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「これはね…」と小学生に分かりやすく説明するのは文化財ボ
ランティア養成講座の受講生。郷土館などで見学者たちに歴
史的背景や文化財について解説するなどして、今後活躍して
いきます。今号の特集は文化財がテーマです。さあ、ページ
をめくって皆さんも春日井の歴史に触れてみましょう。

春日井の歴史を訪ねる



春日井の歴史は古く、旧石器時代から近代ま
で２００か所を超える遺跡の所在が確認されて
います。春日井の歴史を物語る文化財は、時
代を超えてわたしたちに引き継がれてきました。
そして今、先人たちからの贈り物をわたした
ちが次世代にバトンタッチしていくときなの
です。そこで今回は、新しく発足した文化財
ボランティアの会の皆さんに、春日井の文化
財を紹介してもらいます。 
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安藤伊津美さん 

　市民参加による、歴史のまちづくりや伝統文化
伝承の担い手として、1月から中央公民館内にあ
る民俗展示室や四つ建て民家、下街道沿いにある
郷土館で、小学生や見学者に歴史的背景や文化財
の解説などをしています。 

　市では今年度、貴重な文化財を現
代に生かして次世代を担う子どもた
ちに伝え、後世に継承していくこと
を目的として、文化財ボランティア
養成講座を開講し、春日井文化財ボ
ランティアの会を発足しました。 

　講座で学んだこと
を娘や孫たちに話し

たら、日ごろのウオーキングコースにし
ている「ふれあい緑道（ハニワが設置）」
に歴史を感じていました。春日井の歴史
や文化を次世代に継承し、多くの人に文
化財に触れる機会を持っていただくお手
伝いができればと思っています。 

木塚尚文さん 

　市内在住33年にな
りますが、これまで
地元の文化や歴史に

ついてほとんど知りませんでした。定年
後の自由な時間を、何か地元に役立たせ
たいと思い、参加しました。史跡や文化
財を紹介するため、ガイド原稿を仲間と
一緒に作成し、見学者の皆さんに昔の生
活の知恵などを伝えることで、分かりや
すく、喜んでもらえるような説明をした

梶田直子さん 

　春日井に生まれ育ちま
したが、市内にある文化
財を深くは知りませんで

した。この養成講座を受講し、貴重な文化遺
産が多くあることを知り、さらに興味がわい
てきました。地域の歴史を勉強し、市の文化
財を市民の人たちが理解し、保護・保存に努
めていただけるように伝えていきたいです。 

ボランテ
ィア 

さんの声
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味美 
二子山古墳 

十五の森跡 

道風記念館 
小野道風公誕生伝説地 

春日井 

神領 

勝川 

間
内 

牛
山 

春
日
井 

味
美 

勝川 
密蔵院 

ふれあい緑道 

伊多波刀神社 

四つ建て民家 

市役所 

落合公園 

東名高速 
春日井I.C

東
名
高
速
道
路 

下原 
古窯跡群 

味美 

　写真は上部から、時計回りに「御旅所古墳」
「白山神社古墳」「二子山古墳」です。二子
山古墳は、国指定の史跡で、全長94ｍの前
方後円墳です。この古墳の中から須恵器や
埴輪（はにわ）が出てきました。昔、市内には
もっとたくさんの古墳がありましたが、市の発
展とともに姿を消してしまいました。 

　この塚にまつわる悲し
い話があります。昔、洪
水があって、庄屋の15歳
になる娘にくじがあたり、
人柱として川の土手に
埋められました。娘の供
養をするために塚が建て
られ、その付近を十五の
森と呼ぶようになりました。 

　10月始めの秋祭りには、
流鏑馬（やぶさめ）が奉
納されます。装束に身を
包んだ厄年の男たちが
弓矢を射る姿は、伝統と
威厳を感じさせます。神
社の境内に屋台も並び、
各町内のみこしも見るこ
とができます。 

　四つ建て民家は、明
治初期のこの地方の代
表的な農家です。四つ
建てとは、建物を４本の
柱で支える工法のことで
す。昔、よく使われてい
た民具があり、屋根や入
口にも工夫があります。 

味美二子山古墳 

四つ建て民家 

十五の森跡 

伊多波刀神社 

ところ／二子町2－11－5、6 
駐車場／有（二子山公園駐車場利用） 

ところ／松河戸町4123 
駐車場／無 

　小野道風は、平安時代の三跡（書芸に
優れた人で、小野道風、藤原佐理、藤原
行成の3人のこと）の一人で松河戸町が
生誕地と伝えられています。 
　道風記念館は全国的にも珍しい書専
門の美術館です。 

小野道風誕生伝説地 
ところ／松河戸町928 
駐車場／有（道風記念館駐車場利用） 

ところ／上田楽町3454 
駐車場／無 

ところ／柏原町１－97－１（中央公民館内） 
駐車場／有 
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高蔵寺 

定
光
寺
 

尻冷し 
地蔵 

中
央
自
動
車
道
 

円福寺 

少年自然の家 

シデコブシ自生地 

内々神社 

グリーンピア春日井 
都市緑化植物園 

道樹山 

弥勒山 

玉野川渓谷 
庄内川 

JR中央本線 

愛知環状鉄道 

　市内にはこのほかにもまだまだたくさんの歴史を感じることができる遺跡が残っています。かすがい
デジタル博物館では88の指定文化財を見ることができます。 http://www.mus.city.kasugai.aichi.jp

　古墳時代の窯跡です。
ここで焼かれた須恵器は、
生地川と八田川を通じて、
味美二子山古墳や市内の
古墳に送られたといわれて
います。 
　はるか昔の人々が須恵
器を作って運んだことにち
なんで、ふれあい緑道沿い
に市民のみなさんが作った
ハニワが並んでいます。 

下原古窯跡群 
ところ／東山町2336－1、3・2337 
駐車場／無 
団体見学可・要予約 

　室町時代に建てられた「多宝塔」
と平安時代に造られた「木造薬
師如来立像」は、国の重要文化
財になっています。 
　毎年10月第1週の土曜日には、
寺宝展が開かれて貴重な文化
財を見ることができます。4月は桜、
9月は彼岸花、11月は紅葉ときれ
いな景色も見られます。 

密蔵院 

ところ／熊野町3133 
駐車場／有 

円福寺 

内々神社 

ところ／白山町9－1－3 
駐車場／有 

ところ／内津町24 
駐車場／有 

　台石の下から清水が
湧き出ていつも濡れて
いることから「尻冷し」と
呼ばれるようになりました。
尻冷し地蔵はどんな願
いもかなえてくれるとい
われています。 

　築水池の周りには天
然記念物のシデコブシが
自生し、花の咲く3月下旬
ごろは、美しい色に染まり
ます。大変貴重な植物の
ため、かすがい自然友の
会の協力によって保護さ
れています。 

尻冷し地蔵 

シデコブシ自生地 

ところ／大泉寺町443 
駐車場／有 

ところ／廻間町1102－1 
駐車場／有（少年自然の家駐車場利用） 
 

　創建はとても古く、
由緒ある神社を紹介
する平安時代の書
物「延喜式神名帳」
にも載っている神社
です。豊臣秀吉が戦

勝を祈願して、神社の大杉7本を切って帆柱にした、と伝え
られています。東海自然歩道が、神社の右手奥から延びて
います。また、すみれ塚が途中にあり、横井也有の句碑が
あります。一句詠んで、投句ポストに投句してみてましょう。 

　寺を守護する仁王像
は、室町時代に造られ
たものです。高台にあっ
て、市内が一望できます。
晴れている日は、名古
屋市まで見渡せる春日
井の絶景スポットの一つです。 
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鳥居松町1

庚申堂 

桂林寺 

春日井 
郵便局 
　● 

勝川駅 

春日井高　 
● ●

レ
デ
ィ
ヤ
ン
 

か
す
が
い
 

●水林 
　公園 

八幡社 

慈眼寺 

　下街道（したかいどう）は、ほぼ現在の県道内津勝川線にあたり、名古屋から勝川・坂
下・内津などを通り岐阜県へ続く道で、約53kmの長さがあります。江戸時代には、名
古屋城下と中山道を結ぶ道路として、たくさんの商人や旅人が行き交い、庶民の道とし
て栄えた街道です。今も所々に残る当時の面影をみることができます。 
　今回は、下街道の中でも見どころたくさんの鳥居松～柏井までの約2kmを紹介します。
郷土館を拠点にして歩いてみませんか？（郷土館開設日には文化財ボランティアもいます。） 

