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有料広告を募集します
地デジの準備は済みましたか？
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情報最前線
各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

子どもたちの体力向上や、転んでもけがをしにくい芝生を運動場に植えること
で外遊びの推進を図ることを目的に、小学6年生とその保護者の皆さんなどが篠
木小学校のサブグラウンドに芝を植えました。さまざまな団体や地域の皆さん
の協力で実現したこの芝植えは、交通児童遊園でも行われました。芝植えの様
子は12～13ページで紹介しています。

四季を彩る春日井の伝統
行事

2009
Ｎo.1422
平成21年



　門松などの正月飾りや、
書き初めで書いた習字など
を燃やす行事です。坂下町
では昔、内津川で行われて
いましたが、現在では坂下
神社の境内に場所を移しま
した。この火で焼いたもち
を食べると、その一年は病
にかからないとされています。 

1月～3月 

書のまち春日井マスコット 
「道風くん」 

書のまち春日井マスコット 
「道風くん」 

1月中旬／坂下神社（坂下町） 
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　2月といえば節分がまず思い起こされ
ます。毎年節分の日に、円福寺では厄
払い豆まきが行われます。希望者は裃（か
みしも）を着て厄払いの祈祷（きとう）を受
けた後、観音堂で豆をまくことができ
ます。 

　釈迦（しゃか）が誕生したとされる日に、
全国各地で行われています。釈迦が誕生し
た時、直立し「天上天下唯我独尊」と声を
発したという伝説があり、その姿を表した
立像に甘茶をかけ、誕生を祝います。 

　真言宗の開祖で、各地を訪ね歩い
た弘法大師空海の像が各家庭の縁側
に祭られます。そこに参拝すると、
家庭で用意された菓子が振る舞われ
ます。遠方から参拝する人もいるよ
うです。 

4月～6月 

2月3日／円福寺（白山町） 

4月8日／香林寺（気噴町） 

4月21日ごろ／大留町 
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　虫による稲への害を防ぐ行事として市内
各所で行われていました。廻間町では、岩
船神社を出発し、わらで作った馬に乗った
侍の人形を持って、鉦(かね)を鳴らしながら
各家庭の門からササタケを集め、坂下との
境にある津島社に納めます。 

　7月下旬「夏越しの祓（なごしのはらえ）」
の時期に茅（ち）の輪を8の字を描くように
くぐると病や罪がはらわれるとされ、子
どもの無病息災を願って行われる行事です。
この行事は全国的にも見られます。 

　昔、外之原に白い蛇が住んでおり、こ
れを祭り、八大竜王と呼ぶようになった
とされています。毎年祠（ほこら）には生卵
が供えられ、近くの公民館ではこの八大
竜王に奉納する獅子舞や道行き太鼓など
が行われます。 

7月～9月 

5月3日／外之原町公民館（外之原町） 

7月12日／廻間町 

7月下旬～8月上旬／神明社（八事町） 
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　暑い盛りの8月10日前後の土日、大光寺の十
一面観音の供養のため、上条町の和爾良（かにら）
神社の境内では提灯（ちょうちん）山が行われます。
365個もの提灯を下げた壮麗な提灯山は市内最
大のスケール。骨組みは明治時代から引き継が
れているものを使用しています。やさしい光が
夏の夕べを彩ります。 

　盆に、八田川の十五丁橋の近くでは先祖供養のため精
霊流しを行います。かつては精霊舟を実際に川に流して
いましたが、近年は環境に配慮して、堤防に棚をしつら
え、法要を行うのみになりました。ナスで作った馬など
は懐かしさを誘います。 

　春日井の名所・尻冷やし地蔵の名前は
聞いたことがあるかもしれません。地蔵
盆は地蔵菩薩の祭りで、主に近畿地方に
みられます。退休寺の尻冷やし地蔵横の
土俵では子ども相撲が行われ、男の子、
女の子の元気よい取組が奉納されます。 

尻冷やし地蔵 

8月24日／尻冷やし地蔵（退休寺）〈大泉寺町〉 

8月15日／十五丁橋付近（知多町） 

8月10日前後／和爾良神社（上条町） 
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　棒の手は、棒ややり、傘などを使っ
て気合いも激しく演武を行うもので、
戦国時代末期の実践的な古武道の型を
今に伝えています。祭りの日には町内
を回ったあと、貴船神社、小木田神社
で奉納公演を行います。県の無形民俗
文化財です。 

　豊作の年に市内各所で行われていた馬
之塔（うまのとう、おまんとともいう）は、現在、
勝川で盛んに行われています。馬は馬林(ば
りん)という色とりどりの飾りをつけ、面
白おかしく化粧をした若衆と呼ばれる人
たちに伴われ、勝川の町内を練り歩きます。 

10月～12月 

　玉野町で行われる秋祭りでは、棒の手、
神楽などが奉納されますが、中でも保
存会によって行われる火縄銃の発砲が
見ものです。半纏（はんてん）に陣笠と

いういでたちで、11丁
の火縄銃で迫力ある一
斉発砲を行います。 

10月第2日曜日／小木田神社（小木田町） 
　　　　　　　  貴船神社（貴船町） 

10月第2日曜日／玉野町 

10月10日／勝川町 
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　上田楽町の伊多波刀（いたはと）
神社では、秋の例大祭に流鏑馬（や
ぶさめ）が奉納されます。境内では
甲冑（かっちゅう）での馬乗行進の模
様と、古式にのっとり、えぼし姿
で弓を引く勇壮な弓の競技を見る
ことができます。保存会の手で、
古来の流鏑馬の再現が進められて
います。 
 

　10月の第2月曜日、味美白山神社の
秋の例大祭ではお旅所行列が行われま
す。これは、神体が白山神社の社殿か
ら相宮（お旅所古墳）に徒御（とぎょ）
するもので、立派な行列が行われます。
獅子舞や裃姿の行列、みこによる舞な
どを見ることができます。 

10月（体育の日）／伊多波刀神社（上田楽町） 

10月第2月曜日／味美白山神社（二子町） 

11月3日／松河戸町 
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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 高蔵寺 

定
光
寺
 

勝川 

間
内 

牛
山 

名
鉄
小
牧
線 

春
日
井 

味
美 

勝川 

ふれあい緑道 

伊多波刀神社 

市役所 

落合公園 尻冷し地蔵 

中
央
自
動
車
道
 

東名高速 
春日井I.C

円福寺 

少年自然の家 

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 

東
名
高
速
道
路 

愛知環状鉄道 

味美 

十五の森 

火縄銃 

提灯山 

八大竜王大祭 

馬の塔 

小木田棒の手 

精霊流し 

弘法様 

山の講 

流鏑馬 

茅の輪くぐり 

花祭り 

お旅所祭り 

地蔵盆子ども相撲 

おんか祭 

厄払い豆まき 

どんど焼き 

　稲作の期間、田の神となる
山の神を祭る行事です。子ど
もたちは各家庭からしょうゆ
や米をもらい、宿から供物を
持って「山の子三千坊、仲よ
うまつらっせ」と唱えながら
山神に参拝し、宿で一泊しま
す。現在は六軒屋町のみで行
われています。 

11月中旬／六軒屋町 

※掲載した写真の多くは、地域の皆さんのご好意により提供していただきました。 
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10月分～平成22年3月分（6か月分）
裏面
○給与支給明細書…縦約15cm×横約10cm、
1色刷（色指定不可）○賃金支給明細書…縦約
11cm×横約10cm、1色刷（色指定不可）
10万円
7月14日（火）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、広告案を添
えて、市役所執務時間中に直接、人事課（☎
85－6023）へ

