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大泉寺町にある農園にて
バター不足に食肉の偽装、飼料や燃料費の高騰など、昨年は
ウシに関してよいニュースがあまりありませんでした。今年
はウシにとっても皆さんにとっても良い年となりますように。

新春企画
書でつづる、
わたしの抱負2009



年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ

市長市長 伊 藤　太伊 藤　太市長 伊 藤　太

誇れるまち春日井を目指して誇れるまち春日井を目指して誇れるまち春日井を目指して

　明けましておめでとうございます。
　市民の皆さまが、新春を健やかにお迎
えのことと心からお慶び申し上げます。　
　日ごろは、市政に格別のご理解とご協
力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
　昨年は、第五次総合計画をスタートさ
せ、その初年度を「協働元年」と位置づけ、
行政運営を進めてまいりました。また、
市制６５周年を市民の皆さまと祝い、さ
まざまな記念事業を成功させることがで
きました。これらの取り組みを通して、
市民の皆さまの熱意とパワーを強く感じ
るとともに、市民と行政が一体となった
まちづくりが進みつつあるという手応え
を実感することができました。
　さて、わが国では、人口が減少に転じ、
高齢化が急速に進行するなか、社会保障
制度の維持、地域活力の確保など、人口
構成の変化への対応が求められています。
　また、昨年来の世界経済の急激な減速
により、雇用状況が悪化するなど実体経

済にも影響が出始めており、市民生活や
市政への影響も極めて厳しいものと認識
しています。
　こうした状況ではありますが、引き続
き行財政改革を進めるとともに、本年は、
産業振興アクションプランの推進、にぎ
わいと活力につながる鉄道駅周辺整備、
利用しやすいシティバス運行、街づくり
支援制度を活用した協働による地域づく
り、文化・スポーツの振興、さらにはき
め細かな福祉施策の拡充に取り組んでま
いります。
　春日井市に住んでいることを誇れるま
ちづくりのため、全力で市政運営を行っ
てまいりますので、なお一層のご理解と
ご協力を賜りますようお願い申し上げま
す。
　年頭にあたり、市民の皆さまのますま
すのご健勝とご多幸を心からお祈り申し
上げまして、新年のあいさつとさせてい
ただきます。

知恵と工夫でまちづくり

議長 友 松　孝 雄
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年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ

市長 伊 藤　太

誇れるまち春日井を目指して

　新年明けましておめでとうございます。
　市民の皆さまには、平成２１年の新春
を健やかにお迎えのことと心からお慶び
申し上げます。併せて、日ごろから、市
政および市議会に対しまして、格別なご
理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上
げます。
　さて、昨年は世界的な景気悪化と金融
危機の進行など、大きく揺れた１年でし
た。特に、景気減速による企業の業績悪
化は、この地域に及ぼす影響が懸念され
るところです。
　さらに、福祉諸制度への取り組み、税
制改革の動きなど、地方自治体を取り巻
く環境は大きく変化しようとしています。
自治体自身が大きな意識改革を求められ
ており、自治体の力量が問われる時代と
なっています。
　このような状況の中、昨年、市議会に

おいては自ら率先して改革を推進するた
め、議員定数を４名削減したところであ
ります。また、各種施策では都市基盤整
備をはじめ、経済振興への取り組みなど
の諸事業も推進されました。今後は、第
五次総合計画の実現のため、さらに知恵
と工夫を存分に働かせていかなければな
りません。
　市議会といたしましても、施策の推進
や行財政改革の実行など、厳しく監視・
評価しながら、車の両輪として、執行部
とともに一体的に取り組んでまいります
ので、引き続きご理解とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
　新しい年が皆さまにとりまして、幸多
き年となりますよう心からお祈り申し上
げまして、年頭のあいさつとさせていた
だきます。

知恵と工夫でまちづくり知恵と工夫でまちづくり知恵と工夫でまちづくり

議長議長 友 松　孝 雄友 松　孝 雄議長 友 松　孝 雄

3広報春日井1月1日号



明けましておめでとうございます。
新年最初の特集は書のまち春日井に
ふさわしく、市内のさまざまな分野
の人に書き初めをしてもらいました。
年の初めにモー筆にギュウっと込め
た思いを伝えたいと思います。 

新　春　企　画 

大田結子さん 
小野小学校６年、第60回道風展学生半紙 
部門で市長賞を受賞、年女 

　4月から新たな気持ちで中学校生活
を送ります。また、習っている書道
教室では、行書体を始めることにな
るので、習い始めたころのように、
初心に戻って伸び伸びと書きたいです。 

　明るい年になるように、夫とこれ
からも仲良く暮らしていきたいとい
う思いと、2番目の子どもができるよ
うにという思いを込めました。下に
書いた「PAG－ASA」はタガログ語
で希望という意味です。 

小澤ジェシカさん 
フィリピン出身で来日して8年、昨年から 
書道に挑戦中 
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　サボテンプロジェクトを3年やって
きて、基盤は出来てきたと思います。
今年は全国に「春日井のサボテン」
を広めるため、情報発信をしていき
たいです。 

　福祉施設の職員として利用者の支
援をしてきましたが、障がい者を取
り巻く環境が年々厳しさを増してい
るように思われます。厳しさを正面
からだけではなく少し「ゆとり」を持
って多方面から対応したいと思います。 

八木勇達さん 
サボテンプロジェクトのメンバーでサボテン 
ラーメンの企画者、春日井ラーメンがんこ会 
相談役 

川口暁子さん 
知的障がい者援護施設「あざみの家」施設 
長、市役所元気ショップにて手芸品などを 
販売 
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新　春　企　画 

藤田貢さん 
昨年10月王子製紙硬式野球部新監督に就任 

　この言葉は、打つ、投げる、走る
といった野球の基本の上に、野球を
深く知り、知識と知恵を集結した全
員野球をするという、わたしの監督
としての基本方針を表しています。
都市対抗野球連続出場を目標に英知
を絞っていきます。 

室田伊緒さん 
今年5月に20歳を迎える現役大学生にし 
て棋士、女流初段 

　女流名人位戦で現在B級リーグにい
るので、A級リーグを目指し、龍のよ
うに昇っていきたいと思い、この字
を選びました。また、将棋の対局と
大学生活の両立もしていきたいです。 
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林晃市さん 
春日井まつり新曲制作・普及委員として 
踊りの普及活動に尽力 

河野春園さん 
書家で春墨書道会主宰、還暦を迎える 

　春日井まつりで披露した「どっこいせ」。
皆さんに広く知っていただき、学校
や地域でも大いに活用してもらえる
よう普及に努めたいと思います。新
曲をきっかけに人・文化に新たな交
流が生まれ、市民の手で「創造する祭り」
に発展できればと願っています。 

　人生を振り返ると、がむしゃらに
やってきました。父が亡くなったの
が60歳だったこともあり、これから
は少しペースを落として、時間にゆ
とりを持っていろいろなことをして
豊かに楽しみたいです。 
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12/12/6
㊏
12/6
㊏

