(かいしょ )で書き、
作品の最初に部門(朱書き)、題名(詩の
み)、住所(市外の人は勤務先か学校名ま
たは所属するグループの正式名称)、氏
名(ふりがな)、電話番号、小中学生は学
校名・学年・組を書いて、〒486－0844
鳥居松町5－44、かすがい市民文化財団
(☎85－6868)へ

生涯学習課　☎85－6447
名城大学連携講座～農学基礎講義｢花の名前、花
の分類｣
と き▶ 5月19日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 名城大学農学部附属農場(鷹来町)
講 師▶ 名城大学教授・土屋照二
定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 5月6日(木)から、電話で

市さつき展
と き▶ 5月31日(月) ～ 6月6日(日)午前9時～午後

4時(最終日は2時まで)
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ さつきの展示・相談所
出展者募集
搬 入▶ 5月30日(日)午後2時～ 4時に、市役所市

民ホールへ
申し込み▶ 5月21日(金)までに、公園緑地課(☎85－

6283)へ

初めて挑戦！アウトドア
と き▶ 6月5日(土)午前9時30分～ 6日(日)午後2時

30分
内 容▶ 初めての仲間とテント泊やキャンプファ

イアー、野外炊事、工作などを通して自
然に親しむ

対象・定員▶ ①小学2～ 4年生・40人(抽選)②ボランテ
ィア(高校生以上)・8人(抽選)

費 用▶ 参加料①5000円②1000円
ところ・申し込み▶5月15日(土)〈必着〉までに、

往復はがきに行事名、住所、氏名(ふり
がな)、年齢(学年)、性別、電話番号を書
いて、〒487－0031廻間町1102－1、少年
自然の家(☎92－8211)へ
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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▶ 5月26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▶ 30㎝四方のダンボール箱、カッターナイ

フ
申し込み▶ 5月7日(金)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
デジカメとパソコンで趣味を広げよう～デジカメ
写真のパソコンへの取り込みと加工を学ぶ
と き▶ 5月23日、6月6日・20日・27日の日曜日(4

回)午前10時～正午
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ パソコン、撮影済みのデジタルカメラ、

カメラの取り扱い説明書
申し込み▶ 5月13日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

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

かすがい市民文化財団　☎85－6868
ぐるっとフォーラムＭＡＰ 宝探し探検隊～地域
の魅力を見つめ直し、発見した｢宝｣を地図に落と
し込む、オリジナルの地図作り
と き▶ 5月29日、6月12日・26日、7月10日・17日、

9月11日の土曜日(6回)午後1時～ 5時
ところ▶ 文化フォーラム春日井、周辺地域
費 用▶ 受講料800円
定 員▶ 20人(抽選)
申し込み▶ 5月15日(土)までに、はがきかファクス、

Ｅメールに｢文化と地域講座申込｣、郵便
番号、住所、氏名、電話番号、年齢、性
別を書いて、〒486－0844鳥居松町5－
44、ＦＡＸ82－0213、Ｅメールws@lib.c
ity.kasugai.aichi.jpへ

市民生活課　☎85－6616
消費生活講座～悪質商法被害未然防止のため、消
費者を守る法律(特商法、割販法)について知ろう
と き▶ 6月1日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 市役所303会議室
講 師▶ 市消費生活相談員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 5月6日(木)から、電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
表情筋トレーニング～しわやたるみなどを解消
し、すてきな笑顔を！
と き▶ 5月28日(金)、6月18日(金)〈2回〉午前10時

～正午
講 師▶ 松下美奈子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ 手鏡
申し込み▶ 5月13日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

道風記念館　☎82－6110
初めての篆刻～篆刻（てんこく）の基礎を知り、吉
語（きちご）・干支（えと）などを題材に2種類（朱
文、白文）の印を彫る
と き▶ 5月21日～ 6月25日の毎週金曜日(6回)午

後2時～ 3時30分
講 師▶ 磯貝弘子
定 員▶ 25人(先着順)
費 用▶ 受講料1500円(教材費は別途)
申し込み▶ 5月4日(祝)から、直接か電話、Ｅメール

