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春日井の鎹(かすがい)

さまざまな世代の人が交流できる大手ふれあいサロンさまざまな世代の人が交流できる大手ふれあいサロンさまざまな世代の人が交流できる大手ふれあいサロン
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10月16日（土）～ 17日（日）に市役所とその周辺で行われる一大イベント｢春日井まつり｣を盛り上げるため、協賛いた
だける企業・団体や感謝市出店者、フリーマーケット出品者などを募集します。

申し込み▶ ｢協賛｣は8月31日（火）までに、｢感謝市出店者｣は8月16日（月）午後5時〈必着〉までに、直接か郵送、フ
ァクスで所定の用紙（市民生活課、春日井まつりホームページに用意）に記入して、｢フリーマーケット出品
者｣は8月16日（月）午後5時〈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、参加者全員の氏名、取扱品目を書いて、〒486－8686春日井市役所市
民生活課内、春日井まつり実行委員会事務局（☎85－6616、FAX85－5522）へ
ホームページ　http://www.kasugai-matsuri.com/

と　き▶
ところ▶
出品規定▶

申し込み▶

10月16日（土）～11月６日（土）
春見公園
大輪の部…1口3鉢以内、
山菊の部…1口2鉢以内
9月30日（木）までに、公園緑
地課（☎85－6281）へ

菊花大会出品者菊花大会出品者

賛・出店・賛・出店・

0月16日（土） 17日 日 に市役所とその周辺で行われる 大イベント｢春日井まつ1 月16日 土 17日（ ）に市役所とその周辺で行われる 大イベント 春 井まつ

春日井まつり春日井まつり

と　き▶
ところ▶
参加資格▶
出品物▶

小間数▶
小間料▶

10月16日（土）午前10時～午後3時30分
八幡小学校校庭
市内在住の商業者でない人
家庭の不用品のみの販売とする（十分使用できる品物）
※営利目的で仕入れた品物や法律上規制のあるものは
販売不可。不正が判明した場合は即退場となります
60小間（抽選）
１小間（約7.5㎡）500円

フ リーマーケット出品者フ リーマーケット出品者

と　き▶
ところ▶
出店資格▶
出店数▶
出店料▶

10月16日（土）～17日（日）午前10時～午後４時
市庁舎南側
固定した店舗を持ち、常に営業している商業者（汁が出る物、酒類、くじによる販売などは不可）
40小間　※出店は審査により決定。応募者多数の場合は市内出店者を優先し、超えたときは抽選
1小間2万円＋割引券負担金1万円　※コンセントは1個につき2000円（2kwまで）

感 謝市出店者感 謝市出店者

啓発協賛 記念品協賛

記念品は、まつり開催の2日間に各日2500人が参加する
スタンプラリーをはじめ各イベントで配布します。

クリスタル
ペーパーウェイト 3万円 クリスタルペーパーウェイトにシ

ールにて協賛社名を掲載します

ノート 3万円 ノート（B5判）裏面に協賛社名
を掲載します

クリアファイル 3万円 透明ファイル（Ａ4）に協賛社
名を掲載します

エコバッグ 3万円 エコバッグのポーチに協賛社
名を掲載します

種　類 金額（1口） 特　典

特別協賛 10万円
以上

金額によりバス用事前告知広告、
当日チラシ掲載など複数の協賛
メニューを用意し、協賛社名を
掲載します

啓発塔 5万円
まつり啓発用として10月上旬か
ら会場に設置する啓発塔の脚部
に協賛社名を掲載します

案内看板 5万円
まつり当日の2日間、各会場に
会場案内図として設置する看板
に協賛社名を掲載します

パンフレット 3万円 パンフレット（10万部発行）に協賛社
名を掲載し、市内全域に配布します

種　類 金額（1口） 特　典

協 賛協 賛
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紹紹を業地企業規立地規新規新新規 地 を地地立地企業を立地規 企立 企企新 企企立地新規新規立地企業を紹介します新規立地企業を紹介します新規立地企業を紹介します

　昭和39年の創業以来、終始一貫して自動車部品
などの加工製品の製造を行っています。特に、バイク
の緩衝装置や船外機の機能部品製造は、世界市場
で絶対的な信頼を勝ち得るとともに、関連業界からも
高い評価を得ています。
　昨年、桃山町の工場を増設し、3工場を1つに集
約したことで、在庫品を集中管理するなどの効率化
に成功しました。現在も全社一丸となって知恵を絞り、
ナンバーワン企業としての誇りを持って仕事に取り組ん
でいます。

　昭和56年創業。半導体業界や医療機業界で使用
される「バルブ」を製造・販売しています。半導体業
界の役割の1つは、「ナノ」の世界を可能にする製品
の開発です。業界でのオピニオンリーダーを目指し、
日々 励んでいます。
　交通アクセスが良く、製品作りに適している閑静な
地域であったため、平成8年に神屋町へ移転しました。
昨年には廻間町に本社工場が完成し、工場を集約し
ています。

アドバンス電気工業㈱ ㈱成和器機

　大正8年の創業以来、送変電用の絶縁機器、碍
子（がいし）の製造に始まり、高度なセラミック技術の
自動車排ガス浄化用セラミックスや大容量の電力貯蔵
を実現するＮＡＳ（ナトリウム硫黄）電池などを製造して
います。
　世界規模で環境問題への関心が高まる中、自然
エネルギー発電の蓄電に不可欠なＮＡＳ電池の需要が
拡大したのを機に、春日井市上田楽町と小牧市にまた
がる地に一貫生産工場を増強します。

日本ガイシ㈱

　昭和28年創業。「見えすぎちゃって困る!」のキャッ
チコピーで有名なマスプロ電工㈱は、テレビ文化の発
展とともに歩んできました。平成23年7月の地上デジタ
ル放送完全移行に向け、「地デジを全ての人に届け
たい」をスローガンに、デジタル放送の普及促進、放
送インフラ整備など、デジタル化の推進に貢献してい
ます。
　本社は日進市にあり、平成7年に高森台の高蔵寺
ニュータウン工場を設立、昨年は工場を増設して稼
働しています。

マスプロ電工㈱

ＮＡＳ電池外観（国内設置1500kWシステム）ＮＡＳ電池外観（国内設置1500kWシステム）ＮＡＳ電池外観（国内設置1500kWシステム）

平成21年完成本社1号棟平成21年完成本社1号棟 新設工場新設工場

高蔵寺ニュータウン工場高蔵寺ニュータウン工場

平成21年完成本社1号棟 新設工場

高蔵寺ニュータウン工場

市は、産業の振興を図るため、平成21年3月に「産業振興アクションプラン」を策定し、優良企業の立地支援に積極
的に取り組んでいます。今回は、昨年度に新設・増設された企業のうち4社の横顔を紹介します。

問い合わせ▶企業活動支援課（☎85－6247）
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情報あ・ら・か・る・と

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

高齢者の肺炎球菌ワクチン接種費用の補助

市民病院の助産師・看護師を募集

市では、9月1日(水)から、高齢者がかかる肺炎の主な原因と考えられる肺炎球菌への感染予防とワクチ
ン接種を促進するため、肺炎球菌ワクチンの接種費用の一部を補助します。

　接種を行う日に、市内に住所を有する次のどちらか
に該当する人
①満75歳以上の人
②満60歳以上満75歳未満で心臓、じん臓、呼吸器など
の機能に身体障害者手帳1級程度の障がいを有する人