この道、風のごとく走ろう
（愛・地球博記念公園）

　小春日和のこの日、集会所には入園前の幼児と
その親が続々と集まりました。月3回の「ぞうさん
くらぶ」に参加するためです。20年以上もの歴史を
誇る押沢台自慢のこのサークルは親たちが自主的
に運営しています。みんなで工作遊びをした後は
おやつの時間。親も子どもたちもいっそう仲良く
なりました。

　今年で3回目となる愛知万博メモリアルイベ
ント「愛知県市町村対抗駅伝競走大会」が行わ
れました。激励に訪れた伊藤市長の思いが込
められたたすきをつなげながら、9人の走者で
9区間・29.7㎞を完走し、おととし・昨年の順
位を上回る23位（市の部）で見事ゴールしまし
た。市の部では岡崎市、町村の部では三好町
が優勝しました。
※タイトルは、市長がたすきに小野道風にち
なんで書いたメッセージです。

押沢台6丁目町内会押沢台6丁目町内会押沢台6丁目町内会

12/4
㊍

親もちびっ子も仲良しに
「ぞうさんくらぶ」
（押沢公園集会所）

春日井市代表の皆さん春日井市代表の皆さん

一斉にスタート一斉にスタート ゴール前からのデッドヒート。結果は同着ゴール前からのデッドヒート。結果は同着

春日井市代表の皆さん

一斉にスタート ゴール前からのデッドヒート。結果は同着
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時　間 ▼放課後(土曜日は午前8時) ～午後7時
※日曜日や祝休日、年末年始などは
休み

対　象 ▼ 放課後に仕事などで週(月～土曜日)
に4日以上保護者が家庭にいない小
学1～ 3年生　※小学1～ 3年生の利
用を妨げない場合は、4～ 6年生も
対象

利用料金(月額) ▼下の表のほかに、おやつ代
2000円、教材費1000円、傷害保険料
（指定管理者に問い合わせてくださ
い）が必要。利用料金の減免制度あ
り

申請書 ▼ 1月5日（月）～ 17日（土）〈日曜日と12
日（祝）を除く〉の午前11時30分～午
後7時（5、6日と土曜日は午前8時～
午後7時）に希望する子どもの家で配
布　※鷹来は大手で、山王は勝川で
配布

面　接 ▼ 申請書と必要書類を持って、児童
と一緒に希望する子どもの家（鷹来、
山王は総合福祉センター）へ　※面
接日時は申請書配布時に、各子ども
の家で調整

子どもの家子どもの家子どもの家子どもの家の４月からの利用者を募集します４月からの利用者を募集しますの４月からの利用者を募集します４月からの利用者を募集しますの４月からの利用者を募集します子どもの家

指定管理者 名称 定員 ところ 電話

白山 60人 味美白山町2－3－3 33－5760

八幡 60人 春見町42－1 84－3493

藤山台 60人 藤山台3－2 91－7077

神領 70人 神領町1400 84－3498

高森台 60人 高森台8－5 91－5247

石尾台 70人 石尾台6－2 91－5443

味美 60人 味美町3－41 34－2427

東野 60人 東野町4－13 84－7040

坂下 60人 坂下町5－324 88－4784

柏原 80人 柏原町5－15 57－1550

鳥居松 35人 月見町45 85－3181

不二 60人 出川町3－14－1 52－2050

勝川 70人 若草通2－1－1 36－0125

岩成台 70人 岩成台6－3 92－7503

大手 70人 大手町3－24－1 85－8823

篠木 70人 篠木町5－1313－3 84－6861

丸田 60人 六軒屋町西1－15－7 82－6520

出川 60人 出川町8－3－4 51－7515

小野 100人 小野町5－70 83－2329

松原 70人 東野町1－9 83－2328

松山 70人 如意申町1－8－1 33－3125

北城 70人 金ケ口町1550 83－2327

高座 80人 高蔵寺町北4－777－1 52－7588

上条 70人 弥生町5287－2 56－7520

鷹来 60人 町屋町3900－17 85－8823
（大手）

山王 60人 勝川新町1－49 36－0125
（勝川）

学童保育所イルカクラブ
（☎34－8457） 西部 60人 宮町3－8－2 34－8457

名称 ところ 電話
くまんばち 東野町西2－7－13 82－6919
ハムスター 高森台9－1　106号棟101号室 91－3152
風の子 勝川町8－8－1　大東山ビル104号 33－6848
なかよし 岩成台10－8－5 92－7555
ももたろう 町屋町1－90 85－3852
しのぎ 菅大臣町47 83－1138
どろんこ 高蔵寺町5－12－9 52－5556
神屋児童 神屋町2022－3 88－1796
いちょうっ子 中央台8－3 91－8505
がくどう宝島 玉野町1125 52－9299

子どもの家

民間児童クラブ
区分 平成21年度から 平成24年度から

利
用
時
間

午後5時まで 2000円／月 4000円／月

午後6時まで 3500円／月 5000円／月

午後7時まで 4500円／月 6000円／月

夏季休業期間 600円 1200円

※夏休み期間は利用料金のほか、夏季休業期間利用
料金が必要
※同一世帯で同時に2人以上利用する場合、2人目は
半額、3人目以降は無料
問い合わせ ▼子ども政策課（☎85－6206）

利用区分と料金が変わります

市社会福祉協議会
（☎84－3241）

※民間の児童クラブもあります。直接、各クラ
ブへ申し込んでください。
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I N F O R M A T I O N情報最前線

と　き ▼ 1月12日(祝)午前10時30分～正午(開場9時30分)
ところ ▼総合体育館　※一般席は2階
内　容 ▼式典…午前10時30分～ 10時45分

茶話会…午前10時45分～正午
○ふれあいサロン　○着物着くずれ直しコーナー
○記念撮影コーナー

対　象 ▼昭和63年4月2日～平成元年4月1日生まれの人　※個人あての案内状は発送しません。

パナソニック エコシステムズ（株）
北側駐車場

10日(土) 11日(日) 12日(祝)

総 合 体 育 館
卓球場、幼児体育室

利用不可 利用不可
15：00（予定）～

フィットネスルーム 利用不可
サンフロッグ春日井 温水プール、トレーニング室 通常通り 13：00～ 通常通り

新春春日井マラソン大会　新春春日井マラソン大会　
　交通規制などのお知らせ　交通規制などのお知らせ
新春春日井マラソン大会　新春春日井マラソン大会　
　交通規制などのお知らせ　交通規制などのお知らせ
新春春日井マラソン大会　
　交通規制などのお知らせ
交通規制　1月11日（日）午前10時～ 11時30分

（総合体育館前は9時45分から）

当日午前中のバス運行
■名鉄バス
春日井市民病院線(勝川駅前～市民病院)▶総合体育館は臨時バ
ス停になり、岩野、市民病院西、市民病院へは行きません
■はあとふるライナー
病院循環西部線(二子山公園～市民病院)▶総合体育館臨時バス
停までの折り返し運転になり、岩野町1丁目、市民病院西、市
民病院へは行きません
病院循環勝川線(二子山公園～市民病院)▶若草通1丁目から健
康管理センター間は、迂回運転します
施設連絡南北線▶総合体育館へは行きません