八幡社 

　山門には黄檗宗独
特の建築様式を伝え
ています。境内には、
鐘楼門、地蔵堂、弘
法堂、稲荷社などが
あります。寺には、
紙本着色越伝道付画
像、木造越伝道付坐
像、木造聖観世音菩
薩（ぼさつ）坐像の指
定文化財があります。 

慈眼寺 

庚申堂 

　境内入口には、弘法大師の石
像や秋葉三尺坊大権現、西国巡
拝の供養碑群があります。  
　西国巡拝供養碑の古いもので
は明和元年（1764）、新しいもの
では昭和28年の碑があります。
赤いよだれ掛けが着せてあります。 

郷土館 

開館時間／毎週土曜日午後1時～4時  
毎月第3土曜日午前の下街道ウォークラリー 
の時には、蓄音機を聴く会を行っています。 
昔懐かしい音色を聴いてみませんか。 

　造り酒屋の飯田重蔵
が江戸時代に建てた離
れ座敷です。明治天皇
が各地を廻られた時に、
御小休所（おんこやすみ
どころ）として使われま
した。その後、商工会
議所や銀行になって、

昭和48年に市制30周年を記念して、市立郷土館とし
て開館しました。館内は下街道に関する展示や横井
也有の句碑と昔の道しるべなどがあります。 

　下条村
から江戸
時代に遷
座した神
社で、平
安時代の
書物「延
喜式神名
帳」にも
載ってい
ます。毎年、大相撲名古屋場所の時に春日野部
屋の宿舎にもなります。早朝から激しいけいこ
をする力士を見られるかもしれません。 
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鳥居松 

鳥居松南 
油茂商店 

鳥居病院 

お天王さま・常夜灯 

蔦屋 

郷土館 

観音堂 

春日井駅 

巡見街道 

県
道
内
津
勝
川
線
 

●市役所 

● 
鳥居松小 

八幡小● 
 

ＪＲ
中央
本線
 

鳥居松バス停 

　江戸時代から油屋で、
明治の末から味噌、た
まりしょうゆを造って
いました。その後、酒
も売るようになりまし
た。火事を防ぐために
外壁をしっくいで塗り
固めた塗屋造りの重厚
な店構えは現在も見る
ことができます。 

油茂商店 

蔦屋 

　内津村の鳥居良庵が
幕末に現在地に移転し
ました。良庵は、西洋
医術を取り入れ、この
地域の医療の中心にな
っていました。 

鳥居病院 

　堂には、中央に馬頭観音（大正13年
鳥居松信用馬車組合建造）の石像、左
に33体の仏を浮き彫りにした石碑があ
り、その両側に5体の地蔵が並べられ
祭ってあります。地元の人が大切に管
理をしています。 

観音堂（馬頭観音） 

お天王さま・常夜灯 

桂林寺 

　臨済宗妙
心寺派です。
昔、この辺
りに多くの
桂の木が茂
っており、
この木で寺

院を建てたことから「桂林寺」と呼
ばれたそうです。江戸時代末には寺
子屋となり、勝川や鳥居松の子ども
たちが学んでいたそうです。その後、
昭和28年に保育園が開設され、園児
たちの元気な声がこだましています。 

　堂には、
天王社、熱
田社、秋葉
社が祭られ
ています。
　常夜灯が
一対ありま
す。向って
右の常夜灯
は「文久二

年戌六月吉日」と刻まれています。また、向か
って左の常夜灯は「明治十四年」と刻まれてい
ます。当時は、夜道の安全のため庶民を見守っ
ていました。 

　江戸時代から
続く商家です。
酢や油などを作
っていました。
大正時代は、酒、
米、麦や肥料な
どを売っていま
した。現在は住
居になっていま
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○事業や不動産もしくは年金の収入がある人、土地や建物を
　売った人などで、平成20年中の所得の合計額から所得控除
　の合計額を差し引き、その金額を基に算出した税額が配当
　控除額を超える人
○平成20年中の給与収入金額が2000万円を超える人
○給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える
　人
○2か所以上から給与などの支払を受けている人

確定申告が必要な人

　確定申告をしなくてもよい人でも、次のような場合は申告
すれば、所得税の還付を受けることができます。
○公的年金を受給している人で年金から源泉徴収された所得
　税について納めすぎている人
○給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅
　借入金等特別控除を受ける人
○給与所得者で、平成20年中に退職し、その後就職しなかっ
　たため、年末調整を受けられなかった人
※還付申告は、2月16日（月）以前でも小牧税務署へ提出でき
ます。

確定申告をすれば所得税の還付を受けられる人

確 定 申 告所 得 税 の

Q&A

2月16日（月）～ 3月16日（月）に、
所得税の確定申告と市・県民税
の申告を受け付けます。早めに
申告し、納税も済ませましょう。

確定申告をしましょう確定申告をしましょう確定申告をしましょう確定申告をしましょう確定申告をしましょう
【春日井会場】
と　き▶

ところ▶

一定の金額を超える年金を受給した
場合、年金から所得税が源泉徴収さ
れますので、確定申告により所得税
の清算をします。
国民健康保険税などの「社会保険料」
や「生命保険料・地震保険料」、「一定
金額以上の医療費」などを支払った人
は、確定申告や市・県民税申告によ
り税額を控除することができる場合
があります。
申告には「公的年金等に係る源泉徴収
票（原本）」をはじめ各所得控除の添付
書類が必要です。
源泉徴収されていない人でも、所得
税と市・県民税の所得控除の差によ
り市・県民税が課税される場合があ
ります。市・県民税の控除の申告に
より減額できる場合がありますので、
市・県民税申告をしてください。

年金と申告
○

○

○

○

2月16日（月）～3月16日（月）〈土・日曜
日を除く〉午前9時～午後4時
グリーンパレス春日井　※かすがい
シティバスはあとふるライナー施設
連絡東西線や病院循環東部線など公
共交通機関を利用してください。

グリーンパレス
春日井

国
道
155号

春日井駅

市民病院

消防署

総合福祉
センター

JR中央本線 神領駅

東
名
高
速
道
路

総合体育館総合体育館総合体育館

市役所市役所市役所

落合公園落合公園落合公園

グリーンパレスグリーンパレス
春日井春日井

グリーンパレス
春日井

春日井インターチェンジ春日井インターチェンジ春日井インターチェンジ勤労福祉会館勤労福祉会館勤労福祉会館

県道内津・勝川線

N

国道19号

小牧原駅

小牧駅
小牧山
　△ 小牧市小牧市

公民館公民館

至味美至名古屋

至
一
宮

至
大
草

至
春
日
井

至
桃
花
台

小牧勤労センター小牧勤労センター小牧勤労センター

至犬山 ピーチバス
上末バス停

国
道
41
号

東名高速道路
カインズカインズ
ホームホーム

小牧市役所小牧市役所小牧市役所

小牧市
公民館

小牧IC小牧IC小牧IC

勤労センター北勤労センター北勤労センター北村中

間々本町

弥生町

小牧原

米野小学校南

市民会館北

東田中

下末西

上田楽町北

新田三丁目東

下末

上末

上末南

二重堀東

田楽グランド北

【小牧会場】
と　き▶

ところ▶

2月16日（月）～3月16日（月）〈土・日曜
日を除く。ただし2月22日（日）と3月1
日（日）は開設〉午前9時～午後5時
小牧勤労センター
※会場が昨年と変わりましたので注
意してください。

2月12日（木）～13日（金）は先行して還付申告を行っています。また、いずれも来場者の状況により、
早めに会場を締め切ることがあります。
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問い合わせ▶市・県民税の申告…市民税課（☎85－6093）、所得税の確定申告…小牧税務署（☎72－2111）

　印鑑（認め印可）、筆記用具、源泉徴収票（原本）、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書、生命保険料・
地震保険料などの支払証明書、支払った医療費の領収書など
※事業所得や不動産所得がある人は、収入金額や必要経費の内容を記載した収支内訳書か青色申告決算書の
添付が必要。

確定申告に必要な物

　会場では、自分で「確定申告の手引き」などを参照して申告書を作成します。記載方法などで分からないと
きは、会場の職員に聞いてください。
※申告書などは、市民税課や坂下出張所、東部市民センター、各ふれあいセンター、各公民館、ルネック市
民サービスコーナーで入手できますが、数に限りがあります。国税庁ホームページの「所得税の確定申告書
作成コーナー」を利用すると簡単に確定申告書が作成できますので、活用してください。自分で作成した確
定申告書は、会場で提出するか、郵送などで小牧税務署へ提出してください。
国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp

