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未来へ残そう！「空の路」（Ｐ２～３）

県営名古屋空港と㈱フジドリームエアラインズの機体（写真は合成によるイメージです）県営名古屋空港と㈱フジドリームエアラインズの機体（写真は合成によるイメージです）県営名古屋空港と㈱フジドリームエアラインズの機体（写真は合成によるイメージです）



　新たに定期路線を就航する㈱フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）の鈴木社長が、9月7日（火）に市長を訪問
し、今後の展望について説明しました。

　㈱日本航空が会社更生法の適用を申請（19日）
　市長が就航先の帯広空港に利用促進と路線
撤退検討のため、トップセールスを実施（22日）
　市長と市議会議長が㈱日本航空本社と国土
交通省などを訪問し、ジェイエア（日本航空の
子会社）の路線存続を要望（27日）
　市長が県市長会副会長として、民主党愛知
県連に路線存続を求める要望書を提出（11日）
　FDAが10月からの福岡線開設方針を発表（16日）

1月
4月

5月

7月

市では、㈱日本航空の路線撤退発表を受け、利便性の高い県営名古屋空港の路線存続に向けてさまざまな活
動をしてきました。今回は、就航をめぐる新たな動きと空港の利便性についてお知らせします。

路線存続をめぐる主な動き 定期路線の今後の運航予定

名古屋－福岡

名古屋－帯広
名古屋－山形
名古屋－長崎
名古屋－秋田
名古屋－松山
名古屋－新潟
名古屋－高知
名古屋－熊本

10月30日までジェイエアが運
航、10月31日からFDAが運航

10月30日までジェイエアが運航

平成23年2月28日までジェイエ
アが運航

平成23年3月26日までジェイエ
アが運航

10月31日（日）からFDAが就航を開始します10月31日（日）からFDAが就航を開始します10月31日（日）からFDAが就航を開始します

　県営名古屋空港への就航を決めていただきありがとうございます。県
営名古屋空港から定期便がなくなると、地域住民の利便性が低下するば
かりでなく、中部経済圏にとって大きな損失であると路線の存続を訴え
てきました。1都市2空港が今後も維持できるように、ＦＤＡの就航を積極
的にＰＲしていきたいと思います。また、市内企業のリストを提供させ
ていただき、需要を開拓してもらえればと思います。

　　積極的に協力していきます　　積極的に協力していきます　　積極的に協力していきます

伊藤市長

　名古屋は大きな市場で、航空需要が見込める場所だと判断し、就航を
決意しました。10月31日から名古屋―福岡間を1日5往復する予定です。
そのために、現在3機ある航空機を11月までに5機に増やし、そのうち3機
を県営名古屋空港に常駐するつもりです。また、県営名古屋空港に本社
機能を移し、静岡と2本社体制で運営をしていきたいと考えています。
4月以降、福岡便以外の路線についても拡充できるか検討していきます。
これから、地元の皆さんと手を取り合って運航していければと思っています。

　　名古屋は航空需要が見込める場所　　名古屋は航空需要が見込める場所　　名古屋は航空需要が見込める場所

ＦＤＡ鈴木社長

快適に搭乗！
フィンガーコンコース

車で来ても安心
5日間まで駐車料金が無料

JR勝川駅から18分
バスで空港へ

ビジネスや旅行に、近くて便利な県営名古屋空港

路線 運航予定

 「空の路」 「空の路」 「空の路」 「空の路」 「空の路」 「空の路」 「空の路」未来へ残そう！未来へ残そう！未来へ残そう！未来へ残そう！未来へ残そう！未来へ残そう！未来へ残そう！

2 広報春日井10月15日号



　開港以来200万人以上の人が利用している県営名古屋空港は、市内から、車で1時間以内で行ける場所にあり、
搭乗までの手続きや移動が短時間でスムーズに行えます。また、空港内駐車場の料金が無料になるサービス
もあります。ぜひ、利用ください。

　平成20年設立。平成21年7月から運航開始。本社は静岡県牧之原市。
9月1日現在、静岡―小松、静岡－熊本、静岡－鹿児島、静岡―福岡、
静岡―札幌、松本―札幌、松本―福岡の7路線
を運航している。

