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まちの伝言板など
緊急医など

2009
Ｎo.1414
平成21年

西高山町に新人バンドがデビュー。その名も「シルバーフレン
ド・ザ・ズッコケーズ」。飲み仲間が居酒屋で、バンドをやろ
うと昨年9月に結成。楽器は初めての人もいましたが、毎週
リーダーの家で和気あいあいと練習しています。平均年齢71
歳の味わい深い音は町内の老人クラブで披露されています。

データで見る春日井



区画整理 

施行面積 　　３４.３km2 
市域面積比 　　３７.０％ 
（平成２０年４月１日現在） 

施行率（市街化区域面積比） 

下水道 

公共下水道供用開始面積 
２９９７.８ha 

（平成２０年３月３１日現在） 

普及率（人口比） 

住　宅 

 
（平成１９年度） 

新設住宅戸数 

河　川 

1級河川（12河川）７２.３km 
準用河川（11河川）　 ９.２km 
（平成２０年３月３１日現在） 

総延長 

道　路 

市道  　　       １２１６.９km 
県道　　            ９５.８km 
国道・高速道路   ４２.８km 
（平成２０年４月１日現在） 

総延長 

公　園 

都市公園  　　２６４か所 
総面積 　　３３９.３２ha 
（平成２０年４月１日現在） 

1人当たり 

死　亡 
1日当たり 

出　生 
1日当たり 

転　出 
1日当たり 

転　入 
1日当たり 

人口密度 
1km2当たり 

世帯人口 
1世帯当たり 

子ども 
人口比 

高齢者 
人口比 

（グラフは過去3年間の増減を示す） 

（平成２１年1月1日現在） （平成２１年1月1日現在） 
年間　２１１８人 
（平成２０年） 

年間　３２００人 
（平成２０年） 

年間　１万３０８３人 
（平成２０年） 

年間　１万３６３８人 
（平成２０年） 

１５歳未満　４万６６９２人 
（平成２０年１０月1日現在） 

６５歳以上　５万６７５７人 
（平成２０年１０月1日現在） 

人 3311

％ 15.2 ％ 18.5

人 35.7

戸 2437 km81.5 km1355.5 m21 1.1

％ 73.2 ％ 64.5

人 37.3

人 2.5 人 5.8 人 8.7

データで見る 
　　　春日井 
データで見る 
　　　春日井 
データで見る 
　　　春日井 市は今年、６６歳を迎
えます。市民の皆さん
にとって「住んでいる
ことを誇れるまち」と
いう目標に向かって、着実に進歩しているわが
まち・春日井の姿を数値で見てみましょう。 
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火　災 

年間　 　　　１１７件 
放火（疑い含む）３５件 
こんろ　　　　１４件 
たばこ　　　　 １２件 
（平成２０年） 

1日当たり 

交通事故 

年間　１万１０２８件 
人身　　　２２０６件 
物損　　　８８２２件 
（平成２０年） 

1日当たり 

救　急 

年間　　　１万１１０１件 
急病　　　　 ７０２５件 
一般負傷 　　１２９７件 
交通事故　　 １２６９件 

（平成２０年） 

1日当たり 

水　道 

総配水量 
３５７６万８１００m3 
（平成１９年度） 

1日1人当たり 

リサイクル 

（資源回収量÷ごみ総収集量） 
資源回収量　２万７４９７t 

ごみ総収集量（集団資源回収量を含む） 
１４万２８９２t 
（平成１９年度） 

リサイクル率 

ご　み 

家庭ごみ収集量７万２３１８t 
燃やせるごみ　５万５９４１t 
燃やせないごみ１万６３７７t 

（平成１９年度） 

1日1人当たり 

保育園 

３７園 
（平成２０年５月1日現在） 

園児数 

幼稚園 

２３園 
（平成２０年５月1日現在） 

園児数 

大　学 

1校  
（平成２０年５月1日現在） 

学生数 

高等学校 

８校 
（平成２０年５月1日現在） 

生徒数 

中学校 

１６校 
（平成２０年５月1日現在） 

生徒数 

小学校 

３９校 
（平成２０年５月1日現在） 

児童数 

３０万６９２９人 
１２万２８５６世帯 
９２.７１km2（市街化区域 ４６.７９km2） 
東経１３６度５８分２０秒 
北緯３５度１４分５２秒（市役所の位置） 
１６.０km 
１３.５km

人 口  
世 帯  
面 積  
位 置  
 
東 西  
南 北  

件 0.3
件 30.1件 30.4

%19.2

g648

人 4896 人 5407 人 1万8798 人 8444

人 6776 人 9043

322

▲
 ▲
 ▲
 ▲
 
▲
 ▲
 

データで見る 
　　　春日井 
データで見る 
　　　春日井 

市の概要（平成２１年1月1日現在） 
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3月と4月は、戸籍の届け出や住所の異動届、各種証明の発行などで市民課窓口は大変混雑します。市役所の
ほか出張所などでも手続きができますので、近くの窓口を利用してください。また、住民票や印鑑証明など
の交付は、サービスコーナーなどでも行っています。

戸籍に関する証明…戸籍の全部・個人事項証明
（謄抄本）、除籍・改製原戸籍の謄抄本、身分証明、
戸籍・除籍の記載事項証明
住民票などの証明…住民票、戸籍の附票、住民
票の記載事項証明、登録原票記載事項証明書 
印鑑登録申請と証明
戸籍・住所の異動（外国人は除く）・国民健康保
険・国民年金の届け出　※必ず届出人の印鑑を
持って来てください。
税などの証明…所得証明、課税証明、非課税証
明、扶養証明、事業所証明、土地証明（車庫証
明用）、土地・家屋物件証明、土地・家屋評価証明、
土地・家屋公租公課証明、納税証明 など

戸籍に関する証明…戸籍の全部・個人事項証明
（謄抄本）
住民票などの証明…住民票、戸籍の附票、住民
票の記載事項証明、登録原票記載事項証明書
印鑑登録の証明　※印鑑登録はできません。
税などの証明…所得証明、課税証明、非課税証
明、扶養証明、事業所証明、土地証明（車庫証
明用）、土地・家屋物件証明、土地・家屋評価証明、
土地・家屋公租公課証明、納税証明 など

住民票、印鑑登録の証明

坂下出張所
東部市民センター
味美ふれあいセンター 
高蔵寺ふれあいセンター 

8：30～17：15
（受け付けは
17：00まで）

8：30～17：00

9：00～17：00

9：00～18：30 
※17：00以降の
受け付けは後日
交付になります。

土・日曜日、
祝休日、年末
年始

土・日曜日、
祝休日、年末
年始

土・日曜日、
祝休日、年末
年始、月曜日

3月27日（金）まで
ルネック3階市民サー
ビスコーナー
※3月28日（土）～31日
（火）は休業

4月1日（水）から
住民票の写し等交付所
〈ルネック7階勝川開発㈱
事務所内〉

南部ふれあいセンター 
西部ふれあいセンター 
鷹来公民館
坂下公民館
グリーンパレス春日井 

業務の休業日業 務 時 間と　こ　ろ 取 　扱 　業 　務

サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
な
ど

出　

張　

所

平日の昼間に来られない人は、利用してください。

日曜市役所
と　き▶日曜日（第3日曜日、祝日、年末年始は除く）午前8時30分～正午、午後1時～5時
水曜日時間延長
と　き▶水曜日（祝日、年末年始を除く）午後5時15分～7時30分

業務内容▶戸籍に関する証明、住民票などの証明、印鑑登録申請と証明、戸籍・住所の異動
　　　　※外国人登録の申請・変更届や住民基本台帳カードの交付などは行っていません。