掲載期間▶
掲載場所▶
規　格▶

掲載料▶
申し込み▶

市職員・臨時職員の給与明細書・
賃金明細書
市職員約2600人、臨時職員約1000人に配布します

vol.23号（8月発行予定）裏表紙
1色刷（色指定不可）、縦30mm×横
80mm
4枠　※隣り合う2枠か4枠すべてを
併せて掲載可
5000部
1枠2万円
7月17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、広告案を添えて、市役所執務
時間中に直接、男女共同参画課（☎
85－6152）へ　※応募者多数の場合
は、審査後、抽選により決定

掲載場所▶
規　格▶

枠　数▶

作成部数▶
掲載料▶
申し込み▶

男女共同参画情報紙「はるか」
市の主な施設に設置するとともに地域活動
団体や事業所などに配布します

市の所有する資産に広告を出してみませんか？印刷物やプラズマディスプレイ、車両、地下道にホームペー
ジなどさまざまな媒体で広告を募集しています。

掲載を希望する場合は、市広告掲載要綱と各広告媒
体の掲載要領や募集要項に従い申し込んでください。
市ではほかにもさまざまな媒体で広告を募集してい
ます。詳しくはホームページを見てください。

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

有料広告を募集します有料広告を募集します

 9月～ 12月（2学期分）
表面下部
1色刷・黒、縦40mm×横85mm
1か月2万9000枚
入札により決定 
7月1日（水）～ 17日（金）に、申込書（市ホーム
ページに用意）に必要事項を記入して、執務
時間中に直接、学校給食センター（☎32－
9400）へ　※7月30日（木）に入札を実施し、
広告主を決定

掲載期間▶
掲載場所▶
規　格▶
作成部数▶
掲載料▶
申し込み▶

学校給食献立表
市立の小中学校に在籍する全児童生徒に配布します

今回募集する広告

現在募集中の広告
市ホームページ
トップページは、1か月平均約7万7000件の
アクセスがあります
問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6037）

かすがい市民活動情報サイト
市内の市民活動団体などの情報を満載してい
るサイトです
問い合わせ▶ささえ愛センター（☎56－1943）

清掃車両
ごみ収集のため市内を回ります
問い合わせ▶清掃事業所（☎84－3211）

市民課番号表示画面
市民課の前に設置している65インチ大型
ディスプレイに1回15秒間1日45回以上掲載
します
問い合わせ▶市民課（☎85－6139）

高蔵寺地下道壁面
1日2万人以上が利用する高蔵寺駅の地下道
です
問い合わせ▶道路課（☎85－6272）
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デジタル化でテレビは変わるの？

生活の中で最も身近なテレビもデジタル化によって、今までにない、多様で高度な放送サービスが
実現します。デジタルハイビジョンの高画質・高音質に加えて、とても便利なデータ放送や電子番
組ガイド、双方向サービス、高齢者や障がい者にやさしいサービスなど、アナログ放送ではできな
かったサービスが実現します。

なぜ放送をデジタル化するの？

テレビ放送のデジタル化の大きな目的の１つに、電波の有効利用があります。放送や通信に使える
電波は無限ではなく、ある一定の周波数に限られています。日本では、使用できる周波数に余裕が
なく、すき間のないほど過密に使われているのが現状ですが、デジタル化すれば、チャンネル（周
波数）に余裕ができます。空いたチャンネルは、防災、交通事故防止、携帯電話などいろいろな分
野で有効に使われることとなります。

大きく分けて、次の３つの方法があります。

また、集合住宅やビル陰、山間部などの難視聴
解消のための共聴施設でテレビを視聴している
場合、その施設を地デジが受信出来るように改
修や調整が必要になる場合があります。

テレビなどを購入される際には、機器に張付してある次のシールを目印にしてください。

地デジを見るにはどうするの？

テレビを買う時に注意することはありますか？

地上デジタル放送に
対応しているかどう
かは、このマークを
目印にして下さい。 

このマークの製品は、ア
ナログ放送終了後に別途
デジタルチューナーを接
続する必要があります。

平成23年（西暦2011年）7月24日までに、アナログテレビ放送は終了し、地上デジタル放送（地デジ）に完全
移行します。

ケーブルテレビで視聴する

デジタルチューナーを買い足す

UHFアンテナBSアンテナ

CSアンテナ

UHFアンテナ

現行アナログテレビ

地上デジタル
放送対応チューナーデジタルテレビに買い換える

UHFアンテナ

地上デジタル放送
対応テレビ

加入者端末（セットトップボックス）

加入者宅

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
者
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市内の各施設で説明会を行いますので、近くの会場に来てください。説明会では、可能な限り個別の相談に
も応じます。

※事前の申し込みは必要ありません。当日は先着順となります。
※各施設の駐車場には限りがあります。また、老人憩いの家には駐車場はありません。

東部市民センター
味美ふれあいセンター
松原老人憩いの家（東野町西1）
ひなご老人憩いの家（熊野町）
不二老人憩いの家（気噴町北1）
柏井老人憩いの家（柏井町3）
小野老人憩いの家（小野町2）
グリーンパレス春日井
総合福祉センター 
ハーモニー春日井
緑ヶ丘老人憩いの家（石尾台6）
八田老人憩いの家（八田町3）
上条老人憩いの家（上条町5）
勝川老人憩いの家（勝川町3）
南部ふれあいセンター 
桃山老人憩いの家（桃山町2）
味美老人憩いの家（味美西本町）
水辺老人憩いの家（藤山台2）
北城老人憩いの家（大泉寺町）
高蔵寺ふれあいセンター 
桃花園老人憩いの家（東山町5）
福祉の里レインボープラザ
西部ふれあいセンター 
坂下公民館
鳥居松ふれあいセンター
知多公民館
鷹来公民館 
中央公民館
レディヤンかすがい

84
80
30
30
30
30
30
150
100
40
30
30
30
30
100
30
30
30
30
70
30
120
60
48
80
54
60
117
90

会場 定員（人）

7/11（土）
7/12（日）
7/13（月）
7/14（火）
7/15（水）
7/16（木）
7/17（金）
7/18（土）
7/19（日）
7/20（祝）
7/21（火）
7/22（水）
7/23（木）
7/24（金）
7/26（日）
7/27（月）
7/28（火）
7/29（水）
7/30（木）
7/31（金）
7/31（金）
8/1（土）
8/2（日）
8/4（火）
8/5（水）
8/6（木）
8/7（金）
8/8（土）
8/9（日）

10:00～
10:00～
14:00～
14:00～
14:00～
14:00～
14:00～
16:00～
10:00～
10:00～
14:00～
14:00～
14:00～
14:00～
10:00～
9:30～
14:00～
14:00～
14:00～
10:00～
14:00～
10:00～
10:00～
10:00～
10:00～
16:00～
16:00～
10:00～
16:00～

16:00～
16:00～
15:30～
15:30～
15:30～
15:30～
15:30～
19:00～
16:00～
16:00～
15:30～
15:30～
15:30～
15:30～
16:00～
11:00～
15:30～
15:30～
15:30～
16:00～
15:30～
16:00～
16:00～
16:00～
16:00～
19:00～
19:00～
16:00～
19:00～

19:00～
19:00～

19:00～
19:00～

19:00～

19:00～

19:00～
19:00～
19:00～
19:00～

19:00～

月日
時間

地デジ説明会会場一覧地デジ説明会会場一覧

2 回目 3回目1回目

問い合わせ▶○地デジ全般について…総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
〈地デジコールセンター〉（☎0570－07－0101）、〈IP電話などでつながらないときは
（☎03－4334－1111）〉○地デジ説明会について…愛知県テレビ受信者支援センター
〈デジサポ愛知〉（☎052－955－5811）
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　すがすがしい天気の下、みんなで行った芝植
え。篠木小学校では、6年生とその保護者、篠
木学区体育振興会をはじめとする地域の皆さん
約410人が参加し、約700平方メートルのサブグ
ランドに4500株の苗を植えました。また、交通
児童遊園では、地域の小学生や園児など約130
人が参加し、約130平方メートルに400株の苗を
植えました。