便　数▶1日5往復（毎日運航）
所要時間▶1時間30分
航空券の予約・購入▶ＦＤＡコールセンター（☎050－3786－0489）
　　　　〈午前8時30分～午後7時30分〉または近くの旅行会社へ

会社概要

名古屋－福岡路線の概要（10月31日～）

10月31日（日）からFDAが就航を開始します

　　積極的に協力していきます

　　名古屋は航空需要が見込める場所

　出発も到着も1階を利用するので、スムーズに搭乗でき
ます。面倒な上下移動がないので、スピードが重要なビジネ
スシーンや荷物の多い旅行に
も最適です。また、ターミナル
入口から搭乗口まで伸びるフィ
ンガーコンコースはわずか200
ｍ。ガラス張りの廊下を抜ける
と、飛行機はすぐ目の前です。

快適に搭乗！快適に搭乗！
フィンガーコンコースフィンガーコンコース
快適に搭乗！
フィンガーコンコース

　空港内には、1043台が収容できる駐車場があり、ジェイ
エアまたはFDAが運航する定期便を利用する人は、最長5
日間（120時間）まで駐車料金が無料になります。

車で来ても安心車で来ても安心
5日間まで駐車料金が無料5日間まで駐車料金が無料
車で来ても安心
5日間まで駐車料金が無料

　ＪＲ勝川駅始発のあおい交通のバスは、名鉄味美駅、エ
アポートウォークを経由し、空港まで18分で結びます。

JR勝川駅から18分JR勝川駅から18分
バスで空港へバスで空港へ
JR勝川駅から18分
バスで空港へ

ビジネスや旅行に、近くて便利な県営名古屋空港ビジネスや旅行に、近くて便利な県営名古屋空港ビジネスや旅行に、近くて便利な県営名古屋空港未来へ残そう！未来へ残そう！未来へ残そう！

　平成8年設立。㈱日本
航空インターナショナル
の100％出資。平成17年
から県営名古屋空港に本
社を置く、小型機を中心
とした航空会社。9月1日
現在、県営名古屋空港発
着の9路線をはじめ25路
線を運航している。

㈱ジェイエア ㈱フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）
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市民協働フェスタ（コラ☆フェス）は、市と市民会議「カエル65」が主催する市民活動にかかわる人たちの祭
りです。テーマは「つながりから広がるまちづくり」。さまざまな市民活動団体が協働（コラボレーション）して、
垣根を越えた新たなイベントを行います。

11月7日（日） ①午前11時から②午後1
時30分から
映画を鑑賞し、午後3時から宮崎信恵
監督を交えて意見交換会をする
500円（資料代など）
NPO法人で・ら・しえん
NPO法人けやきフォーラム、NPO法
人スローライフ、NPO法人ワーカーズ
かすがい

と　き▶

内　容▶

費　用▶
実施団体▶
コラボ団体▶

「あした天気になる？」上映会

11月7日（日）午前11時～正午
〝民踊〞で世代を超えた｢つながる町づ
くり｣を目指した盆踊り
日本民踊研究会豊愛会
岩野コミュニティ太鼓

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

“民踊と太鼓のふれあい交流”

11月6日（土） 午後1時30分～ 5時
フォークを通じた市民向けライブおよ
びアピール
NPO文化共同ネット・円
戦うおやじの応援団、アグレッシブシ
ニア

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

フォーク・フェス ｉｎ 春日井

11月6日（土）～ 7日（日）午前10時～午
後3時
広く市民に茶道の伝統文化に触れても
らう
呈茶券代600円
市民茶会運営委員会
葉仁和の会

と　き▶

内　容▶

費　用▶
実施団体▶
コラボ団体▶

市民茶会

11月６日（土）午後1時～ 5時
ギターオーケストラ演奏と歌と踊り、
楽器などの初コラボレーション発表会
たかなみ会、MYギターアンサンブル
春日井グループ
けやきハーモニカクラブはじめ17団体

と　き▶
内　容▶

実施団体▶

コラボ団体▶

春日井ふれあいまつり
「つながりから広がる明るい町つくり」

11月7日（日） 午後1時30分～ 5時
ダンスを楽しんでいる団体、グループ
が練習の成果を披露する
NPO法人ソシアルダンス尾張クラブ
春日井疾風はじめ10団体