日 曜 日 やや 水 曜 日 の 夜 も市民課は業務を行っていますも市民課は業務を行っていますも市民課は業務を行っています

※申請の際には、運転免許証などで窓口に来た人の本人確認をしています。
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市役所市役所市役所

【窓口での本人確認】
　成り済ましの防止と各種証明書を不正使用させないための対策として、届け出や住民票などの交付申
請の際に本人確認を行っています。運転免許証や保険証などを持参してください。
【本人確認書類としての住民基本台帳カード】
　公的機関に限らず、本人確認のための証明書を求められることが増えています。住民基本台帳カード
は本人確認のための証明書として使用できます。市民課か各出張所で申請してください。
【電子申請書による公的個人認証】
　電子申請を利用するためには、インターネット上で本人確認を行うための電子証明書が必要になりま
す。市民課で申請してください。（住民基本台帳カードが必要）

問い合わせ▶市民課（☎85－6139）か各出張所、各サービスコーナーなど

烏居松へ

サンフロッグ春日井

総合
体育館

鷹来中

勝川へ

春日井西高

小牧へ

鷹来公民館
☎84－7071

中央公民館中央公民館

前高前高
公園公園

中央公民館八田川

朝
宮
公
園

春日井南高

ケロー
ナ通り

前高
公園

町屋へ

松山小

西部中

西部ふれあいセンター
☎33－0808

グリーンパレス春日井
☎84－0393

東野小東野小

落合公園落合公園
管理棟管理棟

東野小

落合公園
管理棟

落
合
公
園

東
名
高
速
道
路

勝川へ

坂下へ

国道
19号

坂下公民館
☎88－5555

勝川へ

内
津
川

坂下小

高
蔵
寺
へ

県
道
内
津
・
勝
川
線

坂下神社

多治見へ

坂下交番
国
道   

号
19

坂下出張所
☎88－0024

国
道   

号
19

多治見へ

坂下中

鳥居松へ

福祉の里
レインボー
ブラザ

市
民
球
場

県
道
内
津
・
勝
川
線

東部市民センター
☎92－8511

坂下へ

高蔵寺高

高蔵寺交番

高蔵寺へ 保健センター

高蔵寺ふれあいセンター
☎51－0002

消防署消防署
高蔵寺出張所高蔵寺出張所

高蔵寺

ＪＲ中央本線

尾張中央農協
高蔵寺支店

消防署
高蔵寺出張所

身
洗
川

国
道　

号
155

神
領
へ

南部ふれあいセンター
☎85－7878

県道内津・勝川線

ＪＲ中央本線 春日井

地蔵川

小野小 消防署
南出張所

東名阪自動車道

住民票の写し等交付所（ルネック7階）
☎34－6800

県道内津・勝川線県道内津・勝川線県道内津・勝川線

ＪＲ中央本線

名古屋へ 鳥居松へ

勝川

味美ふれあいセンター
☎31－3522

小牧へ

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線

白山保

白山小
国道302号

ＴＫＪ城北線味美

東名阪自動車道

勝
川
へ

名
鉄
小
牧
線

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線

味
美

国
道　
号1
55

…出張所
…サービスコーナーなど

4月1日（水）から

ルネック3階市民サービスコーナー
☎34－6200

3月27日（金）まで
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問い合わせ▶都市政策課（☎85－6265）

この制度は、地域の生活環境を良くするため、地
域の皆さんが主体となって取り組む街づくり活動
について、市が一緒に計画づくりや整備工事を進
めるという新たな協働による街づくり制度です。

街 づ く り
支 援 制 度
がスタートします！！

 地域の皆さんが主役の街づくり 

４月１日から

・市街化区域内で土地区画整理事業が実施または計画されていない地区
・市街化調整区域内で生活道路などが未整備である集落地区

こんな地区で
利用できます

協働の街づくり

こんな街にしようこんな街にしようこんな街にしよう 計画を作ろう計画を作ろう計画を作ろう

整備工事に着手整備工事に着手整備工事に着手

まずは市役所に
相談してください！

狭い道が
広くなれば
安全なのに…

生活環境を良くしよう生活環境を良くしよう生活環境を良くしよう

制度の活用で
地域の力を大いに発揮し、
住みやすい地域にしよう！

　地域では、生活道路や排水路など地域の課
題を解決するため、どうしたら生活環境が良
くなるかを話し合います。
　市は、地域の話し合いに参加し、職員によ
る相談や出前講座に加え、関連制度や事例な
どの情報提供や活動費の助成をします。

　地域では、どのように整備したらよいか調
査・研究し、皆さんの考えを計画にまとめ、
市に提出します。
　市は、地域の計画づくりのための資料提供
やアドバイス、街づくりの専門家の派遣、活
動費の助成をします。

　地域の皆さんは、用地の確保と工作物の移
設などに協力してください。
　市は、地域の皆さんが作った計画を基にして、
整備工事を行います。

　人や車が安全に通行でき、火災時には消防
車も入れるように生活道路を広くしたい、排
水をもっと良くしたい、というように地域の
生活環境を改善したいと考えていませんか？
　皆さんの発意から街づくりが始まります。
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申し込み▶総合体育館内、市民サービス公社・スポーツ振興センター（☎84－7101）へ

市内6つの施設で、1か月に4回の運動教室を行います。肩凝り・腰痛予防ストレッチやウオーキング、簡
単な軽体操などで楽しく運動不足を解消しましょう。

専門の指導員が会場に出掛けて、安全で効果的な運動方法を指導します。老人会や子ども会、区・町内会・
自治会などの活動で、気軽に利用してください。

対　象▶

利用時間▶

料　金▶

申し込み▶

市内在住か在勤、在学の10人以
上で構成する市民グループ　
※スポーツ傷害保険などに加入
していること
午前9時～午後9時の間で2時間以
内
指導員1人につき2000円　
※市民グループ以外の団体は、
6000円。体力測定は、参加人数
によって異なる
希望日の3か月前～1か月前
※会場は市内で、申込者が用意
すること

市内在住か在勤、在学の10人以
上で構成する市民グループ　
※スポーツ傷害保険などに加入
していること
午前9時～午後9時の間で2時間以
内
指導員1人につき2000円　
※市民グループ以外の団体は、
6000円。体力測定は、参加人数
によって異なる
希望日の3か月前～1か月前
※会場は市内で、申込者が用意
すること

○ストレッチ体操○ボールエクササイズ○高齢者
の運動指導○ダンベル体操○体力測定○ウオーキ
ング指導○レクリエーションスポーツ指導　など

メニュー

午前10時～11時30分
受講料1000円
各30人（先着順）
開催月の前月の4日午前9時から
※南部ふれあいセンターの２月
分の申し込みは、平成22年1月5
日（火）午前9時から

午前10時～11時30分
受講料1000円
各30人（先着順）
開催月の前月の4日午前9時から
※南部ふれあいセンターの２月
分の申し込みは、平成22年1月5
日（火）午前9時から

時　間▶
費　用▶
定　員▶
申し込み▶

平成21年度の予定
ところ

南部ふれあいセンター

東部市民センター

西部ふれあいセンター

高蔵寺ふれあいセンター

坂下公民館
味美ふれあいセンター

月　日
4月の毎週金曜日
8月の毎週水曜日
2月の毎週金曜日
5月の毎週金曜日（1日を除く）
1月の毎週金曜日（1日を除く）
6月の毎週金曜日
12月の毎週金曜日
7月の毎週金曜日(31日を除く）
11月の毎週水曜日
3月の毎週火曜日（23日を除く） 
9月の毎週金曜日
10月の毎週木曜日（1日を除く）

