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市内で犯罪被害が多発！
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各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

明日の春日井のために
進めています、企業立地

2009
Ｎo.1424
平成21年

指導員を取り囲んで割りばし鉄砲を食い入るように見ているのは、高座小学校
の児童。家庭教育力や地域教育力の向上を図るため小学校などで行われている
「ふれあい教育セミナー」において移動児童館が開催され、児童や保護者142人
が集い、工作やカード合わせなどの遊びを楽しみました。



■「にぎわいと活力に満ち、未来に輝くまち」の実現のために 

市では、少子高齢化、人口減少社会の到来や社会環境の変化、市民ニーズの多様化に
対応しながら、今後も持続的に成長していくために、優良企業の誘致や市内企業の成
長支援をすることにより、地域経済を発展、活性化することが重要と考えています。 
そこで、今回の特集では、３月に取りまとめた産業振興アクションプランの中の企業
立地支援制度の概要と立地企業の横顔を紹介します。 

　平成20年2月に策定した第五次春日井市総
合計画では、「社会環境の変化や市民の要望
に的確に応えつつ、本市が持続して成長して
いくためには、これまで進めてきた住宅都市
としてのまちづくりに加えて、産業経済の振
興による活性化に向けた取組がこれまで以上
に必要になっています」としています。 
　計画の目標の１つにある「にぎわいと活力
に満ち、未来に輝くまち」の実現のためには、
本市の地理的優位性を十分に発揮し、新たな
企業誘致や産業の育成によって地域経済の振
興を図ることなどが必要だと考えています。 
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■産業振興のために 

　市は、産業の振興を進めるため、今年3月に「産業振興アクションプラン」を策定しました。プラン
は平成21年度から5年間で実施され、地域経済の成長を促し、持続的な発展を可能にするため、企業誘
致、企業の育成・活動支援、創業支援の3つを柱とします。 

■企業立地に向けての状況について 

　産業振興アクションプランの取り組みの１つ
に企業立地支援があります。企業立地支援は、
市外の企業への支援だけでなく、市内の企業に
も行っており、市は、誘致活動に積極的に取り
組むとともに、立地におけるさまざまな手続きが、
スムーズに進むよう関係部局間での連携体制を
とってきました。 
　その結果、平成19年度からの3年間で市が支援
して市内に立地した企業は11社になりました。 
　今後は、連携体制をさらに強化し、支援体制
の整備を進め、企業立地を推進します。 
　次のページからは支援をした企業のうち、8社
を紹介します。 

産業振興アクションプラン 

企業誘致 

市外からの 
優良企業誘致 

平成１９年度 
 

平成２０年度 
 
 

平成２１年度 

■企業立地助成の実績 （平成21年6月末現在） 

立地企業数 立地の内容 

新規立地３件 
 
新規立地２件 
市内移転１件 
 
新規立地２件 
市内移転２件 
増設１件 

３社 
 

３社 
 
 

５社 

企業の育成 
・活動支援 

市内企業の技術の高度化や 
規模の拡大などに向けた 

成長支援 

創業支援 

新たな産業の芽の苗床と 
してのイノベーションの 
創出・創業支援 

産業振興 
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昭和38年創業。主にコンピューター・OA機器・
家電製品などの誤作動防止を目的とした電磁波防
止環境部品などの開発・製造・販売を手掛けている。
また、工業用精密プラスチック部品の設計および
金型の製作と成型も行っている。 
本社は名古屋市中区にあり、市内では、平成元年
に神屋町に春日井工場を、平成19年に明知町に明
知テクノセンターを開設。 

　春日井工場では、主に製造と出荷を、明知テクノセン
ターでは、取引先からの要望にきめ細かく対応できるよ
うに商品の研究開発・製品の量産化を行っています。開
発から出荷までを市内で行うことができるため、当社の
重要な拠点になっています。 

開発から出荷まで　　中島 広宣・春日井工場長 

　なるべく現場に近いところへ本社を移転したいと考えていたと
ころ、この場所の話がありました。工場は滋賀県や京都府、埼玉
県にもありますが、従業員に納得してもらえる場所はと考え、す
べての工場への交通の便が良い春日井にしました。 

　昨年川越市から引っ越してきました。その前は京都にい
たので、東西どちらの食べ物も置いてあるのがいいですね。
また、川越市では登下校の際、横断歩道に立つ当番を保護
者がしていたのですが、春日井は地域の人にしていただけ
るので、子どもがいる共働きにはうれしいですね。 

従業員が納得できるように　　鈴木 良一・常務取締役 

江角 武彦さん 
　　 千春さん 

取引先のニーズに 
合わせた多種多様 
な部品 

部品の複合化 
も可能 

春日井の住み心地は？　このコーナーでは、企業移転を機に春日井に転居した人に　　　　　
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　結婚と職場の移転を機に、昨年の3月に朝宮町へ引っ
越しました。公共交通機関が発達し、駐車場の整備され
た店舗も多く点在していて、ドライブがてらにショッピ
ングができるところが魅力の暮らしやすいまちだと感じ
ています。 

浅井 茂さん 

昭和25年の創業以来、「天然風味の粉末化」を目指し、
世界初となるアルコールの粉末化をはじめ、果実・
野菜を丸ごと粉にしたフレッシュパウダーや茶葉
特有の風味を生かした粉末茶、かつお節や昆布、
シイタケなどの風味豊かな粉末天然調味料など、
差別化した製品を届けている。 
本社は小牧市で、平成18年5月より、明知町にて
第三工場が稼動開始。 

　まとまった敷地と第二工場に近かったことが進出の決め手にな
りました。現在は包装と出荷のみですが、来年3月に向けて今まで
の技術を集約した製造工場を建設中です。設計には若手職員も加
わり、新しい発想を取り入れた設備になる予定で、将来は、第三
工場が主力になると考えています。 

将来の主力に　　櫻木 幸夫・第三工場長 

昭和22年創業。総合印刷業として、カタログや
パンフレット、商品ラベルなどの印刷をはじめ、
店頭の広告やディスプレーなどの販売促進ツー
ルを手掛ける。単なる印刷物としてではなく、
商品価値を高めるコミュニケーションツールに
なるよう積極的に提案している。 
平成21年2月に本社を中切町へ移転。 

　春日井への移転を考えたのは、交通の便も良くなり
発展すると考えたからです。構想から3年かけ、さまざ
まな工夫を凝らして建設した新社屋は、訪問者や社員
に好評です。 

将来を見据えて　　二ツ木 和人・取締役専務 

風味を生かした 
製品 

主力のラベル印刷工程 

　住んでみた感想を聞きました。 
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パナソニックグループの
環境システム事業を担う
会社。春日井の本社工場
は、国内第2位、世界で1
位（販売金額）の換気扇を
はじめ、話題のマイクロ
ミストサウナや、携帯電
話基地局などの精密機器
の省エネ冷却装置、恵那
山トンネルにも設置され
ている道路トンネル用換
気設備、家庭用の空気清
浄機や加湿機、除湿機な
どを製造している。 
平成20年8月に本社工場
内に技術管理棟を新築。 

中京地区の航空宇宙事業の拡大発展とともに起
業化し、平成20年8月、桃山町に移転。精密加
工の協力工場として、航空・宇宙部品を手掛け
る。「地球に優しい低炭素化社会環境向上に貢
献」を企業理念とし、屋根全面に太陽光発電シ
ステムを導入。CO2 削減に努力し、室内・外の
照明もLEDを採用した地球に優しい工場として
操業している。 

商業施設やアミューズメント施設を中心に、内
装用装飾品、各種棚、屋外看板などを製造、販
売しており、自社スタッフによる営業、デザイン、
設計、製造、現場施工までの一貫体制を敷いて
いる。大型設備と手作業により、木加工、アク
リル加工など、顧客からの幅広いニーズに対応
している。工場を併設する春日井本社（平成19
年新築移転）のほか、東京と大阪に営業所を展
開し、北海道から九州まで、全国での施工実績
がある。 

ウイルスや菌を抑制す 
る機能を搭載した加湿 
空気清浄機 

仏像などのオリジ 
ナル商品の開発 

環境に配慮した本社社屋 環境に配慮した本社社屋 

かすがい発見ビジネスフォーラム 
の出展ブースなども作成 
かすがい発見ビジネスフォーラム 
の出展ブースなども作成 

昭和55年設立の宗教用具製
造卸会社。平成18年3月よ
り高森台工業団地に移転。
宗教用具〈主に仏像、位牌
（いはい）〉を企画立案して
国内外の工場で製造し、全
国の仏壇店、葬儀社に発送
している。 
伝統を重視した商品から近
年人気の高い家具調仏壇に
適したシリーズなど独自性
の高い商品の開発に力を注
いでいる。社員20人がたく
さんの緑に恵まれた高森台
でいきいきと仕事に取り組
んでいる。 
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■市の企業立地支援制度 

対　　象 助成率 備　　考 

さらなる企業立地を進めるため、４月から企業立地支援制度を充実させました。 
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問い合わせ▶市民安全課（☎85－6064）、春日井警察署（☎56－0110）