総合体育館周辺は車両通行止めになりますので、国道155号な
どに迂回(うかい)してください。
当日は約6000人のランナーが参加する予定です。コース沿道
から、盛大な声援をお願いします。

1月 10日 ( 土 )1月 10日 ( 土 )
～ 12日 ( 祝 ) の～ 12日 ( 祝 ) の
1月 10日 ( 土 )1月 10日 ( 土 )
～ 12日 ( 祝 ) の～ 12日 ( 祝 ) の
1月 10日 ( 土 )
～ 12日 ( 祝 ) の 総合体育館とサンフロッグ春日井の個人利用について総合体育館とサンフロッグ春日井の個人利用について総合体育館とサンフロッグ春日井の個人利用について総合体育館とサンフロッグ春日井の個人利用について総合体育館とサンフロッグ春日井の個人利用について

大手小 

八田
川 

柏原小 

ケローナ通り 

総合体育館 

国道１５５号 

車両通行止め
片側通行止め
関係車両以外通行禁止

新
木
津
用
水 

東
進が
通
行
止め
 

西進が通
行止め 

市民病院 

サンフロッグ 
春日井 

東進が 
通行止め 

柏原中 

朝宮公園 

南
進
が
通
行
止
め 

水
道
沈
殿
池 

北
進
が
通
行
止
め

北
進
が
通
行
止
め 

北
進
が
通
行
止
め 

南
進
が

南
進
が 

通
行
止
め

通
行
止
め 

南
進
が 

通
行
止
め 

新興橋北 大手橋西 

大手町 

高山町3 

上八田町 

八光町4東 

北進
が通
行止
め 

北進
が通
行止
め 

北進
が通
行止
め 

東進が通行止め 東進が通行止め 東進が通行止め 

北
進
が

北
進
が 

通
行
止
め

通
行
止
め 

北
進
が 

通
行
止
め 

1　国歌斉唱
2　｢春日井市民の誓い｣唱和
3　あいさつ

4　お祝いのことば
5　希望のともしび
6　お礼のことば

○コース周辺の交通規制に協力をお願いします○

成 人 式成 人 式成 人 式成 人 式成 人 式

問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)、サンフロッグ春日井(☎56－2277)

※詳しくは、各施設に問い合わせてください。

問い合わせ▶生涯学習スポーツ課　新春春日井マラソン大会については(☎85-6452)
　　　　　　　　成人式については(☎85-6446)
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市民病院の医療職員を募集市民病院の医療職員を募集市民病院の医療職員を募集市民病院の医療職員を募集市民病院の医療職員を募集

※給料は、平成20年4月1日現在の額で、地域手当を含みます。給料のほか、扶養、住居、通勤、期末・勤
勉手当などをそれぞれの条件に応じて支給します。
申し込み ▼ 1月30日（金）〈必着〉までに、市販の履歴書と免許証の写し、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代わりに卒業見込み証明書
と成績証明書が必要。健康診断書は学校で受けた最新のもので可

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

職　　種 採　用 人　員 受　験　資　格 給料月額 試　　　　験

薬剤師

平成21年
4月1日

1人

昭和57年4月2日以降に生
まれた人で、免許を取得
している（平成21年5月ま
でに取得見込みの）人

大卒
約21万7000円

2月7日（土）午前9時30分から、
市民病院で、教養・適性試験、
性格検査、面接試験

助産師・看護師 10人程度

昭和34年4月2日以降に生
まれた人で、免許を取得
している（平成21年5月ま
でに取得見込みの）人

大卒
約23万7000円
短大3卒
約23万円
短大2卒
約22万4000円

2月10日（火）午前9時15分から、
市民病院で、性格検査、面接試験
（3月6日（金）にも看護職員採用試
験を実施予定）

市民の皆さんに、「春日井の知恵と技」を広く知って
もらうため、春日井市内外の企業が約120ブース集
合します。　※講演会・体験コーナーなどもあり
と　き ▼ 2月6日（金）～ 7日（土）午前10時～午後5時（7

日は4時30分まで）
ところ ▼総合体育館
問い合わせ ▼経済振興課（☎85－6247）か春日井商工会議

所（☎81－4141）

と　き ▼ 2月6日（金）〈雨天決行〉
出　発 ▼午後1時に総合体育館駐車場
見学先 ▼愛知㈱春日井工場（如意申町）、中津川

包装工業㈱〈長塚町〉
定　員 ▼ 30人（超えたときは抽選）
申し込み ▼ 1月15日（木）〈消印有効〉までに、往復

はがき（1枚に1人）に住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒486－8686春日
井市役所経済振興課内、市観光協会（☎
85－6244）へ

併催事業で産業観光を開催します

出産育児出産育児
一時金について一時金について
出産育児出産育児

一時金について一時金について
出産育児

一時金について

産科医療補償制度が創設されることに伴い、出
産費用の増加が見込まれることから、産科医療
補償制度に加入している医療機関などにおいて
出産する場合には、1月1日の出産から出産育
児一時金の支給額を現行の35万円に3万円加算
することになりました。

問い合わせ▶国保年金課(☎85－6156)
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早めの電子証明書の取得を
　平成20年度の確定申告において、e－Ｔax(国税
電子申告・納税システム)を利用して確定申告を
予定している人は、あらかじめ市民課で住基カー
ドと電子証明書(公的個人認証サービス)の取得が
必要です。窓口が混雑しますので、早めに手続き
をしてください。
問い合わせ▶ 住基カード、電子証明書の取得について

は市民課(☎85－6140)、e－Ｔaxでの申
告については小牧税務署(☎72－2111)

市民病院敷地内全面禁煙のお知らせ
　1月1日(祝)から、市民病院では市民の皆さんの
健康を守るという社会的使命を果たすため、駐車
場を含め敷地内全面禁煙を実施することとしまし
た。たばこの煙は、喫煙者本人だけでなく、周り
の人々にも健康被害を与えます。診療を受ける人、
見舞いの人など、すべての来院者が対象となりま
すので協力してください。
問い合わせ▶ 市民病院管理課(☎57－0057)

障がい者施策推進協議会の公開
と き▶ 1月28日(水)午後2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▶ 1月7日(水)から、障がい福祉課(☎85－6186)

へ

高齢者総合福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 1月30日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 1月13日(火)から、高齢福祉課(☎85－6198)

へ

防災フェア
　市民の皆さんに、災害について考えてもらうた
め、市の施設を巡回して防災用品などの展示をし
ます。家庭での災害対策に役立ててください。

とき ところ
1/7(水) ～ 15(木) 高蔵寺ふれあいセンター
1/17(土) ～ 26(月) 東部市民センター
1/28(水) ～ 2/5(木) 坂下公民館
2/7(土) ～ 15(日) 知多公民館
2/18(水) ～ 26(木) 鷹来公民館
2/28(土) ～ 3/8(日) 西部ふれあいセンター
3/11(水) ～ 18(水) 南部ふれあいセンター
3/20(祝) ～ 29(日) 味美ふれあいセンター

