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みんなで一緒に遊んじゃおう！
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小学校に入学する子どもたちが犯罪に巻き込まれないように、市内の防犯ボラ
ンティア団体「児童見守り隊」と「地域のおじさん・おばさん」の皆さんが入学式
の日、市内39小学校の校門の前で啓発チラシを配り、安全についての意識を
高めました。

地域を支える市民の力
知っていますか？民生委
員さん 保護司さん（2～5P）
頼りになります！春日井
駅前防犯ステーション
「ふれあい」（6P）
ささえ愛センターがパ
ワーアップします！（7P）

・

・

・



地域で活動している、身近な相談役、民生委員・
児童委員（以下、民生委員）さん、保護司さん。
どんな活動をしているか知っていますか？ 
今回は、日々地域社会のために活動をしている
皆さんに焦点を当ててみました。 

　地域のいろいろな課題に悩みを抱えている皆さ
んが安心して生活できるよう、活動しています。
初めての訪問先では、互いになかなか気持ちが通
じ合わないこともありますが、何回も足を運んだり、
折に触れて声を掛けたりしているうちに皆さん心
を開いてくれます。そのうちに「いつもお世話に
なっています。ありがとうございます」と向こう
から声を掛けてくれます。とてもうれしいですね。
やりがいのある仕事です。民生委員は黒子だと思
っています。地域の皆さんのために、陰ながら力
になりたいですね。 

民生委員の活動について 
どのように考えていますか？ 

○独り暮らしの高齢者基本調査 
○災害時要援護者避難支援対象者の把握 
○振り込め詐欺・悪徳商法などの排除の啓発 
○生活支援の仕組み、介護保険制度、緊急通報
　装置など高齢者福祉サービス、防犯ブザーの
　設置促進、福祉資金の活用法などの相談・啓発 
○児童虐待、高齢者虐待、児童・生徒の交通安全 
（不審者情報対応を含む）への見守り活動 
　※民生委員は児童委員を兼務しています。 

民生委員・児童委員はこんな活動をしています 

民生委員・児童委員 
協議会連絡会会長 
土田弘和さん 

春日井市では… 
市全体の民生委員・児童委員の数　３７７人  
１人当たりの担当戸数　　　２５０～３５０戸 
１月当たりの活動日数　　  　　７～１０日 

書のまち春日井マスコット 
「道風くん」 

広報ナビゲーター 
「小筆ちゃん」 

４月２日に開催された民生委員・児童委員全員協議会の様子 

地域を支える市民の力
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出会い…わたしの財産 

地域・関係機関のパイプ役　　　　　 伊藤智允さん 

　皆さんが安心して暮らせるよう、ほんの少しでもそのお手伝い
ができれば、と思ってこの仕事に臨んでいます。 
　この仕事をしていて、最も気をつけていることは守秘義務につ
いてです。市から得る情報は個人についての情報です。ここ10年
ほどの間でしょうか、訪ねた先の方から「なぜわたしのことを知
っているのですか？」と尋ねられることが増えてきました。民生
委員がその情報を外に漏らすことはありませんが、この仕事に深
く携われば携わるほど、考えなくてはならない問題です。 
　人生の半分以上の間、この仕事に携わってきましたが、さまざ
まな人生を歩んで来られた皆さんからいろいろなことを教えても
らいました。これがわたしにとっての財産だと思っています。 

　民生委員は、地域と行政、関係機関のパイプ役だと考えていま
す。地域で問題を抱えている人の周辺の状況を把握することが一
番大切です。隣近所の人はもちろん、児童が対象であれば学校の
先生や主任児童委員さんとも連絡を密にすることで、問題の早期
発見・早期解決が可能になるのです。また、町内会の会合などで
も、民生委員の活動の話をさせてくださいと提案しています。１
年ごとに交代する町内会長さんにも地域の状況を把握してもらえ
たらと思うのです。地域の皆さんとの融和も大切です。新旧の住
民が参加する行事に積極的に参加して、対話の中から情報収集し
ています。また、民生委員同士の会合でも、情報交換も盛んに行
っています。 
　わたしは店舗を経営していて、所用で外出をすることも多々あ
ります。また、夜遅くに緊急の連絡がくることもいつものことで
す。今、改めて家族の支えなしにはこの仕事ができなかったと感
謝しています。 

いつもお世話になっています 
　高齢者夫婦だけだとつい引きこもりがちに
なってさみしい思いをすることが多いのですが、
民生委員さんが訪問してくださり、とてもう
れしく思っています。何でも相談できる民生
委員さんが身近にいてとても心強いです。 
　毎月、民生委員と地区の社会福祉協議会が
地域の高齢者を集めて「ひなご会」という行事
を開催してくれています。一緒にお茶を飲ん
だり、ゲームをしたりして友達も増えました。 
　いつも、民生委員さんに感謝しています。 

訪問活動に向かう勝尾武夫さん 
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　保護司は、家庭裁判所で保護観察となった少年や、少年院を仮退院し
た少年、刑務所で仮釈放され刑期満了まで保護観察になった人が、再犯
せず自立した社会人となれるように取り組んでいます。具体的には毎月2
回面接し、生活状況（学校、就労状況など）を把握するとともに、アドバ
イスや支援活動をしています。また少年院や刑務所を出所後、円滑に社
会や家庭に復帰できるように、家族や関係機関と調整を行っています。
さらに非行、犯罪の予防にも各地で関係団体とともに積極的に活動して
います。 

保護司の普段の活動について、教えてください。 

保護司はこんな活動をしています 保護司のこれまでの活動のなかで、 
印象に残った出来事はありますか？ 

春日井保護区保護司会会長 
伊藤春明さん 

安全、安心の地域社会を作るため、更生保
護（人の立ち直りを支える活動）をしています。 
 
○面接を通して生活上の状況を把握し、 
　助言する  
○少年院、刑務所から釈放された人の 
　社会復帰のための環境調整  
○学校との連携活動など、犯罪、非行 
　の予防活動 

保護司の数　　全国　　　４万９０００人  
　　　　　　　愛知県　　　 ２２６０人 
　　　　　　　春日井市　       ７０人 
　　　　　 （１中学校区当たり４～８人） 

「鐘の鳴る丘」で有名な少年院・有明高原寮（長野県安 
曇野市）を視察 

社会を明るくするふれあい運動の様子 

　Ａ君（当時16歳）は、窃盗で逮捕され、家庭裁判所で
保護観察に決定し、わたしが担当となりました。Ａ君
は、2歳の時に両親が離婚して、父に育てられましたが、
父は仕事で毎日遅く、小学5年ごろからほとんど学校
へは行かなくなりました。中学生になるとさらに私生
活は荒れ、夜にははいかいし、他人のものを盗むよう
になり、補導、逮捕されたのです。 
　Ａ君には、家庭の温かい愛情が欠如していたと思い、
社会のルールを守ることの大切さを根気よく助言する
うちに、人生を少しずつ強く生きようという気持ちに
なりました。土木関係の仕事にも休まず勤めるように
なり、更生してくれて本当に良かったと思っています。 