市内で犯罪被害が多発!市内で犯罪被害が多発!市内で犯罪被害が多発!
件数は平成21年1月～ 6月末の発生件数

　店舗駐車場や月極駐車場でバッグやカーナビ、
ナンバープレートなどを狙った車上狙い、部品
狙いが多発しています。

これらの犯罪を防ぐには
・貴重品を車内に置かない
・短時間でも施錠する
・盗難防止ネジの活用
・防犯カメラの設置
・明るく見通しの良い駐車場を選ぶ
などが効果的です。

　オートバイ盗の被害は、昨年の同時期に比べ、
65件多く発生しており、急激に増加しています。
　被害が多い地域は、JR神領駅付近駐輪場や
高蔵寺ニュータウン地区ですが、ほかの地域で
も発生しており、決して油断はできません。
　車種ではスクータータイプの原付が最も狙わ
れやすく、キーロックをしていても、無理やり
鍵穴をこじ開けて盗む手口が多いため、エンジ
ンキーのロックだけでなく、U字ロックや頑丈
なワイヤー錠を取り付け、盗難防止に努めま
しょう。

　市内の犯罪被害の中で最も多い犯罪は自転車盗
で、1日あたり約3件もの被害が発生しています。
　被害の多い場所として、JRや名鉄など各駅周
辺の駐輪場、スーパーや大型店舗の駐輪場があ
げられます。
　中でも、JR勝川駅周辺での被害は
最も多く、残念ながら県下でも極めて
被害が多い地域と言えます。

犯人は犯行を目撃されることを一番嫌います。防犯機器を二重三重に設置し
て犯行に時間をかけさせることや、センサーライトの光や警報器などの音で
周囲に犯人の存在を知らせることなどの対策を行い、犯行を断念させましょう。

犯罪に強い安全で安心な街をつくりましょう

被害に遭わないために、
・2つ以上の鍵をする　・短時間でも施錠する
・見通しの良い駐輪場を選ぶ
・自宅や学校でも施錠する
などの防犯措置が効果的です。
　｢わたしは大丈夫だろう｣ではなく、｢わたしも
狙われている｣という意識を持ちましょう。

自動車盗 154件

オートバイ盗 126件 自転車盗 528件

車上狙い 311件
部品狙い 226件

2つ以上の
カギをすること
が大切だね！

被害を防ぐためには
・イモビライザの装着　・ハンドルバーの装着
・振動センサーの装着　・明かりの確保
・フェンスの設置　　　・防犯カメラの設置
・車庫の堅固化
など二重三重の対策が効果的です。

　市内では、昨年に続き自動車盗
が多発しており、
ハイエース（南部中心）
ハリアー　（東部中心）
ランドクルーザー（全域）
の被害が特に多く発生しています。

これらの対策を
できるだけ多く
採用しましょう
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ボランティアのみなさん　

　「広報春日井」を、声で届けてくださって
いるボランティアの皆さんとお話をする機
会がありました。
　「声の広報春日井」は、43人の方が4グル
ープに班を編成後、制作担当と編集担当に
分かれ、担当会議、全体会議を経て出来上
がること、その過程では、多くの記事の中
で60分にまとめることの大変さ、正確かつ
聞きやすさをいつも心掛けておられること
など、苦労話や届ける喜びなどをお聞きし

ました。また、ボランティアに参加するこ
とにより、春日井市が好きになった、テレ
ビを見るよりラジオを聴くようになったな
どのお話もありました。
　対談を終えた後に、市ホームページから
改めて聞いてみました。オープニングの2
人の方の何気ない会話、そして広報に記載
されている記事の紹介。そこには60分間に
わたり聞く人の身になり、声を通してすべ
てを届けようという気持ちがひしひしと伝
わってきました。
　市内では、ボランティアやＮＰＯ、そし
て区町内会を始め子ども会や老人会など本
当に多くの市民の皆さんが、それぞれの立
場で活動されてみえます。何事も多くの皆
さんのお陰で行うことができる、進められ
ていることに改めて感謝の気持ちでいっぱ
いであります。

着衣泳を体験しました
（サンフロッグ春日井）

　集会所ができた11年前、町内に住む花の先生の
好意で教室を開いたことをきっかけに、そこに集
まった人たちが中心になって結成されたセブンフ
ラワーズ。町内の住民であることが入会条件で、
毎月1回集まり、会場費と材料費のみの教室を開
いています。この日はラベンダーを使ってリボン
で編みこむラベンダースティックとにおい袋作り
を楽しみました。

7/9
㊍

6/28
㊐

7丁目に咲く花々

　服を着ているときに、海や川に落ちたら…
そんな万が一の時に備えて、サンフロッグ春
日井の着衣泳体験講座に20人の親子が参加し
ました。
　慌てて服を脱ごうとしてもなかなか脱げな
いことや、空のペットボトルを襟元に入れる
と浮き輪になること、ペットボトルをおぼれ
ている人に向かって投げるときは少し水を入
れると遠くまで飛び、
目標も定めやすいこ
となど、いざという
時の知恵を楽しく学
びました。

篠木町7丁目南部町内会篠木町7丁目南部町内会
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I N F O R M A T I O N情報最前線

新イベント新イベント

菊 花 大 会 出 品 者菊 花 大 会 出 品 者

春日井まつり参加者、まだまだ募集中！春日井まつり参加者、まだまだ募集中！春日井まつり参加者、まだまだ募集中！春日井まつり参加者、まだまだ募集中！春日井まつり参加者、まだまだ募集中！

感謝市出店者募集
と　き ▼ 10月17日(土)～ 18日(日)午前10時～午後4時
ところ ▼市庁舎南側
出店資格 ▼固定した店舗を持ち、常に営業している商業者(汁

が出る物、酒類、くじによる販売などは不可)　
※応募多数の場合は市内の出店者を優先

出店数 ▼ 40小間　※出店は審査により決定。超えたときは
抽選

出店料 ▼ 1小間2万円　※コンセントは1個につき2000円

申し込み ▼「感謝市」は8月17日(月)〈必着〉までに、「大切な人へ書で贈るメッセージ」は8月31日(月)〈消
印有効〉までに、所定の用紙(市民生活課、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、直接か郵送、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

ホームページ　http://www.kasugai-matsuri.com/

と　き ▼ 10月17日(土) ～ 11月7日(土)
※搬入は10月16日(金)午後1時
から

ところ ▼春見公園
出品規定 ▼大輪の部…1口3鉢以内、山菊

の部…1口2鉢以内
申し込み ▼ 9月30日(水)までに、公園緑地

課(☎85－6281)へ

菊 花 大 会 出 品 者菊 花 大 会 出 品 者

大切な人へ書で贈るメッセージ
　市内の著名な書家が、あなたの大切なメッセージ
を色紙に書きます。色紙は、まつり当日会場内に展
示した後、渡します。日ごろ世話になっている人や
身近な人、思いを寄せている人に感謝の気持ちを伝
えたいと思っているあなた、春日井まつり会場でサ
プライズな演出をしてみませんか。　※自分自身に
対するメッセージや好きな言葉、文字でも可。

設置期間 ▼ 10月17日(土) ～ 18日(日)
設置場所 ▼文化フォーラム春日井・交流アトリウム
費　用 ▼ 色紙1枚1000円　※メッセージは31文字ま

で。名前(ペンネーム可)は最大文字数には
含まれません

当日、会場でメッセージの揮ごうコーナー (ワ
ークショップ)を開催します。

　春日井にゆかりがあり、文化やスポーツの分野で
活躍した人に、さまざまな活動を通して市民の皆さ
んに夢や希望を与えてもらえるようにと、北京オリ
ンピックシンクロナイズドスイミング日本代表の松
村亜矢子さんに「文化スポーツ大使」をお願いしまし
た。今後は、講演を行ったり、スポーツ大会や文化
イベントに参加するなど活躍します。

　選手として世界で戦っていたとき、地元の人
の応援はとても心強く、支えになりました。名
誉ある大使に選ばれたからには、皆さんの応援
と春日井市を少しでもＰＲできるよう頑張りま
す。

大使の抱負大使の抱負大使の抱負大使の抱負

問い合わせ▶文化課（☎85－6079）

7月4日(土)の委嘱状交付式にてオリジナルの
ジャンパーとサンバイザー姿の松村大使

かすがい『人・夢創り』文化スポーツ大使をかすがい『人・夢創り』文化スポーツ大使を
松村亜矢子さんにお願いしました松村亜矢子さんにお願いしました

かすがい『人・夢創り』文化スポーツ大使をかすがい『人・夢創り』文化スポーツ大使を
松村亜矢子さんにお願いしました松村亜矢子さんにお願いしました

かすがい『人・夢創り』文化スポーツ大使を
松村亜矢子さんにお願いしました
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と　き ▼ 8月21日(金)午後1時30分試合開始
対戦相手 ▼三菱重工長崎(長崎市)
定　員 ▼ 160人(先着順)
費　用 ▼参加料大人4000円、中学生以下2000円(交通費、入場料を含む)
集　合 ▼サンフロッグ春日井東駐車場に午前6時集合、6時30分出発
申し込み ▼ 8月4日(火) ～ 14日(金)午前9時～午後5時に、総合体育館(☎84－7101)か商工会議所(☎81－4141)へ