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

特定健康診査
とき・ところ▶2月16日(月)・

健康管理センター、
2月18日(水)・保健セ
ンター午前9時～正
午

対象・定員▶ 3月31日までに40 ～
64歳になる市民で、
市国民健康保険から
特定健康診査の受診
券が届いた人(受診券が必要)・各70人(超
えたときは抽選)

申し込み▶ 1月23日(金)〈必着〉までに、はがき(1人
1枚、1会場のみ)に｢特定健診｣、希望日、
住所、氏名(フリガナ)、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

差し押さえ財産のインターネット公売
公売物品▶ 動産(絵画など15品程度)
参加申し込み▶1月8日(木)午後1時～ 1月19日(月)

午後5時
物品(動産)下見会▶1月14日(水)午前10時～午後3

時・市役所303会議室
入札期間▶ 1月23日(金)午後1時～ 1月26日(月)午後1時

30分
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/
koubai/index.html
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1月8日(木)午後1時から掲載予定
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6656)　※市税完納などに

より中止の場合あり

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 1月21日(水)午前10時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－

6152)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 1月21日(水)午後2時から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 教育委員会総務課(☎85－6436)
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新生児訪問
内 容▶ 助産師が家庭訪問し、産婦と新生児の健

康相談をする
対 象▶ 生後28日までの新生児　※里帰りなどの

都合を考慮し2か月まで訪問
申し込み▶ ｢母と子のしおり｣に付いているはがきか

電話で、健康推進課(☎85－6170)へ

ふれあい広場
と き▶ ①1月7日(水)・21日(水)②1月14日(水)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～ 1歳児②2～ 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)

ひよこ教室
と き▶ ①1月8日(木)②1月15日(木)③1月22日(木)

午前10時～ 11時
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)

子育て広場
と き▶ 1月9日～ 3月13日の毎週金曜日(1月30日

を除く)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 体操や手遊び、おもちゃの製作、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)

認知症市民講座
と き▶ 1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▶ ｢家庭でのケア(在宅介護)｣医師・柴山漠

人
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

連携の会あさひが丘ホスピタル(☎88－
0284)

アニメひろば
と き▶ 1月10日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ ｢アンパンマンとちくりん｣｢ミッキーの

マジカルワールド｣
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▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)

お楽しみ演奏会
と き▶ 1月10日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 琴や尺八などの演奏
出 演▶ アンサンブルリベルタ
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▶交通児童遊園(☎81－1301)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 1月11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)

けやきの子作品展
と き▶ 1月14日(水) ～ 20日(火)午前9時～午後5時

(最終日は3時30分まで)
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 市内小中学校特別支援学級や春日台養護

学校、小牧養護学校、春日井高等養護学
校の児童・生徒による作品の展示、学校
・学級の紹介など

問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6444)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 1月18日(日)午前10時～正午受け付け、午

後3時～ 4時か1月24日(土)引き渡し
定 員▶ 40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)

企画展｢藤田東谷遺墨展｣
と き▶ 1月14日(水) ～ 2月15日(日)午前9時～午後

4時30分
内 容▶ 小野道風の顕彰と書道文化振興、書道教

育に尽力した書家、藤田東谷の作品を展
示し、その偉業を紹介する

費 用▶ 観覧料一般100円、大学・高校生50円
展示品解説
と き▶ ①1月25日(日)午後1時30分～ 2時30分②2

月11日(祝)午後3時～ 4時
講 師▶ ①安達柏亭②藤田金治
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)
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お話の部屋
と き▶ 1月18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▶ 市内在住の幼児(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)

市日本舞踊協会公演
と き▶ 1月24日(土)午前10時30分～ 11時30分
出 演▶ 市日本舞踊協会
演 目▶ ｢鶴亀｣｢祇園小唄｣など
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

ビデオ鑑賞
と き▶ 1月25日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢くまのプーさん｣
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▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

市卓球選手権大会
と き▶ 2月1日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 男子・女子シングルス、男子・女子ダブ

ルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で1月14日(水)まで

に連盟登録をした人
費 用▶ 参加料シングルス…一般500円、高校生

300円、中学生200円、ダブルス(1組)…一
般800円、高校生400円、中学生300円

持ち物▶ ユニフォーム、ゼッケン
ところ・申し込み▶1月14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(☎34－1655)

ひとり親家庭支援～心も肌もリフレッシュ
と き▶ 2月7日(土)午前10時～正午
ところ▶ ホテルプラザ勝川(松新町)
内 容▶ 健康的な肌づくりや化粧効果の説明、実

技指導を受けるとともに、ひとり親家庭
に関する情報交換などをする

対象・定員▶ 市内在住で、18歳未満の子どもがいるひ
とり親家庭の母・20人(先着順)　※1歳～
小学3年生・20人(先着順)の託児あり

費 用▶ 参加料300円(1人)
持ち物▶ 洗顔用タオル
申し込み▶ 1月6日(火)午前10時から電話で、ＮＰＯ

法人ワーカーズかすがい(☎53－3735)へ
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6229)

経営者セミナー
と き▶ ①2月12日(木)②2月19日(木)③2月26日

(木)④3月5日(木)午後1時30分～ 4時45分
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ ①企業の発展と技術経営②新技術の活用

と企業成長③中小企業のネットワークに
よる技術戦略④技術経営による業績向上
法の実例紹介

講 師▶ ①中部大学教授・小野桂之介②中部大学
教授・髙橋道郎③中部大学准教授・森岡
孝文④京都大学教授・児玉充晴

対象・定員▶ 市内に事業所がある経営者かその後継
者、市内の事業所か商工会議所の推薦を
受けた人・30人(先着順)

申し込み▶ 1月9日(金)から、経済振興課(☎85－6247)
へ

春日井フットサルフェスタ
と き▶ 2月15日(日)午前9時～午後5時
ところ▶ 総合体育館
内 容▶ 予選リーグの上位チームで決勝トーナメ

ントを行い、順位を決めるフットサルの
大会

対象・定員▶ 高校生と同年齢以上で構成されたチーム
(登録は5 ～ 12人までで、市内在住か在
勤、在学の人が5人以上いること)・32チ
ーム(超えたときは抽選)　※副審判(資格
は問わない)を1人出してください。

費 用▶ 参加料(1チーム)8000円
申し込み▶ 1月22日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、代表者の氏名(ふりがな)・住
所・年齢・電話番号・チーム名・市内在
住以外の人は勤務先か学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育
館(☎84－7101)へ　※参加決定チームに
は、2月4日(水)午後7時から総合体育館で
説明会を開催

物置や車庫には

鍵をかけましょう

新春初釜
と き▶ 1月18日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券600円、当日券700円　※1月5日