地域を支える市民の力
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　「保護司とは、陰で支えるボランティア」との気持ちで20年
間お手伝いをさせていただいております。犯罪や非行で保護
観察となった人とは、家の中では対象者と保護司ですが、一
歩外に出たら、友達や母親のように接したいと心掛けていま
す。 
　わたしは性善説を信じます。彼ら彼女らは「良くなろう」と
いう気持ちで通って来ます。１対１で向き合うとみんないい
子です。周囲の悪い影響を受けることもありますが、人間の
根には「善」があると思います。まず信じるというのがわたし
の姿勢です。 
　今の人は携帯電話やメールで昔の仲間と連絡を取り合うので、
保護司はうっかりしてはいられません。状況報告を密にし、
横の連携を大切にして対処しています。 

親子の対話、厳しさも大切に　　　鈴木範之さん 

信じるのがわたしの姿勢　　      　大石三恵さん 

問い合わせ　民生委員について…高齢福祉課（☎８５－６１８４）、保護司について…生活援護課（☎８５－６１９１） 

　罪を犯しても、きちんと立ち直らせ、二度と罪や非行に関わ
らせない、ということを第一に指導しています。わたしの関わ
った子で再犯を犯した子はいない、というのがわたしの喜びです。 
　わたしがかかわった子から、結婚することが決まったとき「式
に出席してください」と頼まれたことがありました。保護司と
いう立場上、出席はしませんでしたが、とてもうれしく思いま
した。今は子にも恵まれ幸せな生活を送っており、時折会いに
きてくれます。この仕事をしていて良かった、と思いました。 
 最後に、親御さんも、もっとしっかりしましょう。子どもの
生活に無関心ではいけません。親子のコミュニケーションを大
切に、ときには厳しく叱ることも大切です。 
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頼りになります！
春日井駅前防犯ステーション
「ふれあい」「ふれあい」

自転車盗難防止キャンペーンを行うボランティアの皆さん

ボランティアスタッフの声

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6064）

ＪＲ春日井駅前に防犯ステーション「ふれあい」がオープンして、8か月がたちました。今、「ふれあい」には、
月曜日から金曜日まで、地域のボランティアの皆さんが防犯のためにステーションに交替で詰め、パトロー
ルなどをしています。「犯罪のない安全で安心なまち」春日井の実現のため、皆さん、今日も活動をしています。

地蔵川

中央本線
JR春日井駅

「ふれあい」

N

活動時間▶月～金曜日 午後1時～5時
　　　　　☎89－0220

　活動を始めてから8か月たちましたが、漠然と考
えていた防犯について、身近に感じるようになりま
した。この意識の変化は周辺の地域の皆さんにも広
がっていると思います。登録ボランティアも60人に
達し、街頭パトロールには多くの皆さんが積極的に
参加することからもその変化を実感しています。
　駅の出口付近に案内表示をしたこともあり、多く
の皆さんに知られるようになりました。町内会や子
ども会でも「ふれあい」ではどういう活動をしている
の？とよく尋ねられますし、小学校の授業でも取り
上げられ、関心は高まっていると思います。

利用者の声

昨年の市民企画事業の様子

地域を支える市民の力
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「ふれあい」

協働をさらに進めます！

ドンドン増えています！

引き続き応援します！

一緒につくりあげます！

問い合わせ▶ささえ愛センター（☎56－1943）

「まちづくりを支える市民活動の拠点」である“ささえ愛センター”はオープンしてから2年がたちました。今
後もより多くの皆さんが市民活動を身近に感じていただけるよう、活動していきます！

●いろいろな備品が利用できて、団体の活動がスムーズになりました。（70代男性）
●自分にあったボランティア団体を紹介していただきました。（20代男性）
●団体の運営に関する講座がとても参考になり、市民活動への意欲がわいてきました。（30代女性）
●これからは、情報紙作りなどに積極的に参加していきたいと思っています。（60代女性）

利用者の声利用者の声利用者の声

昨年の市民企画事業の様子昨年の市民企画事業の様子昨年の市民企画事業の様子

活動団体登録数　60団体→79団体
利用者数　　　　2861人→4859人
（平成20年4月～ 21年3月末現在）

　市民活動に関するさまざまな講座や、ＮＰＯとボラ
ンティアの相談事業、チラシや活動用資料の印刷など
の作業支援、市民活動団体へのコーディネート業務な
ど市民活動の支援事業を行います。

　市民の皆さんと一緒に市民活動の情報紙を編集した
り、ささえ愛センターまつりや各種講座などの企画・
実施を行ったりしていきます。

　今年度、企画課から「市民参画担当」が加わりました。
「協働元年」で芽生えた市民の皆さんとの連携をさらに
広げ、まちづくりに生かしていきます。
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家族や友だちと一緒になって楽しめるわいわいカーニバルを今年も開催します。心も体も伸び伸びできるい
ろいろな遊びやステージショー、子どもたちが描いた絵や立体作品の展示など、さまざまなイベントが盛り
だくさんです。皆さんも会場を回って１日楽しんでみませんか。

当日の問い合わせ▶落合公園本部（☎080－3391－5160）、三ツ又ふれあい公園本部（☎080－3391－5410）、
　　　　　　　　　総合体育館本部（☎080－3391－5420）
事前の問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6151）

〇 鳴子を作ろう
〇 税金わくわくクイズ
〇 バナナのくきから紙を作ろう（★）
〇 盲導犬との歩行体験（★）
〇 ガイドヘルプ体験
〇 自然と遊ぼう　
〇 おもちゃの病院
　 壊れたおもちゃの修理（修理は無料、部品交換は実費）
　 ※修理できないものもあります。当日修理できないも
　 のは、後日エコメッセ春日井で渡します
〇 モリゾー・キッコロとエコ宣言（★） など
★のある行事は会場で整理券を配布します。

〇 忍者修行にチャレンジ
〇 バルーンアート
〇 子ども舟乗遊び　など

〇 ふれあい作品展

〇 夢花火づくり
〇 わいわいスーパードッジボール大会
〇 わんぱく相撲春日井場所
〇 チャレンジ広場(手作り工作コーナー、ゲーム
　 コーナー、お楽しみ抽選会、人形劇)

モリゾー・
キッコロとエ
コ宣言を紙に
書こう！エコ
宣言をすると
一緒に写真が撮れるよ！
（午前、午後各先着30人、カメラは
持参してください。）
わいわいステージの「わいわい〇×
クイズ」の環境問題にも登場！

 9:45～10:15
10:20～10:45
10:50～11:10
11:15～11:50
11:55～13:20
13:25～13:55
14:00～14:20
14:25～14:55
14:55～15:00

オープニングセレモニー
ミンナ de 「どっこいせ」！
ジャズ演奏
子どもバレエ
ティーンズミュージックライブ
中国太陽雑技団
吹奏楽の演奏
わいわい〇×クイズ
フィナーレ

※当日は、市内各方面から4路線の無料シャトルバスを運行します

春日井まつりの新曲「どっこいせ」
　　　　　をみんなで歌って、踊ろう！

総合体育館三ツ又ふれあい公園

落合公園

ふれあい緑道

わいわいステージ（落合公園駐車場）
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問い合わせ▶交通対策課（☎85－6051）

市内６か所で自転車(レンタサイクル)の貸し出しを行っています。気候が暖かくなり、
出掛けるのに格好の季節となりました。さわやかな新緑の風を受けながら、レンタサ
イクルに乗って街を走ってみませんか。