※8月14日(金)午後5時までに、参加料を申し込み先に支払ってください(総合体育館は月曜日、商
工会議所は土・日曜日休み)。この試合に勝つと8月25日(火)の試合にも応援バスを出します。

いろいろな体験をしながら楽しく学べる「ドキドキ
！さま～スクール」を開催します。わくわくする
ような実験や工作など、さまざまなイベントがあ
るので、小学生の皆さん、ぜひ来てね。

時　間▶午前10時～ 10時30分、午後2時～ 2時30
分　※自由参加で午前11時～ 11時30分、
午後3時～ 3時30分にも実施

内　容▶竜巻を作る実験や雨量計などで天気のこ
とを学ぶ

講　師▶鈴木東
定　員▶各30人(抽選)

時　間▶午前10時～午後4時　※1～ 2時間程度。材
料がなくなり次第終了

内　容▶ボトルシップや花などを瓶の中に作る
費　用▶教材費100円

時　間▶午前10時～ 10時45分、午後1時～ 1時45
分　※自由参加で午前11時～ 11時45分、
午後2時45分～ 3時30分にも実施

内　容▶劇場の裏側を見学し、機械の操作も体験
する

定　員▶各10人(抽選)

時　間▶午後1時～ 2時　※自由参加で午前11時
～正午にも実施

内　容▶勾玉(まがたま)などの道具作りやクイズ
で古墳時代を学ぶ

定　員▶20人(抽選)
費　用▶教材費250円

月　日▶8月28日(金)　　　
ところ▶東部市民センター
対　象▶市内在住の小学生　※「古墳時代へタイ

ムスリップ！」は3年生以下は保護者同伴

時　間▶午前10時～正午、午後1時～ 4時　※20分
程度

内　容▶基本的な運動能力をチェックし、運動のア
ドバイスをする

時　間▶午前10時～午後4時
内　容▶宮沢賢治の作品や「ぼくのすきなやりかた」

などの本の読み聞かせをする

申し込み▶｢天気屋アズマのたつまき実験室｣｢舞台
のうらがわ探検隊｣｢古墳時代へタイムス
リップ！ ｣は、8月13日(木)〈必着〉までに、
往復はがき(1人1枚)に講座名と希望の時
間、住所、氏名(ふりがな)、学年、電話
番号を書いて、〒487－0011中央台2－2
－1東部市民センター (☎92－8511)へ

天気屋アズマのたつまき実験室天気屋アズマのたつまき実験室天気屋アズマのたつまき実験室天気屋アズマのたつまき実験室天気屋アズマのたつまき実験室

舞台のうらがわ探検隊舞台のうらがわ探検隊舞台のうらがわ探検隊舞台のうらがわ探検隊舞台のうらがわ探検隊

古墳時代へタイムスリップ！古墳時代へタイムスリップ！古墳時代へタイムスリップ！古墳時代へタイムスリップ！古墳時代へタイムスリップ！

ドキドキ！さま～スクールドキドキ！さま～スクールドキドキ！さま～スクールドキドキ！さま～スクール夏休み東部子ども公民館 ドキドキ！さま～スクール

東京ドームへ応援に行こう！東京ドームへ応援に行こう！～市民応援団を募集～市民応援団を募集東京ドームへ応援に行こう！東京ドームへ応援に行こう！～市民応援団を募集～市民応援団を募集東京ドームへ応援に行こう！～市民応援団を募集
王子製紙が都市対抗野球大会に出場決定！王子製紙が都市対抗野球大会に出場決定！

たのもう！びん入り工作道場たのもう！びん入り工作道場たのもう！びん入り工作道場たのもう！びん入り工作道場たのもう！びん入り工作道場

チャレンジ体力チェックチャレンジ体力チェックチャレンジ体力チェックチャレンジ体力チェックチャレンジ体力チェック

本と出会う本と出会う　くれよん劇場くれよん劇場本と出会う本と出会う　くれよん劇場くれよん劇場本と出会う　くれよん劇場

王子製紙硬式野球部が3年連続9回目の東京ドーム進出を果たしま
した。市を代表して出場する王子製紙の市民応援団を募集します。
この夏、あなたも東京ドームで応援しませんか！

問い合わせ▶総合体育館（☎84－7101）

大 会 開 催 期 間大 会 開 催 期 間
8月21日（金）8月21日（金）
～9月1日（火）～9月1日（火）
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　市内の民間バス路線の中には、利用者が減り、採算が取れない路線もあります。採算が取れない路線は、
バス事業者の経営努力によっても存続が難しい場合、廃止になることがあります。市内のバス路線を存続
させるためにも、出かける際は積極的にバスを利用しましょう。

名鉄バス桃山線名鉄バス桃山線
(大草～ＪＲ春日井駅)の状況(大草～ＪＲ春日井駅)の状況
　この路線は国・県の補助によ
り支えられていますが、現在の
利用者数のままでは、廃止され
る可能性があります。問い合わせ▶名鉄バス春日井営業所（☎92－5311）

○春日井線(ＪＲ春日井駅～大池住宅前)
○玉野台循環線(ＪＲ高蔵寺駅～玉野台～ＪＲ高蔵寺駅)

廃止されるＪＲ東海バス路線は、名鉄バスが運行します廃止されるＪＲ東海バス路線は、名鉄バスが運行します

9月30日まで　ＪＲ東海バス 10月1日から　名鉄バス

民間バス存続のためにバスを利用しましょう !民間バス存続のためにバスを利用しましょう !民間バス存続のためにバスを利用しましょう !民間バス存続のためにバスを利用しましょう !民間バス存続のためにバスを利用しましょう !

問い合わせ▶交通対策課（☎85－6051）

問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6222）

　6月22日(月)に、クリーンセンタ
ーでライターが原因と見られる出
火事故が発生しました。5月にも
収集作業中に、同様の出火事故が
ありました。このような事故は、
ごみ出しのルールを守っていただ
くことで防ぐことができます。
　スプレー缶、ガスボンベ、ライ
ターなどの危険ごみを、燃やせな
いごみなどと一緒に出すと、火災
や爆発などの事故を起こす原因と
なり、ごみ処理ができなくなる恐
れがあります。

危険ごみを出すときのお願い危険ごみを出すときのお願い危険ごみを出すときのお願い危険ごみを出すときのお願い危険ごみを出すときのお願い

　次のように処理し、「危険ごみ」と表示して出してください。月
１回ごみステーションで収集します。
○使い捨てライター…使い切った状態で出してください。
○ガスコンロ…電池を抜いて出してください。
○スプレー缶、カセットボンベ…使い切って必ず穴を開けてか
ら出してください。

○石油ストーブ…灯油は使い切ってください。残っている灯油
は販売店やガソリンスタンドへ引き取りを依頼してください。

※処理が難しい場合は、販売店へ引き取りを依頼するか、クリー
ンセンター (☎88－0247)へ連絡の上、直接搬入してください

危険ごみの出し方危険ごみの出し方



13広報春日井8月1日号

木造住宅無料耐震診断、耐震改修費補助

耐震診断対象 ▼ 昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅(在来軸組構法、伝統構法の住宅)

改修費補助 ▼耐震診断で倒壊する可能性があると診断さ
れた住宅に対し、耐震改修工事にかかる費
用の一部(限度額60万円)

非木造住宅耐震診断・耐震改修費補助

申し込み ▼いずれも、所定の用紙（建築指導課、市民安全課、市ホームページ、市役所情報コーナー、各ふ
れあいセンター、鷹来・坂下公民館、総合福祉センター、グリーンパレス春日井に用意)に記入して、
直接建築指導課(☎85－6328)へ(木造住宅無料耐震診断のみ郵送可)
※木造住宅耐震改修費補助、非木造住宅耐震診断・耐震改修費補助については、申し込み前に相
談が必要です
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/kenchiku/8714/index.html

※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 ▼市販の履歴書と免許証を持って、市民病院管理課（☎57－0046）へ

職　　種 採用年月日 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

9月5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
を取得しているか平成
22年5月までに取得見
込みの人

正規職員

職　　種 人　員 勤　　務 賃　　金 手　当　等

看護師 若干名 月～金曜日　午前8時30分～午後5時 時給1380円 賞与・通勤手当あり、時間帯応相談

臨床検査技師 1人 月～金曜日　午前9時～午後1時 時給1070円
通勤手当あり、時間帯応相談

言語聴覚士 1人 月～金曜日　午前8時30分～午後5時 時給1070円

臨時職員

申し込み ▼ 8月28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/kangobosyu.html

市民病院の医療職員を募集市民病院の医療職員を募集市民病院の医療職員を募集市民病院の医療職員を募集市民病院の医療職員を募集

自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう

　耐震診断・耐震改修工事にか
かる費用の一部を補助します。
対　象 ▼昭和56年5月31日以前

に着工された非木造住
宅
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書聖・小野道風にちなんで毎年開催される道風展は、全国各地からたくさんの作品が寄せられるわがまち
伝統の書道展です。今年も皆さんの力作を募集します。