(月)から高蔵寺ふれあいセンターで販売
(濃茶と薄茶の2席分)

ところ・問い合わせ▶高蔵寺ふれあいセンター (☎
51－0002)

協 力▶ 高座茶華道連盟、高蔵寺茶道を楽しむ会
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オセロ大会
と き▶ 2月22日(日)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ トーナメント戦でオセロをする
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・32人(先着順)
ところ・申し込み▶1月15日(木)午前9時から、総

合福祉センター内、児童センター (☎87
－6866)へ

協 力▶ レク指導者クラブ・ピエロ

給与明細書などに掲載する広告
広告媒体▶ 給与支給明細書(職員:約2600人)、賃金支

給明細書(臨時職員:約1000人)
規 格▶ 給与支給明細書…縦約15cm×横約10cm

・1色刷(色指定不可)、賃金支給明細書…
縦約11cm×横約10cm・1色刷(色指定不
可)

掲載位置▶ 裏面
掲載基準▶ 市広告掲載要綱および給与支給明細書等

広告掲載要領
掲載時期▶ 4月分～ 9月分の6か月分
掲載料▶ 10万円
申し込み▶ 1月16日(金)までに、申込書(市ホームペ

ージからダウンロード可)に必要事項を
記入して、広告案を添えて、人事課(☎85
－6023)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/seisaku/koukokujigyou/kyuyomeisai.
html

かすがい市民文化財団友の会会員
　優れた芸術・文化をより身近に親しんでもらう
ために、かすがい市民文化財団主催イベントでさ
まざまな特典が受けられる友の会会員を募集しま
す。
特 典▶ ○かすがい市民文化財団主催イベントの

先行予約・料金割引○イベント情報を自
宅へ郵送○コロナシネマワールド、スタ
ーキャット・エンタープライズ直営館な
どの特別映画鑑賞券の割引など

年会費▶ 個人会員2000円、ペア会員3000円、法人
会員1万円

会員期限▶ 1年間　※入会日～ 1年後の月末まで
申し込み▶ 1月6日(火)午前9時から、直接か電話で文

化フォーラム春日井内、かすがい市民文
化財団友の会事務局(☎85－6078)へ

アスティ高蔵寺市民ギャラリー展示
期 間▶ 平成21年度の、23区分ある利用期間(1区

分は約13日間)から選択。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/bunka/ivent_other/asty－kozoji/
riyokikan.html

内 容▶ 芸術・文化活動で、公共の場にふさわし
い展示　※営業、物品の販売、政治・宗
教活動はできません。また、搬入と搬出
は指定した日時に展示利用者が行うこと

募集開始日▶ 1月5日(月)
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

グリーンピア春日井　☎92－8711
クレイクラフト教室～シルバーで作るシェルのペ
ンダントトップ(チェーンなし)
と き▶ 2月1日(日)午前10時～正午
講 師▶ 長江たず子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2000円
申し込み▶ 1月4日(日)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
初心者のための将棋教室
と き▶ 2月8日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・10人(超えたときは

抽選)
申し込み▶ 1月16日(金)〈消印有効〉までに、往復は

がきに教室名、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

エコメッセ春日井　☎88－5006
リサイクル和紙工芸～牛乳パックで小物入れを作
る
と き▶ 1月24日(土)・31日(土)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 伊倉末子
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500円
持ち物▶ 牛乳パック(1ℓ)2個分、包装紙か和紙(50

㎝×30㎝)、ティッシュペーパー 5枚、新
聞チラシ10枚、ボールペン

申し込み▶ 1月6日(火)から、電話で
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南部ふれあいセンター　☎85－7878
意身功教室～誰でも、無理なく、ゆったりした動
作と呼吸の気功運動法を学ぶ
と き▶ 2月の毎週土曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
講 師▶ 富坂英世
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
申し込み▶ 1月7日(水)から、直接か電話で

西部ふれあいセンター　☎33－0808
素敵にスローライフ♪茶道の基礎を学ぼう～茶葉
の栄養素がそのまま取れる抹茶を身近な存在にす
る
と き▶ 1月17日(土)午前10時～正午
講 師▶ 中野靖方寿
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250円、材料費350円
 
赤ちゃんのための｢ベビーヨーガ｣をはじめよう～
話題のヨガでリラックス＆子育て力をアップ
と き▶ 2月12日・26日、3月5日・19日の木曜日(4

回)午後1時15分～ 2時30分
講 師▶ 半谷明美
対象・定員▶ 3か月～ 1歳児とその保護者・20組(超え

たときは抽選)
持ち物▶ バスタオル
 
申し込み▶ ｢素敵にスローライフ♪茶道の基礎を学

ぼう｣は1月6日(火)から電話で、｢赤ちゃ
んのための『ベビーヨーガ』をはじめよ
う｣は1月22日(木)〈必着〉までに、往復は
がき(1人1枚)に講座名、住所、親子の氏
名(ふりがな)・年齢、電話番号を書いて、
〒486－0904宮町3－8－2へ

東部市民センター　☎92－8511
パンづくり入門(託児付き) ～基本のパンと簡単
にできるお菓子を作る
と き▶ 2月6日(金)・20日(金)、3月6日(金)〈3回〉

午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料750円、教材費2400円
持ち物▶ エプロン、ふきん、20㎝四方の持ち帰り

用の箱
申し込み▶ 1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、託児(2歳以上の未就学
児)希望者は子どもの名前と年齢を書い
て、〒487－0011中央台2－2－1へ

坂下公民館　☎88－5555
持ち込みパソコン講座｢暮らしに役立つインター
ネット｣
と き▶ 2月の毎週水曜日(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▶ 市内在住の人・16人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円、材料費200円
持ち物▶ ウィンドウズＸＰかビスタ対応パソコ

ン、接続コード
 
ケーキを焼こう！～チョコレートシフォンケーキ
と き▶ 2月8日(日)9時30分～正午
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の人・15人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1500円(シフォン型

付き)
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴
 
申し込み▶ いずれも1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、〒480
－0305坂下町4－250－1へ

味美ふれあいセンター　☎31－3522
やさしい日本舞踊～初心者を対象に、日本舞踊の
基本動作を練習する
と き▶ 2月の毎週火曜日(4回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 藤間登代花
対象・定員▶ 市内在住か在勤・在学の人・15人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ 扇子、和服
申し込み▶ 1月15日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に(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－
0958西本町1－15－1へ

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
バレンタインのチョコレートケーキ作り～カロリ
ー控えめヘルシーなチョコケーキを作る
と き▶ 2月10日(火)午前10時～午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、21cmのケーキが入

る容器
申し込み▶ 1月16日(金)〈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
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鷹来公民館　☎84－7071
和菓子｢うす皮まんじゅう｣作り講座
と き▶ 1月23日(金)午前10時～ 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(先着順)
費 用▶ 受講料250円　教材費600円
持ち物▶ ふきん2枚、エプロン、持ち帰り用の容