に住所、氏名、電話番号を書いて、Ｅメ
ールtofu@city.kasugai.lg.jpへ

西部ふれあいセンター  ☎33－0808
フラワーアレンジメント講座～季節の花々を美し
く自由にアレンジしてみよう！
と き▶ 6月4日(金)・11日(金)・18日(金)〈3回〉午

後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人
費 用▶ 受講料750円、材料費3000円
持ち物▶ 花きりばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 5月7日(金)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
子ども講座～手品
と き▶ 6月13日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(抽選)
費 用▶ 材料費200円
工作教室～ちぎり紙で絵手紙を作る
と き▶ 6月26日(土)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▶ いずれも5月15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
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市文化協会の講座
陶芸体験講座
と き▶ 6月1日(火) ～ 2日(水)〈2回〉午前10時～午

後3時
ところ▶ 中央公民館
講 師▶ 岡屋勘
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 2000円
問い合わせ▶ 春日井陶芸クラブ協会・岡屋(☎92－

5983)
民謡尺八入門講座
と き▶ 6月6日～ 7月4日の日曜日(6月13日を除く

4回)午前10時～正午
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 伊藤弘山、吉田禎蔵、蒲生勝男
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
 ※経験不問
費 用▶ 2000円
持ち物▶ 尺八(ない人には貸し出し可)
問い合わせ▶ 民謡協会・吉田(☎83－7757)
 
申し込み▶ いずれも5月10日(月)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所、氏名
(ふりがな)、電話番号、民謡尺八入門講
座で尺八の貸し出しを希望する人は｢尺
八貸し出し希望｣と書いて、〒486－8686
春日井市役所文化課(☎85－6079)へ

知多公民館　☎32－8988
インターネット講座～ショッピングやグルメ情報
の検索など、暮らしをエンジョイする情報の探し
方を学ぶ
と き▶ 6月の毎週土曜日〈4回〉午前9時30分～ 11

時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円　※パソコ

ンの持ち込み不可
申し込み▶ 5月20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
みろくの森自然観察会～弥勒山から道樹山周辺を
歩く
と き▶ 5月22日(土)午前9時30分～午後4時　※雨

天の場合は、午前中のみの講義
講 師▶ 波多野茂 
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
申し込み▶ 5月7日(金)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
持ち込みパソコン講座～住所録作成からはがき作
成まで
と き▶ 5月25日～ 6月29日の毎週火曜日(6回)午

後1時30分～ 3時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズＸＰかビスタ対応のノート

パソコン　※1回500円で各3台まで貸し
出し可

申し込み▶ 5月10日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号、パソコンの貸し出しを
希望する人は機種名を書いて、〒486－
0809町屋町3610－1へ

子ども政策課　☎85－6170
Ｕターン育児塾(祖父母の育児教室) ～もく浴実
習やおむつ交換などの育児の方法を学ぶ
と き▶ 5月31日(月)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住で、もうすぐ孫ができる人か乳

児(1歳未満)の孫がいる人・20人(先着順)
 ※新米パパママも同席可
申し込み▶ 5月10日(月)から、電話で

保健センター　☎91－3755
はじめてエアロ～踏み出せないあなたのために入
門コース
と き▶ ①5月20日(木)・27日(木)、6月3日(木)〈3回〉

②6月10日～ 7月1日の毎週木曜日(4回)、
午後1時～ 3時

対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・各30人(先着
順)

費 用▶ 受講料①900円②1200円
申し込み▶ 5月7日(金)午前9時から、電話で
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
栄養改善教室～作って食べよう！おいしいごはん
と き▶ 5月8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▶ 第2グレイスフル春日井職員
持ち物▶ エプロン
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～そろばんパチパチ脳元気！
と き▶ 5月13日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 小林義美
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ そろばん(ない人は貸し出し可)
申し込み▶ 社会福祉協議会地域包括支援センター

(☎87－5399)〈介護予防教室受付専用ダ
イヤル〉へ

ヨガで楽しく転倒予防
と き▶ 5月18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
簡単！おいしい！健脳食～脳や血管によいものを
食べましょう
と き▶ 5月20日(木)午前9時30分～ 11時45分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 管理栄養士・佐野美保子
費 用▶ 参加料200円
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん、上靴
定 員▶ 24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
毎日の食事、足りない栄養素は何だろう？～いろい
ろな食品を食べて、長寿をエンジョイしましょう
と き▶ 5月26日(水)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