6/6
㊏

みんなで楽しく芝植えを行
いました
（篠木小学校、交通児童遊園）

○芝生から癒やしを感じることができる
○はだしで遊ぶことができ、遊びの種類が広がる
○広場に愛着がわいてくる
○地域の皆さんとの関わりが強くなる

芝生化で、こんないいことが…

芝生の校庭なんて、あまり聞いたことがない
ので、すごく期待しています。
子どもたちにとって、芝生化はとてもいいこ
とだと思います。
今後、この事業が市内の学校に広がっていっ
たらいいなあと思います。

・

・

・

保護者の皆さんの声

市長も児童の仲間に入って一緒に芝植え市長も児童の仲間に入って一緒に芝植え

「ふわふわ広場」と命名されたサブグラウンド「ふわふわ広場」と命名されたサブグラウンド

篠木小学校

12 広報春日井7月1日号



「友達とサッカー　　をしたいです」「側転や逆立ち　　をしたいです」「水やりのお手伝い　　をしたいです」

　「なぜ、芝生にするの？」…は
じめに、読み聞かせグループ「か
えるの子」の皆さんから紙芝居
を使っての説明がありました 　「緑の広場ができた

ら、こんな遊びをした
いな…」という夢を絵に
描いて発表しました

さあ、さっそく芝
植えです！市職員
から苗の植え方の
説明を受けます

「早くみどりの広場になら
ないかあ」と、待ち遠しい
様子で芝を植えていました

最後に、参加した園児や
児童の皆さんに市長から
記念品をプレゼント

交通児童遊園

まちづくり　

　長野県北東部にある小布施町の町づくり
について、30年以上にわたり中心となって
進められている市村次夫さんのお話を聴く
機会がありました。
　小布施町は人口1万1000人余り、面積19
㎢の小さな町ですが、江戸時代からの伝統
産業である栗菓子や、小林一茶や葛飾北斎
の残した文化を、自然の恵みの中で現在に
溶け込ませ、生かしながら町づくりを行っ
ています。
　興味深い話、そして指摘ばかりでしたが、

そのうちの幾つかを紹介させていただきま
す。「町の住民がイニシアチブを執る。行
政は下支えをする」「個人の店や住居であっ
ても外観は世間の皆さまのもの」「生産効率
だけを追求しない」「次の世代、若者の発想
と行動力を受け入れる」などであります。
　これらは、日本各地で以前は栄えていた
中心市街地や繁華街の衰退が取りざたされ
る中で成功例として話題となった「豊後高
田市の昭和の町」「黒川温泉」などのふるさ
とづくり・まちづくりにおける共通の行動
理念であると感じました。そして、会社経
営や行政のあり方にも通じるものと興味深
くお話を聴くことができました。
　春日井市もこの4月から「まちづくり推進
部」を新たに設置しましたが、まちづくり
推進部の仕事はもちろんのこと、市民生活
部や環境部をはじめすべての業務に生かし
ていきたいと考えております。

13広報春日井7月1日号
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I N F O R M A T I O N情報最前線

春日井まつり土曜日のメーンステージで行われる新企画イベントに出場しませんか。筆を使ったパフォー
マンスで書のまち春日井をアピールしましょう！

と　き ▼ 10月17日（土）午後0時30分から（1出演者につき原則8分以内）
ところ ▼春日井まつりメーンステージ（文化フォーラム春日井前）
内　容 ▼春日井をアピールするパフォーマンスであれば、内容は自由。条件は筆を使うこと（文字を書か

なくても可）。個人・団体は問いません（未成年者は保護者の同意が必要）
予　選 ▼書類選考および9月6日（日）に予選会を実施
賞　品 ▼上位入賞者には賞品（または賞金）あり
申し込み ▼ 8月10日（月）〈必着〉までに参加企画書（市ホームページ、春日井まつりホームページに用意） に必

要事項を記入して、郵送かファクスで〒486-8686春日井市役所市民生活課内、春日井まつり実行
委員会事務局（☎85－6616、FAX85－5522）へ

市ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/bunka/event/kmatsuri/index.html
春日井まつりホームページ　http://www.kasugai-matsuri.com/
※春日井まつりの協賛の募集などは7月15日号の広報春日井でお知らせします。

市民病院の看護職員を募集します市民病院の看護職員を募集します市民病院の看護職員を募集します
職　　種 採　用 人　員 受　験　資　格 給　料 （月額） 試　　　　験

看護師 平成21年
10月1日 若干名

昭和34年10月2日以降
に生まれた人で、免許
を取得している人

大卒
約23万7000円

短大3卒
約23万円

短大2卒
約22万4000円

8月8日（土）午前9時から、市
民病院で、性格検査、面接
試験

助産師、看護師 平成22年
4月1日 40人程度

昭和35年4月2日以降に
生まれた人で、免許を
取得している（平成22
年5月までに取得見込
みの）人

※給料は、平成21年4月1日現在の額で、地域手当を含みます。給料のほか、扶養、住居、通勤、期末・勤
勉手当などを、それぞれの条件に応じて支給します。

申し込み ▼ 7月31日（金）〈必着〉までに、市販の履歴書、免許証の写し、健康診断書（市民病院管理課、市民病
院ホームページに用意）を直接（土・日曜日、祝休日を除く）か郵送で、〒486－8510鷹来町1－1－1、
春日井市民病院管理課（☎57－0046）へ　※卒業見込みの人は免許証の写しの代わりに卒業見込み
証明書、成績証明書が必要。健康診断書は学校で受けた最新のもので可

※看護師採用試験に応募のすでに免許を取得している人は、採用年月日を履歴書に明記してください。
ホームページ　http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/jimu/saiyo/shokuin/shokuin_index.html

「春日井･The･TOHOO（道風）」出場者募集「春日井･The･TOHOO（道風）」出場者募集「春日井･The･TOHOO（道風）」出場者募集筆を使って
パフォーマンス！
筆を使って
パフォーマンス！
筆を使って
パフォーマンス！

春 日 井 ま つ り
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教育委員会定例会の公開
と き▶ 7月15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)

青少年女性センター運営委員会の公開
と き▶ 7月22日(水)午前10時から
ところ▶ レディヤンかすがい
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ レディヤンかすがい(☎85－4188)

7月1日～7日は全国安全週間
　｢定着させよう『安全文化』、つみ取ろう職場の
危険｣をスローガンに、労働災害の防止に努めて
ください。
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6246)

7月11日～20日は夏の交通安全運動
○飲酒運転を根絶しよう○子どもや高齢者を交通
事故から守ろう○すべての座席のシートベルトと
チャイルドシートを正しく着用しよう○めいわく
駐車を追放しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

道風記念館の臨時休館
　7月13日(月)から16日(木)まで、展示替えのため
臨時休館します。
問い合わせ▶ 道風記念館(☎82－6110)

図書館は夏休み期間中開館します
　図書館(本館)は、夏休み期間中〈7月21日(火)から
8月31日(月)まで〉は、休館日も休まずに開館しま
す。
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

特定健診
とき・ところ▶〇8月19日(水)・保健センター、午

前9時～ 10時30分受け付け〇8月21日(金)
・健康管理センター、午前10時30分～ 11
時受け付け

対象・定員▶ 平成22年3月31日までに40 ～ 64歳になる
市民で、市国民健康保険から特定健診の
受診券が届いた人(受診券が必要)・各25
人(抽選)

申し込み▶ 7月24日(金)〈必着〉までに、はがきかフ
ァクス(1人1会場のみ)に｢特定健診｣、会
場名、住所、氏名、生年月日、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、ＦＡＸ84－3682)か〒487－0011
中央台1－1－7、保健センター (☎91－
3755、ＦＡＸ91－3739)〉へ　※受診券の
有効期限にかかわらず申し込みできます