器
 
チラシと新聞紙で工作教室～小物入れとコサージ
ュを作る
と き▶ 2月5日(木)・12日(木)〈2回〉午前9時30分

～ 11時30分
講 師▶ 樋口賢治
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500円、教材費100円
持ち物▶ はさみ、液体のり、木工用接着剤、タオ

ル
 
申し込み▶ ｢和菓子作り講座｣は1月6日(火)から、｢チ

ラシと新聞紙で工作教室｣は1月7日(水)
から、電話で

知多公民館　☎32－8988
漢字の成立ちⅡ～漢字の成り立ちを調べ日本文化
を知る
と き▶ 1月30日(金)、2月13日(金)・20日(金)〈3回〉

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 岩田鎭人
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(越え

たときは、抽選)
費 用▶ 受講料750円
 
持ち込みパソコンによるインターネット講座～暮
らしに役立つインターネットの活用法を学ぶ
と き▶ 2月の毎週木曜日(4回)午後1時30分～ 3時

30分
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学でキーボード操作

ができる人・15人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円、教材費200円
持ち物▶ ウィンドウズＸＰ以上のパソコン
申し込み▶ いずれも1月18日(日)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚のみ)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

文化協会の講座
和太鼓入門～初心者を対象とした太鼓入門コース
と き▶ 1月25日～ 2月15日の毎週日曜日(4回)午

前10時～正午
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 春日井さくら太鼓
費 用▶ 教材費2000円
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人

・30人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 1月10日(土)〈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、〒486－8686春日井
市役所文化課(☎85－6079)へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
芸術講座｢江戸・京都・尾張の文化｣ ～ 3都市の
特徴的な文化を学ぶ①江戸から東京へ｢建物・住
まいの変遷｣②京の着だおれ③尾張の茶の湯の楽
しみ方
と き▶ ①2月21日(土)②2月28日(土)③3月7日(土)

午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ ①江戸東京博物館助教授・米山勇②市田

ひろみ③水野荘平
費 用▶ 受講料①③800円②1400円　※①～③通

し券は2500円(通し券購入の先着100人に
呈茶サービス)。受講券は文化フォーラ
ム春日井・文化情報プラザで販売中(代
金引換サービスあり)

落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会～シックなバレンタ
イン用アレンジメントを作る
と き▶ 2月1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(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料350円、教材費2500円
持ち物▶ クラフト用はさみ、持ち帰り用の袋
 
緑化講習会～芝生の維持管理について学ぶ
と き▶ 2月7日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 梶田芳樹
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料350円
 
申し込み▶ いずれも1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
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高齢福祉課　☎85－6364
家族介護のためのハートフルケアセミナー～①家
庭で注意すべき感染症対策・高齢者のための健康
フットケア②ボディメカニクスを利用した体位変
換と移乗③食事介助の技法と実際
と き▶ ①2月2日(月)②2月9日(月)③2月16日(月)

〈3回〉午前10時～午後4時(①は午前9時30
分から)

ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住で介護技術を身に付けたい人・

40人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 1月16日(金)〈必着〉までに、はがきに講

座名、住所、氏名、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所高齢福祉課へ

消防本部　☎85－6374
上級救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当てや、傷病者の管理方法を学ぶ
と き▶ 2月8日(日)午前9時～午後5時
ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 1月6日(火)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
育児講座～お父さんと遊ぼう(自由参加)
と き▶ 1月25日(日)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住の2～ 3歳児とその父親
 
ファミリークッキング～押し寿司
と き▶ 2月22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(超えたときは抽選)
 ※1家族4人まで
費 用▶ 材料費(1人)300円
 
育児講座～食育・離乳食について学ぶ
と き▶ 2月26日(木)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の0歳児とその保護者、妊婦・

20組(超えたときは抽選)
費 用▶ 材料費(1組)100円
 
申し込み▶ ｢ファミリークッキング｣と｢食育｣は1月

16日(金)〈消印有効〉までに、往復はがき
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

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
太極拳教室～健康太極拳を学ぶ
と き▶ 2月4日～ 3月11日の毎週水曜日(6回)午後

1時30分～ 3時
講 師▶ 伊藤芳子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1500円
 
楽しい！ボールエクササイズ教室～大きなボール
を利用して体を動かす
と き▶ 2月の毎週木曜日(4回)午前9時30分～ 10

時30分
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
のびのびストレッチ体操教室～さまざまなストレ
ッチ体操で心身を癒やす
と き▶ 2月の毎週木曜日(4回)午前11時～正午
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
足心ヨーガ教室～足心ヨガで心と身体を癒やす
と き▶ 2月5日～ 3月12日の毎週木曜日(6回)午後

1時30分～ 3時
講 師▶ 井坂津矢子、春見重美
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1500円
 
申し込み▶ いずれも1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

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
栄養改善教室～食べることは、生きること
と き▶ 1月16日(金)午前10時30分～正午
ところ▶ 中切町公民館
講 師▶ 管理栄養士・小山純子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 第三介護地域包括支援センター (☎56－

8611)へ
 
おいしい減塩食で徹底介護予防
と き▶ 1月21日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 管理栄養士・村上憲吾
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定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛

(☎51－1840)へ
 
認知症について
と き▶ 1月28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▶ 医師・山際加代
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

健康推進課　☎85－6170
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 1月22日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 市栄養士
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1～ 5歳の子どもが

いる保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
 
講演｢子どものなぜ？を考える｣(託児付き) ～発
達障がいの理解と対応について、児童精神科医に
学ぶ
と き▶ 2月7日(土)午前10時～ 11時45分
ところ▶ 文化フォーラム・視聴覚ホール
講 師▶ 浜松医科大学特任助教・宮地泰士　
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・180人(先着

順)　※乳幼児20人(先着順)の託児あり
 
申し込み▶ ｢食育のすすめ教室｣は1月5日(月)から、

｢子どものなぜ？を考える｣は1月7日(水)
から、電話で

児童センター　☎87－6866
ハンディキャップがある幼児と保護者の会～親子
で遊んで交流を深めよう
と き▶ 1月16日(金)、2月20日(金)、3月20日(祝)〈3

回〉午前10時30分～ 11時30分
対 象▶ 市内在住のハンディキャップがある幼児

とその保護者
申し込み▶ 電話で、随時受け付け

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
解しながら、効果的なウオーキングをマスターす
る
と き▶ 1月15日(木)午後1時～ 2時
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300円　※別途、プール利用券の

購入が必要
 
お父さんのためのお腹引き締め教室～1週間に1
度の個別カウンセリングと運動指導を受けて1か
月間で運動習慣を身に付ける
と き▶ 2月の毎週土曜日(4回)午後2時～ 4時
講 師▶ トレーニング指導士
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・5人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 受講料2800円　※別途、トレーニング室

利用券(4回分)の購入が必要。トレーニン
グ室未登録の人は200円も必要

 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は1月4日(日)午

前9時から電話で、｢お父さんのためのお
腹引き締め教室｣は1月15日(木)〈必着〉ま
でに、往復はがきに教室名、住所、氏名
(ふりがな)、年齢、電話番号、腹囲、市
内在住以外の人は勤務先も書いて、〒486
－0804鷹来町4286へ