市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座(託児付き)～子どもの事故の応急処置法
と き▶ 5月21日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 上八田保育園
講 師▶ 市消防職員
対象・定員▶ 子育て中の保護者・35人(先着順)
申し込み▶ 5月7日(金)午前9時から、☎85－8824へ

健康増進課　☎85－6172
ママのためのボディデザイン教室～パワーヨガと
子育て中の体重コントロールについて学ぶ
と き▶ 6月11日(金)・25日(金)、7月16日(金)〈3回〉

午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住で産後1年を過ぎた40歳未満の

人で、ＢＭＩ〈体重(㎏)÷身長(m)÷身長
(m)〉23.0以上または体重が妊娠前の体
重に戻っていない人・15人(抽選)　※託
児は参加者1人につき1歳から2歳未満の1
子までで10人(抽選)

申し込み▶ 5月21日(金)〈必着〉までに、はがき(1人
1枚)かＥメールに講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号、身長・体重、
託児の有無(希望する場合は子の月齢)を
書いて、〒486－8686春日井市役所健康増
進課、Ｅメールkenko@city.kasugai.lg.jp
へ

かすがいげんきっ子センター 
ファミリークッキング～フライパンでかんたんピ
ザを作ろう
と き▶ 6月6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
母親のリフレッシュ講座(託児付き) ～エアロビ
クス
と き▶ 6月22日(火)午前10時～ 11時
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児の母親・20人(抽選)
 
申し込み▶ 5月15日(土)〈消印有効〉までに、｢ファ

ミリークッキング｣は往復はがき(1家族1
枚)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、｢リ
フレッシュ講座｣は往復はがきに講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号、託児希望
者は子どもの名前、年齢を書いて〒486
－0945勝川町8－2858－1(☎35－3501)へ
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福祉の里レインボープラザ☎88－7007
60歳からのスロートレーニング教室～ゆっくり
とした動作の筋トレを中心に楽しく運動する
と き▶ 6月2日～ 23日の毎週水曜日(4回)午前10

時30分～ 11時30分
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住か在勤の60歳以上の人・30人(抽

選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 5月15日(土)〈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

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▶ 6月6日(日)午前9時～正午
ところ▶ 南部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 5月6日(木)から、電話で

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▶ 6月8日～ 29日の毎週火曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
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(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する
と き▶ 6月2日～ 23日の毎週水曜日(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・①70

人②35人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
フラダンス～アロハ音楽に合わせ、ゆったりとし
た基本の動作を踊る
と き▶ 6月の毎週土曜日(4回)午前10時45分～ 11

時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1200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▶ 6月9日～ 30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
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▶ 6月10日～ 7月1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・50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5月4日(祝)午

前9時から電話で、それ以外は5月15日
(土)〈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(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学校名を書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3へ

6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)

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

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ソフトエアロビクス教室
と き▶ 5月21日～ 6月11日の毎週金曜日(4回)午

前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 5月4日(祝)午前9時から、電話で
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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(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▶ 5月13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
水中ストレッチ教室(肩こり予防・解消編) ～水
の中でリラックスして、心身ともに疲労の回復を
促す
と き▶ 5月14日(金)午後1時10分～ 1時50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・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
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▶ 6月1日～ 24日の毎週火・木曜日(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
水中運動～運動不足の解消を目指す
と き▶ 6月2日～ 23日の毎週水曜日(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
ロングスイミング教室～ゆっくり長く泳げるフォ
ームをマスターする
と き▶ 6月2日～ 25日の毎週水・金曜日(8回)午

前10時～ 11時
対象・定員▶ クロールで25m以上泳げる市内在住か在

勤、在学で高校生か同年齢以上の人・20
人(抽選)

費 用▶ 受講料6000円
親子で水中運動～親子でスキンシップをとりなが
ら、水の中で楽しく体を動かす
と き▶ 6月2日～ 23日の毎週水曜日(4回)午前10

時45分～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の2～ 3歳でおむつが外れてい

る幼児と保護者(幼児1人につき保護者1
人必要)・35組(抽選)

費 用▶ 受講料2000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▶ 6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・60人(抽選)

