
救急外来を受診する人へ
◆救急外来を受診する人は、できるだけ事前に連絡（☎57－0057）してください。
◆救急担当医が診療します。救急担当医の判断で、必要に応じて専門医が対応します。
◆原則として来院した順番に診療しますが、重症の人を優先的に診療します。救急車で来院した人が必ずしも
　優先されるわけではありません。

大切な命を守るために大切な命を守るために大切な命を守るために
～スムーズな医療受診について

　救急医療はその重症度により、一次、二次、三次に分類されます。市民病院は、地域の診療所・クリニックなど
と連携して二次救急病院としての役割を担っており、重症者や入院が必要な人を受け入れる体制をとっています。
　近年、二次以上の救急医療を担う病院に多数の患者が集中し、重症者の診療が遅れる事態が起こっています。
　このようなことを避けるため、急病で困っている人は、まずは近くのかかりつけ医か緊急医で受診するよう心掛けてく
ださい。

　市では、現在8台の救急車を運用し、119番通報時に
現場に一番近い救急車が出動しています。しかし、安
易な救急要請の増加により、遠くにいる救急車しか利用
できず、対応が遅れるケースが目立ってきています。
　平成20年中の救急件数1万1101件のうち、約半数が
入院の必要のない軽症者でした。この中には、本当に
救急車が必要であったのかと疑問に思う事例もあります。
　「歯が痛む」「足をねんざした」「転んであざができた」な
どの症状の場合は、救急車を呼ぶ必要があるかどうか
今一度考えてみましょう !
　このほかにも「急患扱いですぐに受診できる」といった思い込みや、「無料で病院まで運んでくれる」といった考えで救
急車を利用する人がいます。　
　生命にかかわる重症者が、少しでも早く医療機関で受診できるよう、救急車の適正な利用をお願いします。

安易な救急車の利用や軽症者の救急外来の受診が絶えません。本当に必要な人のために、適切な利用や受診に心
掛けてください。

問い合わせ▶市民病院医事課（☎57－0080）

問い合わせ▶消防総務課（☎85－6374）

緊急性のない救急車の利用は控えましょう緊急性のない救急車の利用は控えましょう

市民病院救急外来の受診について市民病院救急外来の受診について
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講　座　名 内　　　　　容 と　　　　き 備　　　　　考