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

スポーツダンスフェスティバル―ダンス
の集い

りです。テーマは「つながりから広がるまちづくり」。さまざまな市民活動団体が協働（コラボレーション）して
市民協働フェスタ（コラ☆フェス）は、市と市民会議「カエル65」が主催する市民活動にかかわる人たちの祭
りです テ は「 ながりから広がるまちづくり」さまざまな市民活動団体が協働（ ラボレ シ ン）して

スローライフ講座
①サボテン
②竹細工

ミニチュアレンガ作り教室

ハンガーバンケット飢餓の宴
～食を通して南北問題を考える
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11月6日（土）午前10時～ 11時30分
地域防犯の進め方について、ノウハウ
を現場報告の形で解説する
岩成台1丁目町内会防犯隊
スローライフかすがい「やっと・かめ
の会」

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

「地域防犯は車の両輪」
－防犯組織の立ち上げから運用、
効果測定まで－

11月6日（土）～7日（日）午前9時～午後5時
海外青年協力隊などの海外ボランティ
ア活動や活動国の紹介などを展示
国際交流ネットワーク
JOCA（社団法人青年海外協力協会）

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

海外ボランティア活動報告

11月6日（土）～7日（日）午前 11時～正午、
午後１時～2時
コラ☆フェスが行われている各会場の様
子をパソコン画面上でネット中継する
NPO法人けやきフォーラム
かすがいSNS研究会

と　き▶

内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

動画配信でまちづくり

11月7日（日）午前10時～午後3時
○簡単な花器を作り、好きな花を１本
選んで花の美しさや自然の美を楽しみ
生ける○盆点前による、抹茶の提供
抹茶代200円
NPO法人MOA自然農法春日井文化事
業団
（有）花元、一般社団法人MOAインター
ナショナル春日井支部

と　き▶
内　容▶

費　用▶
実施団体▶

コラボ団体▶

一輪ざし花セラピー・お茶（盆点前）

11月7日（日）午後1時～ 3時
子どもを対象に、春日井の文化や歴史
産業などのクイズ大会を開催し、春日
井クイズ王を決定
NPO法人かすみん
キラクヤ

と　き▶
内　容▶

実施団体▶
コラボ団体▶

かすみんの春日井クイズ王

11月6日（土）午前10時～正午
「簡易コンロ」の作成と防災出前講座
災害ボランティアコーディネーター連
絡会
あんまち情報研究会

と　き▶
内　容▶
実施団体▶

コラボ団体▶

地震等の災害啓発講座

11月6日（土）午前10時～午後3時30分
ダンスの模範演技、体験教室＆発表会
サービス・トゥー・ネイチャー・春日
井
サンライズ名東、グローバルピースユ
ニット

と　き▶
内　容▶
実施団体▶

コラボ団体▶

ダンスパフォーマンス＆体験教室

11月6日（土）午後1時30分～ 4時
海外ボランティアなどの経験がある青
年や在住外国人の子どもたちが、「社
会の一員として私たちにできること」
をテーマに話をし、参加者と交流する
呈茶券代100円
国際交流ネットワーク
JOCA（社団法人青年海外協力協会）

と　き▶
内　容▶

費　用▶
実施団体▶
コラボ団体▶

「世界とつながる・人とつながる」
 トーク＆交流会

11月7日（日） 午後1時30分～2時30分
世代を超えた地域交流の演奏会
はくさんこども楽団・育成会
松山小学校音楽部育成会、ゴミ拾いスポーツ協議会

と　き▶
内　容▶
実施団体▶
コラボ団体▶

奏でよう♪音のパレード

スローライフ講座スローライフ講座
①サボテン①サボテン
②竹細工②竹細工

ミニチュアレンガ作り教室ミニチュアレンガ作り教室

ハンガーバンケット飢餓の宴ハンガーバンケット飢餓の宴
～食を通して南北問題を考える～食を通して南北問題を考える

も開催します（10月1日号で掲載）

スローライフ講座
①サボテン
②竹細工

ミニチュアレンガ作り教室

ハンガーバンケット飢餓の宴
～食を通して南北問題を考える

問い合わせ▶ささえ愛センター（☎56－1943）
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高齢者虐待を防止しましょう！高齢者虐待を防止しましょう！高齢者虐待を防止しましょう！