費 用▶ 受講料2000円
水中ダンベル＆アクア～浮力のあるダンベルを使
った水中エアロビクス
と き▶ 6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
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▶ 6月4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▶ ①6月4日～ 30日の毎週水・金曜日(8回)

午後6時15分～ 7時15分②6月8日～ 7月1
日の毎週火・木曜日(8回)午後5時～ 6時

対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・各35人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
平泳ぎを覚えよう～平泳ぎの基本をマスターする
と き▶ 6月8日～ 7月1日の毎週火・木曜日(8回)

午後6時15分～ 7時15分
対象・定員▶ 市内在住か在学のクロールで25m以上泳

げる小学生・20人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング｣、｢水中ストレッチ

教室｣は5月4日(祝)午前9時から電話で、
それ以外は5月15日(土)〈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①②の別も)、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、学年、電
話番号、市外在住の人は勤務先か学校名、
園名を書いて、〒486－0804鷹来町4286
へ

児童センター　☎87－6866
ヒップホップ教室
と き▶ 6月13日(日)・19日(土)・27日(日)、7月4

日(日)・10日(土)〈5回〉午前10時～ 11時
30分

ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 林由美子
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・30人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 6月1日(火)〈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)、
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
へ
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市体育連盟の講座
硬式テニス初級者教室
と き▶ 5月29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▶ 5月22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)

尾張都市計画地区計画の決定(原案)
地 区▶ 鷹来
と き▶ 5月6日(木) ～ 20日(木)の市役所執務時間

中
その他▶ 都市計画法第16条第2項に基づく縦覧
ところ・問い合わせ▶都市政策課(☎85－6264)　

※地区内の土地所有者、利害関係人で原
案に意見のある人は、5月6日(木) ～ 27日
(木)に、意見書を市長あてに提出するこ
とが可能

軽自動車税の納税通知書を発送します
　原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車
・二輪の小型自動車を4月1日現在所有している人
へ、平成22年度納税通知書を発送します。納期限
は5月31日(月)です。軽自動車税は、コンビニエ
ンスストアでも納付できますので利用してくださ
い。　※住所の変更などで納税通知書が5月中旬
までに届かない場合は、市民税課まで連絡してく
ださい
問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6092)

地上デジタル放送受信のための支援・助成
地デジ受信簡易チューナー給付などの支援
内 容▶ 簡易なチューナーの無償給付、アンテナ

工事などが必要な場合の支援
対 象▶ 次のいずれかに該当し、ＮＨＫの放送受

信料が全額免除となっている世帯○生活
保護などの公的扶助受給世帯○障がい者
がいる世帯で、かつ世帯全員が市民税非
課税の措置を受けている世帯○社会福祉
事業施設に入所し、自らテレビを持ち込
んでいる世帯

申込期限▶ 7月2日(金)〈消印有効〉
問い合わせ▶ 総務省地デジチューナー支援実施センタ

ー (☎0570－033840)
ホームページ　http://www.chidejishien.jp/

受信障害対策共聴施設のデジタル化対応に係る助成
内 容▶ 受信障害対策共聴施設のデジタル化改

修、新設、ケーブルテレビに移行する経
費の一部を助成

対 象▶ 受信障害対策共聴施設の管理者
申込期限▶ 7月30日(金)〈消印有効〉
共同住宅共聴施設のデジタル化対応に係る助成
内 容▶ 共同住宅に設置されている地上アナログ

テレビ放送対応の共聴施設をデジタル化
対応する経費の一部を助成　※世帯当た
りの経費が3万5000円を超える場合に限
る

対 象▶ 共同住宅共聴施設の管理者
申込期限▶ 8月31日(火)〈消印有効〉
問い合わせ▶ 総務省テレビ受信者支援センター助成金

相談窓口(☎0570－093－724)
ホームページ　http://digisuppo.jp/

あゆみ相談
　特別な支援が必要な子どもの成長や発達につい
て、保護者や学校関係者の疑問や悩みに対しての
相談に応じ、安心して子どもを育てることができ
るように教育的支援を行います。
と き▶ 第2・4水曜日(祝日は除く)午前10時～正