確定申告方法

Qどういう場合に、市・
県民税の住宅ローン控
除の対象となるの？ A年末調整をした給与所得の人については、平成20年分

の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別
控除可能額」が記載された人が対象です。

QQ&AQ&A

確定申告をしましょう確定申告をしましょう

　平成21年1月1日現在、市内に住所があり、平成20年中に所得が
あった人。ただし、次の人は申告の必要はありません。
○所得税の確定申告（還付申告を含む）をした人
○所得が給与所得だけで、勤務先などから市へ支払報告書が提出
されている人
○所得が公的年金等だけで、次の条件にあてはまる人
・昭和19年1月1日以前生まれの人で、公的年金の収入が152万円
以下の人
・昭和19年1月2日以後生まれの人で、公的年金の収入が102万円
以下の人

市・県民税の申告が必要な人

　平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人で、所得税の住宅ローン控除を受けている人は、
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の額がある場合に、翌年度の市・県民税（所得割）から控除で
きます。また、この市・県民税の住宅ローン控除を受けるためには、毎年市へ申告が必要となります。
申告時期▶毎年3月15日〈平成21年は3月16日（月）〉まで
提出場所と必要な書類▶

市・県民税の住宅ローン控除について

税 の 申 告市 ・ 県 民

　平成20年中に「ふるさと納税」として寄附をされた人は、確定申告をすることによって、所得税と市・
県民税から寄附金控除（市・県民税は所得割の1割を上限）を受けることができます。寄附金の領収書
を添付して、忘れずに申告してください。なお、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)などによって、
所得税が0円の人は、確定申告をする必要がないため、平成21年1月1日現在、住所がある市区町村役場へ、
寄附金税額控除申告書を提出してください。

寄附金控除について

○所得税の確定申告をしない人…市役所市民税課に住宅借入金等特別税額控除申告書（確定申告書
　を提出しない納税者用）を2部と給与所得の源泉徴収票（原本）
○所得税の確定申告をする人…確定申告会場に住宅借入金等特別税額控除申告書（確定申告書を提
　出する納税者用）を2部と確定申告書　※いずれも押印が必要です。

総合体育館

市役所

落合公園

グリーンパレス
春日井

春日井インターチェンジ勤労福祉会館

小牧市
公民館

小牧勤労センター

カインズ
ホーム

小牧市役所

小牧IC

勤労センター北

障がい者控除について
介護保険制度に基づく要介護認
定（要介護1～5）を受けている65
歳以上の人やその人を扶養して
いる給与所得者は障がい者控除
の適用を受けられる場合があり
ます（障がい者手帳の交付は不
要）ので、介護保険課（☎85－
6183）で障がい者控除対象者認
定書の交付を受けてください。
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問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

自分史フェスタに行こう！
平成11年から続いてきた自分史シンポジウムは、より身近で皆さんに愛されるイベントを目指し
「自分史フェスタ」として生まれ変わります。展覧会では未経験者にも分かりやすく自分史を紹介し、
フェスタ最終日には、東海地区で活躍するラジオパーソナリティー 2人が、春日井ゆかりのゲスト
とともに自分史の魅力を引き出します。気軽に楽しく自分史に触れてみませんか。

　ラジオから元気と笑いを振りまいているパーソ
ナリティーの蟹江篤子、小島一宏の2人と春日井
ゆかりのゲストたちがそれぞれの生きざまを通じ、
前向きに生きることの大切さと自分史の魅力を届
けます。トーク・朗読・実演・笑いのコラボレー
ションを楽しんでください。

　よりすぐりの自分史作品を、その時代や社会の背景を示す写真・品物・資料などと併せて展示。
ビジュアル的にも面白く紹介します。自分史の多角的な魅力を体全体で感じてください。

と　き▶2月17日（火）～22日（日）午前9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

と　き▶2月22日（日）午後1時から
　　　　（0時30分開場）
ところ▶市民会館 蟹江篤子 小島一宏

松村亜矢子
北京オリンピック女子
シンクロ代表

馬場淳史
2007年第6回全国津
軽三味線コンクール
大阪大会優勝者

國分光一郎
NPO法人転輪太鼓代表

亀田あつ子
「ボクはSSY スーパー・
しょうがいじ・ゆうだい」
著者

春日井ゆかりのゲスト

司会・朗読

ステージ　　自分史おもしろ百花～聴き書きビジュアル編

展覧会　　自分史・その彩なす心
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かすがいDo! スポーツフェスタかすがいDo! スポーツフェスタかすがいDo! スポーツフェスタかすがいDo! スポーツフェスタかすがいDo! スポーツフェスタ
みんなで行こうよ

※託児あり（午前9時～午後4時のうち、おおむね2時間で3歳以上の未就学児）

卓球体験コーナー卓球体験コーナー
時　間 ▼午前9時～午後9時30分

フィットネス体験コーナーフィットネス体験コーナー
時　間 ▼ ①脂肪燃焼エアロ…午前9時15分～10

時15分②ソフトエアロビクス…午前10
時45分～11時45分③ヨガ…午後1時30
分～2時30分

定　員 ▼各50人（先着順、①は午前8時30分から、
②③は1時間前より受け付け）

キッズステージキッズステージ（事前申し込み）（事前申し込み）
時　間 ▼午前10時30分～11時

30分
内　容 ▼「おかあさんといっ

しょ」に出演してい
た「きよこおねえさ
ん」と一緒に、親子
で楽しく遊ぼう

対象・定員 ▼市内在住か在園の未
就学児とその保護者
・300組（超えたときは抽選）

申し込み ▼ 2月21日（土）〈必着〉までに、往復はが
きに「キッズステージ」、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、市
内在住以外の人は園名を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

キッズコーナーキッズコーナー
時　間 ▼午前10時30分～午後5時
内　容 ▼サーキットチャレンジコーナーやふわ

ふわ、ボールプールなど

ピエロによるパフォーマンスショーピエロによるパフォーマンスショー
時　間 ▼午後1時～2時、午後2時30分～3時30分
内　容 ▼ジャグリングやバルーンアートなど

バドミントン体験コーナーバドミントン体験コーナー
時　間 ▼午後1時～6時

トレーニング室開放トレーニング室開放
時　間 ▼午前9時～午後9時30分
対　象 ▼中学生以上の人〈中学生の利用は保護

者同伴（保護者1人につき2人まで）が必
要〉

健康チェックコーナー健康チェックコーナー
時　間 ▼午前10時～午後3時
内　容 ▼筋肉量、血管年齢、超音波による体脂

肪などの測定

温水プール開放温水プール開放
時　間 ▼午前10時～午後8時30分
※おむつやトレーニングパンツを着用している
人は入場不可

50ｍタイムアタック50ｍタイムアタック
時　間 ▼午後1時～2時、午後3時～4時
内　容 ▼電光掲示板を使用して競技会さながら

にタイムを計測する

赤十字水難事故の救助法体験赤十字水難事故の救助法体験
時　間 ▼午後1時～4時
内　容 ▼身近にあるものを使った救助方法や救

助を待つ方法を学ぶ

赤十字心肺蘇生（そせい）法体験赤十字心肺蘇生（そせい）法体験
時　間 ▼午後1時～4時
内　容 ▼ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を使った

蘇生法を体験する

総合体育館（☎84－7101） サンフロッグ春日井（☎56－2277）
上靴が必要です。 トレーニング室は上靴、プールは水泳帽の

着用が必要です。

と　き▶3月7日（土）午前9時～午後9時30分
ところ▶総合体育館、サンフロッグ春日井

きよこ



このコーナーでは、特色ある活動をしている区・町内会などを
紹介しています。今回は坂下区の役員の皆さんに、祭りで活躍
するイベント協力会について話を伺いました。

イベント協力会って何ですか？

　春・夏に行われる祭りでのバザーの運
営を、今までは商店街振興組合の全面的
な協力のもとに実施してきましたが、後
継者不足などの理由で協力を得ることが難しくなりました。そこで、平成18年度からは「有志でバザーを維
持しよう」という声が上がり、区会と区民の同意を得て、立ち上がったものです。

現在はどのような状況ですか？ 

　祭りのバザー部門、アトラクション部門を担
当し、企画書・予算書の作成、食材などの仕入
れや設営、すべてを担当しています。保健所の
食品営業許可も取得しています。23人のスタッ
フのほか、サポーターという形で70人の区民の
皆さんが参加しています。サポーターには新し
く転入してきた住民も多く、祭りのバザーが昔
からの住民ともよい関係を築くことができるよ
うな魅力的な場となっていると思います。

vol.4vol.4

坂下区
「区民を巻き込む魅力」

坂下区はどんな団体ですか？

　明治39年から続く歴史ある地縁団体で
す。現在は72の組から成り、934世帯・
約3120人が加入しています。区会、自主
防災会の2つの組織と区の協力団体とし
てのイベント協力会があります。