市民納涼まつりの場所取りを禁止します
　納涼まつりを7月25日(土)に落合公園で開催し
ます。公園利用者への迷惑となりますので、前日
までの場所取りを全面禁止します。禁止期間中に
レジャーシートなどがあった場合は撤去・没収し
ます。
問い合わせ▶ 市民生活課内、納涼まつり実行委員会事

務局(☎85－6622)

農業祭農業祭農業祭農業祭
夏 の
農業祭

問い合わせ▶農政課（☎85－6236）

農業の振興や生産者と消費者の触れ合いを図
るため、農業祭を開催します。夏作農産品コ
ンクールに出品された農産品の展示と即売、
生産農家による青空市、クイズなどを行いま
す。皆さん、ぜひ来場してください。

と き▶7月11日(土)
ところ▶尾張中央農協春日井中央支店(八田町)

○出品物受け付け……………春日井中央支店
午前7時30分～8時30分
高蔵寺・不二支店
午前8時～ 8時30分

○出品物即売…………………午後3時から(2時30分か
ら整理券を配布)

夏作農産品コンクール

青空市
(生産農家による野菜などの即売)…………午前10時から

桃の即売 ………………………………午前10時から

伝統野菜・食育コーナー …………午前10時から
野菜の重さあてクイズ
○受け付け……………………午前11時～午後1時
○結果発表……………………午後1時30分
※景品がありますので、ぜひ挑戦してください。

マイバッグを持参しましょう！マイバッグを持参しましょう！
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ヤング健診
と き▶ 8月7日(金)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21年4月～ 22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)・70人(抽選)

ところ・申し込み▶7月10日(金)〈必着〉までに、
はがき(1人1枚)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、〒487－0011中央台1－1－7、
保健センター (☎91－3755)へ

7月～9月のふれあい広場
と き▶ ①7月1日、9月2日②7月8日、9月9日③7

月15日、9月16日の水曜日午前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①2～ 3歳児②6か月児から③
1歳児とその保護者

持ち物▶ バスタオル(②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)

七夕会
と き▶ 7月5日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ 人形劇団とんとんとんによる人形劇｢コ

スモファンタジー ｣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▶交通児童遊園(☎81－1301)

昼コン｢拉ゴン・推ゴン｣
と き▶ 7月11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▶ 中村ゆみこ(二胡)、ささはらなおみ(ピア

ノ)、マッスグ加藤(パーカッション)
曲 目▶ 葉加瀬太郎｢情熱大陸｣、黄海懐｢賽馬｣な

ど
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

歌舞伎展
と き▶ 7月8日(水) ～ 20日(祝)〈13日を除く〉午前

9時～午後5時(20日は午後3時まで)
内 容▶ 三大地歌舞伎の一つ｢美濃歌舞伎｣の衣装

や小物などを展示し、歌舞伎の名演目｢義
経千本桜｣の物語を再現する

かぶき体験講座①｢下座音楽体験｣
と き▶ 7月18日(土)午前10時30分から
内 容▶ 三味線、鼓、拍子木などを使って、歌舞

伎の効果音｢下座音楽｣を体験する
かぶき体験講座②｢役者なりきり体験｣
と き▶ 7月18日(土)午後1時30分から
内 容▶ 歌舞伎の衣装やかつらをつけ、隈(くま)

取りをして、歌舞伎役者になりきる
定 員▶ ①10人②8人(先着順)　※当日会場で受

け付け。体験されない人の見学自由
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)

7月～9月のひよこ教室
と き▶ ①7月9日、9月3日②7月16日、9月10日③

7月23日、9月17日の木曜日午前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　※自由参加

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)

グリーンピアコンサート
七夕コンサート
と き▶ 7月11日(土)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ 春日井東高校音楽部
曲 目▶ ｢いざたて戦人よ｣｢見上げてごらん夜の

星を｣｢宇宙戦艦ヤマト｣など
サンセットコンサート
と き▶ 7月18日(土)①午後4時～ 4時30分②午後5

時～ 5時30分　※雨天の場合は中止
出 演▶ ＫＣジャズオーケストラ＆ボーカル鉄元

美紀
曲 目▶ ｢Ｓtar Ｄust｣｢星に願いを｣｢私のお気に

入り｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

子ども人形劇 ｢おまえ うまそうだな！ ｣
と き▶ 7月11日(土)午前10時30分～ 11時30分
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▶坂下公民館(☎88－5555)
協 力▶ 人形劇団とんとんとん
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7月～9月の子ども劇場
と き▶ ①7月11日(土)②9月12日(土)午後1時30分

～ 2時30分
内 容▶ ①大型紙芝居｢じろり・じろり｣、大型絵

本｢ねずみくんのチョッキ｣②大型紙芝居
｢11ぴきのねことあほうどり｣、大型絵本
｢ぴょーん｣　※①②いずれも腹話術、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

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 7月12日(日)、8月2日(日)、9月13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)

7月～9月のお話の部屋
と き▶ 7月19日(日)、8月16日(日)、9月20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)

7月～9月の包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 7月19日(日)、8月16日(日)、9月20日(日)

午前9時30分～正午受け付け、引き渡し
は当日午後3時～ 4時かそれぞれ7月26日
(日)、8月23日(日)、9月27日(日)

定 員▶ 30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)

もっとカヌーを楽しもう！
と き▶ 7月25日(土)①午前②午後、7月26日(日)

③午前④午後　※午前は9時30分～正午、
午後は1時15分～ 3時45分

内 容▶ 築水池でカヌー操作の技術習得、カヌー
でのレクリエーション、自然観察

対象・定員▶ 小学4年生以上の人・各15人(抽選)
費 用▶ 参加料2000円
ところ・申し込み▶7月10日(金)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、希望日程(①～④
のうち第2希望まで)、住所、氏名(ふりが
な)、性別、年齢(学年)、電話番号を書いて、
〒487－0031廻間町1102－1、少年自然の
家(☎92－8211)へ

市日本舞踊協会公演
と き▶ 7月25日(土)午前10時30分～ 11時30分
出 演▶ 市日本舞踊協会
演 目▶ ｢菊の宴｣｢春雨｣など
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

児童センターまつり
と き▶ 7月26日(日)午前10時～午後0時30分
ところ▶ 総合福祉センター、児童センター
内 容▶ ピエロとマジックショー、ゲームや落書

きコーナーなどのスタンプラリー
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生

※自由参加
問い合わせ▶ 総合福祉センター内、児童センター (☎

87－6866)

硬式テニス大会(初級・中級)
と き▶ 8月8日(土)午前9時から〈予備日8月22日

(土)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子のダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、大会当日まで

に連盟登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 7月25日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、種目、2人の住所・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▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

サマーキャンプ
と き▶ 8月12日(水)午後1時～ 15日(土)午後2時

30分(3泊4日)　※参加決定者と保護者に
は、8月1日(土)午前10時から事前説明会
あり

内 容▶ テントに泊まってキャンプファイアー、
カヌー体験、星空ウオッチング、ハイキ
ング、野外炊事(食事すべて)などの自然
体験をする

対象・定員▶ 小学4 ～ 6年生、中学生・60人(抽選)
費 用▶ 参加料1万2500円(食費、テント宿泊費を

含む)
ところ・申し込み▶7月15日(水)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、住所、氏名(ふり
がな)・学年・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
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社会福祉協議会 法人設立30周年記念大会
と き▶ 8月22日(土)午後1時30分～ 3時50分
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 式典と講演｢厳しい現実を前にして今で

こそ感じるロマン｣俳優・長門裕之
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・1000人(抽選)
申し込み▶ 7月21日(火)〈消印有効〉までに、往復は

がき(1人1枚)に住所、氏名(ふりがな)、電
話番号、市外在住の人は勤務先名か学校
名を書いて、〒486－0857 浅山町1－2－
61、市社会福祉協議会法人経営課(☎84
－1011)へ