体力づくりを応援します体力づくりを応援します
地域ふれあい運動教室

出張スポーツ講座
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問い合わせ▶健康推進課（☎85－6168）

新型インフルエンザに
備えましょう
新型インフルエンザに対する正しい知識を持ち、発生に備えましょう。

　新型インフルエンザとは、鳥類のインフルエン
ザウイルスが人に感染し、人の体内で増えること
ができるように変化し、人から人に感染できるよ
うになったもので、このウイルスが感染して起こ
る疾患です。
　ほとんどの人が免疫を持っていないことや感染
拡大が非常に速いと予想されていることから、世
界的な大流行となり、大きな健康被害とこれに伴
う社会的影響をもたらすことが懸念されています。

　病原性、感染力や症状などについては、現在のと
ころ予測することが困難ですが、高病原性鳥インフ
ルエンザが変異することが予想されていることや、
過去に世界中で大流行した新型インフルエンザ（ス
ペインインフルエンザ、アジアインフルエンザ、香
港インフルエンザなど）の例を参考に想定されてい
る特徴は、発熱（38℃以上）、咽頭（いんとう）痛、せき、
下痢、全身の倦怠（けんたい）感などです。重症者は、
結膜炎、呼吸器症状、多臓器不全に至るものまでみ
られ、最悪の場合は死に至ります。厚生労働省では、
日本の人口の25％が罹患（りかん）し、死者数は最大
64万人と試算しています。
　潜伏期間は通常１～３日（最大７日）といわれてい
ます。

新型インフルエンザって何ですか？

新型インフルエンザはどんな症状がでるの？

新型インフルエンザから身を守りましょう

○感染流行地に行かない
○睡眠や栄養を十分とって抵抗力を高める
○室内の空気は、頻繁に換気する
○マスクを着用する

○できる限り人ごみは避ける（外出を控える）
○外から戻ったときの手洗いやうがいを徹底
　する（頻繁に行うほど効果的）

新型インフルエンザの感染経路は、せきやくしゃみによる飛沫（ひまつ）感染（到達の目安は１～２ｍ）とウイ
ルスが付着した手などを介しての接触感染などです。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/hokenkanren/healthinfo_list/shingatainfuru.html

新型インフルエンザ発生まで

鳥インフルエンザウイルス
人のインフルエンザウイルス
新型インフルエンザウイルス

動物の体内で遺伝子
交雑し人に適応

人の体内で遺伝子
交雑し人に適応

感染感染

感染

人に感染 人に感染

人から人に感染

自転車・バイクは自転車等駐車場へ自転車・バイクは自転車等駐車場へ自転車・バイクは自転車等駐車場へ

東
名
高
速
道
路
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自転車やバイクが駅前や道路などに放置されると、交通の支障になります。必ず自転車等駐車場に駐車しま
しょう。

…自転車駐車場　　　　　　…バイク駐車場　　　　　　…自転車・バイク駐車場

※　　　 で囲まれたエリアにある駐車場は有料です。

JR春日井駅 JR神領駅

JR高蔵寺駅

新池

二反田
池

高蔵寺中

②②

③③
⑤⑤ ⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧ ⑨⑨

②

③

④④④ ⑤ ⑥

⑦

⑧ ⑨

JR勝川駅

ルネック

ホテルプラザ勝川ホテルプラザ勝川ホテルプラザ勝川

かすがいげんきっ子センターかすがいげんきっ子センターかすがいげんきっ子センター

県道内津 ・ 勝川線

号

地蔵川

八光公園八光公園八光公園
大和公園大和公園大和公園

春日井駅前
児童遊園

①①①

○駐車場ではマナーを守り、１台でも多く駐車できるよう、きちんと整列して置きましょう○盗難防止のた
めにワイヤー錠などでツーロックをしましょう
名鉄小牧線やＴＫＪ城北線各駅周辺にも自転車等駐車場がありますので利用してください。

無料の駐車場…交通対策課(☎85－6051)
有料の駐車場…①春日井駅北口自転車等駐車場(☎82－1147)、②高蔵寺駅北口自転車駐車場
(☎51－5559)、③～⑦高蔵寺駅北口バイク駐車場(☎52－0355)、⑧⑨高蔵寺駅南口自転車駐
車場(☎51－7703)

問い合わせ▶

自転車・バイクは自転車等駐車場へ自転車・バイクは自転車等駐車場へ自転車・バイクは自転車等駐車場へ自転車・バイクは自転車等駐車場へ自転車・バイクは自転車等駐車場へ自転車・バイクは自転車等駐車場へ自転車・バイクは自転車等駐車場へ

東
名
東
名
高
速
道
路

高
速
道
路

東
名
高
速
道
路
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フライングディスクを使った
競技の一つでスピード・正確
さ・スタミナを必要とする、
名前のとおり「究極の」スポー
ツです。全長100ｍのコートで
1チーム7人で行うもので、バ
スケットボールとアメリカン
フットボールを合わせたよう
な競技といえます。

アルティメットとは…

始めたきっかけとこれまでの実績について教えてください。
高校まではサッカーをやっていましたが、大学の友人にサークル
に誘われアルティメットを始めました。文化シヤッター㈱に入社し、
普段は春日井営業所で営業職に従事しながら、実業団チーム「文化
シヤッター Buzz Bullets（バズ・バレッツ）」に所属。2006年世界ク
ラブチーム選手権において優勝、国内では昨年、全日本選手権で
10連覇を達成しました。

普段はどこで練習をしていますか？
ほぼ毎週末に東京へ出向き、河川敷で練習をしています。

アルティメットの魅力はどんなところですか。
ずっと球技をやってきましたが、フライングディスク特有のボー
ルにはない浮遊感や滞空距離の長さ、カーブの弧が大きいところ
に魅かれます。マイナーな競技ですから決まった動きや練習方法
はなく、試行錯誤しながら「こういう練習が良いのでは」と考える
楽しさもあります。まだ国内の競技人口が少ないので、世界大会
を目指しやすい、というのも魅力の一つです。

次の目標は何ですか？
7月に台湾で開催されるワールドゲームズで世界一を獲得することです。そして2010年に、チェコのプ
ラハで行われるクラブチーム選手権で、大会初の2連覇を目指します。

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

世界の頂点に立つ
鮫島暁さん(押沢台）

このコーナーでは、さまざまな分野で活躍している市内
の人たちを紹介しています。今回はアルティメット競技
の世界大会でチーム優勝を果たした鮫島暁さんに話を伺
いました。
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ノーベル賞受賞記念講演　

　昨年、4人の日本人の方がノーベル賞を
受賞されました。そのうちのお一人小林誠
先生が、母校である明和高校で講演をされ
ました。私も同窓である縁でお招きをいた
だき、話を聞く機会がありました。
　ノーベル物理学賞の受賞となった「6種類
のクォークと6種類のレプトン」「ＣＰ対称
性の破れ」などのお話は、その事実と現象
を受け止めるだけで、全く理解できません
でした。しかし、研究に取り組む姿勢、ノ

ーベル賞という素晴
らしい賞を頂かれた
立場から「結果だけを
求めるのではなく、
大きな発展を秘めて
いる可能性に、いつ
も挑戦することが大
事である。」「結果や成
果は、出会いや巡り
合わせによる。」と、
謙虚にそして非常に丁寧にお話しされる姿
が印象的でした。
　講演後の高校生からの専門的な質問に
も、また柔らかい質問にも全く同じ姿勢で
応対されていました。
　先生のお話、そして醸し出される雰囲気
はすべてに通じるものであり、寒さを忘れ
る60分でした。

　「春日井の知恵と技」を発信する、かすがい発見
ビジネスフォーラムが、春日井商工会議所と市の
協力で開催され、市内の多くの企業が一堂に集結
しました。会場は、2日間で7300人の来場があり、
たくさんの企業関係者や市民の皆さんの熱気であ
ふれていました。