今後の展望・課題について教えてください

　現在の活動がまちの活性化につながれば、と考えています。そのためには、地元企業や学生などの若い
世代にも参画してもらうことにも取り組んでいきたいと思います。

伊東信忠・坂下区長(中)と役員の皆さん

祭りのバザーでのイベント協力会
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74歳の酒井さんは、マラソンを始めて30年。これまでにいびがわマラソンやさく
ら道国際ネイチャーランなどさまざまな大会に出場し、今も現役のランナーです。

喜寿にはもっと長い距離を
酒井光雄さん（出川町）

一緒に走る仲間も師匠と呼んで尊敬しています一緒に走る仲間も師匠と呼んで尊敬しています一緒に走る仲間も師匠と呼んで尊敬しています

平安時代の仏師・円空の作風を範とするもので、ざっくりと
した彫り目が特徴です。素朴な表情が古くから多くの人に愛
されています。

円空仏って何？

始めたきっかけは何ですか？
走ることは昔から好きで、青年団の町民大会などに出場していました。フル
マラソンに挑戦したのは50歳になってからです。
60歳のときに故郷の福井県から春日井まで走られたそうですね。
はい。還暦を迎えたときに記念にやってみようと思いました。8月6日から7日
にかけて、ノンストップで192㎞を23時間46分で走りました。その時は、気温
が39度まで上がり、大変でしたが仲間も伴走をしてくれたので完走すること
ができました。

Q.
A.

Q.
A.

最近はどれくらい走っていますか。
おととしくらいまでは自宅周辺を月に400km走っていまし
たが、昨年右足を骨折してしまいました。今は回復しまし
たが、距離を抑えて内津川の河川敷にあるサイクリングロ
ードを毎日のように５kmくらい走っています。
今後の目標はありますか。
70歳を過ぎて年々体力の衰えを感じていますが、体は健康
なので喜寿を迎えたときに、還暦のときより長距離を走り
たいと思っています。

Q.
A.

Q.
A.

広報特派員
イチ押し

　円空仏を彫るようにな
ったのは、平成２年ごろ
からです。妻の飛騨土産
の仏像を見て、「これな
らわたしにも彫れるので
はないか」と思ったこと
がきっかけでした。それ
から約20年の間に3000体
ほど彫りました。
　木は選びませんが、彫るための刃物は自分で作りました。のみは、
大工さんの使い古しのものを使っています。
　彫った仏像は、寺院や施設に寄付したり、広島の原爆や阪神・
淡路大震災の犠牲になった皆さんのために贈ったりしています。
戦争で亡くなった昔の友人たちを悼む気持ちで彫っています。

のみを打つ手に込める想い
川村高士さん(旭町）

このコーナーでは、さまざまな分野で活動して
いる人を紹介しています。今回は、それぞれの区・
町内会・自治会の広報特派員からの情報により、
仏像作りとマラソンに励んでいる2人を紹介しま
す。
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市ホームページ市ホームページ

かすがい市男女共同参画情報紙「はるか」 vol.22 4月号かすがい市男女共同参画情報紙「はるか」 vol.22 4月号

I N F O R M A T I O N情報最前線

問い合わせ▶ごみ減量推進課(☎85－6222)

　携帯電話やPHSには金、銀などの貴金属やレアメタルが含まれ、
貴重な資源として再利用することができます。
　不用になった携帯電話やPHSは、メーカーを問わず無料で回収し
ていますので、右のマークのある販売店へ出してください。回収の
際には、販売店が携帯電話やPHSに保存・蓄積された個人情報など
を消去し、再資源化事業者へ適正にリサイクル処理を行います。

携帯電話・PHSのリサイクルに協力してください携帯電話・PHSのリサイクルに協力してください携帯電話・PHSのリサイクルに協力してください携帯電話・PHSのリサイクルに協力してください携帯電話・PHSのリサイクルに協力してください

有料広告のお知らせ有料広告のお知らせ有料広告のお知らせ有料広告のお知らせ有料広告のお知らせ
市では、所有する資産を広告媒体として活用し、新たな自主財源を確保するため、有料広告を募集します。

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

掲載期間 ▼ 4月1日（水）～平成22年3月31日（水）
※1か月単位で複数月の申し込み可

広告掲載位置 ▼ 市ホームページトップページ　
http://www.city.kasugai.lg.jp/

規　格 ▼ ○大きさ…縦60ピクセル×横120ピク
セル○形式…GIF（アニメ不可、透過
GIF不可）・JPEG・PNG○データ容量…
4KB以下○その他…画像のスライス（分
割）不可

枠　数 ▼ 12枠　※掲載位置は、市で決定
アクセス件数 ▼ 月間約7万7000件（平成20年1月～

12月の平均値）　※トップページのみの

アクセス件数で、毎月のアクセス件数を
保証するものではありません。

掲載料 ▼ 1枠月額2万円
掲載基準 ▼市広告掲載要綱、市ホームページ広告掲

載要領、市ホームページバナー広告表現
ガイドライン

申し込み ▼ 2月2日（月）～27日（金）〈必着〉に、申込書
（市ホームページに用意）に必要事項を
記入して、広告案（デザイン案でも可）
を添えて、市役所執務時間中に直接か郵
送で、〒486－8686春日井市役所広報広
聴課（☎85－6037）へ　※応募者多数の場
合は、審査後、抽選により決定

広告掲載位置 ▼裏表紙
規　格 ▼ 1色刷（色指定不可）、縦30㎜×横80㎜
枠　数 ▼ 4枠　※隣り合う2枠か4枠すべてを併せ

て掲載可
作成部数 ▼ 5000部
掲載料 ▼ 1枠2万円
掲載基準 ▼市広告掲載要綱およびかすがい市男女共

同参画情報紙「はるか」広告掲載要領
申し込み ▼ 2月27日（金）までに、申込書（市ホーム

ページに用意）に必要事項を記入して、
広告案を添えて、市役所執務時間中に直
接、市民活動推進課男女共同参画室（☎
85－6288）へ　※応募者多数の場合は、
審査後、抽選により決定

携帯電話・PHSのリサイクルに関する問い合わせは、
（社）電気通信事業者協会（☎03－3502－0991）
ホームページ　http://www.mobile-recycle.net/index.html
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日々の生活の中で感じているストレスを解消して、ポジティブな毎日を過ごすための講座です。託児付き
なので、小さな子どもがいる人も安心して参加できます。

時　間 ▼午後7時～ 8時30分
ところ ▼レディヤンかすがい
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）　※託児あり

費　用 ▼受講料500円

回 開催日 テーマ 講師

１ 3/3（火） カラーセラピーでHAPPYな毎日を！～仕事や人間関
係によるストレスを抱えた心を癒やす

ファイン・メンタルカラー研究所代表・藤本
梨恵子

２ 3/12（木） プラス思考になる！気持ちトレーニング～自分自身の
気持ちの持ち方を考え、プラス思考になる方法を学ぶ

NPOセルフディフェンスコミュニケーション
開発理事・青嶋宮央

疲れたココロを癒し元気になる！ビタミン講座！疲れたココロを癒し元気になる！ビタミン講座！疲れたココロを癒し元気になる！ビタミン講座！疲れたココロを癒し元気になる！ビタミン講座！疲れたココロを癒し元気になる！ビタミン講座！
うぇいくあっぷセミナーうぇいくあっぷセミナーうぇいくあっぷセミナー

あ～とふるマイタウンは、身近な場所へ芸術家や専門家を講師として派遣する事業です。学校や、町内会、
福祉施設など皆さんの集まる場所で、文化や芸術を気軽に鑑賞・体験してください。

派遣期間 ▼ 6月～ 12月
応募要件 ▼市内に会場を用意できる団体（申し込み多数

の場合は抽選）　※営利目的、政治・宗教活
動などの会場へは派遣できません。詳しくは
市の主な施設に設置してあるチラシまたはホ
ームページを見てください。

あ～とふるマイタウンの講師派遣希望団体を募集あ～とふるマイタウンの講師派遣希望団体を募集あ～とふるマイタウンの講師派遣希望団体を募集あ～とふるマイタウンの講師派遣希望団体を募集あ～とふるマイタウンの講師派遣希望団体を募集
市民メセナ基金活用事業市民メセナ基金活用事業市民メセナ基金活用事業