子ども安全アカデミー
と き▶ 8月26日(水)午後1時30分～ 4時30分
ところ▶ 市役所11階
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・50人
内 容▶ 〇グラッキーで地震体験〇役立つロープ

結束〇ストローハウスで建物の構造と強
度を学ぶ〇映像から地震のメカニズムを
学ぶなど

申し込み▶ 7月31日(金)〈必着〉までに、はがきか
ファクスに保護者の住所・氏名(ふりが
な)・電話番号、児童の氏名(ふりがな)・
学年を記入し、〒486－8686春日井市役
所市民安全課(☎85－6064、ＦＡＸ84－
8731)へ

演劇｢きんぎょの夢｣
と き▶ 9月26日(土)午後5時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 生誕80年を迎える向田邦子の傑作人情喜

劇｢きんぎょの夢｣が待望の舞台化
出 演▶ 紺野美沙子、藤谷美紀、瀬戸内美八、西

川峰子、遠藤久美子、風間トオルほか
入場料▶ Ｓ席4500円、Ａ席3500円(全席指定、未

就学児不可)
入場券▶ 7月4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、ロー
ソンチケットで発売　※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)

花のまちづくりコンクール
　まちに安らぎと潤いを与える花壇などのコンク
ールを行います。
対 象▶ ①公道に面した土地にある花壇②壁面な

どを花で演出したもの　※公道などには
み出して通行の妨げになるものは不可、
自薦・他薦は不問

審 査▶ 8月下旬(予定)
申し込み▶ 7月23日(木)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

掌編自分史公募｢いちねんせいの枝｣
　人生の折り目や節目の情景を通じて、初々しい
感情やチャレンジ精神を呼び起こすような自分史
を募集し、作品集を発行します。学校・社会人・
結婚・子育て・介護など、記憶のあちこちに点在
する｢1年生｣のころにまつわるエピソードなどを
短い自分史にまとめてみませんか。
規 定▶ 400字詰め原稿用紙5 ～ 8枚、縦書き(ワ

ープロの場合はＡ4横置縦書で40字×30
行。原稿用紙換算枚数を明記)

応 募▶ 9月30日(水)〈必着〉までに、題名、枚数、
氏名(筆名)、年齢、郵便番号、住所、電
話番号を書いた表紙を付けて、〒486－
0844鳥居松町5－44、かすがい市民文化
財団(☎85－6868)へ　※1人1作品で、未
発表の作品に限る(非商業誌掲載は可)。
作品集への掲載は選考の上で決定。掲載
作品の著作権はかすがい市民文化財団に
帰属

春日井まつりボランティア
と き▶ 10月17日(土) ～ 18日(日)
ところ▶ 春日井まつり会場
内 容▶ イベント案内・会場案内、ステージイベ

ントなどの運営補助、ごみ分別指導など
対 象▶ 中学生以上　※平成21年4月1日現在で18

歳未満の人は保護者の同意が必要
申し込み▶ 9月11日(金)〈必着〉までに、所定の用紙(市

民生活課、市ホームページ、まつりホー
ムページに用意)に必要事項を記入して、
直接か郵送、ファクスで、市民生活課内、
春日井まつり実行委員会事務局(☎85－
6616、ＦＡＸ85－5522)へ

 ホームページ　ht tp : / /www . c i t y .
kasugai.lg.jp/bunka/event/kmatsuri/
index.html
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社会福祉協議会の嘱託職員
採 用▶ 平成21年10月1日
職種・人員▶ 子どもの家指導員・2人
勤 務▶ 午前11時～午後7時15分(土曜日と学校休

業日午前8時～午後4時15分の勤務有)、
日曜日定休で週5日勤務

応募資格▶ 保育士、教員免許
対 象▶ 昭和25年4月2日以降に生まれた人で各資

格証を取得している人
給 与▶ 14万8781円　※平成21年4月1日現在の金

額
試 験▶ 7月26日(日)に総合福祉センターで教養

試験、性格検査、作文試験、面接試験
申し込み▶ 7月1日(水)～ 14日(火)〈日曜日、祝日を除

く〉午前8時30分～午後5時に市販の履歴書
と資格証を持って、本人が直接、市社会
福祉協議会法人経営課(☎84－1011)へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～築水池周辺から西高森山
周辺を歩く
と き▶ 7月26日(日)午前9時30分～午後4時
 ※雨天時は研修室で午前中のみ講義
講 師▶ 波多野茂
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 帽子、弁当、山歩きができる服装と靴
夏休み親子教室～押し花グッズを作る
と き▶ 8月5日(水)午前9時30分～正午
講 師▶ 山本啓子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・15組(先

着順)
費 用▶ 教材費1800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
夏休み子ども教室～動物飼育体験
と き▶ 8月11日(火)午前10時～午後2時
講 師▶ なかよし生き物倶楽部プチＺＯＯ職員
対象・定員▶ 小学1 ～ 3年生・10人(抽選)
持ち物▶ 帽子、長靴、弁当、軍手(ある人のみ)、

雨具(雨天時のみ)
 
申し込み▶ ｢みろくの森自然観察会｣｢夏休み親子教

室｣は7月4日(土)から電話で、｢動物飼育
体験｣は7月17日(金)〈必着〉までに、往復
はがき(1人1枚)に教室名(開催日も記入)、
住所、氏名(ふりがな)、学年、保護者名、
電話番号を書いて、〒487－0001細野町
3249－1へ

ささえ愛センター　☎56－1943
青少年ボランティアスクール～ボランティアやＮ
ＰＯについての①事前学習②活動体験③活動報告
会
と き▶ ①7月11日(土)か22日(水)午後2時～ 3時30

分②7月18日(土) ～ 8月6日(木)の希望する
日③8月7日(金)午前10時～午後3時

ところ▶ ①鳥居松ふれあいセンター②体験先③グ
リーンパレス春日井

対象・定員▶ 市内在住か在学の中学生～大学生・30人
(先着順)

申し込み▶ 7月4日(土)から、電話かファクス、Ｅメ
ールに住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、ＦＡＸ56－4319、Ｅメールsasae
－i@city.kasugai.lg.jpへ

中央公民館　☎33－1111
夏休み子ども工作教室～広告紙でストラップ(願
い星)を作る
と き▶ 7月25日(土)午前10時～正午
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住の小学生(3年生以下は保護者同

伴)・20人(抽選)
費 用▶ 教材費100円
持ち物▶ 木工用接着剤、はさみ、30cm定規
ヒコーキを作って飛ばそう～プロペラ飛行機を作
る
と き▶ 7月26日(日)午前10時～正午
講 師▶ 溝渕泰史
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(抽選)
費 用▶ 教材費300円　
持ち物▶ 木工用接着剤、はさみ
夏休み親子パン作り～好きなアニメキャラクター
や動物などのパンを作る
と き▶ ①8月4日(火)②8月5日(水)午前10時～午後

0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の幼児～小学生とその保護者・

各15組(抽選)
費 用▶ 教材費(1人)400円
持ち物▶ 参考になる本・雑誌、エプロン、ふきん

2枚、20cm四方の持ち帰り用の箱
 
申し込み▶ ｢夏休み子ども工作教室｣｢ヒコーキを作

って飛ばそう｣は7月12日(日)〈必着〉、｢夏
休み親子パン作り｣は7月19日(日)〈必着〉
までに、往復はがき(1人・1組1枚)に講
座名(｢夏休み親子パン作り｣は①②の別
も)、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
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坂下公民館　☎88－5555
踊る阿呆に見る阿呆～夏の祭りは盆踊り(自由参
加)
と き▶ 7月11日(土)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 横井豊鼓司
持ち物▶ 上靴、うちわ(ある人のみ)
ボールペンで描く風景画レッスン～ボールペン1
本で驚きの絵を描こう！
と き▶ 8月の毎週金曜日(4回)午後2時～ 4時
講 師▶ 阿部繁弘
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料費1300円
ＫＩＤ'Ｓ体験講座｢田舎家のかまどご飯でおむす
び｣～昔のご飯の炊き方と稲わら細工
と き▶ 7月24日(金)午前10時～正午
講 師▶ 岡川陽子、安田裕次
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・20人(先着順)
費 用▶ 材料費200円
 