高齢者虐待とは？

地域包括支援センター
施設名

地域包括支援センターあさひが丘（神屋町）

地域包括支援センター春緑苑（廻間町）

地域包括支援センターじゃがいも友愛（出川町8）

市社会福祉協議会地域包括支援センター（浅山町1）

市医師会地域包括支援センター（柏原町5）

地域包括支援センターグレイスフル春日井（桃山町）

地域包括支援センター第２グレイスフル春日井（牛山町）

地域包括支援センター勝川（若草通1）

地域包括支援センター第２春緑苑（下津町）

市社会福祉協議会第三介護地域包括支援センター（中切町3）

電話番号

93－1314

88－5734

51－1840

87－5377

89－3027

89－2391

32－1117

33－8236

56－9166

56－8611

　金銭を渡さない、年金や財産を
意に反して使うなど

経済的虐待

　裸のまま放置する、意に反した
性的行為を行うなど

※このような行為は、家族・親
族だけでなく、介護サービス事
業者や施設職員が行っている場
合も高齢者虐待となります

性的虐待

　身体に傷を負わせる、または傷
を負う恐れのある暴力を加えること

身体的虐待

　怒鳴る、無視する、恥をかか
せるなど精神的に傷つけること

心理的虐待

　食事や排せつの世話をしない、
必要な介護・医療を受けさせない
など

介護・世話の放棄・放任

　あなたの周りに、一人で介護を抱
えて苦しんでいる人はいませんか。家
族関係に悩んでいる人はいませんか。
虐待している人も支援を必要としてい
ます。

家族の気持ちにも理解を家族の気持ちにも理解を家族の気持ちにも理解を

「自分らしく生きたい」という高齢者の思いを妨げる高齢者虐待が
問題となっています。高齢者虐待を正しく理解し、未然に防げ
るよう行動しましょう。

なぜ虐待が起きるのでしょうか？

　家庭で起こる虐待の多くは、家族の長い歴史の中で築かれてきた人間関係に、介護による負担などが絡みあっ
て起きています。介護に対する知識不足のために、その意識がなくても虐待となっていることもあります。認知症な
どで介護を必要とする高齢者が増加している今、虐待は特別なことではなく、どこの家庭でも起こり得る問題なの
です。

どこに相談すればいいの？

　「虐待ではないか」と感じたら、地域包括
支援センターか介護保険課まで連絡してく
ださい。相談者の秘密は厳守します。虐
待を深刻化させないためにも、勇気を持っ
てすぐに相談しましょう。

問い合わせ▶介護保険課（☎85－6196）
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情報あ・ら・か・る・と

新春春日井マラソン大会参加者募集

2010/11 V・プレミアリーグ
男子春日井大会

種　目 部　門 参加資格 参加料 表彰、特典など

競技の部

10km

○一般男子
○40歳代男子
○50歳以上男子
○一般女子
○40歳以上女子

高校生か同年齢以上で、
70分以内にゴールできる
人

2000円
○競技の部は、各部門と
も6位まで表彰(2kmを除
く)
○10km競技の部の最高
タイム男女各1人に旅行
券贈呈(過去の贈呈者は
除く)
○競技の部参加者にオリ
ジナルＴシャツ進呈
○参加者全員に参加賞や
お楽しみ抽選会あり

3km ○中学生男子○中学生女子
中学生で、25分以内にゴ
ールできる人 300円

○2km(公開競技)〈※1〉
小学5・6年生で、20分以
内にゴールできる人 300円

ジョギングの部 ○3km(※1) 小学生以上で、40分以内
にゴールできる人(※2) 200円

バレーボール国内最高峰｢Ｖ・プレミアリーグ」が今年も
春日井で開催されます。ファイナルラウンド進出を目指
して繰り広げられる熱戦を観戦しませんか。

問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

ところ・問い合わせ▶総合体育館（☎84－7101）

試合日程▶12月25日(土)午後2時から(0時30分開場)○第1試合
…東レアローズ×豊田合成トレフェルサ○第2試
合…パナソニックパンサーズ×ＪＴサンダーズ

市民入場券▶10月23日(土)から総合体育館で販売○1階指
定ＳＳサイド席…3500円○1階指定ＳＳエンド席
…3000円○1階指定Ｓサイド席…3000円○1階指
定Ａサイド席…2500円○2階指定席…2000円○2
階一般自由席…1500円○2階小中高生自由席…
300円　※一般入場券は10月23日(土)から、全国
のチケットぴあで販売