■鑑賞型プログラム（コンサート・公演形式）
ジャンル タイトル 講　　師 内　　容

音　　楽
和・洋あんさんぶる アンサンブル・

リベルタ
和楽器と洋楽器の織りなすアンサンブルを楽器本来の音色を
大切にした生演奏で鑑賞する

音楽で遊んじゃおう アンサンブル
「花束（ブーケ）」

クラシック音楽を中心に、名曲をじっくり聴いたり、なじみ
の曲を一緒に歌ったりして思い切り遊ぶ

伝統芸能 落語を楽しもう！ 社会人落語「楽
語の会」

高座を設営し、出囃子（でばやし）を流すなど、会場を寄席に
見立て、老若男女が楽しめる落語を鑑賞する

舞台芸術 オペラへの扉 フィオーレ いろいろなオペラのハイライトとアリア（独唱曲）の演奏を解
説を受けながら鑑賞する

■体験型プログラム（ワークショップ形式）
ジャンル タイトル 講　　師 内　　容

美　　術
面白いで「書」 原田凍谷 上手に書くことが目的ではなく、楽しんで、書く人の感性を

引き出す「書」を体験する
大きな筆で大きな文字を
書こう 武内峰敏 手のひらよりも大きな筆を使って、1畳ほどもある大きな紙

に、大きな文字を書いてみる

ダ ン ス Shall we コンテンポラ
リー dance? 倉知可英 講師の作品を鑑賞後、自分の体を使って、感情や心象を視覚

的に表現するコンテンポラリーダンスを体験する

申し込み ▼ 2月18日（水）〈必着〉までに、はがきかファクス、Ｅメール
に講座名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号（ファクス番号）、託児希望者は「託児希望」と子どもの
氏名（ふりがな）・年齢を書いて、〒486－8686春日井市役
所市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152、FAX85－
5522、Ｅメールdanjo@city.kasugai.lg.jp）へ

申し込み ▼ 2月27日（金）までに、所定の用紙（文化課、
市ホームページに用意）に記入して、必
要書類を添付して文化課（☎85－6079）へ

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
bunka/ivent_other/artfullmytown/index.html



丑（うし）年に思う　

　今年のお正月は、穏やかな天候に恵まれ、
真っ赤な初日の出を拝むことができまし
た。一方、政治の混迷と経済の急激な減速
は、私たちの生活にまで大きく影響を及ぼ
しております。
　丑年の今年は、実は私の干支（えと）でも
ありますが、どんな年になるのか十二支か
ら探ってみました。
　牛は大地と関係が深いことが、ギリシャ
神話にも出てきます。奈良・平安の時代か

ら田んぼを耕し、お米の生産には無くては
ならない仲間でした。また、牛乳や肉は私
たちの生活に欠かせません。「牛に引かれ
て善光寺参り」の諺（ことわざ）のように良
い方向への道しるべにも例えられておりま
す。
　では、丑年には過去にどんな出来事があ
ったのでしょうか。昭和48年には、オイル
ショックが起きました。そして「モーレツ」
の反動で「ゆっくリズム」の意識が高まり、
「せまい日本、そんなに急いでどこへ行く」
という高度経済成長の社会に対する警告の
意味合いを併せ持つ交通安全スローガンが
生まれました。何か今の世相を現している
ようです。
　いずれに致しましても、しっかりと大地
を踏みしめ確実に前進する年になればと願
うとともに、したいと思います。

サッカーを通してチーム
ワークを学ぼう！
（第二保育園）

　市内のサッカーチーム・ＦＣフェルボールのコ
ーチの皆さんは、定期的に市内の保育園へ出向い
て、ボランティアで園児たちにサッカーを教えて
います。園児たちは、サッカーを通して、礼儀作
法や集団で一つのことに向かう姿勢など、チーム
ワークの初歩を学んでいました。

16 広報春日井2月1日号
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都市計画審議会の公開
と き▶ 2月9日(月)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 5人(超えたときは抽選)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

市民活動支援センター運営委員会の公開
と き▶ 2月12日(木)午前10時から
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ ささえ愛センター (☎56－1943)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 2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▶ 教育委員会総務課(☎85－6436)

産業振興アクションプラン説明会
と き▶ 2月26日(木)午後3時から
ところ▶ 春日井商工会議所
内 容▶ ○第1部…講演｢円高と地域経済～企業の

生き残り策を考える～ ｣中京大学名誉教
授・水谷研治○第2部…市産業振興アク
ションプランの概要について

定 員▶ 120人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 2月13日(金)〈必着〉までに、電話かファ

クスに住所、氏名、企業名、電話番号を
書いて、経済振興課(☎85－6247、ＦＡ
Ｘ84－8731)へ

放課後児童健全育成事業利用費補助金
内 容▶ 民間の児童クラブ(市外の場合は公共の

ものも可)の利用者に対して経済的負担
の軽減を図るための利用費の補助

対 象▶ 市内に住所がある小学1～ 3年生までの
児童の利用費を負担する人　※子どもの
家の利用者は対象外

補助額▶ 1か月の利用費から6000円を差し引いた
額(月額上限1000円)

申し込み▶ 2月27日(金)までに、市内で事業を利用し
ている場合は各利用団体へ、市外で事業
を利用している場合は直接、子ども政策
課(☎85－6206)へ

家庭用生ごみ処理機購入費補助制度の案内
　市では昨年7月から家庭用生ごみ処理機の購入
費を一部補助する制度を開始し、すでに多くの皆
さんが利用しています。さらにごみ減量を進める
ため、積極的に利用してください。
対象品目▶ 県内の販売店で購入した電動式か手動式

家庭用生ごみ処理機　※配達代金やバイ
オチップなどの付属品、コンポスト、密
閉バケツ、ディスポーザーは対象外

対象要件▶ 市内在住の人・1世帯に付き1台
補助額▶ 購入価格の2分の1(上限2万円)
申し込み▶ 購入してから60日以内に、所定の用紙(ご

み減量推進課、市ホームページに用意)
に、販売店にて販売証明を受けて、必
要事項を書いて、直接か郵送で〒486－
8686春日井市役所ごみ減量推進課(☎85
－6222)へ　※出張所などでも受け付け
可能

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/gomi/gomi/shoriki_hojo.html

ヤング健診
とき・ところ▶3月9日(月)・健康管理センター、3

月13日(金)・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▶ 平成20年4月～ 21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(超えたときは抽選)

申し込み▶ 2月12日(木)〈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
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市民納涼まつり・春日井まつりの日程
　平成21年度の日程が決まりましたのでお知らせ
します。
納涼まつり
と き▶ 7月25日(土)午後6時から(荒天時は翌日に

順延)
ところ▶ 落合公園
春日井まつり
と き▶ 10月17日(土) ～ 18日(日)　
ところ▶ 市役所庁舎とその周辺
問い合わせ▶ 市民生活課(☎85－6622)

標準小作料について
　平成21年1月からの標準小作料が決まりました
のでお知らせします。なお、農地の小作料は当事
者双方の話し合いで決めることができ、標準小作
料はその目安になります。
田の標準小作料▶10a当たり年額1万円
問い合わせ▶ 農業委員会(☎85－6237)

ふれあい広場
と き▶ ①2月4日(水)・18日(水)②2月11日(祝)・25

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)

市小中学校読書感想画コンクール優良作品展
と き▶ 2月4日(水) ～ 11日(祝)午前9時～午後5時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・ギャラリー
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

ひよこ教室
と き▶ ①2月5日(木)②2月12日(木)③2月19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)

アニメひろば
と き▶ 2月8日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマンとてんどん母さん｣｢マッ

チうりの少女｣｢イワンのばか｣
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)

新入学を祝うよい子のつどい
と き▶ 2月12日(木)①午前10時～正午②午後2時

～ 4時
ところ▶ ①市民会館②東部市民センター　※駐車

場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▶ 新入学の心構えを聞いたり、親と子の手
遊びなどをしたりする

対 象▶ 4月に小学1年生になる子どもとその保護
者

入場整理券▶ 市内の幼稚園や保育園で配布中　※当
日、市民会館と東部市民センターでも配
布。入場整理券1枚で1家族が入場可

問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6441)か保育課(☎85－
6205)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 2月8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)
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わくわく工作ランド
と き▶ 2月14日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ フリスビーやダーツなどを作って遊ぶ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生
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)
協 力▶ チルドレン

子ども劇場
と き▶ 2月14日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 大型紙芝居｢ゆうびんうさぎ｣と腹話術、

南京玉すだれなど
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶鷹来公民館(☎84－7071)
協 力▶ おはなしの会、ロゴス腹話術研究会

お話の部屋
と き▶ 2月15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)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 2月15日(日)午前10時～正午受け付け、午

後3時～ 4時か2月22日(日)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)