受け付けで貸出簿に必要事項を記入
し、鍵を受け取ります（貸し出し無料）

借りた場所に返します

借
り
方

返
し
方 ※別の場所に返却しないでください。

鍵と同じ番号のレンタサイクルを使用します

受け付けに鍵を返します
※故障などがあれば受け付けに伝えてください。

※自転車の状態を確認してから乗ってください。

レンタサイクルの利用方法

No.5

レンタサイクルを利用してみませんかレンタサイクルを利用してみませんかレンタサイクルを利用してみませんかレンタサイクルを利用してみませんか

貸出日は、各施設などの開館日・営業日です。年末年始などの閉館日・休業日は、受付場所により異なります。

※月曜日が祝休日のときは、その直後の祝休日でない日です。

№ 閉 館 日 ・ 休 業 日受 付 場 所 貸出時間（当日のみ）
市役所正面玄関

ＪＲ春日井駅北口自転車等駐車場

鳥居松広小路商店街内「器のおおさわ林商店」

土・日曜日、祝休日

無休

月曜日

8：30～16：30

8：30～20：00

9：30～20：00

総合福祉センター 月曜日

中央公民館 月曜日 8：30～16：30

レディヤンかすがい 月曜日※ 8：30～20：00

8：30～16：30

ＪＲ中央本線
春日井

県道内
津・勝

川線

国道1
9号

勝川

県道神
屋・味

美線

レンタ
サイクル
マップ

N

ＪＲ春日井駅北囗
自転車等駐車場 18台

総合福祉センター 2台

市役所 8台

器のおおさわ林商店 5台

中央公民館 2台

レディヤン
かすがい 2台

レンタサイクル利用のお願い
交通ルールを守り、安全走行に心掛けてください（無理な走行はレンタサイクルの故障にも
つながります）。
利用時間を必ず守ってください。
レンタサイクルから離れるときは、必ず施錠してください。
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　市では、老朽化が進んでいる保育園の建て替え
に合わせた保育環境の整備を計画的に進めていま
す。今回、その1番目となる勝川北部保育園が完
成し、開園式を行いました。市長が「みんな伸び
伸びと仲良く保育園生活を送ってください」とあ
いさつすると、園児たちは「すてきな保育園をつ
くってくださって、ありがとうございました」と
みんな元気な声でお礼を言いました。その後、真
新しい保育室に足を踏み入れた子どもたちは、み
んなうれしそうな顔をしていて毎日通うのが楽し
みな様子でした。

4/2
㊍

ぴっかぴっかの保育園が
完成
（勝川北部保育園）

　春日井の特産「サボテン」をテーマにサボテンフ
ェアが開催され、多くの来場者でにぎわいました。
即売コーナーでは、大小さまざま、色とりどりの
サボテンが並び、訪れた人たちは目移りしながら
も、気に入ったサボテンを買い求めていました。
また、サボテンを使ったアイスやラーメンの販売
コーナーでは、列を作って並ぶほど多くの皆さん
で大盛況でした。

4/4
㊏

サボテンフェアを開催しました
（落合公園）

日丸 井之介 春代
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　すがすがしい春の陽気の下、市内39の小学校で入
学式が行われ、3105人の新１年生が誕生しました。
勝川小学校では、39校を代表して黄色い帽子と防犯
ブザーの贈呈式が行われ、新1年生は、市長や春日
井警察署長などから、交通事故や犯罪に遭わないよ
うにと一人一人帽子をかぶせてもらいました。また、
校門の前では、満開の桜の下、うれしそうに記念撮
影をする親子の姿も見られました。

4/6
㊊

今日から元気に登校します
（勝川小学校）

組織風土改革プロジェクト　

　今、市役所内に、組織横断的にテーマを
絞って研究・活動するプロジェクトが生ま
れ育っています。
　平成19年度には、①職員が市内に出掛け
て社会貢献する「ボランティアチーム」②職
員間の情報交換や話題を提供する「庁内報
チーム」③市民すべての人が利用しやすい
庁舎を考える「庁内バリアフリーチーム」④
職員が業務上必要な知識と情報を電子マニ
ュアル化する「庁内LANチーム」が生まれ
ました。
　そして平成20年度には、①施設の維持管
理における「技術力確保・継承チーム」、こ
れは、多くの知識や経験を有する職員の大

量退職に備えるものであり、人材育成体系
の構築にまで踏み込んでくれました。
　さらに、②救急車の適正利用についての
「救急車アプローチチーム」、これは、救急
車の利用実態を分析し、救急ガイドブック
を作成することにより、救急車を適正に利
用していただく環境づくりをしようという
ものです。
　このほか、③高齢者人口が増加する中で
の「高齢者パワー活用チーム」、これは社会
のために役立ちたいと考えてみえる多くの
熟年の方に、社会参加しやすい情報を提供
できるシステムをどのように構築するのか
を研究したものです。
　紹介した７チームの中には、現在も活動
しているチームもあり、市職員の意識改革
に大きく寄与していると思います。
　このように、職員自らが積極的に仕事に
取り組む風土ができつつあることに喜びを
感じるとともに、今後新たなチームが現れ
るのを楽しみにしています。

情 報 を お 寄 せ く だ さ い ！

　『Photo　ホット　ほっと』では、市内であ
った出来事などを、写真入りで温かい気持ち
になったり、ちょっぴり微笑みたくなったり
する記事も交えてお伝えしています。
　このページに掲載する市民の皆さんの身近
な出来事をぜひ紹介してください。広報担当
者が取材に伺います。　※誌面の都合で掲載
できないこともあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆情報提供は、氏名、連絡先、出来事の内容
などを書いて、手紙かはがき、ファクス、電話、
Ｅメールで、〒486－8686春日井市役所広報広
聴課（☎85－6036、ＦＡＸ84－7421、Ｅメー
ルkoho@city.kasugai.lg.jp)へ
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I N F O R M A T I O N情報最前線

東 海 学 セ ミ ナ ー東 海 学 セ ミ ナ ー東 海 学 セ ミ ナ ー東 海 学 セ ミ ナ ー東 海 学 セ ミ ナ ー
東海学セミナーは、東海地域の歴史を考える3回連続の歴史講座です。今年度は「わたしの発見」をテーマ
に3人の講師を迎え、これまで体験された歴史的な「発見」について講演します。

時　間 ▼午後1時30分～ 3時
ところ ▼文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
費　用 ▼受講料1000円（3回分、資料代を含む）
定　員 ▼198人（抽選）
申し込み ▼5月15日（金）〈必着〉までに、はがき

かEメールに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を書いて、〒486－
0913柏原町1－97－1、文化財課（☎33
－1113、Ｅメールbunkazai@city.kasu
gai.lg.jp）へ　※当日参加は不可

月　日 講　　師 演題（変更の場合あり）

第1回 6月13日（土） 椎屋紀芳（元新聞記者） 美濃の「湯沐邑（ゆのむら）」のルーツを考える

第2回 7月11日（土） 林弘之（豊川市桜ヶ丘ミュージアム学芸員）三河国府跡の発見

第3回 7月25日（土） 伊藤秋男（南山大学名誉教授） 朝鮮半島三国時代の馬冑（ばちゅう）の研究から

人材を求める地域企業と就職・転職希望者の出会いの場の提供やミニセミナー、相談を行う「就職フェア
in春日井」を開催します。企業の担当者と接する貴重な機会ですので、就職・転職を考えている人は、ぜ
ひ参加してください。

月　日 ▼6月9日（火）
ところ ▼ホテルプラザ勝川
内　容 ▼〇職業対策ミニセミナー（30分間）…

午後0時30分から、午後2時から〇就職
面談会…午後1時～ 4時30分〇ジョブ
カード相談〇職業適性検査および個別
相談…午後1時～ 4時 

対　象 ▼大学など新規学卒者および一般求職者
出展企業 ▼市内を中心とした企業40社(予定)
ホームページ    http://www.city.kasugai.lg.jp/
sangyo/work/saizi_work/work_fair.html