部　門 ▼一般…漢字・かな・近代詩文・少字数・小品、学生…条幅・半紙(各部門とも1人1点)
作品の搬入 ▼一般は10月6日(火)午前9時30分～正午、学生は10月5日(月)午前9時30分～午後4時に、中央公民館内、

道風展事務所(〒486－0913柏原町1－97－1)へ　※郵送の場合は、9月24日(木) ～ 30日(水)〈必着〉
展　示 ▼【春日井会場】…10月31日(土) ～ 11月8日(日)文化フォーラム春日井、市役所、道風記念館、観音寺(松

河戸町)
【名古屋会場・特別賞受賞作品のみ】…11月17日(火) ～ 23日(祝)県美術館ギャラリーＪ(名古屋市
東区)

一　
　
　
　

般

部　門 仕　上　寸　法 作　品　規　格 出品料

漢字・かな
・近代詩文
・少字数

半切………………50㎝×180㎝以内
3×3………………90㎝×90㎝以内
3×6………………90㎝×180㎝以内
3.5×4.5…………105㎝×135㎝以内
4×4………………120㎝×120㎝以内
2×8………………60㎝×240㎝以内

○枠張、屏風（びょうぶ）、条幅か額に表装
○ガラス、アクリルは不可
○作品の縦横は自由

5000円

小　品 小画仙全紙2分の1以下 裏打ち仮巻でも可 3000円

学　
　
　
　

生

条　幅

幼児～
中学生 横34㎝×縦136㎝以内

○書き下ろしで仮巻につける（裏打ちはしない）
○作品は縦に限る
○学年（幼児は年齢）・氏名を記入

1300円

高校生 68㎝×136㎝以内
○一般（小品部を除く）と同じ
○作品の縦横は自由
○名前のみでも可

半　紙 半紙判24cm×33cm 年齢・学年・氏名については条幅と同じ 400円

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内、道風展事務局（☎85－6868）

道風展の作品を募集します道風展の作品を募集します道風展の作品を募集します道風展の作品を募集します道風展の作品を募集します

市民の皆さんから応募のあった美術作品のうち、入選作を展示します。また、市民展審査会員によるギャ
ラリートーク（作品解説）などを行います。

と　き ▼ 8月15日(土) ～ 23日(日)午前9時～午後4時30分(最終日は4時まで)
展　示 ギャラリートーク

ところ 部　門 実施日・作品解説
8/15(土) 8/16(日) 8/22(土) 8/23(日)

市役所

10階 書 橋詰桃邨 松本大鵞 梶田文宗 野崎小華
11階 洋画・版画 塚田譲 中西奝之助 林泰二 林泰二
11階 写　真 谷口敏夫 安藤宏幸 奥村克己 長谷川永美
12階 日本画 千村俊二 安達英志郎 浅野忠 星野哲弘

文化フォーラム
視聴覚ホール 彫塑工芸
ギャラリー 審査会員参考作品

※ギャラリートークはいずれも午前11時から。日時、解説者などは都合により変更する場合があります。
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.lib.city.kasugai.aichi.jp/zaidan/

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

市民美術展覧会を開催します市民美術展覧会を開催します市民美術展覧会を開催します市民美術展覧会を開催します市民美術展覧会を開催します
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水の週間
将来を安全・安心に暮らすため、水を大切に使う
社会へ
　8月1日は｢水の日｣、8月1日～ 7日は｢水の週間｣
です。わたしたち一人一人が、普段から雨水や風
呂の残り湯などの再利用で無理のない節水に努め
るとともに、水を大切にする意識を共有し、水を
はぐくむ環境を守りましょう。
問い合わせ▶ 企画経営課(☎85－6406)

保健計画推進委員会の公開
と き▶ 8月11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)
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6167)

常任委員会
と き▶ ○文教経済委員会…8月17日(月)○厚生

委員会…8月18日(火)○建設委員会…8月
19日(水)○総務委員会…8月20日(木)いず
れも午前9時から　※開催しない場合や
日程が変更になる場合あり

ところ▶ 市役所全員協議会室
　傍聴を希望する人は当日午前8時30分から8時45
分までに議会事務局に来てください。※5人を超
えたときは抽選
問い合わせ▶ 議事課(☎85－6492)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 8月19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)

地域福祉計画策定委員会の公開
と き▶ 8月28日(金)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▶ 8月10日(月)から、高齢福祉課(☎85－61

84)へ

農地の調査票を提出してください
　8月1日現在で、各農家の農地所有状況や耕作状
況を調査しています。この調査を基に農地基本台
帳を整備し、証明や農業委員選挙資格などの基礎
資料としますので、8月10日(月)までに必ず提出し
てください。
問い合わせ▶ 市農業委員会(☎85－6237)

ヤング健診
とき・ところ▶9月4日(金)・保健センター、9月7

日(月)・健康管理センター午前9時～ 10
時30分受け付け

検査項目▶ 問診や身体計測、理学的検査、血圧測定、
検尿、循環器検査、貧血検査、肝機能検
査、腎機能検査、血糖検査、ヘモグロビ
ンＡ1c検査

対象・定員▶ 平成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)・各70人(抽選)

申し込み▶ 8月11日(火)〈必着〉までに、はがき(1人1
枚、1会場のみ)に｢ヤング健診｣、会場名、
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号
を書いて、希望する会場〈〒486－0913柏
原町5－376、健康管理センター (☎84－
3060)か〒487－0011中央台1－1－7、保
健センター (☎91－3755)〉へ
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国県障がい者手当現況届などの提出
　8月6日(木)に、県在宅重度障がい者手当受給者
に所得状況届を、特別障がい者手当などの受給者
に現況届を郵送します。必要事項を記入して、8
月11日(火)から9月10日(木)までに提出してくださ
い(郵送可)。なお、特別児童扶養手当については
案内文を郵送します。上記期間内に窓口で手続き
をしてください。
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)

家庭用生ごみ処理機の購入補助について
対象品目▶ 県内で購入した家庭用生ごみ処理機(電

動式か手動式)　※配達代金やバイオチ
ップなどの付属品、生ごみたい肥化容器
(コンポスト)、密閉バケツ、脱水機、デ
ィスポーザーは補助対象外

対象要件▶ 市内在住の人・1世帯につき1台
補助金額▶ 購入価格の2分の1(上限2万円)
交付方法▶ 指定口座に振り込み
申し込み▶ 購入してから60日以内に、所定の用紙(ご

み減量推進課、市ホームページ、各出張
所などに用意)に、販売店において販売
証明を受けて、必要事項を記入して、直
接か郵送で、〒486－8686春日井市役所
ごみ減量推進課(☎85－6222)へ　※出張
所などでも受け付け可

 ホームページ　ht tp : / /www . c i t y .
kasugai.lg.jp/gomi/gomi/shoriki_hojo.
html

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
　平成20年4月から平成21年3月までの住民基本台
帳の一部の写しの閲覧状況をホームページで公表
しています。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
todoke/sonota/eturannjyoukyou.html
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6143)

全国消費実態調査が実施されます
　9月から11月にかけて、全国消費実態調査が総
務省統計局により実施されます。この調査では、
わが国の家計の実態を把握します。調査結果は、
国や地方公共団体などで行う消費・経済分析のた
めの基礎資料となります。調査は国が抽出した地
域で実施されます。調査員が皆さんの家に伺いま
したら、協力をお願いします。
問い合わせ▶ 企画課(☎85－6080)

展示｢宇宙への扉をひらこう｣
と き▶ 8月6日(木) ～ 20日(木)午前9時～午後8時

(最終日は3時まで)
内 容▶ 世界天文年にちなみ、宇宙に関する展示

や関連する図書の紹介をします
ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

蓄音機を聴く会
と き▶ 毎月第3土曜日午前9

時～正午
ところ▶ 郷土館
内 容▶ 昔懐かしいＳＰ盤の

音色を聴きませんか
問い合わせ▶ 文化財課 (☎ 3 3－

1113)
※郷土館では文化財ボランテ
ィアが活動中です

来年度の私立幼稚園入園願書を配布
　9月1日(火)から、来年度の私立幼稚園入園願書
を各幼稚園で配布します。
対 象▶ 3歳児(平成18年4月2日～ 19年4月1日生ま

れ)、4歳児(平成17年4月2日～ 18年4月1日
生まれ)、5歳児(平成16年4月2日～ 17年4
月1日生まれ)