将棋大会
と き▶ 2月21日(土)午前10時～正午
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶2月4日(水)午前9時から、交通

児童遊園(☎81－1301)へ

ビデオ鑑賞
と き▶ 2月22日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢ミッキーのジャングル探検｣
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)

公民館まつりお茶席(立礼)
と き▶ 3月8日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 400円(坂下公民館にて販売中)
ところ・問い合わせ▶坂下公民館(☎88－5555)
協 力▶ 二人庵社中

パパ・ママ卓球大会
と き▶ 3月15日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ シングルス

対 象▶ 市内在住か在勤の既婚者
費 用▶ 参加料500円、ゼッケン代(ない人の

み)100円
持ち物▶ ラケット、シューズ、ユニフォーム、ゼ

ッケン
ところ・申し込み▶3月4日(水)〈必着〉までに、は

がきに大会名、住所、氏名、年齢、電話
番号、前回出場者はその時の組名、初め
ての人は初出場と書いて、〒486－0804
鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・伊藤(☎84－8264)

高齢者総合福祉計画講演会
と き▶ 3月17日(火)①午後2時～ 3時②午後3時～

4時
ところ▶ 市役所大会議室
内 容▶ ①第4次春日井市高齢者総合福祉計画の

説明②講演 ｢福祉を活かす知恵～自助・
互助・公助を組み合わせて｣名古屋大学
名誉教授・堀内守

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・200人(先着
順)

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6198)
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/fukushi/kourei/setsumeikai.html

夏木マリ・印象派Ｎ　Ｏ
と き▶ 4月10日(金)午後7時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 夏木マリが解釈し作り上げた演劇とダン

スと音楽が融合した舞台公演｢赤ずきん｣
出 演▶ 夏木マリほか9人
入場料▶ 一般6000円、学生(当日指定券)3000円(全

席指定、未就学児不可)
入場券▶ 2月7日(土)から、文化フォーラム春日井

・文化情報プラザ、チケットぴあで発売
※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)

Ｅ́
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子どもの家の年度末限定利用者
と き▶ 3月25日(水) ～ 31日(火)午前8時～午後7時

(日曜日を除く)
ところ▶ ○白山(白山小学校隣☎33－5760)○八幡

(八幡小学校隣☎84－3493)○高森台(高森
山公園内☎91－5247)○石尾台(石尾台小
学校内☎91－5443)○味美(味美小学校内
☎34－2427)○東野(東野小学校内☎84－
7040)○不二(不二小学校内☎52－2050)○
岩成台(岩成台小学校内☎92－7503)○大
手(大手小学校内☎85－8823)○小野(小野
小学校内☎83－2329)○松原(松原小学校
内☎83－2328)○北城(北城小学校内☎83
－2327)○高座(高座小学校内☎52－7588)
○上条(上条小学校内☎56－7520)○西部
(西部ふれあいセンター内☎34－8457)　
※上記以外の子どもの家は募集なし。た
だし、通常の利用の申請または辞退によ
り状況が変わることあり

対象・人員▶ 昼間、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
・各若干名　※小学1 ～ 3年生の利用を
妨げない場合に限り、4～ 6年生も対象

利用料金▶ 午後4時30分まで無料、6時まで480円、7
時まで720円　※このほかにおやつ代480
円、教材費240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

申請書▶ 2月2日(月) ～ 14日(土)〈日曜日と11日(祝)
を除く〉の午前11時30分～午後7時(土曜
日は午前8時～午後7時)に募集する子ど
もの家で配布

面 接▶ 2月21日(土)までに、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
家へ(面接日時は申請書配布時に、各子
どもの家で調整)

指定管理者▶ 白山はじめ14施設…市社会福祉協議会
(☎84－3241)、西部子どもの家…学童保
育所イルカクラブ(☎34－8457)

ファミリー・サポート・センターの会員
　ファミリー・サポート・センターは、子育ての
援助を受けたい人(依頼会員)と、子育ての援助を
したい人(援助会員)とがお互いに助け合う会員組
織です。
対 象▶ ○依頼会員…市内在住か在勤、在学で、

0歳～小学6年生の子どもがいる人○援助
会員…市内在住で、自宅で子どもを預か
ることができる人　※依頼会員・援助会
員ともに講習会の受講が必要。資格や経

験、性別、年齢は不問
報 酬▶ 活動に当たって、依頼会員は援助会員に

センターが定めた報酬の支払いが必要
会員になるための講習会
と き▶ 3月2日(月)午後1時～ 5時
内 容▶ 子どもの体と病気、心理、安全と応急手

当てなど、会員活動に必要な知識を学ぶ
定 員▶ 30人(託児10人)〈先着順〉
申し込み▶ 2月1日(日) ～ 15日(日)に、証明写真(縦4

㎝×横3㎝)2枚と印鑑を持って、かすが
いげんきっ子センター内、ファミリー・
サポート・センター (☎35－3516)へ

春日井児童合唱団19期生
対象・人員▶ 毎週土曜日午後2時～ 4時30分にレディ

ヤンかすがいで行う練習に参加できる小
中学生・40人　※4月に小学校入学予定
者も応募可

オーディション▶2月28日(土)午前10時から、レデ
ィヤンかすがいで実施

課題曲▶ ○小学1～ 3年生…｢うたえバンバン｣｢春
の小川｣○小学4 ～ 6年生…｢まきばの
朝｣｢冬げしき｣○中学生…｢旅愁｣｢浜辺の
歌｣　※どちらか1曲を2番まで歌う。楽
譜使用可

費 用▶ 入会金1000円、会費3000円(月額)
申し込み▶ 2月27日(金)までに、所定の用紙(文化課

に用意)に記入して、文化課(☎85－6079)
へ

フリーマーケットの出店者
と き▶ 3月22日(日)午前10時～午後3時
対 象▶ 市内在住で商業者でない人
販売品目▶ 家庭での不用品(営利目的の物は不可)
小間料▶ 1小間(250㎝×150㎝)1000円
小間数▶ 45小間(超えたときは抽選)
ところ・申し込み▶2月15日(日)〈必着〉までに、

往復はがき(1グループ・1家族につき1枚)
に代表者の住所・氏名・電話番号、参加
人数、販売品目を書いて、〒480－0304
神屋町1－2、エコメッセ春日井(☎88－
5006)へ

花のまちづくりコンクール
対 象▶ 公道に面した土地にある花壇や壁面など

を花で演出したもの　※自薦・他薦を問
わず

審 査▶ 4月上旬(予定)
申し込み▶ 2月27日(金)までに、所定の用紙(公園緑

地課、各ふれあいセンターなどに用意)
に記入して、〒486－8686春日井市役所
公園緑地課(☎85－6281)へ
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グリーンピアギャラリー展示作品
と き▶ 21年度前期(4月～ 9月)のうち1か月間展

示
内 容▶ 自然を対象とした絵画や写真などの展示

※四つ切りサイズで15枚ほど(月の途中
で作品の入れ替えも可)展示可

申し込み▶ 2月21日(土)〈必着〉までに、往復はがき
に希望月、ジャンル、住所、氏名、電話
番号を書いて、〒487－0001細野町3249
－1、グリーンピア春日井(☎92－8711)へ
※申し込み者多数の場合は調整

植物園ボランティア
　樹木や草花の習性を学習し、緑化の推進に理解
を深め植物園で活動するボランティアの育成講座
を開講します。
と き▶ 4月～平成22年3月の毎月第2水曜日か第

2木曜日午前9時30分～午後4時(イベント
の活動補助で不定期に開催する場合あ
り)

内 容▶ ○樹木、草花の管理方法○花壇の植栽、
手入れ、花がら摘み、除草作業など○植
物園まつりなどイベントの補助活動など

対象・定員▶ 市内在住で18歳以上の健康で、植物や自
然環境に興味があり、学習意欲のある人
・30人(先着順)

持ち物▶ 作業服、長靴、手袋、帽子　※作業用具
は貸与します。

ところ・申し込み▶2月6日(金)から、グリーンピ
ア春日井(☎92－8711)へ

予防接種に伴う看護師
職 種▶ ポリオ予防接種やＢＣＧ接種の看護師
賃 金▶ 1回の実施(4時間程度)につき5700円
勤務時間▶ 午後　※ポリオ予防接種の日程は5月上