申し込み▶ ｢ＫＩＤ'Ｓ体験講座｣は、7月7日(火)から

電話で、｢ボールペン画｣は7月15日(水)
〈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

図書館　☎85－6800
読書感想文書き方教室～より良い読書感想文の書
き方を学ぶ
と き▶ 7月18日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 学校図書館教育研究会会員
対象・定員▶ 市内在住の小学生(4年生以下は保護者同

伴)1 ～ 2年生・34組、3 ～ 4年生・50組、
5～ 6年生・40人(先着順)

申し込み▶ 7月7日(火)午前9時から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
夏休み親子エコ教室～すごろくで楽しく遊びなが
らエコ博士になろう
と き▶ 7月25日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 樋口祐子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
申し込み▶ 7月4日(土)から、電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
親子でアロマ｢楽しく石けん作り｣
と き▶ 7月27日(月)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 山口奈緒子
対象・定員▶ 市内在住の小学生3年生以上とその保護

者・20組(抽選)
費 用▶ 教材費(1組)1000円
持ち物▶ 20 ～ 30㎝のステンレスボウル、ハンド

タオル
申し込み▶ 7月10日(金)〈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)、
学年、保護者名、電話番号を書いて、〒487
－0013高蔵寺町3－2－1へ

児童センター　☎87－6866
親子川あそび教室
と き▶ 7月29日(水)、8月11日(火)午前9時～午後

3時
ところ▶ 土岐川観察館(多治見市)と周辺河川〈雨

天時はこども陶器博物館(多治見市)〉　
※午前9時に児童センターに集合

対象・定員▶ 市内在住の小中学生とその保護者(2人1
組)・各15組(抽選)

持ち物▶ 弁当、帽子、着替え
費 用▶ 1組400円
申し込み▶ 7月15日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に教室名、希望日、住所、氏名(ふ
りがな)、学校名と学年、保護者名・電
話番号を書いて、〒486－0857浅山町1－
2－61へ

交通児童遊園　☎81－1301
科学遊び～ペットボトルを使って水と空気の不思
議を知ろう！
と き▶ 7月29日(水)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・15組(先着順)　※3年

生以下は保護者同伴
申し込み▶ 7月15日(水)午前9時から、電話で

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会～気軽にできるツバキの小盆栽への針
金掛けを学ぶ
と き▶ 8月2日(日)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 柴山松雄
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料350円、教材費1150円
持ち物▶ 針金切り、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 7月15日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒486－0817東野町
字落合池1へ
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環境保全課　☎85－6279
夏休み自然環境学習会｢大谷川源流で川の生き物
を探そう～不思議な生き物がいっぱい！ ｣
と き▶ 7月31日(金)午前9時30分～正午
ところ▶ 大谷川源流(少年自然の家周辺)　※雨天

時は少年自然の家の研修室で、水生生物
の話とゲーム

講 師▶ 市自然環境保全活動推進員
対象・定員▶ 小学生(3年生以下は保護者同伴)・30人(先

着順)
持ち物▶ 濡れてもいい靴、帽子
申し込み▶ 7月6日(月)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
持ち込みパソコン講座～デジカメ写真の編集と活
用
と き▶ 8月の毎週日曜日(16日を除く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▶ 7月22日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚のみ)に、講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒486－0947知多町4
－64－1へ

東部市民センター　☎92－8511
親子で作るひんやりデザート～チョコレートプリ
ンとフルーツゼリーを作る
と き▶ 8月7日(金)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・20組(抽

選)
費 用▶ 教材費(1人)500円
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん2枚、20㎝

四方の持ち帰り用の容器
申し込み▶ 7月23日(木)〈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)、
保護者名、電話番号を書いて、〒487－
0011中央台2－2－1へ

文化財課　☎33－1113
親子教室｢竹とんぼを作って遊ぼう｣
と き▶ 8月1日(土)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 郷土館
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組3人まで)・15組

(抽選)
教材費▶ 1人300円
持ち物▶ 小刀、油性カラーペン
申し込み▶ 7月17日(金)〈必着〉までに、はがきかＥ

メールに教室名、住所、氏名、電話番
号、学校名、学年、保護者名を書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1、Ｅメール
bunkazai@city.kasugai.lg.jpへ

鷹来公民館　☎84－7071
子ども講座｢夏のおやつ作り｣～ゼリーなど夏の
菓子を作る
と き▶ 7月28日(火)午前10時～正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学生・24人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん2枚、上靴、

持ち帰り用の容器
子ども講座｢ペーパークラフト教室｣～立体動物
(チワワかブルドック)を作る
と き▶ 8月4日(火)午前10時～正午
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(先着順)　※3年

生以下は保護者同伴
費 用▶ 教材費100円
持ち物▶ はさみ、カッターナイフ、木工用接着剤
 
申し込み▶ ｢夏のおやつ作り｣は7月7日(火)から、｢ペ

ーパークラフト教室｣は7月8日(水)から、
電話で

公園緑地課　☎85－6281
福助菊づくり講習会～大輪の花を咲かせよう
と き▶ 7月28日(火)、8月20日(木)〈2回〉午前9時

30分～ 11時30分
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 日比野春光
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円(教材費含む)
申し込み▶ 7月17日(金)から、電話で
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環境政策課　☎85－6216
夏休み子どもエコセミナー ｢親子で楽しもうエコ
クッキング｣～緑のカーテンから採れるゴーヤを
生かした、環境にやさしい調理方法を学ぶ
と き▶ 7月23日(木)午前10時～午後1時
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 大石三恵
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者

・30人(先着順)
申し込み▶ 7月6日(月)から、電話で

南部ふれあいセンター　☎85－7878
楽しい体育遊び～マット、跳び箱、鉄棒、ゲーム
などで楽しく体を動かす
と き▶ 8月4日(火)・11日(火)・18日(火)〈3回〉午

後4時～ 5時
講 師▶ 石橋満
対象・定員▶ 市内在住の年中～年長の幼児・30人(抽

選)
持ち物▶ 上靴
初心者のためのふれあい英会話～海外旅行に使え
る英語を学ぶ
と き▶ 8月4日・18日、9月1日・15日の火曜日(4回)

午後1時30分～ 3時
講 師▶ 川地貞子
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
親子体験手打ちうどん作り
と き▶ 8月6日(木)午前9時～正午
講 師▶ 岩崎初海
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・13組(抽

選)
費 用▶ 材料費(1組)1200円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
申し込み▶ ｢ふれあい英会話｣は7月7日(火)から、直

接か電話で、｢楽しい体育遊び｣｢うどん
作り｣は7月11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)〈うどん作りは保護者名も〉、年
齢、電話番号を書いて、〒486－0923下
条町666番地6へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
薬との上手なつきあい方～高齢者と薬
と き▶ 7月15日(水)午後2時～ 4時
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 薬剤師・間瀬定政
定 員▶ 40人(先着順)

申し込み▶ 医師会地域包括支援センター (☎89－
3027)へ

身体のバランスを養い、転ばない身体作りをしよ
う！
と き▶ 7月16日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 東野公民館
講 師▶ 健康体操高齢者リーダーつくしの会
定 員▶ 30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
いきいき美容教室～べっぴんさんになろう
と き▶ 7月23日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 楠佳子
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

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▶ 8月6日(木)午前9時～正午
ところ▶ 南部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 7月6日(月)から、電話で