　接種費用の一部として、1回3000円(生活保護受給者
は1回7500円)　※接種費用が補助金額を下回る場合、
その金額を補助

○市内の指定医療機関で接種する場合
  →指定医療機関に備え付けの申請書類で
申し込んでください。補助金額を差し引
いた金額でワクチン接種が受けられます。
申請には印鑑、健康保険証など本人確認
(住所、年齢)ができるものが必要です。

○指定医療機関以外で接種する場合
　→接種後、健康増進課へ申請が必要です
ので、事前に健康増進課へ問い合わせて
ください。

職　種 人員 受験資格 給料(月額) 試験

助産師・看護師
(平成22年10月1日採用)

5人
程度

昭和35年10月2日以降に生まれた
人で、免許を取得している人 大卒      約23万1000円

短大3卒  約22万4000円
短大2卒  約21万8000円

9月4日（土）午前9時15分
から、市民病院で、性格
検査、面接試験助産師・看護師

(平成23年4月1日採用)
50人
程度

昭和36年4月2日以降に生まれた
人で、免許を取得しているか平
成23年5月までに取得見込みの人

※給料は平成22年4月1日現在の額で、地域手当などを含む。給料のほか、扶養、住居、通勤、期末・勤
勉などの手当を条件に応じて支給

申し込み▶8月27日(金)〈必着〉までに、市販の履歴書、免
許証の写し、健康診断書(市民病院管理課、
市民病院ホームページに用意)を直接(土・日
曜日、祝休日を除く)か郵送で、〒486－8510
鷹来町1－1－1、春日井市民病院管理課(☎57
－0046)へ　※卒業見込みの人は、免許証の
写しの代わりに、卒業見込み証明書、成績証
明書が必要。健康診断書は学校で受けた最新
のもので可。免許を取得済みの人は、履歴書
に希望採用年月日を明記　

　　　　ホームページ　http://www.hospital.kasugai.
aichi.jp/

条件

補助金額

申請方法

※8月31日(火)までの接種者は、補助の対象外となりますので注意してください

カムバック研修のお知らせ
市民病院では、いろいろな理由で現在
就業していない看護師を対象に、見学
会と研修会を開催します。

開催日時▶8月20日(金)午前9時～正午
申し込み▶市民病院看護事務室〈☎57－

0057(内 線3381)、 Ｅ メ ー ル
kango@hospital.kasugai.aichi.
jp〉へ
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問い合わせ▶かすがい市民文化財団内、道風展事務局（☎85－6868）

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

市民美術展覧会を開催

道風展作品募集
書聖・小野道風にちなんで毎年開催される道風展は、全国各地からたくさんの作品が寄せられる、わが
まち伝統の書道展です。今年も皆さんの力作を募集します。

市民の皆さんから応募のあった美術作品のうち、入選作品を展示します。また、市民展審査会員による
ギャラリートーク（作品解説）などを行います。
とき▶8月21日(土)～29日(日)午前9時～午後4時30分(最終日は4時まで)

展　示 ギャラリートーク

と　こ　ろ 部　門
実施日・作品解説

 8/21( 土 )  8/22( 日 )  8/28( 土 ) 8/29( 日 )

 市役所
 10 階  書 中村立強 河野春園 後藤幽泉  長谷川清城
 11 階  写真 丹羽省吾 奥村克己 安藤宏幸  山田忠男　
 12 階  日本画 千村俊二 森脇正人 星野哲弘  浅野忠　　

文化フォーラム
春日井

 ギャラリー  洋画・版画 林博史　 平澤文一 前川鋼平  平澤文一　
 視聴覚ホール  彫塑工芸
 ギャラリーホワイエ  審査会員参考作品

※ギャラリートークはいずれも午前11時から。日時、解説者などは都合により変更することがあります
詳しくは、かすがい市民文化財団ホームページを見てください。
ホームページ　http://www.lib.city.kasugai.aichi.jp/zaidan/

部門　
一般…漢字・かな・近代詩文・少字数・小品
学生…条幅・半紙　※各部門とも1人1点
作品の搬入　
一般は10月5日(火)午前9時30分～正午、学生は10
月4日(月)午前9時30分～午後4時に、中央公民館内
・道風展事務所(〒486－0913 柏原町1－97－1)へ
※郵送の場合は、9月21日(火)～25日(土)〈必着〉

展示　　　　
【春日井会場】…10月30日(土)～11月7日(日)文化フ
ォーラム春日井、市役所、道風記念館、観音寺(松
河戸町)　
【名古屋会場・愛知県議会議長賞以上の作品のみ】
…11月16日(火)～21日(日)県美術館ギャラリーＪ
2(名古屋市東区)

部門 仕上寸法 作品規格 出品料

一般

 漢字
 かな
 近代詩文
 少字数

 半切…50 ㎝× 180 ㎝以内
 3 × 3…90 ㎝× 90 ㎝以内
 3 × 6…90 ㎝× 180 ㎝以内
 3.5 × 4.5…105 ㎝× 135 ㎝以内
 4 × 4…120 ㎝× 120 ㎝以内
 2 × 8…60 ㎝× 240 ㎝以内

 ○枠張、屏風(びょうぶ)、条幅か額に表装
 ○ガラス、アクリルは不可
 ○作品の縦横は自由

5000 円

 小品  小画仙全紙 2分の 1以下  裏打ち仮巻でも可 3000 円

学生
 条幅

 幼児～
 中学生  横34㎝×縦136㎝以内

 ○書き下ろしで仮巻(裏打ちはしない)
 ○作品は縦に限る
 ○学年(幼児は年齢)・氏名を記入

1300 円

 高校生  68 ㎝× 136 ㎝以内
 ○一般(小品部を除く)と同じ(本年度より仮巻も可)
 ○作品の縦横は自由
 ○名前のみでも可

 半紙  半紙判 24 ㎝× 33 ㎝  年齢・学年・氏名については条幅と同じ 400 円
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7/3㊏
 ～4㊐

ゴール下の攻防
(総合体育館)

巨大サボテンに花が咲きました
（大留町）

　大留町の加藤照夫さん宅の庭にある、大き
なサボテンにだいだい色の花が咲きました。
　30年前に3枚の葉を庭に植えたところ、ぐん
ぐん成長し、緑の葉の部分が茶色い幹となり、
今では3ｍくらいまで大きくなったとのこと
です。

　25歳未満のジュニア世代による車いすバス
ケットボール競技の全国大会が総合体育館で
開催されました。女子選抜を含む9チームが参
加し、スピード感あふれる激しい戦いが繰り
広げられました。2日間にわたる熱い戦いの末、
関東選抜が優勝しました。

（広報特派員：大留上町内会）

　守（しゅ）・破（は）・離（り）と読みます。室町
時代に能の世界で使われていましたが、今では、
日本の伝統芸能や武道の修行における心構え
や成長過程を表す言葉として称されています。
　｢守｣とは、先生の教えを忠実に学び、身に付
けることであり、｢破｣とは、先生の教えだけでなく、
他の人の教えや良いところを積極的に取り入れ自
分の成長の糧とすることであります。そして｢離｣
とは、さらに進化させ、新しいものを創造すること
の教えであります。
　そして、新たな事案ごとに、それぞれの段階
において、守・破・離は繰り返されるものです。ま
た、｢努力すれば必ず報われる｣という教えでもあ
ります。
　去る5月に行われました市長選挙により、引き