就職フェア in 春日井就職フェア in 春日井就職フェア in 春日井就職フェア in 春日井就職フェア in 春日井

問い合わせ▶経済振興課（☎85－6246）か春日井商工会議所(☎81－4141)
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ポリオ(小児マヒ)ワクチン接種のお知らせ
ところ 月日

健 康 管 理 セ ン タ ー 5/15(金)・25(月)、6/1(月)・
8(月)・15(月)・22(月)

保 健 セ ン タ ー 5/14(木)・29(金)、6/4(木)・
9(火)・16(火)・23(火)

坂 下 公 民 館 5/22(金)、6/11(木)
鷹 来 公 民 館 5/22(金)、6/11(木)
落 合 公 園 管 理 棟 5/21(木)、6/5(金)

総 合 福 祉 セ ン タ ー 5/19(火)、6/2(火)・9(火)・
19(金)

味美ふれあいセンター 5/19(火)・25(月)、6/8(月)・
18(木)

高蔵寺ふれあいセンター 5/15(金)・28(木)、6/2(火)・
12(金)・19(金)

南部ふれあいセンター 5/14(木)・28(木)、6/5(金)・
12(金)・18(木)

西部ふれあいセンター 5/21(木)・29(金)、6/4(木)・
16(火)

受付時間▶ 午後2時～ 2時50分
対 象▶ 生後3か月以上7歳6か月未満で、2回投与

が完了していない乳幼児　※接種の案内
が届いていない場合でも、対象となると
きはほかの予防接種との間隔が空けば、
接種可能

持ち物▶ ポリオ予防接種のご案内、母子健康手帳
 ※配布済みの｢予防接種と子どもの健康｣

をよく読んでから接種してください。
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6168)

地域福祉計画策定委員会の公開
と き▶ 5月19日(火)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▶ 5月1日(金)から、高齢福祉課(☎85－6184)へ

教育委員会定例会の公開
と き▶ 5月20日(水)午後1時30分から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 教育総務課(☎85－6436)

地域密着型サービス事業者説明会
　第4次高齢者総合福祉計画で整備数が定められ
た地域密着型サービスについて、事業者の募集を
行います。これに伴い説明会を開催します。
と き▶ 5月22日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所301会議室
サービス種別▶①認知症対応型共同生活介護②地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護

地 区▶ ①坂下地区または高蔵寺東部地区②高蔵
寺東部地区または高蔵寺西部地区および
中央地区、北部地区または南部地区

対 象▶ 地域密着型サービス事業者指定の希望者
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6182)

浸水被害を防ぐための総合治水対策浸水被害を防ぐための総合治水対策浸水被害を防ぐための総合治水対策浸水被害を防ぐための総合治水対策浸水被害を防ぐための総合治水対策

問い合わせ▶河川排水課（☎85－6361）

洪水や浸水を防ぐため、川幅を広げたり、川底を掘ったりするなどの河川改修が行われていますが、そ
れだけでは集中豪雨時に増加する雨水を安全に流すことができません。そこで、流域内に雨を貯めた
り地下に浸透させたりする施設により、河川に一度に入ってくる雨水を減らすことが必要です。

　市では雨水の流出抑制を図るた
め、学校や公園のグラウンドに雨水
調整池の整備を進めています。また、
各家庭で不用となった浄化槽を雨水
貯留施設に転用したり、雨水貯留タ
ンクなどを設置したりすることに補
助制度を設けていますので、ぜひ利
用してください。

家庭でできる治水対策家庭でできる治水対策

浄化槽を転用
したタンク

雨水貯留
タ ン ク

浸透ます

ごはんなどの

穀類をしっかりと
食生活指針
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市内の生活必需品の価格
　5月は消費者月間です。価格や表示をよく見て
消費者トラブルをなくしましょう。市では｢消費
活動見守り推進員｣が価格調査(17品目、年3回)を
しています。平成20年度の価格調査のまとめを各
ふれあいセンターなどで配布します。
問い合わせ▶ 市民生活課(☎85－6616)

おいでよ交通児童遊園
と き▶ 5月5日(祝)午前10時～午後3時
内 容▶ 模型電車の展示・運行やマジックショー、

読み聞かせなど
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▶交通児童遊園(☎81－1301)

包む想い～布と人のぬくもり・ふろしき展
と き▶ 5月12日(火) ～ 31日(日)午前10時～午後6

時(金曜日のみ7時まで)
内 容▶ 日本人が暮らしの文化として育んできた

風呂敷について紹介する
入場料▶ 大人600円、高大生400円(前売100円引き)
前売券▶ 前売券は5月10日(日)まで、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　※かすがい市民文化財団で
は代金引換サービスあり

ギャラリートーク
と き▶ 5月12日(火)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 和布の収集家・三瓶清子が風呂敷につい

て解説する　※展覧会の入場券が必要
ワークショップ～風呂敷の包み方講座
と き▶ 5月13日(水)・30日(土)・31日(日)午後2時

～ 3時30分
内 容▶ 風呂敷にまつわる話を交え、包み方を楽

しく学ぶ
ところ▶ いずれも文化フォーラム春日井
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

グリーンピアコンサート
グリーンピア春の歌コンサート
と き▶ 5月12日(火)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ 福森律子、バンビピアノ教室
曲 目▶ ｢桜｣｢千の風になって｣｢青葉城恋唄｣など
フルートアンサンブルコンサート
と き▶ 5月17日(日)午後2時～ 2時40分
出 演▶ アンサンブル・ドルチェ
曲 目▶ 『カヴァレリア・ルスティカーナ』より｢間

奏曲｣｢歌の翼に｣｢崖の上のポニョ ｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

昼コン｢指の妙｣
と き▶ 5月16日(土)午後2時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ 朝倉ゆき(フルート)、田中敦子(ハープ)
曲 目▶ マスカーニ｢カヴァレリア・ルスティカ

ーナ｣、山田耕筰｢からたちの花｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

庄内川・土岐川連合複合型災害防災実動訓練
　伊勢湾台風50年を機に、洪水・高潮が同時発生
することを想定した複合型災害訓練に合わせて、
国土交通省や春日井市など関係各県市町により水
防訓練を実施します。
と き▶ 5月17日(日)午前8時30分～正午(少雨決

行)
ところ▶ 〈メイン会場〉庄内川河川敷(名古屋市西

区庄内緑地公園内)〈サテライト会場〉名
古屋港ガーデンふ頭(名古屋市港区)

主 催▶ 国土交通省、愛知県、岐阜県、三重県、
名古屋市、瀬戸市、春日井市、清須市、
北名古屋市、春日町、多治見市、土岐市、
桑名市、海部地区水防事務組合(甚目寺
町・大治町)

問い合わせ▶ 河川排水課(☎85－6361)

いけばな展
と き▶ 5月17日(日)午前10時～午後3時30分
呈茶券▶ 300円　※5月1日(金)から高蔵寺ふれあ

いセンターで販売
ところ・問い合わせ▶高蔵寺ふれあいセンター (☎

51－0002)

にこにこ劇場
と き▶ 5月24日(日)、7月26日(日)午後3時～ 3時

30分
内 容▶ 劇、大型絵本など
対 象▶ 市内在住の乳幼児(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)