2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)　

※火曜日午前10時45分からのヨガは3月
31日まで、木曜日午後6時30分からのヨ
ガは3月19日まで、金曜日午前10時45分
からのダイナミックエアロビクスは3月
20日までの期間限定の開催。3日(火) ～ 4
日(水)は休講。
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ
ビクス

10：45
～

11：45
ヨガ

ソフト
エアロ
ビクス

ダイナ
ミック
エアロ
ビクス

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

ヨガ

20：00
～

21：00

ソフト
エアロ
ビクス

ダイナ
ミック
エアロ
ビクス

スタン
ダード
エアロ
ビクス

ヒップ
ホップ
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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▶ 2月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
ところ▶ 南部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
 

キッズエアロビクス～子ども向けの音楽を使用し
たエアロビクスで、楽しく体を動かす
と き▶ 2月の毎週金曜日(4回)午後6時30分～ 7時

30分
対象・定員▶ 市内在住か在園、在学の年長～小学2年

生・40人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 

すこやか幼児体操(①年少②年長) ～体操や遊び
を通じて、運動機能を高める
と き▶ 2月の毎週土曜日(4回)①午前9時30分～

10時30分②午前10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の①平成16年4月2日～

17年4月1日②平成14年4月2日～ 15年4月
1日に生まれた幼児・各30人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料1000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▶ 2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、在学の人・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 

太極拳(初心者向け)～ゆっくりとした基本の8動
作を行い、健康増進を図る
と き▶ 2月の毎週土曜日(4回)午後2時30分～ 3時

30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200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▶ 2月25日～ 3月18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・各30人

(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円

にがて克服！楽しい体操(てつぼう)～逆上がり、
足掛け上がりなどができるように練習する
と き▶ 2月25日～ 3月18日の毎週水曜日(4回)午

後7時30分～ 8時30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・30人

(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は1月4日(日)午

前9時から電話で、それ以外は1月15日
(木)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
つき1枚のみ)に教室名(①②の別も)、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話
番号、市内在住以外の人は、勤務先か学
校名、園名を書いて、〒486－0804鷹来
町4196－3へ

新春民踊のつどい
と き▶ 1月10日(土)午後0時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市内の民踊グループによる踊り初め
問い合わせ▶ 春日井民踊のつどい実行委員会(☎82－

6912)

春日井警察署｢110番の日｣
｢緊急時 あなたを守る 110
番｣
　110番は、市民と警察を結
ぶ安全のホットラインです。
事件事故の早期解決に貢献し
ています。
と き▶ 1月10日(土)午後1時

～ 3時
ところ▶ マイカル春日井サティ (柏井町4)
内 容▶ ○110番体験コーナー○署員による大道

芸の披露○女性白バイ隊員とのふれあい
(白バイ2台展示)○コノハけいぶコーナ
ー

問い合わせ▶ 春日井警察署(☎56－0110)

愛知県警察シンボルマスコット
「コノハけいぶ」
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日商簿記検定
月 日▶ 2月22日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井
費 用▶ 受験料2級4500円、3級2500円、4級1600円
申し込み▶ 1月5日(月) ～ 21日(水)に、春日井商工会

議所(☎81－4141)へ

文化講演会｢愛と人生の歌＝シャンソン｣
と き▶ 2月14日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 加藤修滋、青山桂子
定 員▶ 150人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 1月15日(木)〈消印有効〉までに、往復は

がき(1人1枚)に催し名、住所、氏名(ふり
がな)、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所文化課(☎85－6079)へ

主 催▶ 市文化協会、市美術協会

シルバー人材センター入会説明会
とき・ところ▶1月15日(木)、2月17日(火)、3月17

日(火)午後1時30分～ 4時
ところ▶ レディヤンかすがい
対 象▶ 市内在住の健康で働く意欲のあるおおむ

ね60歳以上の人
持ち物▶ 写真(3cm×2.5cm)
申し込み▶ はがきかファクス、Ｅメールで住所、氏

名(ふりがな)、性別、年齢、生年月日、
電話番号、参加希望日を書いて〒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

県産業別最低賃金が改正されました
賃金(時給)▶ ○染色整理業732円○製鉄業など848円○

はん用機械器具など製造業828円○電子
部品など製造業792円○輸送用機械器具
製造業833円○計量器・測定器など製造
業782円○各種商品小売業779円○自動車
(新車)小売業814円　※平成20年12月16
日から発効

問い合わせ▶ 名古屋北労働基準監督署(☎052－961－
8653)へ

県立高等技術専門校訓練生募集
科 目▶ 名古屋校①金属加工科②機械エンジニア

科③ＯＡビジネス科④印刷デザイン科⑤
住環境エクステリア科⑥マザーズビジネ
ス科

対象・定員▶ 職業を転換しようとする中学卒業(卒業
見込みを含む)以上の学力を有する人・
①②③④30人⑤⑥20人

入校日▶ 4月8日(水)
申し込み・問い合わせ▶1月8日(木) ～ 2月20日(金)

に、名古屋高等技術専門校(☎052－917
－6711)へ　※他校に関しては県就業促
進課(☎052－954－6364)へ

 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/
shugyo/

みんなの手で

みんなのまちを美しく

里親養育体験発表会・里親登録説明会
　県では、さまざまな事情により家庭で生活する
ことができない子どもたちが、家庭的な環境の中
で愛情に包まれながら暮らすための里親制度を推
進しています。
と き▶ 1月22日(木)午前10時30分～正午　※事

前申し込み不要
ところ▶ 総合福祉センター
問い合わせ▶ 県春日井児童相談センター (☎88－7501)

放送大学4月入学生募集
　放送大学は、放送メディアを利用して、授業を
行う通信制の大学です。1科目から自宅で学べま
す。
コース▶ ○教養学部…①全科履修生〈4年以上在

学、学士(教養)の学位取得〉②選科履修生
(1年間在学)③科目履修生(半年間在学)○
大学院…④修士選科生(1年間在学)⑤修
士科目生(半年間在学)　※②③④⑤は、
希望する科目が履修可