申し込み▶ 10月1日(木)から、各幼稚園へ　※3歳児
については、入園希望の幼稚園へ問い合
わせが必要

幼稚園 所在地 電話
旭ケ丘 田楽町1550 81－8564
味美 味美町3－155 31－7848
いとう 大泉寺町154－4 81－8819
牛山 牛山町2082－1 32－2315
春日マリア 六軒屋町西3－9－6 81－5764
春日井いずみ 大留町5－24－29 51－0725
勝川 旭町1－28 31－3282
菊武 柏原町1－60 31－4006
こまどり 藤山台5－2－1 91－9750
高蔵寺 高蔵寺町4－23－8 51－0764
桜ヶ丘 篠木町7－2600－102 84－3888
第2ひばり 藤山台10－8－2 91－3003
中央台 中央台3－1－3 91－6996
中央大和 神屋町2298－673 88－2327
月見 月見町5597－3 81－3316
ナザレ 桃山町1－30－2 83－7911
ひかり第1 高森台7－4－1 92－3244
ひがしの 東野町6－9－1 84－1510
ひなご 神領町1031－1 83－8481
藤山台 藤山台1－4－1 91－0831
三ツ星 如意申町6－17－1 31－3532
美園 鳥居松町7－41 81－4455
桃の花 桃山町3－295－4 83－2884
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わくわく！ふれあいワールド
と き▶ 8月20日(木)午前10時～正午
内 容▶ マレーシアの伝統工芸であるバティック

(ろうけつ染め)の体験など
対象・定員▶ 市内在住・在勤で小学4年生以上の人・

10人(先着順)
ところ・申し込み▶8月4日(火) ～ 9日(日)に、ささ

え愛センター内国際交流ルーム(☎85－
6606)へ

硬式テニス大会(団体戦)
と き▶ 9月6日(日)午前9時から〈予備日9月13日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 1チーム6人の3ダブルス(男女混合も可)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、大会当日まで

に今年度の連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1チーム)4000円
申し込み▶ 8月22日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、チーム名、参加者全員の住所
・氏名(代表者に〇を記入)・年齢・性別
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)

男女共同参画プラン報告書に対する意見
　｢かすがい男女共同参画プラン｣に関する施策に
ついて、平成20年度事業実績と平成21年度事業予
定を取りまとめましたので、皆さんの意見を募集
します。報告書は、男女共同参画課、市ホームペ
ージ、市役所情報コーナー、レディヤンかすがい、
東部市民センター、各ふれあいセンター、各公民
館で見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
sankaku/danjo/danjo/pla－t/index.html
提出先▶ 9月1日(火)〈必着〉までに、郵送かファク

ス、Ｅメールに氏名、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所男女共同参画
課(☎85－6152、ＦＡＸ85－5522、Ｅメ
ールdanjo@city.kasugai.lg.jp)へ

 ※提出された意見は今後の施策の参考に
します。なお意見に対する個別の回答は
しません

アトリウムの祭典｢アトの祭り｣出演団体
と き▶ 冬…12月23日(祝)、春…平成22年3月20日

(土) ～ 21日(祝)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 市内外で活動する音楽団体の発表会
費 用▶ 運営協力費(1団体)5000円
申し込み▶ 8月20日(木)までに、所定の用紙(文化フ

ォーラム春日井・文化情報プラザ、市
民会館、市役所情報コーナー、東部市民
センター、各ふれあいセンター、各公民
館などに用意)に記入して、ファクスで、
かすがい市民文化財団(☎85－6868、Ｆ
ＡＸ82－0213)へ　※8月27日(木)午後7時
から文化フォーラム春日井で抽選会の
上、決定

げんきっ子会議 レッツゴー！あそび島！！
と き▶ 11月21日(土)午前10時～ 11時30分　※リ

ハーサルは10月31日(土)午前10時～正午
内 容▶ ｢みんなでいこう！あそび島へ！！ ｣を

テーマに、わくわくするような遊びを考
えたり、市長と楽しく交流したりする

対象・定員▶ 市内在住の年長児～小学6年生・30人(抽選)
ところ・申し込み▶8月31日(月)〈消印有効〉まで

に、はがきかファクス(きょうだいは連
名可)に、住所、氏名(ふりがな)、学校名(園
名)、学年、保護者名、電話番号を書いて、
〒486－0945勝川町8－2858－1、かすが
いげんきっ子センター (☎35－3501、Ｆ
ＡＸ34－1121)へ

市民水泳競技大会(小学生の部)
と き▶ 9月13日(日)午前8時30分～午後2時30分
ところ▶ サンフロッグ春日井
対 象▶ 100m以上泳げる小学生(リレーを除き1人

2種目まで)
費 用▶ 参加料(1人)500円
申し込み▶ 8月28日(金)〈必着〉までに、はがきに大

会名、住所、氏名、所属、生年月日、年齢、
学年、性別、電話番号、種目、参考記録
を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、
総合体育館へ　※リレーは団体ごとに申
し込み

問い合わせ▶ 市水泳協会・一田(☎33－5046)
区　分

種　目
5～ 6年生の部
男子・女子

4年生以下の部
男子・女子

自由形 50ｍ・100ｍ 50ｍ

平泳ぎ 50ｍ・100ｍ 50ｍ

背泳ぎ 50ｍ・100ｍ 50ｍ

バタフライ 50ｍ・100ｍ 50ｍ

個人メドレー 200ｍ 200ｍ

フリーリレー 200ｍ(50ｍ×4人) 200ｍ(50ｍ×4人)

メドレーリレー 200ｍ(50ｍ×4人) 200ｍ(50ｍ×4人)
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｢春日井ココが好き！コンテスト｣の作品
　｢まちの景色(景観)＝魅力｣は、立派な建物だけ
でなく、通学路沿いの家の壁や小さな空き地など
も含め、目に見えるすべてのものによって形成さ
れています。そんな身近にある｢まちの魅力｣に気
付いてもらうため、皆さんが｢好き｣｢おもしろい｣
と思う場所や風景、店の看板やディスプレーなど
を描いた絵を募集します。
部 門▶ 小学生の部、中学生の部
応募資格▶ 市内在住か在学の小中学生
応募規程▶ 用紙・画材ともに自由で、自作の未発表

作品に限る　※1人何点でも応募可
賞 ▶ 市長賞〈賞状と副賞(図書券)〉…1点、子

ども景観大賞(賞状と副賞)…1点、まちの
魅力発見賞(賞状と副賞)…3点

その他▶ 入選作品は、広報春日井、市ホームペー
ジなどで掲載予定。また、入選作品を
含めた数十点を市内各公共施設で巡回展
示。

申し込み▶ 10月2日(金)〈必着〉までに、住所、氏名、
電話番号、学校名、学年、どこを描いた
か、好きな(面白いと思う)理由を作品の
裏面に書いて、直接か郵送、または学校

を通じて、〒486－8686春日井市役所都
市政策課(☎85－6265)へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
思い出を描こう！～夏の子ども絵画教室
と き▶ 8月21日(金) ～ 22日(土)〈2回〉午前9時30

分～ 11時30分
講 師▶ 新井直子
対象・定員▶ 市内在住の小学生・30人
持ち物▶ クレヨンか水彩画用具、四つ切り画用紙
申し込み▶ 8月4日(火)から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
手品教室
と き▶ 8月26日(水)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 田中大貴
対象・定員▶ 市内在住の小学生・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
申し込み▶ 8月5日(水)午前9時から、電話で

「東海を足元から探るⅡ」「東海を足元から探るⅡ」「東海を足元から探るⅡ」「東海を足元から探るⅡ」
春日井シンポジウム

「東海を足元から探るⅡ」～地域の歴史とまつり
第1部では、「まつり」をテーマに、第2部では考古学・歴史学の視点から、「東海学」のさまざまな問題
について講演・討論を行います。

と　き▶11月21日(土)午後1時～ 4時30分
講　演▶県文化財保護審議会委員・鬼頭秀

明、三重県教育委員会・穂積裕昌、
名古屋市博物館・武藤真

まとめの討論▶滋賀民俗学会・兼康保明、
上記講演者

と　き▶11月22日(日)午前10時～午後4時50分
講　演▶同志社大学名誉教授・森浩一、日本福祉大学名

誉教授・福岡猛志、京都教育大学名誉教授・和
田萃、長野県埋蔵文化財センター・川崎保

座談会▶三重大学名誉教授・八賀晋、上記講演者
誌上参加▶八賀晋、市職員・大下武

と　き▶11月21日(土)午後5時30分～ 7時
ところ▶ホテルプラザ勝川
費　用▶参加料6000円

第1部　「東海のまつり」 第2部　「東海学の諸問題」

ところ▶市民会館
定　員▶1100人(先着順)
費　用▶参加料2日間3000円(1日のみの場合は

2500円、資料代を含む)
申し込み▶8月3日(月) ～ 10月30日(金)〈消印有効〉

に、はがきかファクス、Eメールに住
所、氏名(ふりがな)、年齢、連絡先、
参加希望日、交流レセプション参加希
望者は「レセプション参加」と書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1、春日井
市文化財課(☎33－1113、ＦＡＸ34－

◆交流レセプション

6484、Ｅメールbunkazai@city.kasugai.
lg.jp)へ　※詳しくはホームページ、パ
ンフレット(市役所情報コーナーや市
の主な施設に用意)を見てください。