市民ソフトボール大会
と き▶ 6月7日～ 7月12日の毎週日曜日(21日を除

く5回)午前9時から
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ところ▶ 上条グラウンド
種 目▶ 男子・女子ソフトボール
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人で構成された

チーム
費 用▶ 参加料(1チーム)4000円
申し込み▶ 5月17日(日)〈必着〉までに、所定の用紙

(総合体育館に用意)に記入して、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市ソフトボール連盟・大島(☎51－6807)

団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 6月7日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 一般男子・女子団体(1チーム4～ 6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人(高校生以上)

で、5月13日(水)までに今年度の連盟登録
をした人

費 用▶ 参加料(1チーム)3000円(高校生1000円)
持ち物▶ 所属チーム名入りのゼッケン
ところ・申し込み▶5月13日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、チーム名、全員の住所
・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(☎090－5451－7341)

初めて挑戦！アウトドアⅡ
と き▶ 6月27日(土)午前9時30分～ 28日(日)午後2

時30分
内 容▶ 初めての仲間とキャンプファイアー、野

外炊事、工作などを通して自然に親しむ
対象・定員▶ 小学2 ～ 4年生・40人(抽選)
費 用▶ 参加料4500円
ところ・申し込み▶5月20日(水)〈必着〉までに、

往復はがきに行事名、住所、氏名(ふり
がな)、学年(年齢)、性別、電話番号を書
いて、〒487－0031廻間町1102－1、少年
自然の家(☎92－8211)へ

納涼夜店
と き▶ 7月25日(土)午後6時～ 8時30分(荒天中止

時の場合は翌日に順延)
ところ▶ 落合公園
対 象▶ 市内に店舗があり、出店責任者が夜店に

参加できる人や夏まつりの雰囲気を盛り
上げる店

販売品目▶ 飲食物、おもちゃなど出店者が通常自店
で扱っているもの

出店料▶ 1小間(約9平方メートル)3万円　※コン
セント1つにつき別途2000円

募集小間数▶ 37小間

申し込み▶ 5月15日(金)までに、所定の申込用紙(市
民生活課、市ホームページに用意)に記
入して、市民生活課内、納涼まつり実行
委員会事務局(☎85－6622)へ

 ホームページ　ht tp : / /www . c i t y .
kasugai.lg.jp/bunka/event/n_matsuri/
bosyu/yomise.html

アスティ高蔵寺市民ギャラリー
展示期間 搬入日 搬出日

5/26(火) ～ 6/7(日) 5/25(月) 6/8(月)
6/9(火) ～ 21(日) 6/8(月) 6/22(月)
6/23(火) ～ 7/5(日) 6/22(月) 7/6(月)
7/22(水) ～ 8/3(月) 7/21(火) 8/4(火)
9/2(水) ～ 14(月) 9/1(火) 9/15(火)
1/20(水) ～ 2/1(月) 1/19(火) 2/2(火)
2/3(水) ～ 15(月) 2/2(火) 2/16(火)
2/17(水) ～ 3/1(月) 2/16(火) 3/2(火)
3/3(水) ～ 15(月) 3/2(火) 3/16(火)

※作品の搬入・展示は搬入日の午前に、搬出は搬
出日の午後に利用者で行ってください。申し込み
は先着順です。
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・
宗教活動などはできません。

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

市短詩型文学祭の作品
部 門▶ ○一般の部…短歌、俳句、川柳、狂俳(課

題は｢秋うらら｣｢根性｣)、詩○小・中学
生の部…短歌、俳句、川柳、詩　※詩の
部門は漢詩・外国語の詩を除く

対 象▶ 市内在住か在勤、在学または市内で活動
するグループに所属する人

作 品▶ 作品数は1人につき、短歌は1首、俳句・
川柳は2句以内、狂俳は1題につき1句、
詩は1編　※作品は自作で未発表のもの
に限る。規定に違反した作品は審査対象
とならない場合あり

賞 ▶ 市長賞、財団理事長賞、市議会議長賞、
教育委員会賞、文化協会賞、秀逸、優秀
および佳作(ただし優秀は小・中学生の
部のみ)

応 募▶ 6月16日(火)〈消印有効〉までに、短歌・
俳句・川柳・狂俳ははがきに、詩は原稿
用紙2枚以内に楷書で書き、作品の最初
に部門(朱書き)、題名(詩のみ)、住所(市
外の人は勤務先か学校名または所属する
グループの正式名称)、氏名(ふりがな)、
電話番号、小中学生は学校名・学年・組
を書いて、〒486－0844鳥居松町5－44、
かすがい市民文化財団(☎85－6868)へ
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市文化協会の講座
正しいボールルームダンス～ブルース・ジルバ・
マンボ・ワルツを踊る
と き▶ 6月の毎週木曜日(4回)午後1時～ 3時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 友松千代子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で①高校生以上の

人②中学生以下の人・①20人②5人(いず
れも抽選)

費 用▶ 受講料①200円
持ち物▶ 上靴
問い合わせ▶ 春日井ボールルームダンス同好会・友松

(☎83－4486)
初心者のためのクラシックギター講座
と き▶ 6月の毎週木曜日(4回)午後7時～ 8時50分
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 坪井淳子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ クラシックギター (ない人には貸し出し

可)
問い合わせ▶ 春日井ギターオーケストラ・坪井(☎83

－1784)
 
申し込み▶ いずれも5月15日(金)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名(｢正しいボー
ルルームダンス｣は①②の別も)、住所、
氏名(ふりがな)、電話番号、ギターの貸
し出しを希望する人は｢ギター貸し出し
希望｣と書いて、〒486－8686春日井市役
所文化課(☎85－6079)へ

予防課　☎85－6383
各種防火管理講習
と き▶ ①甲種防火管理新規講習…6月6日(土) ～

7日(日)、9月3日(木)～ 4日(金)、12月5日(土)
～ 6日(日)、平成22年2月17日(水) ～ 18日
(木)午前9時30分～午後4時30分②乙種防
火管理講習…7月13日(月)、平成22年1月
30日(土)午前9時30分～午後4時30分

ところ▶ ①総合体育館②市役所304・305会議室
対 象▶ 市内在住か在勤で、防火管理者が必要な

防火対象物において、管理的または監督
的地位の人・①80人②50人(いずれも先
着順)

費 用▶ 教材費①②1600円
申し込み▶5月7日(木)から、顔写真1枚(縦3cm×横

2.5cm)を持って、予防課へ　※郵送の場
合は事前に電話連絡が必要

東部市民センター　☎92－8511
外国人のための日本語講座(①入門クラス・②初
級クラス)
と き▶ いずれも5月10日～平成22年3月28日の日

曜日(月2回程度、22回)午前10時～正午
講 師▶ ①上島昌代②野々山美津子
対象・定員▶ 日本語を話せない外国人・各20人(先着

順)
費 用▶ 教材費(テキストを購入する人のみ)①

4210円②4281円
申し込み▶ 5月10日(日)午前10時に直接、東部市民セ

ンターへ(以後随時受け付け)

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▶ 5月23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▶ 5月5日(祝)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
名古屋学院大学連携講座・本場の中国を学ぼう～
初級の中国語会話で中国の暮らしを知る①中国語
と日本語②中国の小学校③中国の食べ物④中国人
の暮らし
と き▶ 6月の毎週土曜日(4回)午後1時30分～午