旬から6月中旬、9月中旬から10月下旬ま
で、ＢＣＧ接種は毎週行う予定です。勤
務日は、月間日程の中で調整

対象・人員▶ 看護師資格を持っている人・若干名
申し込み▶ 事前に連絡の上、市販の履歴書と資格の

免許証を持って、本人が直接、健康推進
課(☎85－6168)へ

クリーンセンター臨時職員の登録者
内 容▶ 缶・瓶・ペットボトルのリサイクルに伴

う作業とクリーンセンターでの軽作業
勤務日▶ 月～金曜日○午前8時30分～午後4時30分

○午前8時30分～正午○午後1時～ 4時30
分

賃金(時給)▶ 1050円(平成21年2月1日現在)　※交通費
を1通勤につき200円支給

登録有効期間▶4月1日～平成22年3月31日
申し込み▶ 2月2日(月) ～ 10日(火)〈土・日曜日を除く〉

に、市販の履歴書に記入して、本人が直
接、クリーンセンター (☎88－0247)へ

東部市民センター　☎92－8511
大正琴でやさしい春の曲を弾く～基本から練習し
て｢ふるさと｣｢春の小川｣｢荒城の月｣を弾く
と き▶ 3月2日・9日・23日・30日の月曜日(4回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 新芝えつ子
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1000円
持ち物▶ 大正琴(ない人は貸し出し可)
申し込み▶ 2月17日(火)〈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、大正琴の貸し出し希望
の有無を書いて、〒487－0011中央台2－
2－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
ぼかし作り教室
と き▶ 3月4日(水)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4kgのぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
 
和菓子｢桜もち｣作り講座
と き▶ 3月6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▶ エプロン、ふきん2枚、持ち帰り用の容

器
 
申し込み▶ ｢ぼかし作り教室｣は2月5日(木)から、｢和

菓子作り講座｣は2月6日(金)から、電話で
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坂下公民館　☎88－5555
科学あそび｢浮いた！沈んだ！不思議なおもり｣
～ペットボトルの中で潜水する浮きを作って遊ぼ
う
と き▶ 2月15日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 嶋田秀敏
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同

伴)・10人(先着順)
持ち物▶ 無色の500mlペットボトル(キャップ付

き)1本、弁当用しょうゆ容器、折り紙
 
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▶ 3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▶ 市内在住の人・16人(超えたときは抽選)
持ち物▶ ウィンドウズＸＰかビスタ対応パソコ

ン、パソコン接続コード
費 用▶ 受講料2000円、教材費200円
 
郷土の歴史講座～春日井に鉄道がやって来た！
と き▶ 3月15日(日)・22日(日)・29日(日)〈3回〉

午前10時～正午
講 師▶ 安田裕次
定員・対象▶ 市内在住の人・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料750円
 
申し込み▶ ｢科学あそび｣は2月5日(木)から電話で、

それ以外は2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

知多公民館　☎32－8988
和菓子｢いちご大福｣～やわらかい求肥で甘酸っ
ぱいイチゴとあんを包み絶妙なハーモニーを味わ
う
と き▶ 2月20日(金)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 渡辺平八郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費600円
持ち物▶ 手ふきタオル、持ち帰り用の容器
申し込み▶ 2月5日(木)から、電話で

中央公民館　☎33－1111
季節のケーキ作り～ハート型
のガトーショコラとイチゴの
レアチーズケーキを作る
と き▶ 2月14日(土)午後1時

30分～ 3時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在

学の人・25人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1100円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、20㎝四方の持ち

帰り用の箱
申し込み▶ 2月7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)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0913
柏原町1－97－1へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
ひなまつりケーキ作り～桃の節句にかわいい手作
りケーキを作る
と き▶ 2月27日(金)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費1600円
持ち物▶ エプロン、ふきん、21cm×25cmぐらい

の容器
申し込み▶ 2月5日(木)から、直接か電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの冬剪定(せんてい)について
と き▶ 2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～春の草花の育て方について
と き▶ 2月21日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 土屋照二
定 員▶ 40人(先着順)
受講料▶ 受講料250円
 
デコパージュ教室～源氏物語をデコパージュにす
る
と き▶ 2月28日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 岸部貞子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ 先のとがったはさみ、軟らかい絵筆1本

(筆は当日210円で購入可)
 
申し込み▶ 2月4日(水)から、電話で
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エコメッセ春日井　☎88－5006
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▶ 2月21日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市婦人会協議会
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、約4kgのぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
申し込み▶ 2月4日(水)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
｢老い｣をどう生きるか？～用心世代のうつ予防
と き▶ 2月11日(祝)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
 
バランスの良い食事で、介護予防～元気、やる気
は食事から
と き▶ 2月14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▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春

日井職員
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
 
音楽療法で認知症予防～頭と体を健やかに！
と き▶ 2月17日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 波戸崎明子
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

消防本部　☎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▶ 3月8日(日)午前9時～正午
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、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 2月5日(木)から、電話で

健康推進課　☎85－6170
講演｢子どものアレルギーって？～アトピー性皮
膚炎と何が違うのか～ ｣
と き▶ 3月1日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
講 師▶ 愛知医科大学特任教授・縣裕篤
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・60人(先着順)

※託児は乳幼児・15人(先着順)
 
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▶ 3月3日(火)・10日(火)・17日(火)〈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以上か体重が妊娠前の体重に
戻っていない人・15人(超えたときは抽
選)　※託児は参加者1人につき1子まで
で1～ 2歳の幼児・10人(超えたときは抽
選)

 
申し込み▶ ｢講演｣は2月5日(木)から電話で、｢ママ

のためのボディデザイン教室｣は2月13日
(金)〈必着〉までに、はがき(1人1枚)に教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号、身
長・体重、託児希望の有無(希望する場
合は子の月齢)を書いて、〒486－8686春
日井市役所健康推進課へ

総合福祉センター　☎84－3611
手とり足とりパソコン講座(高齢者編) ～インタ
ーネット・ワードなど初心者でもできる操作法を
学ぶ
と き▶ 2月24日～ 3月17日の毎週火曜日(4回)午

後7時～ 8時30分
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上のパソコン初心者・

18人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 2月12日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0857浅山町1－2－61へ
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総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩凝り・腰痛予防のスト
レッチ体操や簡単な軽運動
と き▶ 3月3日～ 24日の毎週火曜日(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▶ 3月1日～ 22日の毎週日曜日(4回)午前10

時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の年長～小学2年生・40

人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
いきいき運動教室(転倒予防) ～筋力トレーニン
グなどの軽運動で転倒予防につなげる
と き▶ 3月の毎週水曜日(4回)午前10時45分～ 11

時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は2月4日(水)午

前9時から電話で、それ以外は2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

サンフロッグ春日井　☎56－2277
親子で幼児水泳～親子で水慣れやバタ足、浮き身
などの水泳の基本をマスターする
と き▶ 2月27日～ 3月27日の毎週火・金曜日(20

日を除く8回)午後4時～ 4時45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の平成14年4月2日～ 17

年4月1日に生まれた幼児とその保護者
(幼児1人につき保護者1人必要)・20組(超
えたときは抽選)

費 用▶ 受講料5000円
 
クロールを覚えよう～クロールの基本をマスター
する
と き▶ 2月27日～ 3月27日の毎週火・金曜日(20

日を除く8回)午後5時～ 6時

対象・定員▶ 市内在住の小学生・30人(超えたときは
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▶ 2月27日～ 3月27日の毎週火・金曜日(20

日を除く8回)午後6時15分～ 7時15分
対象・定員▶ 市内在住の15メートル以上泳げる小学生

・20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
シェイプアップアクア～お腹まわりの筋肉をたく
さん使い、脂肪燃焼を目指した水中エアロビクス
と き▶ 3月3日～ 24日の毎週火曜日(4回)午前9時

20分～ 10時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
一般水泳教室～クロールの基本をマスターする
と き▶ 3月3日～ 26日の毎週火・木曜日(8回)午

前10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(超え

たときは抽選)
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
ら水の中で楽しく身体を動かす
と き▶ 3月の毎週木曜日(4回)午前9時45分～ 10

時30分
対象・定員▶ 市内在住の2～ 3歳でおむつが外れてい

る幼児とその保護者(幼児1人につき保護
者1人が必要)・25組(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料2000円
 
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
か月で運動習慣を身につける
と き▶ 3月8日～ 29日の毎週日曜日(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▶ 2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4286
へ
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3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。26(木)の午
後、7日(土)・27日(金)・28(土)は終日休講
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

春日井都市計画地区計画の決定(原案)
地 区▶ 明知東
と き▶ 2月6日(金) ～ 20日(金)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、2月6日(金) ～ 27日
(金)に、意見書を市長あてに提出するこ
とが可能

農業委員会委員の選挙人名簿
と き▶ 2月23日(月) ～ 3月9日(月)〈毎日〉午前8時

30分～午後5時
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

相続登記110番
と き▶ 2月7日(土)午前10時～午後3時
内 容▶ 遺産分割の方法や遺言書の書き方など

相続登記に関する電話相談(☎33－6731、
当日のみ)