2/6㊎
～7㊏

かすがい発見ビジネスフォー
ラムが開催されました
（総合体育館）

市民の皆さんの参加による工場見学会

１０７社１２6ブースの出展があった会場

市民の皆さんの参加による工場見学会

１０７社１２6ブースの出展があった会場

情報交換をする企業関係者　情報交換をする企業関係者　
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I N F O R M A T I O N情報最前線

レジ袋レジ袋が有料有料になりますになりますレジ袋レジ袋が有料有料になりますになりますレジ袋が有料になります4月1日（水）（水）からから4月1日（水）（水）からから4月1日（水）から
1月30日（金）に、事業者・市レジ袋削減推進協議会・市の3者が「春日井市におけるレジ袋削減に関する協
定」を締結しました。これにより市では、ごみの減量と地球温暖化防止のため、レジ袋の有料化（無料配布
の中止）を実施する事業者を支援します。皆さんも買い物にはマイバッグを持って出掛けましょう。

実施店舗一覧（50音順） ジップドラッグ ドラッグユタカ フィール
アオキスーパー 　柏原店 　篠木店 　春日井店
　朝宮店 　松河戸店 ナフコ〈㈱不二屋〉 　ハッピーテーブル
アピタ〈㈱ユニー〉 清水屋 　石尾台店 V－drug
　高蔵寺店（食品関連売場） 　春日井店 　岩野店 　春日井朝宮薬局
アマノドラッグ スギ薬局 　春日井店 　春日井小野店
　高蔵寺店 　味美店 　勝川店 　春日井神領店
Ａコープ（ＪＡ尾張中央） 　岩成台店 　坂下店 　春日井関田店
　高蔵寺店（グリーンプラザを含む） 　大手店 　サンライフ店 　春日井西薬局
　不二店（緑化センターを含む） 　篠木店 ナフコ〈㈱トミダ〉 　春日井宮町店
グリーンセンター（ＪＡ尾張中央） 　東野店 　T－ONE店 　勝川店
　味美店 　六軒屋店 バロー 　高蔵寺店
　春日井中央店 生鮮館やまひこ 　春日井西店 ヤマナカ
コープ 　春日井店 　高蔵寺店 　味美店
　上八田店（実施済み） 　勝川店 ピアゴ〈㈱ユニー〉 　春日井西店
　高蔵寺ニュータウン店（実施済み） ドラッグスギヤマ 　気噴店（食品関連売場） 　勝川フランテ
サティ 　春日井店 　篠木店（食品関連売場）
　春日井サティ（食品レジ） 　六軒屋店 　中切店（食品関連売場）

問い合わせ▶ごみ減量推進課(☎85－6222)

就業支援セミナーと個別相談会を開催します就業支援セミナーと個別相談会を開催します就業支援セミナーと個別相談会を開催します就業支援セミナーと個別相談会を開催します就業支援セミナーと個別相談会を開催します

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sangyo/work/saizi_rou/syugyousien.html

新規学卒者や雇い止めを受けた人、フリーターなど、求職者の就業支援のために、知識豊かなキャリア・
コンサルタントがセミナーと相談を行います。企業と接するために必要な知識を身に付けて就職活動に生
かしてみませんか。※就業のあっせんは行いません。
と　き ▼ 3月15日（日）

①就業支援セミナー…午前9時30分～ 11時30分
②個別相談会…午後1時～ 3時　※1人につき約50
分

ところ ▼ネクシティパレッタ（勝川町7）
対象・定員 ▼就業を希望する求職者・①40人②20人（先着順）
申し込み ▼ 3月3日（火）から、直接か電話で経済振興課（☎85－

6246）へ

大和通1 若草通1

城
北
線

下
条
線

県道内津・勝川線

至名古屋 JR中央本線 JR勝川駅 至多治見

ルネック

東
名
阪
自
動
車
道 19

302
ネクシティ
パレッタ

労働問題に関しては、以下の相談窓口も設置されていますので活用してください。
 ・県非正規労働者等緊急相談窓口…県労働福祉課（☎052－954－6375）

尾張県民事務所産業労働課（☎052－961－8070）
 ・新規学卒者の採用内定取り消しへの対応窓口…愛知学生職業センター（☎052－264－0701）
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教育委員会定例会の公開
と き▶ 3月11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)

障がい者総合福祉計画講演会
と き▶ 3月16日(月)①午後1時～ 2時15分②午後2

時20分～ 3時20分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ①基調講演｢安心して豊かに暮らせる地

域をつくる｣日本福祉大学教授・木全和
巳②障がい者総合福祉計画説明会

定 員▶ 300人(先着順)
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186、ＦＡＸ84－5764)

緑の審議会の公開
と き▶ 3月16日(月)午後2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▶ 公園緑地課(☎85－6283)

地域自立支援協議会の公開
と き▶ 3月19日(木)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▶ 3月5日(木)から、障がい福祉課(☎85－6188)

へ

市少年センター運営協議会の公開
と き▶ 3月23日(月)午後1時30分から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 3月9日(月)から、少年センター (☎85－

6153)へ

保健計画推進委員会の公開
と き▶ 3月23日(月)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)
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6165)

3月3日は耳の日
耳への関心を高め、耳の不自由な人への理解を深
めましょう
　｢耳の日｣は、一般の人々が
耳に関心を持ち、耳の病気の
ことだけではなく、健康な耳
を持っていることへの感謝、
耳の不自由な人々に対する社
会的な関心を盛り上げるため
に制定されました。
耳マーク
　耳の不自由な人であることを表すマークです。耳
が聞こえない、聞こえにくいということは外見から
は分かりにくいので、それらの不安を持った人たち
のコミュニケーションをサポートするために作られ
ました。このマークを見掛けたら、ゆっくりと話し
たり、手話や筆談をするなどの配慮をしましょう。
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)

耳マーク

国民健康保険税の特別徴収の延期
　4月から予定していました特別徴収(年金からの
天引き)については、電算処理システムに不具合
が生じたため、10月からの開始となります。
　なお、対象となる世帯には後日通知をいたしま
すので、ご理解をお願いします。
問い合わせ▶ 国保年金課(☎85－6158)



14 広報春日井3月1日号

妊婦健康診査受診票の追加交付
　3月から、公費による妊婦健康診査が5回から14
回になります。2月28日以前に妊婦健康診査受診
票5枚の交付を受け、かつ妊娠届け出時の出産予
定日が3月1日以降の人に、妊婦健康診査受診票を
追加交付します。該当者には、順次、受診票を郵
送します。
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6170)

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

明るい選挙啓発標語の入選作品が決定
　326点の応募の中から優秀6点、佳作18点が選ば
れました。優秀作品は次のとおりです。(敬称略)
○｢とうひょうだ あなたのいっぴょう ゆめいっ
ぴょう｣山内隆史(岩成台小3)○｢その一票 輝く未
来へ 続く道｣小林美妃(藤山台東小5)○｢投票日 明
るい未来の 出発点｣桑畑遥(篠木小6)○｢信じろ 1
票の可能性｣押切貴弘(西部中1)○｢その一票 明る
い未来 捨てないで｣尾崎美沙希(知多中3)○｢公正
な選挙で託す 街の明日｣伊藤弘子(岩成台)
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

水道水質検査計画の策定
　安全で良質な水道水を供給するための平成21年
度検査計画を策定しました。この計画は、配水管
理事務所、水道業務課、市ホームページ、市役所
情報コーナーでみることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/
jousui/suidoukensa.html
問い合わせ▶ 配水管理事務所(☎81－7157)