後3時
講 師▶ 名古屋学院大学講師・程群
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 5月15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、〒480－0305
坂下町4－250－1へ

味美ふれあいセンター　☎31－3522
はじめての日本画教室～静物などをモチーフに日
本画の技法を学ぶ
と き▶ 6月の毎週土曜日(4回)午前9時30分～ 11

時
講 師▶ 鈴木淳子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費2000円
持ち物▶ スケッチブック(Ｆ4サイズ)、消しゴム
申し込み▶ 5月12日(火)までに、往復はがき(1人1枚

のみ)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
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グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～弥勒山から道樹山周辺を
歩く
と き▶ 5月23日(土)午前9時30分～午後4時

※雨天の場合は、午前中のみの講義
講 師▶ 波多野茂 
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 山歩きができる服装、帽子、弁当、水筒
現代押し花アート教室～押し花でフラワーバスケ
ットを楽しむ
と き▶ 5月27日(水)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▶ いずれも5月8日(金)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
手作り花器作り
と き▶ 5月26日(火)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 火・水・土の会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
持ち物▶ 空のペットボトル(500ml)、カッターナ

イフ、はさみ、定規
持ち込みパソコン講座(初級)
と き▶ 6月の毎週土曜日(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(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ ウィンドウズⅩＰ対応パソコン
 
申し込み▶ ｢手作り花器作り｣は5月5日(祝)から電話

で、｢持ち込みパソコン講座｣は5月23日
(土)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)
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

かすがいげんきっ子センター
子ども講座～手品
と き▶ 6月14日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(抽選)
費 用▶ 材料費200円
工作教室～ちぎり紙で絵手紙を作る
と き▶ 6月27日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)

申し込み▶ いずれも5月14日(木)〈消印有効〉までに、

往復はがき(きょうだいでの申し込みは
連名可)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
学校名、学年、保護者名、電話番号を書
いて、〒486－0945勝川町8－2858－1(☎
35－3501)へ

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
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▶ 6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(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
親子スキンシップ教室～親子で楽しく体を動かす
と き▶ 6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▶ 市内在住か在園の平成18年4月2日～ 19

年4月1日生まれの幼児とその保護者(2人
1組)・30組(抽選)

 
申し込み▶ いずれも5月15日(金)〈必着〉までに、往

復はがき(1組1枚)に教室名、住所、｢親子
スキンシップ教室｣は2人の氏名(ふりが
な)、性別、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0304神屋町字引沢57－1へ

児童センター　☎87－6866
お父さんとあそぼう会～父と子が体を動かして一
緒に遊びながら、楽しく触れ合う
と き▶ 6月13日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
対象・定員▶ 市内在住の4歳～小学生とその父親(2人1

組)・20組(抽選)
費 用▶ 参加料(1組)200円
持ち物▶ 水筒、タオル、上靴
申し込み▶ 5月18日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、学校名と学年、保護者の氏名、電
話番号を書いて、〒486－0857浅山町1－
2－61へ

消防総務課　☎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▶ 6月4日(木)午前9時～正午
ところ▶ 味美ふれあいセンター
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▶ 5月7日(木)から、電話で
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市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座(託児付き)～子どもの事故の応急処置法
と き▶ 5月20日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 上八田保育園ホール
講 師▶ 市消防職員
対 象▶ 子育て中の保護者・35人(先着順)
申し込み▶ 5月8日(金)午前9時から、☎85－8824へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
転倒骨折予防～無理なく筋肉を鍛えよう！
と き▶ 5月12日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 市市民サービス公社スポーツインストラ

クター
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
転倒予防～適度な運動ってどの程度？
と き▶ 5月16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▶ 一田幸男
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
栄養満点！簡単パエリアを作ろう！
と き▶ 5月20日(水)午前9時～正午
ところ▶ 鷹来公民館
講 師▶ 管理栄養士・山崎彩子
費 用▶ 150円
定 員▶ 20人(先着順)
持ち物▶ エプロン、ふきん
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
椅子とボールで健やかエクササイズ
と き▶ 5月20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▶ 筧千代子
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
音楽で心をしなやかに鍛えましょう！～いつでも
どこでもひとりでも心健やかに過ごすコツを学ぶ
と き▶ 5月21日(木)午前10時30分～正午
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 音楽療法士・須崎弘子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
カラーで生き生きライフ～不思議な色の世界＆好
きな色と似合う色
と き▶ 5月27日(水)午後2時～ 3時30分

ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 市場丈規
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ

市体育協会の講座
硬式テニス初心者教室
と き▶ 5月30日(土)午前9時～午後4時
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学4年生以上

の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、テニ

スシューズ、弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
初心者のための｢武術太極拳｣入門
と き▶ 6月の毎週水曜日(4回)午後7時～ 8時
ところ▶ 高蔵寺中学校
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ 上靴
問い合わせ▶ 市武術太極拳協会・川水(☎090－9926－

3065)
 
申し込み▶ ｢硬式テニス初心者教室｣は5月23日(土)

〈必着〉までに往復はがきに、｢武術太極拳｣
は5月24日(日)〈必着〉までにはがきに教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号、｢硬
式テニス初心者教室｣は経験年数を書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体
育館へ

児童センター　☎87－6866
ヒップホップ教室
と き▶ 6月20日(土)・28日(日)、7月4日(土)・11

日(土)・18日(土)〈5回〉午前10時～ 11時
30分

ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 林由美子
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・30人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ タオル、水筒
申し込み▶ 5月18日(月)〈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)、
学校名、学年、保護者の氏名、電話番号
を書いて、〒486－0857浅山町1－2－61
へ
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サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ストレッチ教室(肩こり予防・解消編) ～リ
ラックスして、心身ともに疲労の回復を促す
と き▶ 5月13日(水)午後1時10分～ 1時50分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・25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
と き▶ 5月15日(金)午後1時～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・25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
親子で幼児水泳～バタ足、浮き身などの水泳の基
本をマスター
と き▶ 6月2日～ 25日の毎週火・木曜日(8回)午

後4時～ 4時45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の平成15年4月2日～ 18

年4月1日に生まれた幼児と保護者(幼児1
人につき、保護者1人必要)・30組(抽選)

費 用▶ 受講料5000円
クロールを覚えよう～泳ぎの基本をマスターする
と き▶ ①6月2日～ 25日の毎週火・木曜日(8回)

午後5時～ 6時②6月2日～ 25日の毎週火
・木曜日(8回)午後6時15分～ 7時15分③6
月5日～ 7月1日の毎週水・金曜日(8回)午
後5時～ 6時

対象・定員▶ 市内在住の小学生・各35人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
シェイプアップアクア～脂肪燃焼を目指した水中
エアロビクス
と き▶ 6月の毎週水曜日(4回)午前9時20分～ 10

時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・60人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
親子で水中運動～親子でスキンシップをとりなが
ら、楽しく体を動かす
と き▶ 6月の毎週水曜日(4回)午前10時45分～ 11

時30分
対象・定員▶ 市内在住の2～ 3歳でおむつが外れてい

る幼児と保護者(幼児1人につき保護者1
人必要)・35組(抽選)

費 用▶ 受講料2000円
水中運動～運動不足の解消を目指す
と き▶ 6月の毎週木曜日(4回)午前9時20分～ 10

時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・45人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円