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
bunka/event/bunkazai_event/17sinpo.html 
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味美ふれあいセンター　☎31－3522
夏休み子ども絵画教室～夏休みの思い出を描く
と き▶ 8月20日(木)午前10時～正午
講 師▶ 瀬尾昭夫
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(先着順)
持ち物▶ クレヨンか水彩用具、四つ切り以下の画

用紙、新聞紙
申し込み▶ 8月4日(火)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
夏休み子どもエコ教室｢守れ 未来を｣～エコライ
フの実践や地球温暖化対策について理解する
と き▶ 8月20日(木)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 環境政策課職員
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・30人(抽選)
親子おもしろ科学教室～見えない光で伝えよう！
赤外線通信
と き▶ 8月22日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 中部大学教授・岡島茂樹
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生とその保護者

・12組(抽選)
費 用▶ 教材費(子ども1人)500円
持ち物▶ はさみ、鉛筆、工作物の持ち帰り用のビ

ニール袋
子ども職業体験講座～将来のパティシエを目指し
て、フルーツのタルトを作る
と き▶ 8月23日(日)午前10時～正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学4年生～中学生・24人(抽

選)
費 用▶ 教材費900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箱
家族ふれあい教室～音遊びで、親子の触れ合いを
学ぶ
と き▶ 8月29日～ 9月26日の土曜日(9月12日を除

く4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 右髙せつ子
対象・定員▶ 市内在住の3歳以上の未就学児とその保

護者・15組(抽選)
応援！就職希望者のパソコン講座～ワード、エク
セルのステップアップ講座
と き▶ 8月29日～ 10月10日の土曜日(9月12日を

除く6回)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円、教材費300円
持ち物▶ ウインドウズＸＰかビスタ対応パソコン
鉛筆デッサンによる描画を学ぶ～デッサン力を高
めるため、物を見てスケッチができるまでを学ぶ
と き▶ 9月11日～ 11月27日の第2・第4金曜日(6

回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 溝渕泰史
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円、教材費300円
持ち物▶ 鉛筆(Ｂ～ 4Ｂ各1本)、消しゴム
 
申し込み▶ ｢夏休み子どもエコ教室『守れ 未来

を』｣｢親子おもしろ科学教室｣｢子ども職
業体験講座｣は8月11日(火)〈必着〉まで
に、それ以外は8月15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)〈｢親子おもしろ科学教
室｣｢家族ふれあい教室｣は、親子の氏名
(ふりがな)〉、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0844鳥居松町2－247へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
夏休み親子ふれあい工作教室～新聞の広告紙で小
物入れを作る
と き▶ 8月22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)
持ち物▶ 厚めの広告紙20枚、はさみ、液状のり、

洗濯挟み10個
申し込み▶ 8月4日(火)から、電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
しゅんこう和紙のちぎり絵教室
と き▶ 9月1日(火)・15日(火)〈2回〉午後1時30分

～ 3時30分
講 師▶ 田中綾子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費2200円
持ち物▶ はさみ(小型で先がとがったもの)、鉛筆、

のり付け筆(水彩用筆など)、のり台(下敷
きなど)、ピンセット

申し込み▶ 8月14日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ビジネスに活かすパソコン・エクセル講座
と き▶ 9月3日～ 24日の毎週木曜日(4回)午後7時

～ 9時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学でパソコンのスキ

ルアップを目指している人・20人(先着
順)

講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ ノートパソコン
申し込み▶ 8月4日(火)午前9時から、電話で
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グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの夏剪定(せんてい)について
と き▶ 8月22日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 北健司
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
園芸教室～秋冬野菜の栽培について
と き▶ 8月22日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森田隆史
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
園芸教室～古典園芸植物の育て方について
と き▶ 8月23日(日)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 久野信司
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
園芸教室～山野草の植え替えについて
と き▶ 9月6日(日)午前9時30分～正午
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも8月5日(水)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
メタボと戦う善男善女のお惣菜
と き▶ 9月3日～ 10月15日の第1・第3木曜日(4回)

午前10時～正午
講 師▶ 佐々木雅子
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料費2400円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴
持ち込み初級パソコン講座～暮らしに役立つイン
ターネット
と き▶ 9月の毎週木曜日(4回)午後1時30分～ 3時

30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズビスタ対応パソコン、接続

コード
韓国パッチワーク講座(託児付き) ～布のステン
ドグラス｢ポジャギのテーブルセンター ｣
と き▶ 9月4日～ 10月16日の第1・第3金曜日(4回)

午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 板倉倫子
対象・定員▶ 市内在住の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料費3500円
持ち物▶ へら、定規、はさみ、待ち針、カッティ

ングボード(ある人のみ)

持ち込み初級パソコン講座～ワード操作
と き▶ 9月の毎週土曜日(4回)午後1時30分～ 3時

30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズビスタ対応パソコン、接続

コード
 申し込み▶ いずれも8月15日(土)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に、講座名、住所、氏
名(ふりがな)、電話番号、｢韓国パッチ
ワーク講座｣の託児(2歳以上の未就学児)
希望者は子どもの名前と年齢も書いて、
〒480－0305坂下町4－250－1へ

市文化協会の講座
みんなとふれあう楽しい演歌
と き▶ 9月2日(水)・9日(水)・16日(水)〈3回〉午後

1時30分～ 3時
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 逵幸彦
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
費 用▶ 1000円
持ち物▶ 蛍光ペン2本
問い合わせ▶ 逵歌謡協会・逵(☎88－3166)
やさしい詩吟入門講座
と き▶ 9月の毎週土曜日(4回)午後1時30分～ 3時

30分
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 前田岳琇
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 700円
問い合わせ▶ 市吟剣詩舞道連合会・前田(☎82－1556)
 申し込み▶ いずれも8月14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)、電話番号を書いて、〒486－
8686春日井市役所文化課(☎85－6079)へ

児童センター　☎87－6866
親子リズム教室～リズムに合わせて体を動かす楽
しさを親子で十分に味わう
と き▶ 9月11日～ 10月9日の毎週金曜日(5回)午

前10時～ 11時30分
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の平成18年4月～ 19年3月生ま

れの未就園児とその保護者(2人1組)・30
組(抽選)

費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 8月17日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に教室名、親子の氏名(ふりがな)、
子どもの生年月日、住所、電話番号を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ
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文化財課　☎33－1113
夏休み！ぷち・ドキ・わく体験｢お寺で座禅とた
からもの｣～市内の有名な寺で、いつもと違う新
しいことをやってみよう
と き▶ 8月21日(金)午前9時～午後3時
ところ▶ 密蔵院(熊野町)
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組3人まで)・20組

(抽選)
費 用▶ 参加料1人200円(保険料を含む)
申し込み▶ 8月17日(月)〈必着〉までに、はがきかＥ

メールに「ぷち・ドキ」、住所、氏名、学
校名、学年、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1、Ｅメール
bunkazai@city.kasugai.lg.jpへ

中央公民館　☎33－1111
楽しいパン作り～フランスパンや総菜パンを作る
と き▶ 8月30日(日)、9月13日(日)・27日(日)〈3回〉

午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・36人(抽選)
費 用▶ 受講料750円、材料費2500円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、20cm四方の持ち

帰り用の箱
木目込み干支作り～来年のえとの寅(とら)を作る
と き▶ 9月の火曜日(22日を除く4回)午前9時30

分～ 11時30分
講 師▶ 荻田捷子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料費2500円
持ち物▶ 木目込みべらか目打ち、はさみ、のり、

タオル
 
申し込み▶ いずれも8月16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、〒486
－0913柏原町1－97－1へ

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｢レクリエーショ
ン講座｣
と き▶ 8月27日～ 10月22日の第2・第4木曜日(5

回)午後7時～ 9時
講 師▶ 市体操連盟
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 8月4日(火)から、電話かファクス(☎84－

2611、ＦＡＸ84－3005)で

健康増進課　☎85－6164
ママのためのボディデザイン教室～パワーヨガと
子育て中の体重コントロールについて学ぶ
と き▶ 9月1日(火)・8日(火)・15日(火)〈3回〉午前

10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住で産後1年を過ぎた40歳未満の

人で、ＢＭＩ〈体重(kg)÷身長(m)÷身長
(m)〉23.0以上または体重が妊娠前の体
重に戻っていない人・15人(抽選)　※託
児は参加者1人につき1歳から2歳未満の1
子までで10人(抽選)

申し込み▶ 8月14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、託児の有無(希望する場合
は子の月齢)を 書いて、〒486－8686
春日井市役所健康増進課、Ｅメール
kenko@city.kasugai.lg.jpへ

総合福祉センター　☎84－3611
ガラス器の中に生花を飾りませんか？～乾燥させ
た生花を使い、あなただけの作品をつくる
と き▶ 9月2日・16日、10月7日・14日の水曜日(4