ふれあい広場
と き▶ ①3月4日(水)②3月11日(水)午前10時～ 11

時

ひよこ教室
と き▶ ①3月5日(木)②3月12日(木)③3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た友

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)

公民館まつり
知多公民館
月 日▶ 3月6日(金) ～ 8日(日)
内 容▶ ○作品展示…6日(金) ～ 8日(日)午前9時～

午後5時(最終日は、午後3時まで)○歌謡
教室など…7日(土)午前10時～午後2時30
分○芸能発表…8日(日)午前9時30分～午
後1時

ところ・問い合わせ▶知多公民館(☎32－8988)
坂下公民館
月 日▶ 3月8日(日)・11日(水) ～ 15日(日)
内 容▶ ○芸能発表会、立礼茶席…8日(日)午前10

時～午後4時(茶席は3時まで)○作品展示
11日(水) ～ 15日(日)午前9時～午後5時(最
終日は正午まで)

ところ・問い合わせ▶坂下公民館(☎88－5555)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 3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)

総合福祉センターまつり
月 日▶ 3月10日(火) ～ 12日(木)
内 容▶ ○作品展示会…10日(火) ～ 12日(木)午前

9時～午後5時○芸能発表会…11日(水) ～
12日(木)午前10時～午後3時　※出演団
体数により開催時間の変更あり

ところ・問い合わせ▶総合福祉センター (☎84－
3611)

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)

次世代育成支援対策地域協議会の公開
と き▶ 3月25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)
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)
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世界の「子どもの本」のポスター展
と き▶ 3月12日(木) ～ 31日

(火)〈月曜日を除く〉
午前9時～午後8時
(最終日は3時まで)

内 容▶ 4月2日は、アンデル
センの誕生日で｢国
際子どもの本の日｣。
この日にちなみ、日
本国際児童図書評議
会所蔵の｢子どもの
本｣のポスターとアンデルセンやほかの
著名な童話作家などの図書を展示

ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

優秀映画鑑賞推進事業 名作シネマ鑑賞会
と き▶ 3月13日(金)①午前10

時から②午後1時か
ら③午後3時40分か
ら、3月14日(土)④午
前10時から⑤午後1
時から⑥午後3時40
分から、3月15日(日)
⑦午前10時から⑧午
後1時から

ところ▶ 市民会館
内 容▶ 吉永小百合、山本富士子、岩下志麻、佐

久間良子らの若きころの文芸・時代物の
名作映画

題 目▶ ①⑥｢夜の河｣②⑤｢五番町夕霧楼｣③⑧
｢五瓣の椿｣④⑦｢伊豆の踊子｣

入場料▶ 1作品500円、1日券(13・14日のみ)1200円、
回数券(4枚つづり)1600円(全自由席、中
学生以下無料)

入場券▶ 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中

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

「伊豆の踊り子」

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 3月15日(日)午前10時～正午受け付け、午

後3時～ 4時か3月21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)

お話の部屋
と き▶ 3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)

地域福祉のつどい
と き▶ 3月15日(日)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 手足に障がいのある人の生活を助ける介

助犬を通して、障がい者の日常生活を理
解する講演

講 師▶ 日本介助犬協会事務局長・高柳友子
対 象▶ 福祉に関心のある市民
問い合わせ▶ 市社会福祉協議会地域福祉課(☎85－

4321)

市少年・少女バドミントン大会
と き▶ 3月20日(祝) ～ 22(日)午前8時～午後5時　
種 目▶ シングルス、ダブルス(2種目申込可)○20

日(祝) ～ 21日(土)…中学生・高校生の部
○22日(日)…小学生の部

対 象▶ 市内在住か在学の小学生～高校生
費 用▶ 参加料(1人)小中学生500円、高校生700円
ところ・申し込み▶3月13日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、参加者全員の氏
名・学校名かクラブ名と学年、代表者の
住所・電話番号を書いて、〒486－0804
鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

ビデオ鑑賞
と き▶ 3月22日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢世界のおとぎ話｣
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)

オセロ大会
と き▶ 4月12日(日)午後2時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶3月3日(火)午前9時から、かす

がいげんきっ子センター (☎35－3501)へ

ＨＩＲＯＳＨＩ ピアノ・ライブ
と き▶ 4月26日(日)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
内 容▶ 右手でポップス、左手でクラシックの同

時演奏など、奇想天外で楽しいＨＩＲＯ
ＳＨＩのピアノ・コンサート

入場料▶ 2500円(全自由席、未就学児不可)
入場券▶ 2月28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)



16 広報春日井3月1日号

女性の悩み相談員
勤 務▶ ○毎月第1・3・5火曜日○毎週水曜日○

毎週金曜日午後1時～ 4時30分
勤務地▶ レディヤンかすがい
内 容▶ 夫婦・家族・離婚・ＤＶについての不安

や悩みなどの相談を受ける
対象・人員▶ 相談業務経験のある女性・3人(各曜日1

人)
賃金(日額)▶ 7500円
申し込み▶ 3月13日(金)までに、市販の履歴書に記入

して、直接、市民活動推進課男女共同参
画室(☎85－6152)へ

広報春日井の広告取扱業者
契約期間▶ 4月1日(水) ～平成22年3月31日(水)
業 務▶ ○広告の募集○広告掲載申込書の提出　

など
掲載場所▶ 広報春日井裏表紙(15日号のみ)
規 格▶ (1枠)縦13cm×横9cm
枠 数▶ 各号4枠
申し込み▶ 3月2日(月) ～ 16日(月)に、申請書(市ホー

ムページに用意)に必要事項を記入して、
市役所執務時間中に直接、広報広聴課(☎
85－6036)へ

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

緑のボランティア
期 間▶ 4月～平成22年3月までの1年間
内 容▶ 園内の除草、花がら摘み、花壇の植栽、

イベントの補助など
対象・定員▶ 市内在住者で植物に興味のある18歳以上

の人・40人(先着順)
説明会
と き▶ 3月15日(日)午前10時～ 11時30分
ところ・申し込み▶3月4日(水)から、グリーンピ

ア春日井(☎92－8711)へ

統計調査員の登録
登録期間▶ 平成21年4月から2年間
内 容▶ 年2回程度実施される統計調査で、調査

対象を訪問し調査票を配布・回収・調査
票の点検をする

対 象▶ 市内在住の20 ～ 65歳で、選挙業務、徴
税業務および警察業務に従事していない
人

申し込み▶ 企画課(☎85－4324)へ

健康管理事業団の職員
職 種▶ 事務職員(運動指導)
内 容▶ 運動健診時の体力測定や講習会の実技指

導など
対象・人員▶ 昭和54年4月1日以降に生まれた人で、大

学の体育系学部・学科を卒業した人か卒
業見込みの人。または、健康運動指導士
の資格がある人・1人

給 与▶ 規定により支給
試 験▶ ○1次…3月29日(日)に保健センターで適

性検査・作文○2次…4月16日(木)に保健
センターで面接・健康診断

申し込み▶ 3月19日(木)までに、市販の履歴書と卒業
証書の写しか卒業見込み証明書、健康運
動指導士の資格がある人は登録証の写し
を持って、直接、健康管理センター (☎
84－3060)へ

地域福祉計画策定委員会の委員
任 期▶ 委嘱の日から1年
内 容▶ 地域福祉に関する計画を策定するため、

年5回程度開かれる委員会で必要な意見
を述べる

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市
の附属機関などの委員になっていない人
・3人

申し込み▶ 3月31日(火)〈消印有効〉までに、所定の
用紙(高齢福祉課、市ホームページ、市
役所情報コーナー、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、レディヤンかすがい、総合福祉セ
ンターに用意)に記入して、直接か郵送、
ファクス、Ｅメールで、〒486－8686春
日井市役所高齢福祉課(☎85－6198、Ｆ
ＡＸ84－5764、Ｅメールfukushi@city.k
asugai.lg.jp)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/
huzoku/k_chiikifukushi/c_iinbosyu.html