続き2期目の市政を担うこととなりました。社会
経済状況は依然として厳しく、課題は山積し
ていますが、個々の課題についても、春日井市の
すべてにおいても、初心に帰ってこれまでの4年
間にとらわれることなく、しかし、無駄にすること
なく、さらに一段と高いレベルで、春日井市のた
めに、｢守｣から取り組む所存であります。なお一
層のご理解とご協力をお願いいたします。

守・破・離

市長 伊藤　太
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8月1日～7日は水の週間
水の安心・安全を考えよう！
　8月1日は｢水の日｣、8月1日～ 7日は｢水の週間｣
です。知っているようで意外と知らない、身近な
水の大切さについて再確認し、水を最大限に有効
活用しながら、安心で快適な暮らしを目指しまし
ょう。
問い合わせ▶ 企画経営課(☎85－6406)

差し押さえ財産のインターネット公売
公売物品▶ 動産(額皿など17品)
参加申し込み▶8月3日(火)午後1時～ 18日(水)午後

11時
物品(動産)下見会▶8月11日(水)午前10時～午後3

時・市役所303会議室
入札期間▶ 8月24日(火)午後1時～ 26日(木)午後11時
　　　　※市税完納などにより中止の場合あり
官公庁オークション(参加申し込みや入札方法な
ど)　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/　 ※春
日井市の情報は8月3日(火)午後1時から掲載予定
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6657)　

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 8月5日(木)午前9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)

藤山台中学校区学校規模適正化地域協議会の公開
と き▶ 8月7日(土)午前9時30分から
ところ▶ 東部市民センター
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6149)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 8月18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)

農地の調査票を提出してください
　各農家の耕作状況や世帯員の従事状況などを調
査しています。この調査を基に農地基本台帳を整
備し、証明や農業委員選挙資格などの基礎資料と
しますので、8月10日(火)までに必ず提出してくだ
さい。
問い合わせ▶ 市農業委員会(☎85－6237)

環境審議会の公開
と き▶ 8月27日(金)午後3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▶ 8月12日(木)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

国県障がい者手当現況届などの提出
　8月6日(金)に、県在宅重度障がい者手当受給者
に所得状況届を、特別障がい者手当などの受給者
に現況届を郵送します。必要事項を記入して、8
月11日(水)から9月10日(金)までに提出してくださ
い(郵送可)。なお、特別児童扶養手当については
案内文を郵送します。上記期間内に窓口で手続き
をしてください。
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)

8／13（金）～15(日）

※当日は、潮見坂平和公園管理事務所（平和公園第1バス停前）で墓参
用の花、線香を販売します
問い合わせ▶潮見坂平和公園管理事務所（☎84－4444）、料金については
　　　　　名鉄バス株式会社春日井営業所（☎92－5311）

潮見坂平和公園墓参バス時刻表
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常任委員会
と き▶ ○文教経済委員会…8月17日(火)○厚生

委員会…8月18日(水)○建設委員会…8月
19日(木)○総務委員会…8月20日(金)いず
れも午前9時から　※開催しない場合や
日程が変更になる場合あり

ところ▶ 市役所全員協議会室
　傍聴を希望する人は、当日午前8時30分から8時
45分までに議会事務局へ　※定員は5人(抽選)
問い合わせ▶ 議事課(☎85－6492)

ヤング健診
とき・ところ▶9月6日(月)・健康管理センター、9

月25日(土)・保健センター、午前9時～
10時30分受け付け

検査項目▶ 問診や身体計測、理学的検査、血圧測定、
検尿、循環器検査、貧血検査、肝機能検
査、腎機能検査、血糖検査、ヘモグロビ
ンＡ1c検査

対象・定員▶ 市内在住で平成22年4月～ 23年3月に18
～ 39歳の誕生日を迎える市民(今年度の
当選者を除く)・各70人(抽選)

申し込み▶ 8月13日(金)〈必着〉までに、はがき(1人1
枚、1会場のみ)に｢ヤング健診｣、会場名、
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号
を書いて、希望する会場〈〒486－0913柏
原町5－376、健康管理センター (☎84－
3060)か〒487－0011中央台1－1－7、保
健センター (☎91－3755)〉へ

特定健診
とき・ところ▶9月15日(水)・保健センター午前9

時～ 10時30分受け付け
対象・定員▶ 平成23年3月31日までに40 ～ 64歳になる

市国民健康保険加入者・70人(抽選)
申し込み▶ 8月20日(金)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクスに｢特定健診｣、会場名、住所、氏
名、生年月日、性別、電話番号を書いて、
〈〒487－0011中央台1－1－7、保健セン
ター (☎91－3755、ＦＡＸ91－3739)〉へ
※受診券の有効期限にかかわらず申し込
み可

地域コミュニティ活動用備品の無料貸し出し
　市民主体による地域活動を支援するため、宝く
じの助成金で整備した音響機器、映像機器の無料
貸し出しを行います。
貸出備品▶ 屋外用音響機器、屋内用音響機器、映像

機器(プロジェクター、スクリーン)各2セ
ット

貸出対象団体▶区・町内会・自治会、子ども会、
老人クラブ、地区社会福祉協議会、体育

振興会、コミュニティ推進協議会などの
地域活動団体のほか、市民活動支援セン
ターに登録している団体

申し込み▶ 原則、利用日の1週間前までに申請書(市
民活動推進課、市ホームページに用意)
に必要事項を記入し、市民活動推進課(☎
85－6617)へ　※数に限りがありますの
で、重なった場合は申請順

昭和40年代の生活用品を探しています
　電話台やパイプ式(デコラ張り)のテーブルとイ
ス、レコードジャケットや雑誌など、昭和40年代
の生活用品をいろいろ探しています。市へ寄贈し
ていただける人は連絡してください。
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

来年度の私立幼稚園入園願書を配布
　9月1日(水)から、来年度の私立幼稚園入園願書
を各幼稚園で配布します。
対 象▶ 3歳児(平成19年4月2日～ 20年4月1日生ま

れ)、4歳児(平成18年4月2日～ 19年4月1日
生まれ)、5歳児(平成17年4月2日～ 18年4
月1日生まれ)

申し込み▶ 10月1日(金)から、各幼稚園へ　※満3歳
児については、入園希望の幼稚園へ問い
合わせが必要

幼稚園 所在地 電話
旭ケ丘 田楽町1550 81－8564
味美 味美町3－155 31－7848
いとう 大泉寺町154－4 81－8819
牛山 牛山町2082－1 32－2315
春日マリア 六軒屋町西3－9－6 81－5764
春日井いずみ 大留町5－24－29 51－0725
勝川 旭町1－28 31－3282
菊武 柏原町1－60 31－4006
こまどり 藤山台5－2－1 91－9750
高蔵寺 高蔵寺町4－23－8 51－0764
桜ヶ丘 篠木町7－2600－102 84－3888
第二ひばり 藤山台10－8－2 91－3003
中央台 中央台3－1－3 91－6996
中央大和 神屋町2298－673 88－2327
月見 月見町5597－3 81－3316
ナザレ 桃山町1－30－2 83－7911
ひかり第一 高森台7－4－1 92－3244
ひがしの 東野町6－9－1 84－1510
ひなご 神領町1031－1 83－8481
藤山台 藤山台1－4－1 91－0831
三ツ星 如意申町6－17－1 31－3532
美園 鳥居松町7－41 81－4455
桃の花 桃山町3－295－4 83－2884
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展示｢出会いの1冊、つながる1冊｣
　今年は国民読書年。人気作家の本の展示や、み
なさんの勧める本を紹介してもらう参加型企画を
用意しています。
と き▶ 8月6日(金) ～ 20日(金)午前9時～午後8時