対 象▶ ①18歳以上で、高校卒業した人②③15歳
以上の人④⑤18歳以上の人　※いずれも
入学試験はなし

費 用▶ 授業料①②③…1科目(2単位)1万1000円
④⑤…1科目(2単位)2万2000円　※いず
れもテキスト代含む

受付期限▶ 2月28日(土)まで
募集要項などの請求▶放送大学愛知学習センター

(☎052－831－1771)
 ホームページ　http://www.u－air.ac.jp/

3級販売士検定
月 日▶ 2月18日(水)
費 用▶ 受験料4000円
ところ・申し込み▶1月5日(月) ～ 22日(木)に春日

井商工会議所(☎81－4141)へ



万 人

万

新春代表作家展
とき▶1月7日（水)～ 12日（祝）午前10時～午後5
時（最終日は4時まで）　ところ▶文化フォーラ
ム春日井　内容▶新春の門出にふさわしい日本
画や洋画、書、写真、工芸の展示　問い合わせ
▶市美術協会・後藤（☎31－8517）
･･････････････････････････････････････････
幸田バレエ教室バレエコンサート
とき▶1月11日（日）午後5時から　ところ▶市民
会館　内容▶クラシックバレエ・バリエーショ
ン集、「パキータ」より『アントレ』、「ナポリ」よ
り『バラビレ』など　問い合わせ▶幸田（☎84－
9264）
･･････････････････････････････････････････
わくわく！ふれあいワールド
とき▶1月24日（土）午前10時30分～正午　とこ
ろ▶ささえ愛センター内国際交流ルーム　内
容▶チョコレートの原料であるカカオの生産地
の状況や流通についてクイズを交えて楽しく学
ぶ　対象･定員▶小学4年生以上の人・20人（先
着順）　費用▶参加料（1人）350円　申し込み▶
1月9日（金)～16日（金）に国際交流ルーム（☎85
－6606）へ

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

坂下公民館 (☎88－5555) 1／4(日)～15(木) 書道展 倣蛙会

味美ふれあいセンター (☎31－3522)
1／5(月)～10(土) 新春いけばな展 華道連盟協会(味美同好会)
1／13(火)～20(火) 出張生活展 市消費生活展実行委員会

市役所市民サロン (☎85－6073)
1／5(月)～11(日) H2クロッキー作品展 H2クロッキー会
1／12(祝)～18(日) 作品展(絵手紙) ピーマンの会

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

1／6(火)～8(木) 新春さつき盆栽展 近世さつき会・鷹来さつき
会合同

1／10(土)～18(日) 植物画展 グリーンピア春日井植物画
同好会「ゆうの会」

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 1／6(火)～18(日) フォトサークル未来写真展 フォトサークル未来
西部ふれあいセンター (☎33－0808) 1／6(火)～18(日) 水墨画描き初め展 水墨画クラブ静墨会

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
1／6(火)～30(金) 干支（えと)の置物展 三輪武子
1／6(火)～30(金) 絵手紙による年賀状展 入船幸子

鷹来公民館 (☎84－7071) 1／10(土)～24(土) 新春書き初め展 「新春書き初め」受講生
南部ふれあいセンター (☎85－7878) 1／11(日)～20(火) 手作りの年賀状展 水彩画火曜会

映画「歓喜の歌」上映会
とき▶1月31日（土）午後1時30分～ 3時30分（0時
30分開場）　ところ▶レディヤンかすがい　内
容▶映画の上映会　※託児あり（1歳～未就学児
・要予約）。シーンボイスガイド付き　定員▶
400人（先着順）　問い合わせ▶かすがい女性連
盟・丸山（☎88－5809）

あなたも情報発信しませんか？

　掲載申請書は市ホームページからダウ
ンロードできます。掲載希望号発行日の1
か月前までに申請書に記入して、郵送か
ファクスで、〒486－8686春日井市役所広
報広聴課（☎85－6036、FAX84－7421）へ
ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/shinsei/shinsei/koho/koho.html
※市の後援等がある催しを掲載します。
申し込みの際に後援等の決定通知書の写
しを提出してください。
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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

1／10

緊 急 医
平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日
・
1
／
1
〜
1
／
4

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

内科・小児科

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎84－1811

☎84－3060

☎91－3755

☎82－2161

☎31－5252

☎75－3882

☎33－8011

☎34－1166

☎81－1303

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日、12／27～1／4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）

田代クリニック（鳥居松町4）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

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）

ミナミ産婦人科（小牧市）

大林産婦人科医院（高山町1）

アルファクリニック（朝宮町1）

森永産婦人科（八事町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

1／1

1／2

1／3

1／4

1／11

1／12

保健センターは、12月29日（月）から1月3日（土）まで休みます。
正月期間のかかりつけ医や最寄りの医療機関の診療日時をあらかじめ確認しておきましょう。

健 康

☎0180－995－999

火 災 情 報水 道 修 繕

人　口 （＋1653）

世帯数
30万6791人
12万2749世帯 （＋1967）

まちの動き

（107件）

（9人）

（10070件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

10件
917件

1人

平成20年11月30日現在　（　）内は前年同日比

平成20年11月　（　）内は1月からの累計

　赤ちゃんの誕生で幸せに満ちているはずの産
後の生活ですが、生活環境やホルモンのバラン
スの変化によって、辛い気持ちで過ごしている
お母さんは少なくありません。いわゆる「マタニ
ティブルー」は2週間程で症状が改善されますが、
「産後うつ」は早めの対応が大切です。症状が2週
間以上続くときは、お母さん自身だけでなく、
周囲の人も迷わず医師や助産師・保健師に相談
しましょう。

　市では、助産師・保健師による新生児訪問
を実施しています。その際、メンタルヘルス
の不調を早期に発見するためのアンケートや
育児のアドバイス・相談を行っています。訪
問を希望される場合は、「母と子のしおり」に
ついているはがきか電話で連絡してください。
訪問だけでなく電話相談にも応じていますの
で、気軽に相談してください。

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6170）

一人で抱えこまないで！～産後うつ一人で抱えこまないで！～産後うつ

●公道
年末年始を除く平日（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、年末年始…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（年末年始は広報春日井12
月15日号を見てください）
※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。

■新生児訪問を活用しましょう■憂うつ感、過剰な育児不安、食欲不振、不眠、
倦怠（けんたい）感…こんな症状ありませんか？
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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。

古紙配合率100％再生紙を使用しています

ヘリカメムシ科
クモヘリカメムシ

　体長1.5㎝強、淡い緑色で背中に茶色の羽を持つ、とてもスマート
なカメムシです。よく似た種にオオクモヘリカメムシがいますが、本
種は肩が張っていないこと、触角が黄と黒のまだら模様になっている
ことで、区別できます。
　5月から10月ごろにかけて、エノコログサ、チカラシバなどイネ科
の雑草に止まって、口針を穂（種）に差し込み吸汁している姿がよく見
られます。イネも例外でなく、稲穂が吸汁されると斑点米となってし
まいますので、農家から害虫として嫌われています。
　危険を感じると身を守るため、腹部の臭腺から強い刺激臭を発生さ
せます。また、カメムシの仲間では飛行能力が高く、よく飛び回ります。
　寒くなると、水田周辺から離れ、杉林などの枝葉に止まって、成虫で越冬します。

然春 日 井 の 自

吸汁された斑点米

佐藤咲子（八田町8）

井上千鶴子（藤山台9）

加藤健（中央通2）

家田俊彦（八田町2）

森世昶（桃山町1）

深田武（柏井町7）

大橋正子（上条町7）

田崎勝男（坂下町5） 林久美子（田楽町）

今年もたくさんの応募をいただいた年賀状。皆さんの個性あふれる力作を紹介します。
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