水中ダンベル＆アクア～浮力のあるダンベルを使
って、基礎代謝の向上を図る
と き▶ 6月の毎週木曜日(4回)午前10時40分～ 11

時40分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・55人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
女性のためのボディメイク教室～グループ指導で
個別メニューを作成し、そのメニューに基づいて
筋力トレーニングの指導を行う
と き▶ 6月の毎週金曜日(4回)午前10時～正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・6人(抽選)
費 用▶ 受講料2500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

平泳ぎを覚えよう～泳ぎの基本をマスターする
と き▶ 6月5日～ 7月1日の毎週水・金曜日(8回)

午後6時15分～ 7時15分
対象・定員▶ 市内在住の小学生(クロールで25m以上

泳げる人)・20人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
申し込み▶ ｢水中ストレッチ教室｣と｢水中ウオーキ

ング教室｣は5月4日(祝)午前9時から電話
で、それ以外は5月15日(金)〈必着〉まで
に、往復はがき(1教室につき1枚のみ)に
教室名(①②③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、園
名を書いて、〒486－0804鷹来町4286へ

6月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

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)

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

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
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エアロ

ソフト
エアロ

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▶ 6月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・30人(先着順)
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▶ 6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、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
始めてみよう！楽しい体操(てつぼう) ～前まわ
り降り、逆上がりなどができるように練習する
と き▶ 6月の毎週水曜日(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35

人(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▶ 6月の毎週金曜日(4回)午後6時30分～ 7時

30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
フラダンス～アロハ音楽に合わせ、ゆったりとし
た基本の動作を踊る
と き▶ 6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、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は5月4日(祝)午

前9時から電話で、それ以外は5月15日
(金)〈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
校名を書いて、〒486－0804鷹来町4196
－3へ

軽自動車税の納税通知書を発送します
　原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車
・二輪の小型自動車を4月1日現在所有している人

へ、5月上旬に平成21年度納税通知書を発送しま
す。納期限は6月1日(月)です。軽自動車税は、コ
ンビニエンスストアでも納付できますので利用し
てください。　※住所の変更などで納税通知書が
5月中旬までに届かない場合は、市民税課まで連
絡してください。
問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6092)

5月は市税完納促進月間
日曜日の納付・納税相談
と き▶ 5月10日～ 31日の日曜日午前9時～正午、

午後1時～ 4時
夜間の納付・納税相談
と き▶ 5月13日(水)・20日(水)・27日(水)午後5時

30分～ 7時
ところ・問い合わせ▶いずれも収納課(☎85－

6111)

憲法週間を迎えて
　5月3日は憲法記念日です。裁判所では、毎年こ
の日を中心とした5月1日～ 7日を｢憲法週間｣と定
め、法務省、検察庁、弁護士会の協力を得て、講
演会や無料法律相談などいろいろな行事を行って
います。
裁判員制度がスタートします
　国民の皆さんに刑事裁判に参加していただく
｢裁判員制度｣が、いよいよ5月21日(木)からスター
トします。裁判所ではこれまでに選任手続きも含
めた裁判員裁判の模擬裁判を行い、分かりやすい
審理のあり方を検討するとともに、国民の皆さん
が裁判に参加しやすい環境の整備を進めて来まし
た。
　全国各地で行われる憲法週間記念行事において
も、裁判員制度広報用映画の上映会や各種説明会
など、裁判員制度を取り上げた催しが企画されて
います。
裁判員制度ウェブサイト　http://www.saibanin.
courts.go.jp/
裁判所ウェブサイト　http://www.courts.go.jp/
問い合わせ▶ 名古屋地方裁判所総務課(☎052－203－

9092)

認知症市民講座
と き▶ 5月9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▶ ｢薬の相談について｣市薬剤師会
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)
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育てよう　一人一人の　人権意識
　すべての人は、生まれながらにして自由であり、
尊厳と権利について平等です。
　また、人種・皮膚の色・性・言語・宗教・政治
上その他の意見・国民的もしくは社会的出身・財
産・門地その他の地位またはこれに類するいかな
る事由による差別を受けることもなく、すべての
権利と自由を享有することができます。
　すべての人は、自らが人間らしく生きる権利を
生まれながらに持っていると同時に、他人の権利
を侵害することは許されません。
　人権を侵害されたり、人権を侵害されている人
を見たときには、近くの法務局まで相談してくだ
さい。
問い合わせ▶ 名古屋法務局春日井支局(☎81－3210)

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 5月15日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 患者交流会および家族懇談会
対象・定員▶ パーキンソン病や脊髄(せきずい)小脳変

性症などの神経系難病患者とその家族・
30人(先着順)

申し込み▶ 5月7日(木) ～ 14日(木)に、県春日井保健
所(☎31－2188)へ

クラシック・ギターを楽しもう
ギターの合奏や独奏を一緒に楽しみませんか
と き▶ 6月の毎週水曜日と7月の毎週木曜日(9

回)午後7時～ 9時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 川久保勲
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)

※ギター初心者も歓迎
費 用▶ 教材費1500円
持ち物▶ ギター (ない人は月2500円で貸し出し可)
申し込み▶ 5月15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)、
電話番号、ギターの貸し出しを希望する
人は｢貸し出し希望｣と書いて、〒486－
8686春日井市役所文化課(☎85－6079)へ

問い合わせ▶ 川久保(☎090－9913－1396)
主 催▶ 春日井市民音楽連盟

親子で農業体験
と き▶ 6月13日(土)、9月12日(土)、10月24日(土)、

11月21日(土)〈4回〉午前9時30分～正午
ところ▶ ＪＡ尾張中央グリーンセンター春日井中

央店(西山町)周辺の農地など
内 容▶ ○米づくり(田植えから稲刈りまでの実

習、自宅でのバケツ稲作り)○市内の農
家訪問

対象・定員▶ 市内在住の小学3年生～ 6年生とその保
護者(2人1組)・10組(抽選)

費 用▶ 参加料(1組)2000円(保険料などを含む)
申し込み▶ 5月13日(水)〈必着〉までに、往復はがき

(1枚1組)に住所、氏名(ふりがな)、学校
名、学年、保護者氏名、電話番号を書い
て、〒486－0849八田町1－16－3、ＪＡ
尾張中央春日井営農生活センター (☎81
－7363)へ

防火対象物点検資格者講習
と き▶ 6月23日(火) ～ 26日(金)
内 容▶ 防火対象物の防火管理の実施状況を点検

する資格を取得する講習
定 員▶ 50人(先着順)
費 用▶ 受講料4万5000円(合否判定通知郵送料80

円が別途必要)
ところ・申し込み▶5月7日(木) ～ 22日(金)に、申

請書(予防課に用意)に記入して、郵送で
〒460－0008名古屋市中区栄1－23－13伏
見ライフプラザ6階、名古屋市防災管理
公社防火管理研修センターへ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)

手話通訳技能認定試験
と き▶ 学科試験…10月3日(土)午後1時～ 4時30

分、実技試験…10月4日(日)
ところ▶ 東京会場…日本社会事業大学(東京都清

瀬市)、大阪会場…パナソニック㈱人材
開発カンパニー (大阪府枚方市)、熊本会
場…くまもと県民交流館(熊本県熊本市)

受験資格▶ 20歳(平成22年3月31日までに20歳になる
人も含む)以上の人

受験申し込み▶5月1日(金) ～ 6月30日(火)〈消印
有効〉に〒160－0022東京都新宿区新宿1
－23－1新宿マルネビル7階、社会福祉法
人聴力障害者情報文化センター (☎03－
3356－1634、ＦＡＸ03－3356－2693、Ｅ
メ ー ルslit@jyoubun－center.or.jp)へ　
※簡易書留郵便のみ受け付け。｢受験の
手引及び受験申込書｣など詳細は問い合
せてください。