知　

多　

公　

民　

館

篠笛を奏でる

音出しから始めて簡単な童謡が吹け
るまで、奏法の基礎を習う

10／2～2／5の
金曜日（8回）

10：00～
11：30

講岩田真由美　定20人　受
2000円　教800円（篠笛は、
1800円で購入可）　持手鏡、
ハンカチ

パッチワークキル
ト

おしゃれなバッグとポーチを一針一
針ゆっくり楽しみながら作る

10／3～2／20の
土曜日（8回）

10：00～
11：30

講平野直子　 定20人　 受
2000円　教6000円　持洋裁
用具、はさみ（布、紙用）、
30cm定規、色鉛筆

江戸時代の春日井
歴史探訪

尾張藩による農民統制の下で、人々
が互いに協力し、知恵を働かせて生
き抜いた様子を史跡と人物と資料を
通して学ぶ

10／6～2／9の
火曜日（8回）

10：00～
11：30

講村中治彦　 定40人　 受
2000円

平安王朝の世界～
堤中納言物語

源氏物語以後、宮廷の侍女たちが作
り語った短編小説集の代表作、虫め
づる姫君を読み解いて、当時の好み
を知る

10／8～2／18の
木曜日（8回）

10：00～
11：30

講宮地桂子　 定40人　 受
2000円

パン作り教室

基本のバターロールから菓子パン、
惣菜パンなど手ごねでパンの作り方
を習う

10／9～2／26の
金曜日（8回）

10：00～
11：30

講稲葉清美　 定20人　 受
2000円　教4000円　持エプ
ロン、ふきん2枚、持ち帰
り用の容器

★
親子ふれあい体操

親子が一緒になって、体操やゲーム
をし、集団への解け込みと友達づく
りを覚える

10／14～2／10
の水曜日（8回）

10：00～
11：30

講アイディアC体創協会　
対2歳以上の未就園児とそ
の保護者　定35組　持タオ
ル、飲料水

講…講師　対…対象　定…定員　受…受講料　教…教材費　持…持ち物

知 多 公 民 館 〒486‒0947知多町4‒64‒1 (☎32－8988) 味美ふれあいセンター 〒486ｰ0958西本町1－15－1(☎31－3522)
鷹 来 公 民 館 〒486ｰ0809町屋町3610－1 (☎84－7071) 高蔵寺ふれあいセンター 〒487ｰ0013高蔵寺町3－2－1 (☎51－0002)
坂 下 公 民 館 〒480ｰ0305坂下町4‒250‒1 (☎88－5555) 南部ふれあいセンター 〒486ｰ0923下条町666－6(☎85－7878)
東部市民センター 〒487ｰ0011中央台2－2－1 (☎92－8511) 西部ふれあいセンター 〒486ｰ0904宮町3－8－2(☎33－0808)
※中央公民館は、耐震工事のため講座を行いません。

対　象 ▼市内在住か在勤、在学の人
申し込み ▼ 9月1日（火）〈必着〉までに、往復はがき（1講座につき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、各施設へ　※親子講座を希望する人は子どもの氏名（ふりがな）・年齢を記入。
持ち物が購入可か貸し出し可の講座で希望する人は、「購入希望」か「貸し出し希望」と記入。講座名
に★のある講座は、いずれか1講座の申し込みに限る。定員を超えた講座については、9月4日（金）に
各施設で抽選を行い、9月8日（火）以降に応募者全員に結果を発送
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東
部
市
民
セ
ン
タ
ー