健康増進課　☎85－6166
楽らくエアロビクス！～目指せスリムなボディー
と き▶ 8月14日(金)午前10時～正午
ところ▶ 総合体育館
対象・定員▶ 18歳～ 39歳の市内在住者で、ＢＭＩ〈体

重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)〉23.0以上の人
・30人(抽選)

持ち物▶ 上靴
鉄分アップ！料理教室～簡単メニューで貧血予防
と き▶ 8月26日(水)午前10時～午後1時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 18歳～ 39歳の市内在住者で、貧血と診

断されたことがある人または最近の健康
診査の結果で血色素が男性13g/㎗以下、
女性12g/㎗以下の人・25人(抽選)

持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ・バンダ
ナ可)、ふきん

 
申し込み▶ いずれも7月24日(金)〈必着〉までに、は

がき(1人1枚)かＥメールに講座名、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
身長・体重(｢楽らくエアロビクス！ ｣
受講希望の人のみ)を書いて、〒486－
8686春日井市役所健康増進課(Ｅメール
kenko@city.kasugai.lg.jp)へ
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サン・アビリティーズ春日井
障がい者スポーツ教養文化講座｢バドミントン講
座｣
と き▶ 7月17日・31日、8月7日・21日、9月4日

の金曜日(5回)午後7時～ 9時
講 師▶ 丹羽忠司
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ ラケット、上靴
申し込み▶ 7月4日(土)から、電話かファクス(☎84－

2611、ＦＡＸ84－3005)で

市体育協会の講座
硬式テニス初心者教室
と き▶ 8月1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
申し込み▶ 7月25日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、
経験年数を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

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、効果的なウオーキングをマスターす
る
と き▶ 7月14日(火)午前9時～ 10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
クロールを覚えよう(短期) ～泳ぎの基本をマス
ターする
と き▶ ①8月3日(月) ～ 6日(木)〈4回〉午前②8月

3日(月)～ 6日(木)〈4回〉午後③8月18日(火)
～ 21日(金)〈4回〉午後④8月24日(月) ～
27日(木)〈4回〉午前⑤8月24日(月) ～ 27日
(木)〈4回〉午後　※午前は8時30分～ 10

時、午後は6時～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・①④は各60人、②③

⑤は各35人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円
シェイプアップアクア～効率のよい脂肪燃焼を目
指した水中エアロビクス
と き▶ 8月の毎週金曜日(4回)午前8時55分～ 9時

55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
お父さんのための脱メタボ教室～個別カウンセリ
ングと、運動指導を受けて2か月間で運動習慣を
身に付ける
と き▶ 8月8日～ 9月19日の隔週土曜日(4回)午後

2時～ 5時
講 師▶ 健康運動指導士
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

 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は7月4日(土)午

前9時から電話で、それ以外は7月15日
(水)〈必着〉までに、往復はがき(1教室
につき1枚のみ)に教室名(①～⑤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4286
へ

8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

ヨガ

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
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自分の食生活を
見直して
みましょう
食生活指針

総合体育館　☎84－7101
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▶ 7月30日～ 8月27日の毎週木曜日(13日を

除く4回)午後6時30分～ 7時30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・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
癒やしのストレッチ体操～ストレッチ体操で心身
ともにリラックスする
と き▶ 7月31日～ 8月28日の毎週金曜日(14日を

除く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
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▶ 8月の毎週土曜日(15日を除く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
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▶ 8月の毎週水曜日(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
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▶ 8月の毎週水曜日(4回)午前10時45分～ 11

時45分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は7月4日(土)午

前9時から電話で、それ以外は7月15日
(水)〈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、勤務先か学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3へ

都市計画墓園事業の変更認可
名 称▶ 春日井都市計画墓園事業第1号潮見坂墓

園
と き▶ 平成26年3月31日までの市役所執務時間

中
ところ▶ 公園緑地課(☎85－6282)

｢福祉の就職総合フェア小牧｣の参加者募集
と き▶ 7月4日(土)午後1時～ 5時
ところ▶ 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター
内 容▶ 就職説明会、職場相談会、福祉情報資料

コーナー　※職員採用予定の社会福祉施
設や介護保険事業者などの人事担当者と
直接面接を行う個別面接コーナーを実施
します

対 象▶ 福祉の仕事に関心のある人
問い合わせ▶ 小牧市社会福祉協議会(小牧人材バンク)

〈☎0568－77－0123〉

シルバー人材センター入会説明会
と き▶ 7月16日(木)、8月18日(火)、9月15日(火)

午後1時～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
対 象▶ 市内在住の健康で働く意欲のあるおおむ

ね60歳以上の人
持ち物▶ 写真(3×2.5cm)1枚
申し込み▶ はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏

名(フリガナ)、年齢、生年月日、電話番
号、参加希望日を書いて、〒486－0845
瑞穂通1－186、市シルバー人材センター
(☎84－3515、ＦＡＸ84－3125、Ｅメー
ルkasugai@sjc.ne.jp)へ

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 7月17日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢神経系難病の理解と生活上のアドバイ

ス｣市民病院神経内科第二部長・寺尾心
一

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・
50人(先着順)

申し込み▶ 7月6日(月) ～ 15日(水)に、県春日井保健
所(☎31－2188)へ
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サマージャンボ宝くじが発売されます
発売期間▶ 7月13日(月) ～ 31日(金)　※抽せん日は8

月11日(火)
発売場所▶ 全国の宝くじ売り場
受託金融機関▶みずほ銀行
発売計画額▶ 1170億円
証票単価▶ 300円
問い合わせ▶ 県市町村振興協会(☎052－962－4171)

知的財産権活用セミナー
と き▶ 7月28日(火)午後2時～ 5時
ところ▶ ホテルプラザ勝川(松新町1)
講 演▶ ｢ヒット商品に見る知的財産戦略｣弁理士

・足立勉
定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)へ

介護支援専門員実務研修受講試験
と き▶ 10月25日(日)
受験資格▶ 県内在住か在勤で、保健・医療・福祉の

各分野で合計5年以上(一部10年以上)の
実務経験がある人

願 書▶ 7月31日(金)まで、介護保険課、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、総合福祉セ
ンター、ルネックで配布

申し込み▶ 7月31日(金)までに、直接、県社会福祉協
議会(☎052－231－3224)へ

県排水設備工事責任技術者試験
と き▶ 11月30日(月)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 名古屋国際会議場・イベントホール(名

古屋市熱田区)
受験資格▶ 次のいずれかに該当する人○高等学校の

土木工学科(これに相当する課程を含む)
を修了して卒業した人○高等学校を卒業
し、排水設備工事などの設計か施工に関
し、試験日現在1年以上の実務経験を有
する人○排水設備工事などの設計か施工
に関し、試験日現在2年以上の実務経験
を有する人○上記に準ずる人

費 用▶ 受験料8000円
受験講習
と き▶ 10月1日(木)午前10時30分～午後4時
ところ▶ 名古屋国際会議場・白鳥ホール(名古屋

市熱田区)
費 用▶ 受講料6000円
申し込み▶ いずれも7月6日(月) ～ 31日(金)に、所定

の書類〈7月6日(月)から業務課に用意〉に
記入して、業務課(☎85－6348)へ

認知症市民講座
と き▶ 7月25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▶ ｢財産被害と成年後見制度｣弁護士・宮本

曜爾
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)

自衛官募集
試験日▶ ①9月19日(土)②9月23日(祝)
種 目▶ ①一般曹候補生②航空学生
応募資格▶ ①18歳以上27歳未満②高卒(見込み含

む)21歳未満　※平成22年4月1日現在
申し込み▶ 願書を請求の上、8月1日(土) ～ 9月11日

(金)〈必着〉に、自衛隊愛知地方協力本部
小牧地域事務所(☎73－2190)へ

 ホームページ　http://www.mod.go.jp/
pco/aichi/

あゆみ相談
　特別な支援の必要な子どもの成長や発達につい
て、保護者や学校関係者の疑問や悩みに対しての
相談に応じ、安心して子どもを育てることができ
るように教育的支援を行います。
と き▶ 第2・第4水曜日(祝日は除く)午前10時～