(最終日は3時まで)
ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

民俗展｢戦時下のくらし｣
と き▶ 8月7日～ 9月18日の毎週土曜日午前9時

～午後4時
内 容▶ 市民から寄贈された戦時下のくらしに関

する民具を展示
ところ▶ 郷土館
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

とりいまつにぎやかマルシェ
と き▶ 8月7日(土) ～ 8日(日)午前10時～午後9時
ところ▶ 市庁舎敷地内
内 容▶ こだわり野菜の販売(午後4時まで)、市内

特産品の販売、飲食ブース　※とりひろ
夏まつりも併催(午後6時から)

問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6246)

和服リフォーム・ファッションショー
と き▶ 8月12日(木)午後2時～ 3時(1時30分開場)
内 容▶ 講座｢おしゃれに着こなす和服リフォー

ム｣の受講者が和服から作り直した作品
を発表するミニ・ファッションショー

ところ・問い合わせ▶東部市民センター (☎92－
8511)

協 力▶ グループ｢繋ぐ｣

昼コン｢ふわっとフラットＡＵＧＵＳＴ｣
と き▶ 8月14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▶ コンサートグループ｢花の詩｣メンバー
曲 目▶ ブラームス｢ハンガリー舞曲第5番｣、ハ

チャトリアン｢剣の舞｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

わくわく！ふれあいワールド
と き▶ 8月24日(火)①午前10時～ 11時30分②午

後2時～ 3時30分
内 容▶ 日本に留学している高校生の体験談を聞

き、留学を疑似体験する
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・各30人(先着順)
ところ・申し込み▶8月3日(火) ～ 15日(日)に、さ

さえ愛センター内国際交流ルーム(☎85
－6606)へ

中学生バドミントン新人大会
と き▶ 8月26日(木)午前8時15分から
種 目▶ 男女シングルス、男女ダブルス(1人1種

目のみ)
対 象▶ 市内在住か在学の中学生(今年度の市の

夏の大会で3位までの入賞者は除く)
費 用▶ 参加料(1人)500円
ところ・申し込み▶8月20日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、参加者全員の住
所・氏名・学校名かクラブ名・学年、代
表者の電話番号を書いて、〒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)

▼

問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)

と　き 8月31日 火 午後2時試合開始
対戦相手 ▼三菱重工横浜 横浜市
定　員 ▼ 160人 先着順
費　用 ▼参加料大人4000円、中学生以下2000円(交通費、入場料を含む)
集　合 ▼サンフロッグ春日井東駐車場に午前6時30分集合、7時出発
申し込み ▼ 8月3日(火)～13日(金)午前9時～午後5時に、総合体育館(☎84－7101)か商工会議所(☎81－4141)へ

※8月13日(金)午後5時までに、参加料を申し込み先に支払ってください(総合体育館は月曜日、
商工会議所は土・日曜日休み) 。この試合に勝つと9月3日(金)の試合にも応援バスを出します

王子製紙硬式野球部が4年連続10回目の都市対抗野球大会進出を果たしました。市を代表して出場す
る王子製紙の市民応援団を募集します。この夏、あなたも東京ドームで応援しませんか。

大 会 開 催 期 間
8月27日（金）
～ 9月7日（火）

(

)
)

)

(
(

都市対抗野球大会の市民応援団を募集～東京ドームにみんなで行こう！都市対抗野球大会の市民応援団を募集～東京ドームにみんなで行こう！
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おはなしの広場｢きつつきとすずめ｣ほか
と き▶ 8月21日(土)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ 朗読グループ｢あずきまんま｣
内 容▶ 大型巻絵や紙芝居を使った昔話。琴の生

演奏
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)へ

レクリエーションスポーツ体験
と き▶ 8月28日(土)午後1時30分～ 4時(最終受け

付け3時30分)
内 容▶ カローリング、ストライクアウト、ディ

スゲッター、輪なげなど7種目のレクリ
エーションスポーツを楽しむ

対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)　※小学生
以下は保護者同伴

ところ・申し込み▶8月10日(火)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

硬式テニス大会(団体戦)
と き▶ 8月29日(日)午前9時から〈予備日9月5日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 1チーム6人の3ダブルス(男女混合も可)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で今年度の連盟登

録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1チーム)4000円
申し込み▶ 8月14日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、チーム名、参加者全員の住所
・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)

初めて挑戦！アウトドア秋
と き▶ 9月11日(土)午前9時30分～ 12日(日)午後2

時30分
内 容▶ テント泊で初めての仲間と過ごし、ハイ

キング、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▶ 小学2 ～ 4年生・40人(抽選)
費 用▶ 参加料5000円
ところ・申し込み▶8月15日(日)〈必着〉までに、

往復はがきに行事名、住所、氏名(ふり
がな)、学年(年齢)、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　※インターネ
ットでも申し込み可

 ホームページ  http://www.s－kousya－
kasugai.or.jp/natures/index.html

タンゴエモーション
と き▶ 11月27日(土)午後4時から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ エンリケ・クッティーニ楽団
内 容▶ 哀愁の旋律と情熱のリズムが織り成すタ

ンゴの世界。バンドネオンの調べ、ダン
サーたちの情熱的なステップで、会場を
熱く盛り上げます

入場料▶ 4000円(全席指定、未就学児不可)
入場券▶ 8月14日(土)から、文化フォーラム春日井

・文化情報プラザ、チケットぴあで販売
※かすがい市民文化財団では、代金引換
サービスあり　

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

親から子、子から親へのメッセージ
　親が子を、子が親を思う｢うれしかった言葉｣、
｢心に残っている言葉｣、｢今、伝えたい言葉｣を募
集します。
規 格▶ 20 ～ 40字で未発表のもの
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
賞 ▶ 最優秀賞、優秀賞、秀作　※11月10日(水)

の青少年健全育成市民大会で表彰し、そ
の後入賞作品を市役所など公共施設で展
示

応募方法▶ 9月7日(火)〈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、各ふれあいセンター、
レディヤンかすがいに用意)かはがきに
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
職業か学校名と学年、メッセージとその
状況が分かる説明文を記入して、直接か
郵送で、〒486－8686春日井市役所子ど
も政策課内、青少年健全育成推進会議事
務局(☎85－6151)へ

みんなで音楽会
と き▶ 9月18日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ ○1部…児童個人の連弾・合奏や合唱な

ど○2部…中高齢者グループによる演奏
や合唱など　※和太鼓・ドラムなどの打
楽器は禁止

対象・定員▶ ○1部…市内在住、在学の児童(18歳まで)
・6組程度(1組5人前後まで)○2部…市内
在住、在勤の中高齢者で構成された団体
・1組(1組20人前後まで)

申し込み▶ 8月7日(土)までに、直接か電話で福祉の
里レインボープラザ(☎88－7007)へ
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男女共同参画プラン報告書に対する意見
　｢かすがい男女共同参画プラン｣に関する施策に
ついて、平成21年度事業実績と平成22年度事業予
定を取りまとめましたので、皆さんの意見を募集
します。報告書は、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、
東部市民センター、各ふれあいセンター、各公民
館で見ることができます。
提出先▶ 9月1日(水)〈必着〉までに、郵送かファク