午
ところ▶ 児童センター
内 容▶ 保護者との相談、教職員との相談
対 象▶ 障がいのある子どもの保護者や学校関係

者
相談員▶ 春日台養護学校あゆみ相談担当職員
申し込み▶ 春日台養護学校(☎88－0811)へ

自死遺族相談
　家族や親しい人が自死(自殺)されたとき、のこ
された人々が人に話せず抱えているつらい思いを
相談員が匿名で伺います。
と き▶ 月～金曜日午前9時～午後4時30分(面接

は要予約、電話は随時受け付け)
問い合わせ▶ 県春日井保健所健康支援課(☎31－0750)
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神経系難病患者・家族教室
と き▶ 5月21日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 患者交流会および家族懇談会
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▶ 5月6日(木) ～ 17日(月)に、県春日井保健
所健康支援課(☎31－2133)へ

親子で農業体験
と き▶ 6月12日、9月11日、10月23日、12月11日

の土曜日(4回)午前9時30分～正午
ところ▶ ＪＡ尾張中央グリーンセンター春日井中

央店(西山町)周辺の農地など
内 容▶ ○米づくり(田植えから稲刈りまでの実

習)○市内の農家訪問
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生とその保護者

(2人1組)・10組(抽選)
費 用▶ 参加料(1組)2000円(保険料などを含む)
申し込み▶ 5月13日(木)〈必着〉までに、往復はがき

(1枚1組)に住所、氏名(ふりがな)、学校
名、学年、保護者氏名、電話番号を書い
て、〒486－0849八田町1－16－3、ＪＡ
尾張中央春日井営農生活センター (☎81
－7363)へ

防火対象物点検資格者講習
月 日▶ 6月22日(火) ～ 25日(金)
ところ▶ 第二昭和ビル(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
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▶ 5月6日(木) ～ 14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)

2・3級福祉住環境コーディネーター検定
月 日▶ 7月11日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井(予定)
受験料▶ 2級6300円、3級4200円
申し込み▶ 5月28(金)〈土・日曜日、祝休日を除く午

前10時～午後6時〉までに、検定センター
(☎03－3989－0777)へ　※ホームページ
から申し込み可

 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)

就業支援講習会
ヘルパー2級講習
と き▶ 7月3日(土) ～ 9月25日(土)〈8回〉午前9時

～午後5時　※ほか介護実習など4日、自
宅学習58時間により資格取得

ところ▶ 名古屋経営研究所キャリアアップ(名古
屋市中区)

内 容▶ 介護員養成研修・2級課程の習得
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 教材費6800円、検便検査料1050円
経理事務講習
と き▶ 7月7日(水) ～ 9月10日(金)〈18回〉午前10

時30分～午後3時10分
ところ▶ 名古屋経営会計専門学校5号館(名古屋市

千種区)
内 容▶ 簿記の基本と企業会計などを学ぶ
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2350円
パソコン講習(初級)
と き▶ 7月10日(土) ～ 10月16日(土)〈14回〉午前

10時～午後3時40分
ところ▶ 名古屋経営会計専門学校5号館(名古屋市

千種区)
内 容▶ ワードやエクセルなどの基本操作を学ぶ
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2100円
医療事務講習(託児付き)
と き▶ 7月10日(土) ～ 10月23日(土)〈14回〉午前

10時～午後3時40分
ところ▶ 国際医療管理専門学校名古屋校(名古屋

市中村区)
内 容▶ 医療事務の初級を学ぶ
定 員▶ 40人(抽選)
費 用▶ 教材費8690円
対 象▶ いずれも母子家庭の母か寡婦で全日程参

加できる人
申し込み▶ 5月7日(金) ～ 28日(金)に、所定の用紙(子

ども政策課に用意)に記入して、子ども
政策課(☎85－6229)へ

主 催▶ 県母子寡婦福祉連合会

環境社会(eco)検定
月 日▶ 7月25日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 5250円
申し込み▶ 5月11日(火) ～ 6月11日(金)〈土・日曜日

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)