おいしく食べて健
康づくり

家族の健康に役立つ、安くておいし
い旬の食材を使った料理を学ぶ

10／5～12／7の
月曜日（6回）

10：00～
12：30

講大石三恵　 定 30人　 受
1500円　教 4800円　持エプ
ロン、三角きん、ふきん2
枚

ヤマトタケルと尾
張の古代

尾張と関係の深いヤマトタケルの生
涯を日本書紀、熱田神宮縁紀、先代
旧事本紀などから読み解く

10／6～3／16の
火曜日（8回）

14：00～
15：30

講いのぐち泰子　定 50人　
受 2000円　持岩波文庫「日
本書記（二）」（ない人は1260
円で購入可）

足心ヨーガで一歩
先の健康づくり

足のほぐし・ポーズ・呼吸法・瞑想
（めいそう）という流れで、心と体を
元気にする

10／26～12／7
の月曜日（6回）

10：00～
11：30

講井坂津矢子　定 25人　受
1500円　持バスタオル、飲
料水

源氏物語の世界

千年にわたって読み継がれてきた古
典文学「源氏物語」の「橋姫」を読む

10／28～2／10
の水曜日（8回）

10：00～
11：30

講嘉藤久美子　定 80人　受
2000円　持新潮社「源氏物
語 六」（ない人は3360円で
購入可）

坂　

下　

公　

民　

館

横笛を習ってみよ
う

素朴で日本的な横笛。やさしい曲を
吹いて楽しみませんか

9／27～11／15
の日曜日（8回）

10：00～
11：30

講中部尺八ネット　定 25人
受 2000円　教3000円

初めての手作りお
菓子

レモンケーキ、里芋もちなどおいし
い菓子を作る。初心者向け教室

9／30～12／9の
水曜日（7回）

10：00～
12：00

講新宮亜希子　定 24人　受
1750円　教 5600円　持エプ
ロン、上靴、ふきん2枚

ペン・筆ペンでキ
レイな字を書こう

たまにはパソコンから離れて筆ペン
を。美しい文字は一生の宝物。始め
てみましょう

10／1～11／19
の木曜日（8回）

13：30～
15：00

講津田濤鶴　 定 30人　 受
2000円　教練習用紙代実費
持筆ペンなど筆記具

料理を始めよう！
エプロン1年生・
おいしいレシピ12
か月

あなたも立派なシェフに変身。サー
モンハンバーグ、サンマの変わり焼
など。初心者歓迎

10／2～12／18
の金曜日（8回）

10：00～
13：00

講大石三恵　 定 24人　 受
2000円　教 6400円　持エプ
ロン、上靴、ふきん2枚

すぐに使える短い
会話の中国語を目
指す

外国人講師による中国語講座。やさ
しい日常の中国語を学ぶ

10／3～11／21
の土曜日（8回）

13：30～
15：00

講程群　定 35人　受 2000円

ピラティスでから
だ美人

体操、ストレッチ、ピラティスで今
日から体美人

10／6～11／24
の火曜日（8回）

10：00～
11：30

講池田みどり　定 25人　受
2000円　持タオル

鷹　

来　

公　

民　

館

万葉集のこころ 万葉人のまなざし、歌と作者に触れ
る

10／2～1／22の
金曜日（8回）

10：00～
11：30

講加藤信男　定 50人　受
2000円

今昔物語集

インド・中国のよりすぐった説話集、
イソップのような動物説話や仏教伝
来の物語を読む

10／3～1／9の
土曜日（8回）

14：00～
15：30

講森まさし　定 40人　受
2000円　持岩波文庫「今昔
物語集 天竺・震旦部」（な
い人は903円で購入可）

持ち込みパソコン
講座

ワード、エクセル、年賀状作りを学
ぶ　※パソコンは1回500円で各3台
まで貸し出し可

10／6～12／15
の火曜日（6回）

13：30～
15：30

講ＮＰＯ法人けやきフォー
ラム　定 20人　受1500円　
教 200円　持ウインドウズ
ＸＰかビスタ対応パソコン

★
親子で体操ゲーム

親子が一緒になって、遊びなども交
えて、スキンシップを楽しみながら
体操をする

12／2～3／17の
水曜日（8回）

10：00～
11：30

講アイディアC体創協会　
対 2歳以上の未就園児とそ
の保護者　定 35組　持タオ
ル、飲料水

講　座　名 内　　　　　容 と　　　　き 備　　　　　考
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西
部
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

シニアのゆったり
フラダンス

シニア向けの無理なく、ゆったり踊
れるフラダンスを学ぶ

10／29～12／3
の木曜日（6回）

10：30～
12：00

講山口奈緒子　定 30人　受
1500円　持タオル、飲料水

プロカメラマンに
学ぶ！はじめての
カメラ

写真の基礎知識や撮影テクニックを
講義と実技で学ぶ

10／31～12／5
の土曜日（6回）

10：00～
12：00

講浦野忠仁　定 20人　 受
1500円　教1500円　持カメ
ラ（デジタル、アナログど
ちらでも可）

こころ伝わる絵手
紙教室～今年は手
書年賀状を送ろう
！

水彩絵の具とダーマートグラフを使
って年賀状を作る

11／10～12／15
の火曜日（6回）

13：30～
15：30

講佐藤重夫　 定 30人　 受
1500円　教1200円　持水彩
絵の具一式（絵の具、パレ
ット、筆、筆洗い）

南
部
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

★
ふれあい親子体操
①②

ゲームなどを通して、集団への解け
込みと友達づくりをする

9／25～12／4の
金曜日（8回）

①10：00
～10：50
②11：10
～12：00

講大石公也　対 2歳以上の
未就園児とその保護者　定
各30組　持上靴、タオル、
飲料水※①②の別も書いて

「秋の食養生」薬膳
料理

秋の食材を使った料理で健康管理を
学ぶ

10／8～11／26
の木曜日（4回）

10：00～
12：00

講 大塚和美　 定 20人　 受
1000円　 教 3000円 持エプ
ロン、ふきん2枚、バンダ
ナ

平家物語

「後白河院と木曽義仲」平家を追って
入京した義仲に後白河院は冷たく、
二者の間の確執が法住寺合戦に発展
する

10／10～1／23
の土曜日（8回）

10：00～
11：30

講いのぐち泰子　定 60人　
受 2000円　持岩波文庫「平
家物語（3）」（ない人は903円
で購入可）

高
蔵
寺
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

「春日井の歴史」
～春日井の古代史
探訪

旧石器・縄文・弥生・古墳時代と壬
申の乱までの史跡を中心に、市内の
古代史を探訪する

9／16～1／6の
水曜日（8回）

10：00～
11：30

講村中治彦　定 60 人　受
2000 円

和のぬくもり～季
節のちりめん細工
を作る

ちりめんでウサギのひな人形・来年
のえとの寅（とら）・フクロウの人
形とネックレスの4作品を作る

9／28～11／16
の月曜日（6回）

10：00～
11：30

講 大久保玲子　定 25 人
受 1500 円　 教 3000円　 持
裁縫用具（細めの針、白・
黒・赤の糸）、はさみ、目
打ち（ある人のみ）、定規、
木工用接着剤