ス、Ｅメールに氏名、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所男女共同参画
課(☎85－6152、ＦＡＸ85－5522、Ｅメー
ルdanjo@city.kasugai.lg.jp)へ

 ※提出された意見は今後の施策の参考に
します。なお意見に対する個別の回答は
しません

かすがい市民文化財団イメージキャラクター
　財団設立10周年を契機として、より市民に親し
まれる団体の象徴となるような、イメージキャラ
クターを募集します。採用作品は、財団情報誌や
ホームページなどに掲載するほか、キャラクター
グッズを作成する予定です。
条 件▶ ①財団友の会のロゴマーク・愛称として

使用している｢ＰiＰi｣を、自由な発想で
キャラクター化すること②ＰiＰi命名の
由来｢芸術文化の情報を“ぴぴっとすばや
く”キャッチする｣をカタチにすること③
キャラクターの名前は｢ＰiＰi(ピピ)｣と
する④キャラクターは全身をデザインす
ること

規 定▶ 画材・彩色は自由。パソコンなどで作成
されたデジタル作品も可。応募点数の制
限なし。ただし1応募1点。作品は自作で
未発表のものに限る。

賞 ▶ ○採用作品1点…賞金5万円、副賞2011年
財団主催事業招待パスポート○上位作品
数点…財団主催事業ペア招待券

その他▶ 採用作品はオリジナリティーを損なわな
い範囲で、修正・補作して使用する場合
あり。また、採用作品の著作権、商標に
関する権利、使用権、商品化に関する権
利など、一切の権利は財団に帰属

応 募▶ 10月29日(金)〈必着〉までに、応募用紙(市
内の公共施設、かすがい市民文化財団
ホームページに用意)に記入して、直接
か郵送、Ｅメールで、〒486－0844鳥居
松町5－44、かすがい市民文化財団(☎85
－6868、Ｅメールpipi@lib.city.kasugai.a
ichi.jp)へ

 ホームページ　http://www.lib.city.kasugai.
aichi.jp/zaidan/

保育園の臨時職員
職 種▶ 1日勤務保育士(平日7時間30分と隔週土

曜日)、長時間保育対応保育士(平日朝・
夕、土曜日午後勤務)

勤務地▶ 市立保育園
賃 金▶ 時給890円～ 1210円(経験や時間帯、勤務

内容に応じて)　※交通費は1通勤につき
200円支給

申し込み▶ 写真(縦4cm×横3cm)、印鑑、保育士証
か幼稚園免許を持って、直接保育課(☎
85－6205)へ

げんきっ子会議 クイズ博士になろう！
と き▶ 11月13日(土)午前10時～ 11時30分　※リ

ハーサルは10月30日(土)午前10時～正午
内 容▶ ｢こたえがない質問にチャレンジ！思い

やりってなに？ ｣をテーマに、クイズ・
ゲームなどをして、市長と楽しく交流す
る

対象・定員▶ 市内在住の年長児～小学6年生・30人(抽
選)

ところ・申し込み▶8月31日(火)〈消印有効〉まで
に、はがきかファクス(きょうだいは連
名可)に、住所、氏名(ふりがな)、学校名(園
名)、学年、保護者名、電話番号を書いて、
〒486－0945勝川町8－2858－1、かすが
いげんきっ子センター (☎35－3501、Ｆ
ＡＸ34－1121)へ

生涯学習課　☎85－6447
名城大学連携講座～農学基礎講義｢作物栽培と雑
草及びその相互作用｣
と き▶ 8月18日(水)午後1時30分～ 3時20分
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・坂斎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(先着順)
申し込み▶ 8月6日(金)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
初心者向けプランターで育てる｢花と野菜作り｣講
座～ワケギ、ニンニク、葉ボタン、イチゴ、パン
ジー、ビオラなどの栽培を習う
と き▶ 9月10日・24日、10月15日・29日の金曜日(4

回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 神田茂
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円、教材費500円
持ち物▶ エプロン、ビニール手袋、ビニール袋
申し込み▶ 8月4日(水)から、電話で
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味美ふれあいセンター　☎31－3522
夏休み子ども絵画教室～夏休みの思い出を描く
と き▶ 8月19日(木)午前10時～正午
講 師▶ 瀬尾昭夫
対象・定員▶ 市内在住の小学生(3年生以下は保護者同

伴)・20人(先着順)
持ち物▶ クレヨンか水彩用具、四つ切り以下の画

用紙、新聞紙
夏休み親子で簡単クッキング～ホテルプラザ勝川
料理長秘伝のテクニックを親子で学ぶ
と き▶ 8月24日(火)午前9時30分～正午
講 師▶ 大鹿裕司
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその親・8組

(先着順)
費 用▶ 教材費2000円
持ち物▶ エプロン、調理用ふきん
 
申し込み▶ いずれも8月4日(水)から、電話で

西部ふれあいセンター　☎33－0808
思い出を描こう！～夏の子ども絵画教室
と き▶ 8月20日(金) ～ 21日(土)〈2回〉午前9時30分

～ 11時30分
講 師▶ 新井直子
対象・定員▶ 市内在住の小学生・30人(先着順)
持ち物▶ クレヨンか水彩画用具、四つ切り画用紙
申し込み▶ 8月4日(水)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの夏剪定(せんてい)について
と き▶ 8月21日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 北健司
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
園芸教室～秋冬野菜の栽培について
と き▶ 8月21日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森田隆史
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ いずれも8月3日(火)から、電話で

市民生活課　☎85－6616
講師養成講座～消費者被害に遭わないよう地域で
見守り活動をするための心構えとミニ知識(質商
法の手口やクーリング・オフ制度など)を学ぶ
と き▶ 8月31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▶ 8月4日(水)から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
夏休み親子ふれあい工作教室～アルミ缶アートを
作る
と き▶ 8月21日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ ＣＡＮ缶アートＧ
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500円
生ごみのリサイクル～生ごみをＥＭ菌でたい肥に
するぼかし作り
と き▶ 8月28日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ なずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、45ℓ用のビニール袋、ぞうき

ん
 
申し込み▶ いずれも8月4日(水)から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
手品教室
と き▶ 8月25日(水)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 田中大貴
対象・定員▶ 市内在住の小学生(3年生以上)・20人(先

着順)
費 用▶ 教材費300円
申し込み▶ 8月4日(水)午前9時から、電話で

知多公民館　☎32－8988
親子で学ぶ食育講座～野菜大好きになるソーセー
ジ作り
と き▶ 8月20日(金)午前9時30分～正午
講 師▶ 高橋政光
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の親子・15組(先

着順)
費 用▶ 材料費750円
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん2枚
インターネット講座～メールの受発信、アドレス
帳の活用・整理など、電子メールの使い方を学ぶ
と き▶ 9月の毎週日曜日(4回)①午前9時30分～

11時30分②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・各18人(抽選)
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▶ ｢親子で学ぶ食育講座｣は8月6日(金)から

電話で、｢インターネット講座｣は8月25
日(水)〈必着〉までに往復はがき(1人1枚)
に、講座名(①②の別も)、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0947
知多町4－64－1へ
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文化財課　☎33－1113
夏休み！ぷち・ドキ体験｢お寺で座禅とたからも
のを描こう｣～市内の有名な寺で、いつもと違う
新しいことをやってみよう
と き▶ 8月26日(木)午前9時～正午
ところ▶ 密蔵院(熊野町)
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組3人まで)・20組