献血活動
とき▶5月5日（祝）午前10時～午後3時30分  と
ころ▶八瑞公園（瑞穂通5）　対象▶16 ～ 69歳の
人（65歳以上の人は、60 ～ 64歳に献血の経験が
ある人）　※受け付けの際に、自身を証明でき
るものの提示に協力してください　問い合わせ
▶ＮＰＯ法人春日井明るい社会づくりの会（☎
89－1041）
･･････････････････････････････････････････
チャリティーコンサート「愛と平和を歌う」
とき▶5月16日（日）午後1時～ 3時30分（正午開
場）　ところ▶東部市民センター　内容▶アジ
ア各地の地雷被害者への支援活動を広めるため
のコンサート　出演▶春日井ゴスペラーズ、チ
ャコール・ローズ、JSK²　定員▶500人（先着順）
費用▶入場料1800円（高校生以下無料）　入場券
▶ＮＰＯ文化共同ネット・円、文化フォーラム
春日井情報プラザ、東部市民センターで発売中
問い合わせ▶ＮＰＯ文化共同ネット・円事務局、
森（☎090－8155－6153）
･･････････････････････････････････････････
転輪太鼓日本一凱旋和太鼓コンサート「問答無
用ＤＸ」
とき▶5月23日（日）午後3時30分～ 6時（3時開場）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

グリーンピア春日井 (☎92－8711)

5／1 (土)～5 (祝) 春の山野草展 春日井山草会
5／7 (金)～9 (日) カンアオイと斑入り植物展 春日井カンアオイ同好会

5／13(木)～1 6(日) トロッケンゲビンデ作品展 ドルチェフォルクスクンスト
名古屋支部

エコメッセ春日井 (☎88－5006) 5／2 (日)～30(日)

木工作品展 三浦映一・松村満・橋本忠夫
世界最古の古銭と記念硬
貨展 塚本久夫

ネイチャーフォト愛好会作
品展 ネイチャーフォト愛好会

落合公園管理棟 (☎56－0414) 5／3 (祝)～5 (祝) 春の山野草展 牛山山草会

市役所市民サロン (☎85－6073)
5／6 (木)～1 0(月) ふれあい水彩画作品展 ふれあい水彩画クラブ
5／11(火)～1 5 (土) 水彩画「花」展 桃花園絵画同好会

西部ふれあいセンター (☎33－0808) 5／11(火)～2 3 (日) 書と水墨展 墨会と春宮会
アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 5／12(水)～2 4 (月) 琴子展示会 るりとうわた

ところ▶市民会館　内容▶和太鼓のコンサート
定員▶1140人（先着順）　 費用▶入場料一般指
定席3000円、一般自由席2000円　※小学生は半
額。未就学児は無料　入場券▶転輪太鼓事務局、
サークルＫ・サンクス、文化フォーラム春日井
文化情報プラザで発売中　問い合わせ▶転輪太
鼓事務局（☎70－3511）
･･････････････････････････････････････････
やまびこの会朗読発表会
とき▶5月28日（金）午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶杉本苑子作「今昔
物語ふぁんたじあより『家族』」、向田邦子作「森
繁の重役読本より『六つのひきだし』」などの朗
読発表会や講師・松原実智子による朗読など　
定員▶90人（先着順）　問い合わせ▶佐久間（☎
81－1597）
･･････････････････････････････････････････
発達障がいとその支援（乳幼児期）
とき▶6月19日（土）午後1時30分～ 4時30分　と
ころ▶グリーンパレス春日井　内容▶乳幼児期
の発達支援（特に言葉の発達）についての研修会
対象・定員▶発達障がい児の家族や関係者・
150人（先着順）　申し込み▶電話かファクス、
Ｅメールに氏名、電話番号、参加人数を書いて、
ＮＰＯ法人まちのエキスパネット（☎・ＦＡＸ
52－7315、Ｅメールexpanet@angel.odn.ne.jp）
へ

※展示時間は各施設に問い合わせてください
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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

5／ 1

5 ／ 8

5 ／15

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

☎85－0077

☎84－1811

☎33－7033

☎84－3060

☎87－4103

☎35－2203

☎51－8222

☎75－3882

☎34－1166

☎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）

あさひ病院（下原町）

田代クリニック（鳥居松町4）

肛門科安藤外科（若草通3）

健康管理センター（柏原町5）

神領マタニティ（堀ノ内町3）

浅田レディースクリニック（松新町1）

産婦人科七原（白山町2）

ミナミ産婦人科（小牧市）

アルファクリニック（朝宮町1）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号）または052－263－9909