新しい年の幕開けを飾る新春春日井マラソン大会に参加して、新春のまち
を駆け抜けましょう。今大会から、小学5・6年生の2km競技の部が新設され、
ジョギングの部は小学生以上が対象に変更になりました。

申し込み▶10月15日(金)～11月16日(火)〈必着〉までに、所定の
用紙(総合体育館、市役所情報コーナーなど市の主
な施設に用意、1人1枚)に記入し、参加料を添えて
郵便局(手数料が必要)かスポーツ課、総合体育館
へ　※インターネットやモバイルサイトでも申し
込み可(手数料が必要)

　　　　ホームページ　http://runnet.jp/

※1 記録は計測しません。ゴール地点に設置のスポーツタイマーで各自タイムを確認してください
※2 小学生は責任者が同伴。また、小学3年生以下は責任者が伴走してください

平成23年1月9日(日)平成23年1月9日(日)
〈雨天決行〈雨天決行〉
平成23年1月9日(日)
〈雨天決行〉

ＮＥＷ

副市長・教育長が
決まりました
空席となっていました2人目の副市長に
中村幹雄氏が、浅岡正美教育長の任期
満了に伴い木股哲夫氏が10月1日付けで
就任しました。

副市長
中村幹雄

教育長
木股哲夫
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気噴町気噴町

高蔵寺町高蔵寺町

出川町出川町

六丁目六丁目
五丁目五丁目

四丁目四丁目

四丁目四丁目

二丁目二丁目

三丁目三丁目

三丁目三丁目

一丁目一丁目

北二丁目北二丁目

北一丁目北一丁目

一丁目一丁目気噴町

気噴町気噴町気噴町

高蔵寺町

出川町

六丁目
五丁目

四丁目

四丁目

二丁目

三丁目

三丁目

一丁目

北二丁目

北一丁目

一丁目

二丁目二丁目二丁目

N

南気噴土地区画整理事業は、11月19日
(金)に換地処分の公告がされます。こ
れに伴い、11月20日(土)から丁目・地
番が変わります。

○既に登録済みの戸籍簿、住民票
の変更は、市で行います。
○既に登録済みの土地、建物の変
更登記は、法務局で行います。
○権利者の住所変更の登記は行い
ませんので、住所変更が必要な
人は、換地処分に係る登記完了
後に法務局へ所定の申請をして
ください。

インフルエンザ予防接種のお知らせ

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

今季のインフルエンザ予防接種は、季節性と新型の両方に対応するワクチンです。流行前に接種を受け
ると、発病予防と重症化防止が期待できますので、接種しましょう。今季は、新型インフルエンザ対策
として平成22年度市民税非課税世帯および生活保護世帯の人は、申請により接種費用が免除になります。

費　用▶1000円(1回目のみ)　
持ち物▶住所、氏名、生年月日が確認

できる公的な発行物

期　間▶平成23年3月31日(木)まで
ところ▶市内の指定医療機関　※直接、接種希望の医療機関に問い合わせてください

　次の人は公費負担の対象になります。
65歳以上の人(接種当日の年齢)で、
市内に住民登録があり、接種を希望
する人

60～64歳の人(接種当日の年齢)で、
市内に住民登録があり、心臓、じん臓、
呼吸器の機能やヒト免疫不全ウイル
ス（ＨＩＶ）により免疫の機能に1級程
度の障がいがある人(身体障がい者手
帳か医師が認めた診断書の写しが必
要)