 ※書類と面接により審査・選考。選考結
果は後日、文書で通知

歩行者を
気づかいやさしく
踏むペダル
交通安全スローガン
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高齢者総合福祉計画推進協議会の委員
任 期▶ 委嘱の日から3年
内 容▶ 高齢者総合福祉計画の策定および円滑な

推進を図るため、年2～ 5回程度開かれ
る協議会で必要な意見を述べる

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で20歳以上で、市
の附属機関などの委員になっていない人
・3人

申し込み▶ 3月31日(火)〈消印有効〉までに、所定の
用紙(高齢福祉課、市ホームページ、市
役所情報コーナー、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、レディヤンかすがい、総合福祉セ
ンターに用意)に記入して、直接か郵送、
ファクス、Ｅメールで、〒486－8686春
日井市役所高齢福祉課(☎85－6198、Ｆ
ＡＸ84－5764、Ｅメールfukushi@city.k
asugai.lg.jp)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/
huzoku/k_kourei/k_iinbosyu.html

 ※書類と面接により審査・選考。選考結
果は後日、文書で通知

坂下公民館　☎88－5555
科学あそび｢紙飛行機を飛ばそう！～飛行距離の
記録に挑戦｣
と き▶ 3月27日(金)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)・15人(先着順)
持ち物▶ はさみ、のり
 
キルトのロープでぐるぐる細工～保温カバーとま
んまる座布団
と き▶ 4月の毎週火曜日午前10時～ 11時30分
講 師▶ 矢野美代子
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(超えた時は抽選)
費 用▶ 受講料1000円・教材費4000円
持ち物▶ 裁縫道具、30㎝ものさし
 
申し込み▶ ｢科学あそび｣は3月5日(木)から電話で、

｢キルト｣は3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

エコメッセ春日井　☎88－5006
春休み親子ふれあい工作教室～広告紙で携帯電話
ストラップ(願い星)かキーホルダーを作る
と き▶ 3月21日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 樋口賢治
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(1組)200円
持ち物▶ 厚めの広告紙2枚、液状のり
 
春休み親子ふれあい工作教室～貝がらとシーグラ
スでキャンドルポットを作る
と き▶ 3月28日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 木造峰子
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(1組)500円
 
申し込み▶ いずれも3月4日(水)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
現代押し花アート教室～押し花で春のガーデニン
グを楽しむ
と き▶ 3月21日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 山本啓子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2800円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、カッターナイフ、

持ち帰り用の袋
申し込み▶ 3月4日(水)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
パソコン初級～ワードやエクセルを中心に学ぶ
と き▶ 4月の毎週日曜日(4回)午前9時30分～ 11

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・20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
 
パソコン講座～デジタルカメラ写真の編集と活用
と き▶ 4月の毎週日曜日(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▶ 市内在住が在勤、在学でキーボード操作

ができる人・20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
 
申し込み▶ いずれも3月21日(土)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚1講座のみ)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
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鷹来公民館　☎84－7071
子ども講座｢楽しいおやつ作り｣～ピザを作る
と き▶ 3月21日(土)午前10時～正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・24人(先着順)
費 用▶ 教材費600円
持ち物▶ エプロン、ふきん、20㎝四方の持ち帰り

用の容器、上靴
 
日本書紀｢大化の改新｣(一)
と き▶ 4月～ 9月の第2水曜日(6回)午前10時～ 11

時30分
講 師▶ いのぐち泰子
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1500円
持ち物▶ ワイド版岩波文庫｢日本書紀(四)｣(ない人

は1680円で購入可)
 
名城大学連携講座～学生と一緒に、基礎から作物
・果樹・野菜・花の栽培技術を学び、体験学習を
行う。受講終了後、2年間のステップアップ講座
が受けられる
と き▶ ○Ａコース…4月17日、5月1日・15日・

29日、6月12日・26日、10月2日・16日・
30日、11月20日、12月4日・18日の金曜
日(12回)○Ｂコース…4月24日、5月8日・
22日、6月5日・19日、7月3日、9月25日、
10月9日・23日、11月13日・27日、12月
11日の金曜日(12回)午前10時30分～午後
0時30分

ところ▶ 名城大学農学部附属農場(鷹来町)
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人で、全日程出席でき

学習意欲があり屋外実習のため体力と健
康に自信のある人・各16人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料2000円、教材費3000円
持ち物▶ 帽子、軍手
 
申し込み▶ 子ども講座｢楽しいおやつ作り｣は3月5日

(木)から電話で、｢日本書紀｣｢名城大学連
携講座｣は3月13日(金)〈必着〉までに往復
はがき(1人1枚)に講座名(｢名城大学連携
講座｣はＡ・Ｂコースの別も)、住所、氏
名(ふりがな)、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0809町屋町3610－1へ

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢春の気配
をさがそう｣～春の日差しを
感じながら、雑木林の散歩を
楽しむ
と き▶ 3月27日(金)午前10時

～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保

護者・20組(超えた
ときは抽選)

費 用▶ 受講料(1人)150円
申し込み▶ 3月12日(木)〈必着〉までに、往復はがき

かＥメールに講座名、住所、親子の氏名
(ふりがな)、年齢、電話番号を書いて、
〒487－0031廻間町1102－1、Ｅメール
shizen@s－kousya－kasugai.or.jp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▶ 4月12日(日)午前9時～正午
ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新中学生以上の

人・30人(先着順)
申し込み▶ 3月9日(月)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
身体のバランスを養い、転ばない身体作りをしよ
う！
と き▶ 3月11日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 大辻公民館
講 師▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井職員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ
 
転倒予防教室～歩き方を見直そう
と き▶ 3月12日(木)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▶ 理学療法士・内海基至
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
 
｢うつ予防は笑顔から｣～笑いのある生活を心掛
けよう
と き▶ 3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

野菜を多くとるよう、
心がけましょう
かすがい健康プラン21
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日井
講 師▶ 愛知江南短期大学准教授・三橋真人
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
 
転倒予防教室～骨格のゆがみを改善しよう
と き▶ 3月18日(水)午前10時30分～正午
ところ▶ 第三介護サービスセンター
講 師▶ 稲田有己子
定 員▶ 20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

健康推進課　☎85－6170
歯周病予防教室～歯肉は健康
か歯科健診で状態を確認し、
自分に合った口のケアの仕方
を学ぶ
と き▶ 4月9日(木)午前9時30

分～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 歯科医師による歯科

健診(歯の診査・歯
肉の検査)、歯科相談、歯科衛生士によ
る口のケア指導(歯みがき指導など)

対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・24人(先着順)
申し込み▶ 3月9日(月)から、電話で

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室(基本編) ～水の特性を理
解しながら、効果的なフォームをマスターする
と き▶ 3月18日(水)午後1時～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・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
 
水慣れから始めるクロール教室～水慣れから始め
てクロールの基本をマスターする
と き▶ 4月1日～ 24日の毎週水・金曜日(8回)午

後5時～ 6時
対象・定員▶ 市内在住の新小学2～ 6年生・35人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料4000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▶ ①4月1日～ 24日の毎週水・金曜日(8回)

午後6時15分～ 7時15分②4月2日～ 28日
の毎週火・木曜日(8回)午後6時15分～ 7
時15分

対象・定員▶ 市内在住の新小学2～ 6年生・各35人(超
えたときは抽選)