回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 岩崎菅子
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・20人(抽選)
費 用▶ 受講料520円、材料費3000円
持ち物▶ はさみ、ピンセット
手とり足とりパソコン講座(高齢者編)
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上で過去に同講座を受

講していない人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
和の文化を次世代に伝えていきませんか？～和装
の知識やお茶のいただき方などを楽しむ
と き▶ 10月7日～ 11月4日の水曜日(10月28日を

除く4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 石黒美信　
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・15人(抽選)
費 用▶ 受講料520円、材料費300円
 
申し込み▶ いずれも8月12日(水)〈必着〉までに、往

復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号、身体障がい者は障がい名を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ　
※身体障がい者は受講料無料。初回受け
付け時に障がい手帳の提示が必要
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市子育て支援センター (上八田保育園内)
子育てサロン～親子の触れ合い遊び
と き▶ ①9月4日(金)・11日(金)・18日(金)〈3回〉

②10月8日(木)・15日(木)・22日(木)〈3回〉
③11月6日(金)・13日(金)・20日(金)〈3回〉
午前10時～ 11時30分④9月25日(金)⑤10
月29日(木)午前10時～ 11時10分

ところ▶ ①④勤労福祉会館②⑤総合体育館③保健
センター

対象・定員▶ ①②③市内在住の1歳6か月以上の未就園
児とその保護者・30組(先着順)④⑤市内
在住の4～ 12か月の未就園児とその保護
者・15組(先着順)　※5月～ 7月に参加し
た人は参加申し込み不可

申し込み▶ 8月6日(木)午前9時から、☎85－8824へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
脳トレ体操で生き生き生活！
と き▶ 8月4日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 桃山町老人憩いの家
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▶ 35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
寝たきりにならないために、健康で・安全に・お
いしい食生活をめざしましょう！
と き▶ 8月8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▶ 名古屋経営短期大学准教授・伊藤和子
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
認知症予防～ちぎって張って絵を描いて、自分の
うちわを作ろう
と き▶ 8月12日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 地域包括支援センター春緑苑職員
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－

5734)へ
認知症予防～脳がどんどん若返る！ ｢そろばん｣
で脳トレーニング
と き▶ 8月18(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 小林義美
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)へ
おいしく食べて、夏バテを防ぎましょう～食中毒、
脱水症状に気を付けて
と き▶ 8月19日(水)午前10時～ 11時30分

ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 管理栄養士・伊藤雅代
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 社会福祉協議会地域包括支援センター

(☎87－5399〈介護予防教室専用ダイヤ
ル〉)へ

不思議な色の世界にご招待～右脳を活性化しまし
ょう
と き▶ 8月20日(木)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 市場丈則
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
脳を活性化して、認知症を予防しよう！！！
と き▶ 8月20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▶ 地域包括支援センター第2春緑苑職員
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ

市体育協会の講座
硬式テニス初級者教室
と き▶ 8月29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▶ 8月22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▶ 8月20日(木)午前9時～ 10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・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▶ 9月1日～ 10日の毎週火・木曜日(4回)午

後5時～ 6時30分
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対象・定員▶ 市内在住の小学生・35人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円
水中運動～運動不足の解消を目指す
と き▶ 9月の水曜日(23日を除く4回)午前9時20

分～ 10時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・45人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
ロングスイミング教室～ゆっくり長く泳げるフォ
ームをマスターする(希望者には飛び込み練習も)
と き▶ 9月の水・金曜日(23日を除く8回)午前10

時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上のクロールで25m以上泳げる人・20
人(抽選)

費 用▶ 受講料6000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▶ 9月の水曜日(23日を除く4回)午前10時40

分～ 11時40分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・60人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
親子で幼児水泳～バタ足、浮き身などの水泳の基
本をマスターする
と き▶ 9月2日～ 10月28日の水曜日(9月23日を除

く8回)午後4時～ 4時45分
対象・定員▶ 平成15年4月2日～平成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▶ 9月の水・金曜日(23日を除く8回)午後5時

～ 6時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・35人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
平泳ぎを覚えよう～平泳ぎの基本をマスターする
と き▶ 9月の水・金曜日(23日を除く8回)午後6時

15分～ 7時15分
対象・定員▶ 市内在住のクロールで25m以上泳げる小

学生・20人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
水中ダンベル＆アクア～浮力のあるダンベルを使
い、基礎代謝の向上を図った水中エアロビクス
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前9時20分～ 10

時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・55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▶ 9月の毎週金曜日(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
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は8月4日(火)午

前9時から電話で、それ以外は8月15日
(土)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
つき1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、学年、電話番号、市外在住の人は
勤務先か学校名と学年、園名を書いて、
〒486－0804鷹来町4286へ

9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)　

※21日(祝)は9時15分から脂肪燃焼エアロ
を開催。24日(木)は休館日のため休講　
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

定額給付金、子育て応援特別手当の申請は
9月24日(木)〈消印有効〉
までとなっています。
お早めに申請してください。
問い合わせ▶ 定額給付金・子育て

応援特別手当支給事
務局(☎84－0050)
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土地区画整理変更事業計画
と き▶ 市役所執務時間中
組合名▶ 春日井篠木四ツ谷土地区画整理組合
ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6308)

熊野桜佐土地区画整理事業の施行地区予定地
と き▶ 8月4日(火) ～ 18日(火)〈毎日〉午前8時30

分～午後5時15分
該当区域▶ 熊野町字野崎・字西田面・字中間・字後

田・字郷・字番割の各全部、熊野町字萩
・字徳松・字寺島・字畑田・字高田・字
五反田・字裏田・字水田・字高見・字生
目・字土井ノ口・字茶ノ木原・字境・字
堂之元の各一部、桜佐町字高畑の全部、
桜佐町字屋敷・字西児・字下五反田・字
上五反田の各一部、神領町字海東の一
部　※将来この事業について権利関係を
明確にするため、未登記で建物所有を目
的とする借地権を申告する人は、9月4日
(金)までに届け出をしてください

ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6306)

養護学校体験入学
春日台養護学校
月 日▶ 9月11日(金)、10月22日(木)
対 象▶ 知的な発達に遅れや情緒に障がいのある

子どもとその保護者
申し込み▶ 春日台養護学校(☎88－0811)へ
小牧養護学校
月 日▶ 9月24日(木)、10月27日(火)
対 象▶ 手足の不自由な子どもとその保護者
申し込み▶ 小牧養護学校(☎73－7661)へ
※いずれも教育相談は随時実施

統合失調症家族教室
　春日井保健所では、統合失調症と診断された人
の家族が、病気についての理解を深め、対応の仕
方や利用できる制度・社会資源を学ぶことで、病
気に対する不安を軽減できるように教室を開催し
ます。
と き▶ ①8月18日(火)②8月25日(火)③9月1日(火)

午後2時～ 4時
ところ▶ 小牧市民病院
対象・定員▶ 市内在住か小牧市在住で、統合失調症と

診断された人の家族・30人(先着順)　　
※原則、3日間とも参加できる人

講 演▶ ①｢統合失調症ってどんな病気？～治療
と対応について｣小牧市民病院精神科医
師・野方晋②｢家族の対応について知ろ
う｣小牧市民病院臨床心理士・竹内里美
③懇談会｢地域の社会資源を知ろう｣春日
井市職員、小牧市職員

申し込み▶ 8月4日(火)から、県春日井保健所健康支
援課(☎31－2188)へ

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▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 坂下公民館
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・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
はずんで！ボールエクササイズ～エクササイズボ
ールを使用して、楽しく体を動かす
と き▶ 9月の水曜日(23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、在学で高校生か同年齢

以上の人・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
ボクシングエアロ～ボクシングの動きを取り入れ
たエアロビクスで、シェイプアップを図る
と き▶ 9月3日～ 10月1日の木曜日(24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、在学で高校生か同年齢

以上の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1200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▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時45分～ 11

時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
始めてみよう！楽しい体操(マット) ～前転、後
転などができるように練習する
と き▶ 9月の毎週金曜日(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
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は8月4日(火)午

前9時から電話で、それ以外は8月15日
(土)〈必着〉までに、往復はがき(1教室
につき1枚)に教室名(①②の別も)、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話番号、
市外在住の人は、勤務先か学校名を書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3へ
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公立春日井小牧看護専門学校の専任教員募集
採 用▶ 平成22年4月1日
専門領域▶ 在宅看護論
年齢要件▶ 昭和44年4月2日～昭和54年4月1日に生ま

れた人
対象・人員▶ 在宅看護の経験を有する人で、次のどち

らかに該当する人①看護師として5年以
上業務に従事し、専任教員になるために
必要な研修会などを修了した人②看護大
学を卒業し、教育に関する単位を取得し、
看護師として業務に3年以上従事した人
・1人

試 験▶ 小論文(テーマ｢私の教育観｣400字詰め原
稿用紙5枚程度)と面接(日時は後日連絡)

ところ・申し込み▶8月10日(月) ～ 21日(金)に、履
歴書(市販のもの)、看護師免許証の写し、
小論文、①に該当する人は研修の修了証
書の写し、②に該当する人は卒業証明書
と単位修得証明書を持って、直接公立春
日井小牧看護専門学校(八田町2－38－1、
☎84－5611)へ