(抽選)
費 用▶ 参加料1人200円(保険料を含む)
申し込み▶ 8月17日(火)〈必着〉までに、はがきか

Ｅメールに講座名、住所、氏名、学校
名、学年、保護者名、電話番号を書い
て、〒486－0913柏原町1－97－1(Ｅメー
ルbunkazai@city.kasugai.lg.jp)へ

坂下公民館　☎88－5555
エレクトーンの伴奏で歌おう～世界の歌・日本の
歌を歌う
と き▶ 9月3日(金)・17日(金)・24日(金)・30日(木)

〈4回〉午前10時～ 11時30分
講 師▶ 柴香織
対象・定員▶ 市内在住の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ 手鏡、動きやすい服装
申し込み▶ 8月15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、電話番号を書いて、〒480－0305
坂下町4－250－1へ

市文化協会の講座
初心者のためのクラシックギター講座
と き▶ 9月の木曜日(23日を除く4回)午後7時～ 8

時50分
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 坪井淳子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 1000円
持ち物▶ クラシックギター (ない人には貸し出し

可)
問い合わせ▶ 春日井ギターオーケストラ・坪井(☎83

－1784)
みんなとふれあう楽しい演歌
と き▶ 9月4日(土)・11日(土)・18日(土)〈3回〉午後

1時30分～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 逵幸彦
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(先着順)
費 用▶ 1000円
問い合わせ▶ 逵歌謡協会・逵(☎88－3166)
 
申し込み▶ いずれも8月9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、初心者のためのク
ラシックギター講座でクラシックギター
の貸し出しを希望する人は｢クラシック
ギター貸し出し希望｣と書いて、〒486－
8686春日井市役所文化課(☎85－6079)へ

レディヤンかすがい　☎85－4188
再就職希望者のパソコン講座～ワード、エクセル
の初級講座
と き▶ 9月の毎週土曜日(4回)午後1時30分～ 3時

30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費300円
持ち物▶ パソコン
申し込み▶ 8月15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、電話番号を書いて、〒486－0844
鳥居松町2－247へ

少年自然の家　☎92－8211
野外活動・自然体験指導者スキルアップ講座～プ
ロジェクト・ワイルド・エデュケーターの資格が
とれる講座
と き▶ 9月5日(日)午前9時～午後6時
対象・定員▶ 18歳以上の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料6500円(テキスト代、昼食代含む)
申し込み▶ 8月15日(日)〈必着〉までに、往復はがき

かＥメールに講座名、住所、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号を書いて、〒487－
0031廻間町1102－1(Ｅメールshizen＠s－
kousya－kasugai.or.jp)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▶ ①9月3日(金)・10日(金)・17日(金)〈3回〉
         ②10月7日(木)・14日(木)・21日(木)〈3回〉

③11月5日(金)・12日(金)・26日(金)〈3回〉
 ④9月24日(金)⑤10月28日(木)①②③は午

前10時～ 11時30分④⑤は午前10時～ 11
時10分

ところ▶ ①④グリーンパレス春日井②⑤総合体育
館③保健センター

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)　※5月～ 7月に参加した人は
参加申し込み不可

申し込み▶ 8月5日(木)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
｢白内障と緑内障｣～大切な目を守るために必要
なことを学ぶ
と き▶ 8月4日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 視能訓練士・原田江里子
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
認知症を予防するカラー教室～色遊びで脳生き生
き＆似合う色で楽しく外出
と き▶ 8月7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▶ 市場丈規
定 員▶ 40人(先着順)
持ち物▶ のり、はさみ
費 用▶ 参加料300円
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
脱水におけるふらつき・転倒を防ごう！
と き▶ 8月18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▶ 地域包括支援センター第2春緑苑職員
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
手軽で簡便、ゴムバンド体操～普段使うことが少
ない筋肉を使って、転倒を予防しよう
と き▶ 8月23日(月)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 理学療法士・後藤文彦、足立将秀
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

介護保険課　☎85－6187
脳トレセミナー～認知症を予防するための簡単な
読み書き・計算
と き▶ 9月29日～平成23年3月16日の水曜日(年

末年始を除く23回)午前9時30分～ 11時30
分の間の30分程度

ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上で、介護保険法によ

る要介護認定または要支援認定を受けて
いない人・30人(抽選)

費 用▶ 教材費5000円
申し込み▶ 8月20日(金)〈必着〉までに、はがき(1人1

枚)に氏名(ふりがな)、年齢、生年月日、
住所、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所介護保険課へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
たのしいフラダンス教室
と き▶ 8月25日～ 9月29日の毎週水曜日(6回)午

後2時～ 3時
定員・対象▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1800円
申し込み▶ 8月10日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

講座1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号、市外在住の人は勤務先か学校
名を書いて、〒486－0817東野町字落合
池1－2へ

サン・アビリティーズ春日井
障がい者スポーツ教養文化講座｢レクリエーショ
ン講座｣
と き▶ 8月26日～ 10月21日の隔週木曜日(5回)午

後7時～ 9時
講 師▶ 市体操連盟
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 8月22日(日)までに、直接か電話、ファク

スで、☎84－2611、ＦＡＸ84－3005へ

健康増進課　☎85－6164
市民健康づくり講座｢インプラント(人工歯根)最
新事情｣
と き▶ 8月29日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 歯科医師・徳丸啓二
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・90人(先着順)
鉄分アップ！料理教室～簡単メニューで貧血予防
と き▶ 9月9日(木)午前10時～午後1時
ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 市内在住の18 ～ 39歳の人・25人(先着順)
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ・バンダ

ナ可)、ふきん
楽らくエアロビクス！～目指せスリムなボディ
と き▶ 9月24日(金)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合体育館
対象・定員▶ 市内在住の18 ～ 39歳の人・30人(先着順)
持ち物▶ 運動靴(室内用)
 
申し込み▶ いずれも8月5日(木)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の入
門コース
と き▶ 9月の木曜日(23日を除く4回)、午後1時～

3時
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 8月3日(火)午前9時から、電話で
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福祉の里レインボープラザ☎88－7007
親子スキンシップ教室～親子で楽しく体を動かす
と き▶ 9月1日～ 22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▶ 市内在住か在園の平成19年4月2日～ 20

年4月1日生まれの幼児とその保護者・30
組(抽選)

申し込み▶ 8月15日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1
組1枚)に教室名、住所、2人の氏名(ふり
がな)、性別、年齢、電話番号を書いて、
〒480－0304神屋町字引沢57－1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▶ 8月27日(金)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
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▶ 8月6日(金)から、電話で

総合福祉センター　☎84－3611
要約筆記奉仕員養成講座～手話が分からない耳の
不自由な人のために、書いて伝えるボランティア
を養成
と き▶ 9月7日～平成23年1月25日の火曜日(16

回)午前10時～正午
講 師▶ 要約筆記春日井ブレンド
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ テキスト代などは実費
申し込み▶ 8月15日(日)〈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

かすがいげんきっ子センター
ファミリークッキング～ライスバーガーを作ろう！
と き▶ 9月19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
申し込み▶ 8月15日(日)〈消印有効〉までに、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、〒486－0945勝川町8－2858－
1(☎35－3501)へ

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▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
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
申し込み▶ 8月4日(水)午前9時から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
ヒップホップ
と き▶ 9月15日～ 11月10日の水曜日(11月3日を