 ホームページ　http://www.jyoubun－
center.or.jp/

名古屋法務局春日井支局移転終了のお知らせ
　名古屋法務局春日井支局は、庁舎増築工事のた
め、瀬戸法務総合庁舎に一時移転していましたが、
4月27日(月)から元の所在地で業務を行っていま
す。
ところ▶ 鳥居松町4－46
問い合わせ▶ 名古屋法務局春日井支局(☎81－3210)



献血にご協力を！
とき▶5月5日（祝）午前10時～午後3時30分　と
ころ▶八瑞公園（瑞穂通5）　対象▶16 ～ 69歳の
人（65歳以上の人は、60 ～ 64歳の間に献血の経
験がある人）　※受け付けの際に、自身を証明
できるものの提示に協力してください。　問い
合わせ▶ＮＰＯ法人春日井明るい社会づくりの
会（☎89－1041）
･･････････････････････････････････････････
ゆかいな魔女たちシャンソンコンサート
とき▶5月10日（日）午後2時～ 4時（1時30分開
場）　ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚
ホール　内容▶シャンソンの発表　出演▶福
永幸治（フルート）、疋田修三（ピアノ）　定員
▶198人（先着順）　問い合わせ▶伊藤（☎33－
2902）
･･････････････････････････････････････････
右髙ファミリーとおともだち20周年記念参加型
コンサート
とき▶5月16日（土）午後2時～ 4時（1時30分開
場）　ところ▶東部市民センターホール　内容
▶童謡・唱歌・わらべうた・アニメソングのほ
かクラシックにも挑戦する参加型コンサート　
※ゲスト…ストロー笛奏者・神谷徹　定員▶
500人（先着順）　入場料▶1000円　入場券▶5月
15日（金）まで、文化フォーラム春日井・文化情

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

5／2(土)～5(祝) カンアオイと細辛展 春日井カンアオイ同好会
5／8(金)～10(日) 春の山野草展 春日井山草会

落合公園管理棟 (☎56－0414)
5／2(土)～10(日) 私たちの身近な野鳥写真展 春日井バードフォトクラブ
5／4(祝)～6(休) 春の山野草展 牛山山草会

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 5／2(土)～15(金) ミニカー・チョロQ展 鬼頭久美

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
5／3(祝)～30(土) 手作り木工作品展 三浦映一
5／3(祝)～30(土) 春日井の歴史「下街道展」 市文化財友の会

市役所市民サロン (☎85－6073)
5／4(祝)～10(日) 作品展 中央油絵クラブ
5／11(月)～15(金) 味美日本画クラブ作品展 味美日本画クラブ

坂下公民館 (☎88－5555) 5／5(祝)～15(金) カラー研究会水彩画展 カラー研究会
高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 5／7(木)～20(水) 米寿の仲間で書仏画展 白寿会

東部市民センター (☎92－8511) 5／9(土)～18(月) みろく伊勢型紙同好会作品
展 みろく伊勢型紙同好会

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 5／12(火)～24(日) 自分流水彩画展 自分流水彩画
ルネックギャラリー (☎34－6800) 5／14(木)～19(火) 陶芸作品展 陶芸教室 游游

報プラザ、サンマルシェ南館2階案内所で販売
中　問い合わせ▶右髙（☎090－8457－8947）
･･････････････････････････････････････････
子育てのつどい 根っこのこ
とき▶5月21日（木）午前10時～ 11時30分　とこ
ろ▶レディヤンかすがい　内容▶講話とグルー
プミーティング　対象・定員▶小学生までの
子どもがいる親・30人（先着順）　申し込み▶
5月4日（祝）から、電話かファクスに住所、氏
名、参加人数、託児の有無、電話番号を書いて、
服部（☎090－8555－7876、ＦＡＸ85－0016）へ
･･････････････････････････････････････････
やまびこの会朗読発表会
とき▶5月29日（金）午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶朗読発表会「宮部
みゆき作『お墓の下まで』」｢太宰治作『黄金風
景』｣や講師・松原実智子による朗読など　定員
▶90人（先着順）　問い合わせ▶佐久間（☎81－
1597）
･･････････････････････････････････････････
転輪太鼓発足10年貫徹記念コンサート｢勝鬨｣参
とき▶①5月31日（日）②6月21日（日）いずれも昼
の部…午後0時30分から（正午開場）、夜の部…
午後5時30分から（5時開場）　ところ▶①市民会
館②名古屋市東文化小劇場（名古屋市東区）　入
場料▶2000円　入場券▶5月30日（土）まで、文
化フォーラム春日井・文化情報プラザ、市民会
館、転輪太鼓コンサート事務局などで販売中　
問い合わせ▶國分（☎93－9383）
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
診 療 時 間 帯

5／2

5／9

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

☎35－6877

☎84－3060

☎91－3755

☎35－2203

☎87－4103

☎81－1303

☎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）

あさひ病院（下原町）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

浅田レディースクリニック（松新町1）

神領マタニティ（堀ノ内町3）

森永産婦人科（八事町2）

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

5／3

5／4

5／5

5／6

5／10

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 （＋2127）

世帯数
30万7052人
12万3213世帯 （＋2150）

まちの動き

（32件）

（2人）

（2727件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

15件
883件

0人

平成21年4月1日現在　（　）内は前年同日比

平成21年3月　（　）内は1月からの累計

5月31日～6月6日は「禁煙週間」5月31日～6月6日は「禁煙週間」
5月31日は世界禁煙デー

タバコを吸う人なら一度は禁煙を考えたことがありませんか？禁煙したいと思ってもなかなかできな
いのは、「意志が弱いから…」なんて思っていませんか？禁煙ができない原因はタバコの成分であるニ
コチンの作用により、ニコチン中毒に陥るからです。喫煙はニコチン依存症という病気です。

　この機会に喫煙生活を見直してみませんか？市では、保健師による禁煙相談を随時行っています。
また、市内には禁煙外来を設けている医療機関があります。気軽に相談してください。
※健康保険の適用には条件がありますので、希望する人は医療機関に相談してください。

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6172）

肺がんになる確率が5年で喫煙者の半分に
肺がんになる確率が10年で非喫煙者と同じに！

禁煙に「遅すぎる」はなし！ 禁煙の効果
「いまさらタバコをやめても…」なん
て思っていませんか？禁煙は続けれ
ば続けるほど効果が出てきます。
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内
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祭

午後1時～3時30分

と　き

小雨決行

伝統芸能演舞  午後1時20分～2時10分
■開会式　午後1時～1時15分
■御舞台など指定文化財の展示
■三十六歌仙額の公開　午後2時10分～3時30分
■短歌、俳句、川柳の投句　午後2時10分～3時30分
■茶会　午後2時10分～3時30分
　呈茶券(400円)は当日会場で販売

主　催▶内津文化財祭実行委員会　春日井市　市教育委員会
協　力▶内々神社文化財保存会　市茶道連盟協会
問い合わせ▶文化財課（☎33-1113）

出 演
演 目 　

加藤木 朗ほか
「鶏舞」ほか

内々神社

発行／春日井市　〒486－8686 愛知県春日井市鳥居松町5－44　☎（0568）81－5111（代）
編集／企画政策部広報広聴課　☎（0568）85－6036　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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