健康ヨーガ

ゆっくり呼吸をしながら身体を動か
すことによって、普段動かさない部
位を無理なく刺激し、心と体を健康
にしていく

9／28～11／16
の月曜日（6回）

13：30～
15：00

講武田みどり　定 40 人　
受 1500 円　持フェイスタ
オル、ヨガマット（持って
いる人のみ）　※マット持
参の有無も書いて

講　座　名 内　　　　　容 と　　　　き 備　　　　　考

味
美
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

疲労を回復し、け
がを予防する健康
体力づくり

心身の疲労を明日に持ち越さないた
めの運動

10／3～11／14
の土曜日（6回）

10：00～
11：30

講市民サービス公社職員　
定 30人　 受1500円　 持 上
靴、タオル、飲料水

開運教室気学入門 生まれた年月から運勢を占う。人事
一切を明らかにする

10／4～11／15
の日曜日（6回）

10：00～
11：30

講長瀬元粋　 定 20人　 受
1500円

ホテルプラザ勝川
のシェフに習う家
庭料理のプロの一
ツボ

失敗の多い家庭料理をプロのワンポ
イントアドバイスで、すごくおいし
く作る

10／5～11／16
の月曜日（6回）

10：00～
12：00

講大鹿裕司　 定 24人　 受
1500円　 教 6000円　 持 エ
プロン、調理用ふきん、手
ふき用タオル

8 広報春日井8月15日号
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I N F O R M A T I O N情報最前線

街づくり支援制度による第１号の認定団体 誕生！街づくり支援制度による第１号の認定団体 誕生！街づくり支援制度による第１号の認定団体 誕生！街づくり支援制度による第１号の認定団体 誕生！街づくり支援制度による第１号の認定団体 誕生！
～庄名地区で始まる地域の街づくり

　4月1日から新たにスタートした街
づくり支援制度を活用して地域の街
づくり活動に取り組んでいる「庄名
地区街づくり協議会」が、第1号の「街
づくり推進団体」として7月24日（金）
に市の認定を受けました。
　庄名地区街づくり協議会は、道路
が狭く、車のすれ違いができないな
どの地域の課題を解決するために、
地域の皆さんの発意によって設立さ
れた団体です。
　今後、市からの情報提供やアドバ
イス、活動費の助成などの支援を受
けながら、課題解決のために調査研
究を行い、計画案を作成し、生活道
路の拡幅整備など地域の生活環境の
改善に向けた活動を行います。

問い合わせ▶都市政策課（☎85－6265）

　庄名地区は、道路が狭く消防車も入れないところがあり、
日常生活を安心して快適に暮らしていく上での大きな課題と
なっていたので、さっそくこの制度の活用を検討しました。
今回の認定を機に、地域全体が協力・結束し、狭い道路など
の改善に取り組んでいきたいと思います。

〈協議会からの一言〉

動脈硬化検診を健康に生かそう動脈硬化検診を健康に生かそう動脈硬化検診を健康に生かそう動脈硬化検診を健康に生かそう動脈硬化検診を健康に生かそう
　保健センターでは7月から動脈硬化検
診を行っています。動脈硬化は加齢によ
って誰にでも起こります。その進展には
食生活や運動不足などの生活習慣が大き
く関連しています。脳血管疾患や心疾患
の早期発見・早期予防のためにも、ぜひ
受診しましょう。

問い合わせ▶保健センター（☎91－3755）

と　き ▼ 毎週水・金曜日の午前中（健康
診査などがある場合を除く）

対象・定員 ▼①40歳以上の市民②それ以外の
人・20人　※予約が必要です

内　容 ▼血圧脈波検査、眼底検査、血液
検査

費　用 ▼①2000円②5700円　※40歳以上
の市民で、市国民健康保険加入
者と県後期高齢者医療保険制度
加入者は1000円
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商工業振興審議会の公開
と き▶ 9月1日(火)午前10時から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6249)

道風記念館の臨時休館
　9月8日(火)から17日(木)まで、工事・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)

男女共同参画情報紙｢はるか｣を発行
　男女共同参画情報紙｢はるか｣8月号(vol.23)を発
行しました。
配布場所▶ 男女共同参画課、市の主な施設、市ホー

ムページ
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/sankaku/danjo/danjo/haru－t/index.
html

問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

潮見坂平和公園墓所｢区画内管理｣のお願い
　墓所の区画内は、各使用者の管理となっていま
す。除草・清掃などを心掛け、植木などが近隣使
用者の迷惑にならないよう管理してください。
問い合わせ▶ 潮見坂平和公園管理事務所(☎84－4444)