創業サポートセミナーの開催
　創業経営者などのスキルアップや創業に関する
相談を目的として、創業サポートセミナーを開催
します。
と き▶ 8月21日(金)午後1時30分～ 5時
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ 〇講演｢創業の心構え～失敗しない経営

のポイント｣中部大学経営情報学部教授・
山北晴雄〇創業相談会〇創業施策のＰＲ

対象・定員▶ 創業経営者か経営担当者、創業を考えて
いる人・60人(先着順)

申し込み▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)へ

労災年金巡回個別相談実施のお知らせ
　県労災年金相談所が労災年金などについて個別
相談を無料にて開催します。
と き▶ 8月28日(金)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
申し込み▶ 財団法人労災年金福祉協会愛知労災年金

相談所(☎052－205－7211)へ

自衛官募集
試験日▶ ①10月24日(土)②10月31日(土) ～ 11月1日

(日)③11月7日(土) ～ 8日(日)
種 目▶ ①陸上自衛隊看護学生②防衛医科大学校

学生③防衛大学校学生
応募資格▶ ①高卒(見込み含む)18歳以上24歳未満

②③高卒(見込み含む)18歳以上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、9月7日(月) ～ 10月2日

(金)〈必着〉までに、〒485－0025小牧市
春日寺1－1、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/

就業支援講習会
医療事務講習(託児付き)
と き▶ 10月1日(木) ～ 12月3日(木)〈18回〉午前10

時30分～午後3時10分
ところ▶ 国際医療管理専門学校名古屋校(名古屋

市中村区)
内 容▶ 医療事務の初級を学ぶ
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費8690円
経理事務講習(託児付き)
と き▶ 10月2日(金) ～ 12月4日(金)〈18回〉午前10

時30分～午後3時10分
ところ▶ 名古屋経営会計専門学校5号館(名古屋市

千種区)
内 容▶ 簿記の基本と企業会計などを学ぶ
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2350円
ヘルパー2級講習
と き▶ 10月3日(土) ～ 12月26日(土)〈8回〉午前9

時～午後5時　※ほか介護実習など4日、
自宅学習58時間により資格習得

ところ▶ 名古屋経済研究所(名古屋市中区)
内 容▶ 介護員養成研修・2級課程の習得
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 教材費6800円、検便検査料1050円
パソコン講習(初級)
と き▶ 10月5日(月) ～ 12月14日(月)〈18回〉午前

10時30分～午後3時10分
ところ▶ 名古屋情報メディア専門学校(名古屋市

中区)
内 容▶ ワードやエクセルなどの基本操作を学ぶ
定 員▶ 40人(抽選)
費 用▶ 教材費2630円
パソコン講習(中級)
と き▶ 10月24日(土) ～ 1月30日(土)〈14回〉午前

10時～午後3時40分
内 容▶ ワードやエクセルの応用操作を学ぶ
ところ▶ 名古屋経営会計専門学校5号館(名古屋市

千種区)
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2300円
対 象▶ いずれも愛知県在住の母子家庭の母か寡

婦で全日程参加できる人
申し込み▶ 8月24日(月)までに、所定の用紙(子ども

政策課に用意)に記入して、子ども政策
課(☎85－6229)へ

主 催▶ 県母子寡婦福祉連合会



広瀬まりコンサート　ありがとうvol.4
とき▶8月9日（日）午後2時30分から（2時開場）　
ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
定員▶196人　内容▶童謡、オリジナル曲など。
みんなで楽しむコンサート　費用▶入場料1000
円　問い合わせ▶谷田（☎84－9500）
･･････････････････････････････････････････
ルネッサンスシティ勝川納涼音楽祭
とき▶8月15日（土）午後4時～ 9時　ところ▶勝
川駅前公園（松新町）　内容▶市内音楽連盟の10
団体によるさまざまな音楽とプロの歌手（グル
ープ）によるライブ　※うちわ配布と大抽選会
あり　問い合わせ▶松新開発㈱・日置（☎32－
2955）
･･････････････････････････････････････････
劇団カッパ座公演「つるのおんがえし」
とき▶8月21日（金）午後1時から（0時30分開場）
ところ▶市民会館　定員▶1000人　内容▶親も
子も楽しめるぬいぐるみ人形による芝居　費用
▶入場料2200円（当日500円増）　入場券▶清水
屋春日井店、サンマルシェ、アピタ小牧店、ア
ピタ新守山店、チケットぴあ、ローソンなどで

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) 8 ／2(日)～14(金) 水墨画作品展 味美墨絵同好会

坂下公民館 (☎88－5555)
8 ／2(日)～14(金) あざみの家作品展 あざみの家

8 ／8(土)～13(木) ボールペンで描いた尾張の
風景画 阿部繁弘

市役所市民サロン (☎85－6073)
8 ／3(月)～9(日) 絵手紙の展示 ロビンソン・はにわ絵手紙

クラブ
8 ／12(水)～18(火) 風景写真 フォト燦燦

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
8 ／4(火)～30(日) 手作り電車模型展 沢村武昭
8 ／4(火)～30(日) 水中写真展 ヴイクラブ春日井

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 8 ／5(水)～17(月) 拓画展 春日井海釣りクラブ拓画同
好会

グリーンピア春日井 (☎92－8711)
8 ／7(金)～12(水) 写真展 写遊グリーンピア
8 ／14(金)～16(日) サギソウと山野草展 春日井山草会

鷹来公民館 (☎84－7071) 8 ／9(日)～16(日) 夏の山草展 青紅会
知多公民館 (☎32－8988) 8 ／12(水)～23(日) 知多川柳クラブ作品展 知多川柳クラブ
南部ふれあいセンター (☎85－7878) 8 ／12(水)～25(火) 油彩画展 カンナクラブ

発売中　問い合わせ▶春日井カッパ友の会（☎
82－3419）
･･････････････････････････････････････････
しのぎ発展会夏まつり「楽市楽座＆星空映画会」
とき▶8月23日（日）午前10時30分～午後9時　と
ころ▶JA尾張中央関田支店、篠木小学校グラ
ウンド　内容▶フリーマーケット、にぎわい市、
星空映画会　※フリーマーケット出店者を募集
しています。詳しくは問い合わせてください　
問い合わせ▶篠木発展会・ブティックイトウ（☎
81－2672）
･･････････････････････････････････････････
春日井学童保育ネットワーク合同文化行事「Ｏ
Ｈ！ベイビー」
とき▶8月28日（金）午後1時30分から（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▶芝居屋しし丸カンパニーが贈る愛と笑い
と感動に満ちたハードボイルド児童劇　定員▶
190人　費用▶入場料1000円　申し込み▶学童
保育どろんこクラブ（☎・FAX52－5556）へ

※展示時間は各施設に問い合わせてください
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健 康

●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 （＋1208）

世帯数
30万7603人
12万3895世帯 （＋1520）

まちの動き

（65件）

（3人）

（5409件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

12件
889件

0人

平成21年7月1日現在　（　）内は前年同日比

平成21年6月　（　）内は1月からの累計

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

8／1

8／8

8／15

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

内科・小児科・外科

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎33－7033

☎35－6877

☎85－0077

☎84－3060

☎75－3882

☎36－0301

☎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）

肛門科安藤外科（若草通3）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

あさひ病院（下原町）

健康管理センター（柏原町5）

ミナミ産婦人科（小牧市）

かすがいマタニティクリニック（前並町）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

8／2

8／9

在宅緊急医
外科

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6170）

なくそう！子どもの事故なくそう！子どもの事故
子どもの死亡原因のうち、第1位は「不慮の事故」によるものです。特に、0～4歳児の不慮の事故は、
本来安全なはずの家庭内で多く起きています。事故の内容は年齢によって特徴がありますが、大半は
住環境の整備や、子どもに対する安全へのしつけで防ぐことができます。いつごろ、どんな事故が起
こりやすいかを知り、子どもの目線で身の回りを再点検してみましょう。

月齢別で見る起こりやすい事故と原因

○窒息…寝具などが顔にかぶさる
○転落…ベッドなどから落ちる
○やけど…熱いミルクを飲ませてしまう
　　　　　熱い風呂に入れてしまう

0～6
か月
0～6
か月

○誤飲・窒息…興味のある物を何でも口に入れる
○溺（でき）水…浴槽や洗濯機に落ちる
○転落・転倒…玄関や階段などから落ちる
○やけど…ストーブ、アイロンなどに触る。テーブルクロスを引いて湯をこぼす

7～12
か月
7～12
か月
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健診期限▶
対　象▶

12月末
市国民健康保険加入者の40～74歳

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

●特定健診を受診するには「特定健診受診券」が必要です。
　対象となる人には、順次発送しています。
●健診結果に基づき、専門家による保健指導（食事や運動
　指導）を行います。

特定健診のお知らせ

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　

▼QRコードホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp/
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」

問い合わせ▶保険医療年金課（☎85－6367）
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