費 用▶ 受講料4000円
 
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい、初心者向
きの水中エアロビクス
と き▶ 4月2日～ 23日の毎週木曜日(4回)午前9時

20分～ 10時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上の人・60人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
大人の初めてクロール教室～水慣れしながらクロ
ールの基本をマスターする
と き▶ 4月2日～ 28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、在学で新高校生か同年

齢以上の人・25人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料6000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▶ 4月の毎週火曜日(4回)午前9時20分～ 10

時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上の人・60人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
3か月集中スペシャルダイエット教室～個別カウ
ンセリングと、運動指導を受けて3か月間で減量
する
と き▶ ①4月15日～ 6月24日の毎週水曜日(5月6

日を除く10回)②4月16日～ 6月25日の毎
週木曜日(5月7日を除く10回)午前9時～
正午(2回目以降は午前9時～正午の間で
30分程度の個別指導を行う)

講 師▶ トレーニング指導士
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上の人・各6人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料6000円　※別途トレーニング室利

用料が必要、トレーニング室未登録者は
200円の登録料も必要

 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は3月4日(水)午

前9時から電話で、それ以外は3月15日
(日)〈必着〉までに、往復はがき(1教室
に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と学
年を書いて、〒486－0804鷹来町4286へ
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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▶ 4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、在学で新高校生か同年

齢以上の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
 
ステップエアロ～ステップ台を使用したエアロビ
クスで、お尻やももを引き締める
と き▶ 4月1日～ 22日の毎週水曜日(4回)午前10

時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上の人・35人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
小学生の球技入門(野球) ～ボールの取り方、投
げ方、打ち方など基本的な動作を学ぶ
と き▶ 4月1日～ 22日の毎週水曜日(4回)午後5時

30分～ 6時30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の新小学1～ 2年生・35

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▶ 4月1日～ 22日の毎週水曜日(4回)午後7時

～ 8時
対象・定員▶ 市内在住か在学の新小学3～ 6年生・35

人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
ジュニアダンス～ヒップホップの要素を取り入れ
たダンスで、楽しく体を動かす
と き▶ 4月の毎週金曜日(4回)午後6時30分～ 7時

30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の新小学生・40人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1000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▶ 4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、在学で新高校生か同年

齢以上の人・50人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
すこやか幼児体操(①年中②年長) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 4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15年4月2日～ 16年4月
1日に生まれた幼児・各35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3月4日(水)午

前9時から電話で、それ以外は3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(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、勤務先か園
名、学校名を書いて、〒486－0804鷹来
町4196－3へ

4月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新高校生か同年

齢以上の人・各50人(先着順)
費 用▶ 受講料(1回)300円　※回数券3000円(11枚

つづり)あり
申し込み▶ 当日、教室開始の1時間前から受け付け

(午前の最初の教室は、8時30分から)
ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)　

※木曜日午後6時30分からのヨガは4月2
日～ 6月25日まで、金曜日午前10時45分
からの脂肪燃焼エアロは4月3日～ 6月26
日まで、土曜日午前10時45分からのはじ
めてエアロは4月のみの期間限定の開催
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15
ヨガ ソフト

エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ

10：45
～

11：45

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

はじめ
てエア
ロ

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

ヨガ

20：00
～

21：00

スタン
ダード
エアロ

ダイナ
ミック
エアロ

ソフト
エアロ

ヒップ
ホップ

体育協会の講座
ジュニアソフトテニス教室
と き▶ 4月4日(土)・18日(土)、5月～平成22年3月

の土曜日(21回)午前9時～正午
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 市内在住の新小学4～ 6年生・75人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料(年間)3000円
持ち物▶ ラケット(貸し出し可)
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申し込み▶ 3月20日(祝)〈必着〉までに、はがきに教
室名、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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎82－3835)

春日井都市計画地区計画の決定(案)
地 区▶ 明知東
と き▶ 3月10日(火) ～ 24日(火)の市役所執務時間

中
ところ▶ 都市政策課(☎85－6264)　※この案につ

いての意見書は、3月10日(火) ～ 24日(火)
に市長あてに提出可

勝川駅南口周辺土地区画整理事業計画の変更
と き▶ 市役所執務時間中
ところ▶ 事業課(☎85－6648)

川をきれいにして、春をさがそう
　庄内川の河川敷の掃除や野鳥観察、自然の素材
を使った工作などを行います。
と き▶ 3月14日(土)午前9時30分から(雨天中止)
ところ▶ 庄内川河川敷(上条グラウンド周辺)
定 員▶ 100人(先着順)
持ち物▶ 作業のできる服装
申し込み▶ 3月3日(火) ～ 12日(木)に環境政策課(☎85

－6216)へ
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▶ 3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▶ ｢認知症疾患の最新の治療｣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

連携の会事務局あさひが丘ホスピタル
(☎88－0284)

社会的ひきこもり講演会
　県春日井保健所では、若者のひきこもりについ
て理解をすすめるために、社会的ひきこもりの講
演会を開催します。
と き▶ 3月23日(月)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 県春日井保健所
講 演▶ ｢ひきこもる若者の心理を理解する｣今村

外喜子
対象・定員▶ 春日井市か小牧市在住で社会的ひきこも

りの問題について関心のある市民や家族
・30人(先着順)

申し込み▶ 3月4日(水)から、県春日井保健所(☎31－
2188)へ

春日井児童合唱団定期演奏会
と き▶ 3月29日(日)午後2時30分開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
曲 目▶ ｢崖の上のポニョ ｣、合唱組曲｢故郷の四

季｣、合唱ミュージカル｢雪ん子十二郎｣
など

入場料▶ 500円(全自由席)
入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ

で販売中
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)
主 催▶ 春日井児童合唱団

振り込め詐欺や悪質商法に注意を
自治体や公的機関などを名乗って連絡や訪問してくる詐欺や悪質商法に注意しましょう。

【詐欺】
　市内では、警察署の刑事や税務署、社会保険
庁の職員を名乗り、銀行の通帳番号を聞いたり、
ATMへ行くよう指示したりする電話がありまし
たが、いずれもそのような事実はなく、詐欺の
手口と思われます。また、今後定額給付金を装っ
た振り込め詐欺も懸念されます。

【悪質商法】
　地上波デジタル放送
についてテレビの調査
会社やアンテナ工事業
者を装って、法外な工事費用を請求したり、
総務省や関連団体を装って架空請求をしたり
する事例が全国で起きています。

おかしいな、と感じたらその場で判断せず、必ず相談してください。
問い合わせ▶市民安全課（☎85－6064）、市民生活課（☎85－6616）、春日井警察署（☎56－0110）



春日井母親大会
とき▶3月8日（日）午後1時30分～ 4時　ところ
▶レディヤンかすがい　講演▶「こんな世の中
いやだ！近藤先生と考える日本のチェンジの
やり方。希望の持てる明日へ」岐阜大学教授・
近藤真　定員▶90人（先着順）　費用▶参加料
800円　問い合わせ▶春日井民主商工会（☎81－
1482）
･･････････････････････････････････････････
アレルギーのある子どもと親の集い
とき▶3月11日（水）午前10時～午後1時30分　と
ころ▶レディヤンかすがい　内容▶春日井保
健所栄養士による調理実習「アレルギーに配慮
した昼食とおやつ」　※除去品目は5品目と大豆、
ごまの予定　対象▶アレルギー（アトピー、食
物アレルギー、ぜんそく）のある子どもとその
保護者　※保護者のみの参加も可　費用▶材料
費約1000円　申し込み▶3月5日（木）までに、電
話かファクスに参加者全員の住所・氏名・電話
番号、参加人数、子どもの年齢、除去食を書い
て、春日井アレルギーの会・波多野（☎・ＦＡ
Ｘ56－9269）へ