除く8回)午後4時～ 5時
講 師▶ 加納美知子
対象・定員▶ 11月13日(土)のげんきっ子会議に出演で

きる市内在住の小学生・24人(抽選)
申し込み▶ 8月15日(日)〈消印有効〉までに、往復は

がき(きょうだいは連名可)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

認知症市民講座
と き▶ 8月7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▶ ｢認知症の基礎知識｣医師・山際加代
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)

｢愛知県史を語る会｣の参加者募集
と き▶ 8月28日(土)午後1時～ 4時30分
ところ▶ 県図書館(名古屋市中区)　※駐車場は有

料。台数に限りがありますので、公共交
通機関を利用してください

内 容▶ 愛知県史『別編 自然』の執筆担当者から、
愛知県の自然について、分かりやすく説
明する

講 演▶ ｢愛知の自然を学ぶ｣奈良大学教授・山田
正浩ほか

定 員▶ 200人(先着順)
申し込み▶ 県総務部法務文書課県史編さん室(☎052

－972－9171)へ
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勝南納涼夏まつり
と き▶ 8月7日(土) ～ 8日(日)午後5時～ 8時(雨天

中止)
ところ▶ ＪＲ勝川駅南口・勝南プラザ前
内 容▶ 子ども縁日大会(金魚すくい、風船ヨー

ヨーつり、輪投げ、スーパーボールすく
い)、フリーマーケット、新鮮夕市(なく
なり次第終了)

問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)

母子家庭などを対象とした就業支援講習会
ヘルパー2級講習
と き▶ 10月2日(土) ～ 12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(託児有り)
と き▶ 10月2日(土) ～平成23年1月8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▶ 簿記の基本と企業会計などを学ぶ(日商

簿記3級程度)
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2350円
パソコン講習(初級)
と き▶ 10月4日(月) ～ 12月7日(火)〈18回〉午前10

時30分～午後3時10分
ところ▶ 名古屋情報メディア専門学校栄サテライ

ト教室(名古屋市中区)
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2630円
パソコン教室(中級)
と き▶ 10月23日(土) ～平成23年1月29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▶ ワードやエクセルの応用、検定試験対策

課題などを学ぶ
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2400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▶ 8月2日(月) ～ 23日(月)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

統合失調症家族教室
と き▶ ①8月23日(月)②9月2日(木)③9月9日(木)

〈3回〉午後2時～ 4時
ところ▶ 小牧市ふれあいセンター (小牧市小牧)
内 容▶ 病気についての理解を深め、対応の仕方

を学ぶ
対象・定員▶ 市内在住か小牧市在住で、統合失調症と

診断された人の家族・40人(先着順)　
 ※原則として3日間とも参加できる人
講 演▶ ①｢統合失調症ってどんな病気？～治療

と対応について｣小牧市民病院精神科医
師・野方晋②｢みんなが抱える生きづら
さってなんだろう？ ｣ＪＨＮまある相談
支援専門員・宮原香苗③懇談会｢地域の
社会資源を知ろう｣春日井市職員、小牧
市職員

申し込み▶ 8月5日(木)から、県春日井保健所健康支
援課(☎31－0750)へ

公立春日井小牧看護専門学校の専任教員募集
採 用▶ 平成23年4月1日
専門領域▶ 基礎看護学
年齢要件▶ 40歳程度まで
対象・人員▶ 基礎看護学の経験を有する人で、次のど

ちらかに該当する人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
に必要な研修などを修了した人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▶8月9日(月) ～ 20日(金)に、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などの修
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

｢あいち環境絵本｣の作品募集について
　県では、｢絵本｣によって子どもたちに環境の大
切さや素晴らしさを伝えるため、｢環境｣をテーマ
とした手づくりの絵本作品を募集します。
申し込み▶ 9月1日(水) ～ 30日(木)〈消印有効〉までに、

応募用紙(環境政策課、県ホームページ
に用意)に必要事項を記入して、作品と
一緒に郵送で、〒460－8501名古屋市中
区三の丸3－1－2、愛知県環境部環境活
動推進課(☎052－954－6208)へ

 ホームページ　http://www.pref.aichi.
jp/0000032244.html
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ルネッサンスシティ勝川納涼音楽祭
とき▶8月21日(土)午後4時30分～9時　ところ
▶勝川駅前公園(松新町)　内容▶市民音楽連盟
の9団体によるさまざまな音楽と兵庫ケンイチ
のミニライブ　※抽選番号付きのうちわの配布
と大抽選会あり　問い合わせ▶松新開発㈱・日
置(☎32－2955)

学童保育合同文化行事・吹奏楽演奏会
とき▶8月31日(火)午後1時30分～2時30分　とこ
ろ▶東部市民センター　出演▶春日丘高校吹
奏楽部　曲目▶｢美中の美｣｢アニメヒロインメ
ドレー｣など　定員▶400人(先着順)　申し込み
▶8月1日(日)～27日(金)午前11時30分～午後7時
に、学童保育どろんこクラブ・小武(☎・ＦＡ
Ｘ51－5840)へ

と こ ろ と　き 展 示 名 出 品 者
味美ふれあいセンター（☎31－3522）8/1（日）～14（土） 陶芸作品 陶房さるる会
坂下公民館 （☎88－5555）8/3（火）～15（日） 油絵 春杉会
エコメッセ春日井 （☎88－5006）8/3（火）～31（火） 手作り電車模型展 沢村武昭
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）8/4（水）～16（月） 色彩魚拓（拓画）展 春日井海釣りクラブ・拓画同好会

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
8/6（金）～11（水） 写真展 写遊グリーンピア
8/13（金）～15（日） サギソウと山野草展 春日井山草会

鷹来公民館 （☎84－7071）8/8（日）～15（日） 夏の山野草展 青紅会
市役所市民サロン （☎85－6073）8/10（火）～15（日） 写真展 フォトクラブ風写
南部ふれあいセンター（☎85－7878）8/10（火）～21（土） 野鳥写真展 春日井バードフォトクラブ
知多公民館 （☎32－8988）8/11（水）～25（水） 水彩画作品展 知多水彩画クラブ

※展示時間は各施設に問い合わせてください

　このコーナーは、市の後援がある催しを掲
載しています。掲載を希望する人は、掲載希
望号発行日の1か月前までに、申請書(市ホー
ムページに用意)に記入して、後援等決定通知
書の写しを添えて、〒486－8686春日井市役所
広報広聴課（☎85－6036、ＦＡＸ84－7421）へ

多治見ビジネスマッチング受注企業募集
と き▶ 10月22日(金)午前10時～午後5時
ところ▶ 多治見市産業文化センター(多治見市新

町)
内 容▶ 企業同士が互いのニーズを十分に把握し

た上で臨む1対1の商談会
申し込み▶ 9月24日(金)午後5時までに、申込書(企業

お見合いホームページに用意)に必要事
項を記入して、多治見市産業観光課〈☎
0572－22－1111(内線1342)〉へ

 ホームページ　http://kigyouten.com/
omiai/

養護学校体験入学
春日台養護学校
月 日▶ 9月10日(金)、10月14日(木)
対 象▶ 知的な発達に遅れや情緒に障がいのある

子どもとその保護者
申し込み▶ 春日台養護学校(☎88－0811)へ
小牧養護学校
月 日▶ 9月22日(水)、10月26日(火)
対 象▶ 手足の不自由な子どもとその保護者
申し込み▶ 小牧養護学校(☎73－7661)へ
※いずれも教育相談は随時実施
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教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