正午
ところ▶ 児童センター
内 容▶ 〇保護者との相談〇教職員との相談
対 象▶ 障がいのある子どもの保護者や学校関係

者
相談員▶ 春日台養護学校あゆみ相談担当職員
申し込み▶ 春日台養護学校(☎88－0811)へ

電気技術科学生募集
　電気技術者に必要な知識、技術を学び、電気主
任技術者(第3種)や電気工事士(第1種、第2種)など
の取得を目指します。
応募資格▶ おおむね35歳以下で高等学校卒業または

同等以上の学力を有すると認められ、訓
練修了後に常用雇用への就職を希望する
人

募集開始▶ 7月1日(水) ～ 9月17日(木)〈定員になり次
第終了〉

訓練期間▶ 平成21年10月～ 23年9月
申し込み・問い合わせ▶浜松職業能力開発短期大

学校・学務援助課(☎053－441－4444)へ
 ホームページ　http://www.ehdo.go.jp/

shizuoka/hamamatsu/index.html



スズキ・メソードで学ぶ子どもたちによるコン
サート①バイオリン②ピアノ
とき▶①7月11日（土）②8月30日（日）午後1時30
分から（1時開場）　ところ▶市民会館　問い合
わせ▶①三大寺（☎052－762－9166）②川口（☎
84－2823）
･･････････････････････････････････････････
姉妹都市市民の会「英会話講座」
月日▶8月～ 2月（20回）　ところ▶レディヤン
かすがい、鳥居松ふれあいセンター、ルネック
※詳細は受講決定者に通知します　内容▶外国
人講師から英会話や姉妹都市の概要を学ぶ（初
級Ⅰ・Ⅱ、中級Ⅰ・Ⅱの全12コース）　受講料
▶2万円　※別途教材費と市民の会年会費1000
円が必要　定員▶各コースごとに10人程度（抽
選）　申し込み▶7月10日（金）〈消印有効〉までに、
往復はがき（1人1枚）に第2希望までのクラス名
・曜日・時間と住所、氏名（ふりがな）、電話番
号を書いて、〒460－0003名古屋市中区錦3－6
－17　602、㈲コンベンションネットワーク（☎
052－963－8385）へ

･･････････････････････････････････････････

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
7／1(水)～7(火) 日本画展示 鷹美会
7／8(水)～14(火) 絵手紙60人展 入船絵手紙同好会

西部ふれあいセンター (☎33－0808) 7／1(水)～15(水) 大地の贈り物・写真とスケ
ッチ展 半場芳晴、山田隆幸・貞子

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 7／1(水)～16(木) 味美カメラクラブ写真展 味美カメラクラブ

坂下公民館 (☎88－5555) 7／2(木)～12(日) 坂下カメラクラブ作品展示
会 坂下カメラクラブ

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

7／3(金)～5(日) カントリークラフト作品展 カントリークラフト愛好会
7／10(金)～12(日) FREESPACE煌作品展 FREESPACE煌と青空の家

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
7／4(土)～30(木) パッチワークキルト展 丹羽ちず子
7／8(水)～30(木) 木版画作品展 春日井版画クラブ「杲」

レディヤンかすがい (☎85－4188) 7／7(火)～26(日) 伊勢型紙作品展 春日井伊勢型紙同好会
南部ふれあいセンター (☎85－7878) 7／9(木)～22(水) 野鳥写真展 春日井バードフォトクラブ

チャリティーバレーボール大会
とき▶8月9日（日）午前9時から　ところ▶総合
体育館　内容▶市婦人バレーボール同好会ルー
ルで対戦する　※チーム編成は当日抽選で決定
費用▶参加料1000円（弁当代含む。参加料のう
ち300円を市社会福祉協議会へ寄付）　参加資格
▶43歳以上の女性　申し込み▶7月17日（金）ま
でに、電話で市婦人バレーボール同好会・徳光
（☎090－1820－9680）へ
･･････････････････････････････････････････
藤間勘楊師籍30周年記念こてんぶようの會
とき▶8月9日（日）正午～午後4時30分（午前11
時30分開場）　ところ▶名古屋市芸術創造セン
ター（名古屋市東区）　内容▶宗家藤間流の伝
統の舞踊曲を集め、三味線、お囃子の生演奏
で披露。主な演目「蚊の口説」など　定員▶640
人　入場料▶S席5000円、A席4000円、自由席
3000円（自由席は前売り500円引き）　申し込み
▶8月7日（金）〈必着〉までに、電話かＥメール
に住所、氏名、電話番号、チケットの枚数を
書いて、藤間（☎090－6336－7880、Ｅメール
kanyou1962@nifty.com）へ
･･････････････････････････････････････････
12周年記念映画会「マルタのやさしい刺繍」
とき▶8月9日（日）午後1時30分～3時　ところ
▶東部市民センターホール　内容▶年を取って
も夢をあきらめない女性たちの物語　定員▶
500人（先着順）　入場料▶1000円（当日500円増）
問い合わせ▶ＮＰＯ法人ワーカーズかすがい
（☎53－3735）

15:00～16:00

16:05～17:05

18:30～19:30

19:35～20:35

初級Ⅱ

初級Ⅰ

金
（8/7～）

初級Ⅱ

中級Ⅰ

初級Ⅰ

初級Ⅰ

木
（8/6～）

水
（8/5～）
初級Ⅱ

初級Ⅱ

初級Ⅰ

中級Ⅱ

火
（8/4～）

曜日
時間

中級Ⅰ

中級Ⅱ
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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

7／4

7／11

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

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎85－0077

☎83－8777

☎84－3060

☎31－4358

☎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）

鈴木医院（柏原町3）

健康管理センター（柏原町5）

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

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

7／5

7／12

健 康

7月1日から保健センターでの日曜日・祝休日診療は無くなりました。

●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 （＋1254）

世帯数
30万7547人
12万3859世帯 （＋1582）

まちの動き

（53件）

（3人）

（4520件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

12件
916件

0人

平成21年6月1日現在　（　）内は前年同日比

平成21年5月　（　）内は1月からの累計

　風通しのよい日陰やクーラーの効いている室内に移動しましょう。呼び掛けに反応がない場合や吐
き気がある場合は、医療機関で受診しましょう。
※特に幼い子どもや高齢者は熱中症になりやすいので注意しましょう。

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

熱中症に注意しましょう熱中症に注意しましょう

熱中症だと思ったら

熱中症とは

熱中症を防ぐには

　暑い環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節がうまくできず、体温が著し
く上昇したりする状態です。7月下旬から8月下旬に多発する傾向があります。

予防法を知っていれば防ぐことができます。暑さを避けるなど次のことに注意しましょう。
・屋外では日陰を選んで歩いたり、帽子や日傘を差したりしましょう。
・襟元はなるべく緩めて通気性をよくしましょう。
・小まめに水分や塩分補給をしましょう（水分、塩分制限をしている人は、あらかじめ
  医師に相談しておきましょう）。
・日ごろから暑さに慣れておきましょう。
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携帯電話用ホームページ
http://mobile.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。書のまち春日井マスコット「道風くん」


	表紙
	各種お知らせ
	お知らせ・夏の農業祭
	お知らせ2・催し
	催し2
	催し3・募集
	募集2・講座（一般）
	講座（一般）2
	講座（一般）3
	講座（一般）4・講座（健康と福祉）
	講座（健康と福祉）2・講座（スポーツ）
	講座（スポーツ）2・縦覧・その他
	その他2

	誌上ギャラリー