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 3／1(日)～15(日) 野鳥の写真展 春日井バードフォトクラブ

市役所市民サロン (☎85－6073)
3／2(月)～8(日) フォトサークル未来写真展 フォトサークル未来
3／9(月)～15(日) 水彩画展 春日井水彩画クラブ

坂下公民館 (☎88－5555) 3／3(火)～13(金) 郷土の展示「里帰りした坂
下の雛人形たち」 文化財課

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 3／3(火)～15(日) 油彩と水彩 猪原醇

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
3／4(水)～29(日) 展示でいただいた懐かしい

モノ展 笑うオヤジ青春かい（会）？

3／4(水)～29(日) アートフラワーデザイン紫
陽花の会作品展 紫陽花の会

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

3／6(金)～8(日) シュンラン展 春日井古典園芸同好会
3／13(金)～15(日) ツバキ展 春日井つばき愛好会

西部ふれあいセンター (☎33－0808) 3／11(水)～24(火) 日本画作品展 俊の会

東部市民センター (☎92－8511) 3／14(土)～15(日) かすが台こども絵画工作てんらんかい
「かすが台こども絵画工作」
受講者

落合公園管理棟 (☎56－0414) 3／14(土)～20(祝) 植物画展 植物画同好会（彩花）

春のジョイントコンサート
とき▶3月19日（木）午後1時30分～ 3時（1時開
場）　ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚
ホール　内容▶女声合唱団「コーロ・フィオー
レ」と「アンサンブル椿」の合唱の発表　定員▶
198人（先着順）　※入場整理券が必要　問い合
わせ▶岩山（☎・ＦＡＸ91－0995）
･･････････････････････････････････････････
電動カート手作り教室in愛知
とき▶3月27日（金）午後1時～ 29日（日）午後3時
ところ▶少年自然の家、春日井自動車学校（明
知町）　内容▶電動カートを手作りして乗り、
地球温暖化対策を実感する　※電気自動車の情
報もあり　対象・定員▶小学4年生以上（大人の
みの参加も可）・30人（先着順）　費用▶5000円
（2泊3日の食費と教材費）　問い合わせ▶井戸田
（☎090－9892－4087）
･･････････････････････････････････････････
講演会「ちょっと早めの老いじたく～今から考
えておきませんか～トラブルのない葬儀～」
とき▶3月28日（土）午後1時30分～ 3時30分（1時
15分開場）　ところ▶総合福祉センター　内容
▶葬儀の規模、費用、生前見積もりなど、トラ
ブルのない葬儀について学ぶ　定員▶50人（先
着順）　費用▶資料代700円　申し込み▶3月4日
（水）から、エイジレス・ポスト事務局・長井（☎
89－3949）へ
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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

3／7

3／14

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

☎82－7258

☎82－7258

☎84－3060

☎91－3755

☎78－0001

☎51－8222

☎75－3882

☎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）

梶田整形外科（六軒屋町2）

梶田整形外科（六軒屋町2）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

桃花台レディスクリニック（小牧市）

産科婦人科七原（白山町2）

ミナミ産婦人科（小牧市）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

3／1

3／8

3／15

健 康

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。

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6168）

2月28日～3月8日は子ども予防接種週間です2月28日～3月8日は子ども予防接種週間です
この週間は４月からの入園や入学に備えて、保護者の皆さんが子どもに対する予
防接種の関心を高め、予防接種の接種率の向上を図ることを目的に実施されます。

　この機会に、保護者の皆さんは、今までに受けた予防
接種に漏れがないかを母子健康手帳などで確認し、予防
接種や感染症についての正しい理解を深め、子どもの健
康に役立てましょう。
　中学１年生、高校３年生相当年齢の人は、平成20年度
から5年間の特例措置で麻しん風しん混合予防接種の対
象になっていますので、３月中に受けてください。

※予防接種の種類と時期については、市ホームページや冊子「予防接種と子どもの健康」を見てください。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/yobou/yobousessyu_list/syurui_jiki.html

乳幼児期の接種理由
○発育とともに外出の機会が増え、病気に感
　染する危険性が高くなる
○大人と違い感染症に対して免疫がない
○基礎的な体力や、免疫力が低く病気にかか
　りやすいほか、かかると重症になりやすい

●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 （＋1590）

世帯数
30万6821人
12万2759世帯 （＋1893）

まちの動き

（8件）

（1人）

（994件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

8件
994件

1人

平成21年1月31日現在　（　）内は前年同日比

平成21年1月　（　）内は1月からの累計
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　 体長約３㎝、灰褐色と暗褐色のまだら模様で、少しごつごつした感じの
バッタです。胸部背面に２つのいぼ状の突起があることが名前の由来にな
っています。夏から秋にかけて、日当たりが良い人家の周辺や畑の草が生
えていない地表にごく普通に見ることができます。しかし、この模様が地
面にまぎれ込み、本当に見つけにくく、イボバッタを見つけてカメラを準
備しようと視線を外すと、もう見えなくなってしまうほど見事な擬態をし
ています。よく見ると、複眼まで体と同じ模様になっています。
　雌雄や地域による模様の違いはほとんどありません。ただ、雌の方が雄より二回りほど大きいです。
また、止まっているとき、後ろ足を上下させ足と羽をこすり合わせるような動作をする習性がありま
すが、鳴き声は聞こえてきません。
　トノサマバッタの仲間だけあって飛翔力は強いですが、長く跳び続けることはしないようです。

イボバッタ
バッタ科

然春 日 井 の 自

市民の誓いを表現した作品の募集に、小中学生を中心に2215点の応募があり、選考の結果、次の皆さんの
作品が特別賞に選ばれました。作品が特別賞に選ばれました。
市民の誓いを表現した作品の募集に、小中学生を中心に2215点の応募があり、選考の結果、次の皆さんの
作品が特別賞に選ばれました。

市民の誓い啓発ポスター特別賞が決定しました市民の誓い啓発ポスター特別賞が決定しました

市長賞 市議会議長賞 市教育委員会賞

市民の誓い啓発ポスター入賞作品展市民の誓い啓発ポスター入賞作品展
特別賞4点、奨励賞15点、佳作25点を展示します。

2／ 27（金）～3／ 9（月）
3／ 11（水）～23（月） 
3 ／ 25（水）～4／ 7（火）

市役所市民ホール
東部市民センター
西部ふれあいセンター

月　　日 と　こ　ろ

問い合わせ▶市民生活課（☎85－6622）

「すすんでからだをきたえ「すすんでからだをきたえ
　　　　　　いのちを大切にしよう」　　　　　　いのちを大切にしよう」

朝倉政（高座小1）朝倉政（高座小1）

「みんなで緑を育て「みんなで緑を育て
　　　　　　　自然を守ろう」　　　　　　　自然を守ろう」

「みんなで緑を育て「みんなで緑を育て
　　　　　　　自然を守ろう」　　　　　　　自然を守ろう」

難波真子（丸田小5）難波真子（丸田小5） 大森風生（小野小3）大森風生（小野小3）

「みんなで緑を育て「みんなで緑を育て
　　　　　　　自然を守ろう」　　　　　　　自然を守ろう」

坪井美佳（松山小6）坪井美佳（松山小6）

「すすんでからだをきたえ
　　　　　　いのちを大切にしよう」

朝倉政（高座小1）

「みんなで緑を育て
　　　　　　　自然を守ろう」

「みんなで緑を育て
　　　　　　　自然を守ろう」

難波真子（丸田小5） 大森風生（小野小3）

「みんなで緑を育て
　　　　　　　自然を守ろう」

坪井美佳（松山小6）

市青少年健全育成推進会議会長賞

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。
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