ステップエアロ
ステップ台を使用したエアロビクス

9/1～22の毎週水曜日(4回)10：45～11：45 高校生か同年齢以上の人・
35人(抽選) 1200円

小学生の球技入門(テニス)
ボールを打つなど、テニスの基本を学ぶ

9月の木曜日(9日を除く4回)17：30～18：30 小学1～2年生・35人(抽選) 1000円

ジュニア養成教室(硬式テニス)
基礎から応用まで練習して、試合をする

9月～10月の木曜日(9月9日を除く8回)
19：00～20：30 小学3～6年生・35人(抽選) 3000円

フラダンス
アロハ音楽に合わせ、基本の動作を踊る

9/3～10/1の金曜日(10日を除く4回)
10：45～11：45

高校生か同年齢以上の人・
50人(抽選) 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

9/3～10/1の金曜日(10日を除く4回)
18：30～19：30 小学生・40人(抽選) 1000円

教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

水中ウオーキング教室(基本編)
効果的なウオーキングをマスターする

8/13(金)９：00～10：00
高校生か同年齢以上の人・
25人(先着順)

300円
(※1)

クロールを覚えよう①②③
泳ぎの基本をマスターする

①８/31～9/30の火・木曜日(21日・23日を除く8回)
17：00～18：00
②9/1～24の毎週水・金曜日(8回)17：00～18：00
③9/1～24の毎週水・金曜日(8回)18：15～19：15

小学生・各35人(抽選) 4000円

平泳ぎを覚えよう
平泳ぎの基本をマスターする

８/31～9/30の火・木曜日(21日・23日を除く8回)
18：15～19：15

クロールで25m以上泳げる
小学生・20人(抽選) 4000円

親子で幼児水泳
水慣れやバタ足、浮き身などをマスターする

9/1～10/20の毎週水曜日(８回)16：00～16：45

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)

5000円

水中運動
水の特性を生かし運動不足の解消を目指す

9/1～22の毎週水曜日(4回)9：20～10：20 高校生か同年齢以上の人・
45人(抽選) 2000円

親子で水中運動
スキンシップをとり楽しく体を動かす

9/1～22の毎週水曜日(4回)10：45～11：30

2～3歳児でおむつが外れて
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)

2000円

ソフトアクアビクス
初心者向きの水中エアロ

9月の木曜日(23日を除く4回)9：20～10：20 高校生か同年齢以上の人・
60人(抽選) 2000円

パワーアクア
浮力のないダンベルを使った水中エアロ

9月の木曜日(23日を除く4回)10：40～11：40 高校生か同年齢以上の人・
55人(抽選) 2000円

※1　別途、プール利用券の購入が必要

　　　　　｢水中ウオーキング教室(基本編)｣は8月4日(水)午前9時から電話で、それ
以外は8月15日(日)〈必着〉までに、往復はがき(１教室につき１枚のみ)に教室名(①
～③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

総合体育館・サンフロッグ春日井のスポーツ教室

総合体育館
(☎84－7101）

サンフロッグ春日井
（☎56－2277）

　　　　　　8月15日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき1枚のみ)に教室名、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話番号、市外在住の人は勤務先か学校名を
書いて、〒486－0804鷹来町4196－3へ

申し込み

申し込み
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診療時間帯
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

平日
夜間 内科・小児科・外科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

土
曜
日

内科・小児科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

在宅緊急医
外科

8/7 遠藤整形外科クリニック（前並町1） ☎35－6877

8/14 あさひ病院（下原町） ☎85－0077

8/21 はやかわクリニック（下市場町6） ☎89－3388

8/28 竹村整形外科クリニック(味美白山町1) ☎31－8234

日
・
祝
休
日

内科・小児科・外科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

在宅緊急医
産婦人科

8/1 かすがいマタニティクリニック（前並町）☎36－0301

8/8 アルファクリニック（朝宮町1） ☎34－1166

8/15 森永産婦人科（八事町2） ☎81－1303

8/22 みわレディースクリニック（小牧市） ☎76－2603

8/29 米本レディスクリニック（篠木町1） ☎82－2161

歯科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

県小児救急電話相談 ☎＃8000（短縮番号）または052－263－9909 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

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

緊急医

日曜日の市役所業務
月日 時間 業務を行っている課・〈　〉は行っている業務内容

8/1、8､
22

8：30～12：00、
13：00～17：00
（収納課は
9：00～12：00、
13：00～16：00)

市民課〈戸籍届、住民異動届、印鑑登録、住民票な
どの証明書の発行〉（☎85－6136）
市民税課〈証明書の発行〉（☎85－6093）

上記に加え、収納課〈納付・納税相談〉（☎85－
6111）、保険医療年金課〈国民健康保険加入および喪
失の届け出〉（☎85－6156）

8/29

市県民税2期、
国民健康保険税3期、
介護保険料2期、
後期高齢者医療保険料1期
納期限▶8月31日(火)　
　最寄りの金融機関やコンビニエ
ンスストアで納付してください。

市税等の納期限

※取扱業務など詳しくは問い合わせてください

…診療時間帯

水道修繕

公
道

平日（8：30～17：15）
水道工務課（☎85－6420）
土・日曜日、祝休日、夜間
市役所宿直室（☎81－5111）

（
有
料
）

宅
地
内

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、マンションなどは、事
前に管理者へ

火災情報 ☎0180－995－999
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　5分かかると侵入をあきらめる泥棒は、
7割強ともいわれています。窓やドアには
2つ以上の丈夫な鍵を取り付けましょう。

・補助錠やサムターンカバー、防犯ガラスなどで、窓やドアの防犯性を補強する
・CP建物部品でドアや窓、面格子などを強化する

　周囲に気付かれないよう
そっと侵入しようとする泥棒
には、音は大敵です。
　警報機や防犯砂利、番
犬などで周囲に侵入を知ら
せましょう。

　泥棒は顔を見られる
ことを嫌います。
　住民同士はもちろん、
知らない人へも「こんに
ちは」などと声を掛けま
しょう。

CPマーク
防犯建物部品に表示されている
CPマークは、防犯を意味する
「Crime Prevention」の頭文字
を図案化したものです。

　泥棒は人目に付きやすい見通
しのよい場所には、侵入しにく
いものです。
　センサーライト、門灯などで自
宅の周りを明るくし、見通しを確
保しましょう。

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6064）、春日井警察署（☎56－0110）

▼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。
この広報誌は再生紙と大豆油を原料としたSOY INKを使用しています。

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　

まちの動き
人　口 （＋323）

世帯数
30万7926人
12万4995世帯 （＋1100）

平成22年7月1日現在 （　）内は前年同日比

（48件）

（3人）

（5584件）

火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

3件
929件

1人
平成22年6月 （　）内は1月からの累計

市内での侵入盗発生件数は、今年1月から6月末現在278件で、昨年の同時期に
比べ11件減少しているものの、依然として多発傾向にあります。
特に暑いこの時季は、夜間、窓を開けたままで寝たり、換気のために開けたまま出
掛けたりする人もいますが、大変危険です。空き巣などの侵入盗による被害は、現金・
貴金属だけではありません。泥棒と鉢合わせになり、姿を見られたことで強盗と化し、
あなたや大切な家族の命を奪いかねません。防犯対策をきちんととりましょう。

　この4原則に基づく
対策を組み合わせるこ
とで、犯罪を防止する
のにより大きな効果が
得られます。

こんにちは！
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