5 ／ 2

5 ／ 3

5 ／ 4

5 ／ 5

5 ／ 9

●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 （＋390）

世帯数
30万7442人
12万4343世帯 （＋1130）

まちの動き

（25件）

（1人）

（2750件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

5件
865件

0人

平成22年4月1日現在　（　）内は前年同日比

平成22年3月　（　）内は1月からの累計

子どもの発達にとって、睡眠リズムは非常に重要です。社会全体が夜型にシフトしている今、生活リ
ズムを整える第一歩として睡眠について考えてみましょう。

○まずは10 ～ 30分早起きしましょう
○起きたらすぐ朝の光を浴びましょう
○夜熟睡できるよう昼間はたっぷり運動を！
○夕食時刻を決めると就寝時刻が定まります
○夜は興奮させず強い光は避けましょう

乳幼児の睡眠リズムを整えるために

健 康 子どもの睡眠を見直そう！子どもの睡眠を見直そう！

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6170）

夜の睡眠が必要なわけ
「成長ホルモン」の分泌

「メラトニン」の分泌

・深い睡眠により分泌されるため
早寝が大切！

・老化防止や抗がん作用などで体を
守る
・朝の光と夜の暗さで効率よく分
泌される
・1～5歳の分泌量は人生最大のピ
ーク
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家族や友だちと一緒になって楽しめるわいわいカーニバルを今年も開催します。心も体ものびのびできる
いろいろな遊びやステージショー、子どもたちが描いた絵や立体作品の展示など、さまざまなイベントが
盛りだくさんです。皆さんも会場を回って１日楽しんでみませんか。

〇 タイムカプセル～2020年へのメッセージ～
〇 環境力アップクイズ
〇 プラ板キーホルダー作り
〇 エコクラフト
〇 私だけの色鉛筆作り
〇 おもちゃの病院
　 壊れたおもちゃの修理（無料、部品交換は実費）
　 ※修理できないものもあります。当日修理できないも
のは、後日エコメッセでの受け取り

〇 福祉クイズ＆ゲーム
〇 もっと知ろう！盲導犬　など

当日の問い合わせ▶開催案内（☎0180－99－5111）、落合公園案内所（☎080－3391－5160）、三ツ又ふ
　　　　　　　　　れあい公園案内所（☎080－3391－5410）
事前の問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6151）　　　　　　　　　

落合公園

わいわいステージ （落合公園駐車場）

オープニングセレモニー

タイムカプセル～2010年へのメッセージ～

ジャズ演奏

子どもバレエ

ティーンズミュージックライブ

吹奏楽の演奏

ミンナ de ｢どっこいせ｣!

タイムカプセル～2020年へのメッセージ～

フィナーレ

9:45 ～ 10:15

10:20 ～ 10:40

10:50 ～ 11:10

11:20 ～ 11:55

12:05 ～ 13:30

13:45 ～ 14:05

14:10 ～ 14:30

14:35 ～ 14:55

14:55 ～ 15:00

午前午前9時4545分～午後午後3時
（雨天一部中止）（雨天一部中止）

5月9日 日 日
午前9時45分～午後3時
（雨天一部中止）

5月9日 日
開催日時

〇 忍者修行にチャレンジ
〇 バルーンアート
〇 子ども舟乗遊び　など

三ツ又ふれあい公園

〇 手作り工作とゲームにチャレンジ

グリーンパレス春日井体育館

〇 ふれあい作品展

ふれあい緑道

〇 わいわいスーパードッジボール大会

松原小学校

駐車場には限りがありますので公共交
通機関を利用してください。
また、JR高蔵寺駅、名鉄味美駅、JR
勝川駅、不二小学校を始発とした4路
線の無料シャトルバスを運行しま
す。ぜひ利用してください。

〇 わんぱく相撲春日井場所

総合体育館

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」

◇ 2020年へのメッセージを募集します。
　友だちみんなで参加して、未来へのメッ
　セージを書いてみませんか。
◇ 2001年に埋めたタイムカプセルを掘り
　出しますので、メッセージを入れた人は、
　ぜひ参加してください。

のメ
なで

みみみ

　友だちみんなな
の
な

みみみ

友だちみんな

ませんか。ませんか。ませんか。

◇ 2020年への
友だちみんな
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