問い合わせ▶ 県司法書士会春日井支部(☎33－5402)

民謡うたはじめ
と き▶ 2月11日(祝)午前10時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市内民謡愛好家による発表会　※特別ゲ

スト…澤田勝秋、中村有里、中村仁美ほ
か

問い合わせ▶ 市民謡協会(☎88－5068)

ファミリー映画上映会
　家族で楽しめる、環境に関する映画を2本立て
で上映します。
と き▶ 2月14日(土)午後1時から(0時30分開場)
ところ▶ レディヤンかすがい
定 員▶ 50人(先着順)
題 目▶ アニメ｢森は生きている｣、ドキュメンタ

リー ｢北極のナヌー ｣
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6216)
主 催▶ かすがい環境まちづくりパートナーシッ

プ会議

認知症市民講座
と き▶ 2月14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▶ ｢認知症の早期発見・予防｣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)

春日井高校定時制生徒募集
試験日▶ ①前期選抜…3月17日(火)②後期選抜…3

月27日(金)
試 験▶ 作文・基礎学力検査・面接
募集学科▶ 普通科
定 員▶ 40人(前期・後期含む)
願書受け付け▶①3月3日(火) ～ 4日(水)②3月24日

(火) ～ 25日(水)
問い合わせ▶ 春日井高校定時制(☎81－2251)
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子育て講演会「子どもと話しておきたい 性のこ
と、いのちのこと、生きること」
とき▶2月22日（日）午前9時30分～11時30分（9
時開場）　ところ▶総合福祉センター　内容▶
子どもに性を話す理由や性を語るときのポイン
トと時期について　講師▶安達倭雅子　費用▶
託児の場合のみ、おやつ代100円　問い合わせ
▶第一そだち保育園（☎91－7356）　※託児あり
（要予約）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
2 ／2(月)～8(日) 写真展 春日井写団ハッピネス・ネ

イチャーフォト愛好会
2 ／9(月)～15(日) 写真展 フォトクラブ｢瞬｣

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 2 ／2(月)～14(土) 真多呂木目込人形展 味美木目込人形同好会
坂下公民館 (☎88－5555) 2 ／3(火)～13(金) 木目込み人形展 木目込み人形クラブ
アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 2 ／3(火)～15(日) ふれあい押花展 高蔵寺ふれあい押花同好会

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
2 ／3(火)～27(金) 養和荘作品展 知的障がい者援護施設養和

荘利用者
2 ／3(火)～27(金) エコニット作品展 岩田正子

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711) 2 ／7(土)～15(日) ドライフラワー作品展 ドライフラワー工房

鷹来公民館 (☎84－7071) 2 ／8(日)～15(日) 盆梅展 青紅会
南部ふれあいセンター (☎85－7878) 2 ／12(木)～26(木) 水彩画虹の会作品展 水彩画虹の会
落合公園管理棟 (☎56－0414) 2 ／13(金)～15(日) 梅と早春盆栽展 東春緑風会、牛山松柏会
ルネックギャラリー (☎34－6800) 2 ／13(金)～15(日) 書源社展 書源社

なごや航空文化フェスタ2009
航空文化トーク｢はばたけ！国産ジェット旅客機
ＭＲＪ｣
と き▶ 2月21日(土)午後1時～ 2時30分(0時30分開

場)
ところ▶ 豊山町社会教育センター (西春日井郡豊

山町)
内 容▶ わが国の航空機産業の現状やＭＲＪの特

徴と開発状況、さらに日本の航空機産業
の将来像などについて

定 員▶ 300人(超えたときは抽選)
講 師▶ 三菱航空機㈱・岩佐一志
航空ふれあい広場｢空で遊ぼう！～子どもワーク
ショップ～ ｣
と き▶ 2月21日(土)午前10時～午後4時
ところ▶ 豊山町社会教育センター (西春日井郡豊

山町)
内 容▶ ｢ペーパーグライダーなど紙飛行機作

り｣｢一番星を探してみよう｣｢パイロット
・キャビンアテンダント・整備士になっ
てみよう～制服写真撮影会(中学生以下
が対象・カメラ持参)｣など

名機百選特別公開｢日本の空をつくった、名機た
ち｣
と き▶ 2月21日(土)午後2時30分～ 4時
ところ▶ 県営名古屋空港ターミナルビル(西春日

井郡豊山町)
申し込み▶ ｢航空文化トーク｣と｢名機百選特別公開｣

は整理券が必要なため2月12日(木)〈消印
有効〉までに、はがきかファクス、Ｅメ
ールに航空文化フェスタ参加希望、住所、

氏名、電話番号、参加人数を書いて、〒486
－8686春日井市役所環境政策課(ＦＡＸ
84－8731、Ｅメールkansei@city.kasuga
i.lg.jp)へ

問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6218)
主 催▶ 名古屋空港周辺環境対策協議会
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診 療 時 間 帯

2／7

2／14

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

内科・小児科

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎85－0077

☎33－7033

☎84－3060

☎91－3755

☎31－4358

☎41－6260

☎31－5252

☎35－2203

☎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）

肛門科安藤外科（若草通3）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

エンゼルレディースクリニック（小牧市）

山田産婦人科（柏井町2）

浅田レディースクリニック（松新町1）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

2／1

2／8

2／11

2／15

健 康

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

土曜・祝休日を除く平日夜間の緊急医の診療は午後9時～11時30分です。

●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 （＋1690）

世帯数
30万6929人
12万2856世帯 （＋1979）

まちの動き

（117件）

（11人）

（11101件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

10件
1031件

2人

平成20年12月31日現在　（　）内は前年同日比

平成20年12月　（　）内は1月からの累計

メタボリックシンドローム
を予防しよう
メタボリックシンドローム
を予防しよう

健康診断で「血糖値がやや高い」「血圧が高め」などと言われたことはありませんか？もしあなたが太り
気味なら、要注意です。中でも、内臓脂肪型肥満に「やや高め」が重なると急激に動脈硬化が進み、心
臓病などを起こす危険性が高まります。日ごろのちょっとした心掛けで、内臓脂肪は減らすことがで
きます。この機会に自分の生活習慣を振り返り、できることから無理なく改善していきましょう。

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6172）

2月1日～7日は
生活習慣病予防週間

□ 20歳ごろの体重より10kg以上太った
□ 早食いである
□ 朝食を抜くことが多い
□ よく間食をする

□ 過度の飲酒を繰り返している
□ 運動不足である
□ たばこを吸う
チェックが付いた項目は、生活習慣の改善が必要な項目です。

あなたの生活習慣をチェック！

※裏表紙の「特定健診・保健指導のお知らせ」も見てください。
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ウコギ科
タラノキ

　山菜の中で一番人気が高いのは、何といってもタラノキの芽でしょ
う。スーパーの店頭にまで登場するようになった反面、木が荒らされ
て枯れたタラノキが林立している光景をよく見るようになりました。
　北海道から九州までの日本各地やサハリン、中国東北部など東アジ
ア一帯の日当たりのよい山すそでよく見られる落葉低木です。幹はあ
まり枝分かれせずに直立し、頂部に葉を繁らせます。樹皮には鋭いと
げが多数あり、山に入ったときなどうっかりつかんだりするとけがを
しやすいので要注意です。
　タラノキの樹皮や根皮を乾燥したものは生薬として惣根皮（そうこんひ）と呼び、水でせんじて糖尿病
予防に用います。
　落葉樹は秋になって葉を落とした痕跡〈葉痕（ようこん）〉に特徴のあるものが多く、タラノキもそのひ
とつです。葉痕は木の種類を見分けるのに重要な手掛かりとなります。

然春 日 井 の 自

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／市長室広報広聴課　☎（0568）85－6036　ホームページ　http://www.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。

タラノキの葉痕

問い合わせ▶国保年金課（☎85－6367）

特定健診は、メタボリックシンドロー
ムに着目した健診です。メタボリック
シンドロームは長期間かかって重症化
します。自分は健康だ、と思っている
人もぜひ受けてみましょう。

※国民健康保険以外の健康保険に加入
している人は、保険証の発行元である
医療保険者に問い合わせてください。

●市内の指定医療機関に予約し
　て受診してください。
●健診結果に基づき、専門家に
　よる保健指導（食事や運動指導）
　を行います。

健診期間▶
対　象▶

3月31日（火）まで
40～74歳の人

あなたは10年後の健康に
自信がありますか？

～特定健診・保健指導のお知らせ
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