　市民税非課税世帯の人は、健康増進課、坂下出
張所、東部市民センター、坂下・鷹来公民館、味
美・高蔵寺・西部・南部ふれあいセンターで申請し、
確認書を受け取り、接種時に指定医療機関の窓口
に提出してください。　※申請には、朱肉使用の
印鑑と本人確認できる書類が必要。確認書の交付
を受ける前に接種をした人は、平成23年5月31日(火)
までに、健康増進課で申請してください
　生活保護世帯の人は、接種医療機関の窓口で申
請してください。

○免除手続きについて○

　高齢者インフルエンザ予防接種者および一般(高
齢者以外)インフルエンザ予防接種者で、平成22年
度市民税非課税世帯、生活保護世帯の人は、接種
費用が免除になります。

高齢者インフルエンザ予防接種 接種費用の免除

南気噴土地区画整理事業の換地処分に伴い丁目・地番が変わります

問い合わせ▶都市政策課（☎85－6268）
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問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

道 風 展

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内道風展事務局（☎85－6868）

短 詩 型 文 学 祭

小・中学生の部

俳　句▶加藤慶二
川　柳▶松浦繁子
狂　俳▶上岡美恵
　詩　▶松本道子
短　歌▶長江里江子

俳　句▶長江謙吾(八幡小5)
川　柳▶和佐田雄太(西部中2)
　詩　▶伊藤華子（東部中3）
短　歌▶尾形理紗(南城中2)

一般の部

現在の春日井市で生まれたと伝えられ、三跡の1人として日本書道史上に大きな足跡を残した小野道風
の偉業をたたえ、昭和24年より始まった道風展は、全国公募の書の展覧会です。

春日井会場▶10月30日(土)～11月7日(日)午前9時～
午後4時30分(最終日は3時まで)

と こ ろ 内　　容
文化フォーラム
春日井

一般部の市観光協会長賞以上の
作品、学生部条幅の部

市役所10～12階 一般部・学生部条幅の部
道風記念館、観
音寺(松河戸町) 学生部半紙の部、参考作品

名古屋会場▶11月16日(火)～21日(日)午前10時～午
後6時〈19日(金)は午後8時まで〉

と こ ろ 内　　容
県美術館ギャラ
リーJ2(名古屋市
東区)

一般部の県議会議長賞以上と
学生部の文部科学大臣奨励賞
の作品

市役所
前

JR勝 川
駅　前

道 風 公 園 前 JR春日井
駅　前

市役所
前(着) (発)

9:15 9:21 9:28 9:33 9:40 9:46

9:55 10:01 10:08 10:13 10:20 10:26

10:35 10:41 10:48 10:53 11:00 11:06

11:15 11:21 11:28 11:33 11:40 11:46

11:55 12:01 12:08 12:13 12:20 12:26

12:35 12:41 12:48 12:53 13:00 13:06

13:15 13:21 13:28 13:33 13:40 13:46

13:55 14:01 14:08 14:13 14:20 14:26

14:35 14:41 14:48 14:53 15:00 15:06

15:15 15:21 15:28 15:33 15:40 15:46

15:55 16:01 16:08 16:13 16:20 16:26

会場循環バス時刻表(無料)〈11/3(祝)のみ〉

限られた字数の中に、生活や社会、自然を表現する短詩型文学は、身近な創作活動としてとても親しみ
やすく、研ぎ澄まされた表現や新鮮な観察眼をはぐくみます。今年は、昨年より2000点近く多く、一般
の部に588点、小・中学生の部に1万4848点の応募がありました。その中から選ばれた市長賞は次の皆さ
んです。

と　き▶10月30日(土)～11月7日(日)午前9時～午後4時30分(最終日は
3時まで)

ところ▶文化フォーラム春日井

と　き▶12月中旬～平成23年12月中旬
ところ▶内々神社文学の森

購入方法▶10月30日(土)から、文化フォーラム春日井･文化情報プラザ、
市役所情報コーナー、東部市民センター、味美･高蔵寺･南
部･西部ふれあいセンター、各公民館で

内　容▶入選作品、審査員・実行委員作品、審査員による審査講評
などを掲載

価　格▶800円

作品展(特別賞受賞作品と審査員･実行委員の作品の展示)

作品集の販売

市長賞の作品の展示

市 長 賞市 長 賞市 長 賞