農業祭・ぶどうコンクール
と き▶ 8月20日(木)午前11時から　※コンクー

ル出品物の即売は午後2時から(1時30分
から整理券を配布)

ところ▶ JA尾張中央春日井中央支店(八田町1)
内 容▶ 市内で生産されたブドウの審査と即売
問い合わせ▶ 農政課(☎85－6236)

民俗巡回展示｢春日井に鉄道がやってきた｣
と き▶ 8月22日～ 9月19日の毎週土曜日午前9時

～午後4時
内 容▶ 中央線開通時の歴史をパネル展示で紹介

する
ところ▶ 郷土館
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

夏休み子ども劇場
と き▶ 8月23日(日)午前10時30分～正午
内 容▶ ○ブラックパネルシアター…歌｢手のひ

らを太陽に｣｢ドレミの歌｣ほか、お話｢と
べないホタル｣○大型絵本…｢そらまめ君
のベッド｣○おたのしみカード作りほか

出 演▶ グループゆう
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小学生
持ち物▶ はさみ、のり
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

総合防災訓練
と き▶ 8月23日(日)午前8時～ 10時45分
ところ▶ 白山小学校
内 容▶ 被害状況の情報収集やライフラインの応

急復旧、集団避難、炊き出し、救出・救護、
初期消火、ＡＥＤ(自動体外式除細動器)
を使った応急手当てなどの訓練、防災用
品の展示　※会場周辺の交通規制に協力
してください

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

夜コン｢美しい夕暮れ｣
と き▶ 8月28日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ 石田正(オーボエ)、伊藤真理子(ピアノ)
曲 目▶ ｢アメージング・グレイス｣、バッハ｢オ

ーボエソナタ ト短調｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

夏休み劇場
と き▶ 8月29日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 人形劇｢こぎつねコンとこだぬきポン｣ほ

か
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)
出 演▶ 人形劇団じゃん・けん・ぽん

オセロ大会
と き▶ 9月5日(土)午後2時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶8月20日(木)午前9時から、交

通児童遊園(☎81－1301)へ

味美地域文化芸能祭
と き▶ 9月6日(日)午前10時30分～午後3時
内 容▶ 味美地域で文化活動をしている12グルー

プによる文化芸能の発表会
ところ・問い合わせ▶味美ふれあいセンター (☎

31－3522)
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郷土館茶会｢長月｣
と き▶ 9月6日(日)午前9時～午後2時　※夏季の

ため1時間早く始まります
ところ▶ 郷土館　※大垣共立銀行春日井支店の駐

車場が利用可
呈茶券▶ 400円(当日会場で販売)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)
協 力▶ 市茶道連盟協会

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 9月6日(日)午前9時～午後1時30分受け付

け、2時から抽選(立ち会いが必要)
対 象▶ 市内在住の人
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※配達は1点1000円で、1階玄関
まで(共同住宅は、1階敷地部分まで)

紙芝居とお話を聞く会9月の開催日
ところ とき

文化フォーラム春日井(赤
ちゃんのためのおはなし
会)

11(金)・25(金)11：00～

図書館
2(水)11：00～、5(土)・12(土)
・19(土)・26(土)15：00～、
9(水)・16(水)・23(祝)15：30～

東部市民センター 4(金)・11(金)・18(金)・25(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 12(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 12(土)14：00～
南部ふれあいセンター 16(水)15：30～
西部ふれあいセンター 12(土)・26(土)11：00～
知多公民館 2(水)15：30～
鷹来公民館 12(土)13：30～
坂下公民館 5(土)14：00～
中央公民館 12(土)11：00～
グリーンパレス春日井 19(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市民ソフトテニス大会
と き▶ 9月20日(日)午前9時から〈予備日9月27日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア・男子(Ａ・Ｂ級)・女子(Ａ・Ｂ級)

のダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、連盟に加入し

ている中学生以上の人(大会当日加入可)
費 用▶ 参加料(1組)一般・大学生1200円、高校生

1000円、中学生800円
申し込み▶ 9月4日(金)〈必着〉までに、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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－
9417)

秋季硬式テニス大会
と き▶ 9月22日(休)午前9時から〈予備日10月4日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で、今年

度の連盟登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 9月5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)

自然満喫ウオーキング教室と焼き栗
と き▶ 9月27日(日)午前9時～午後0時30分
講 師▶ 健康運動指導士
コースガイド▶かすがい東部丘陵自然観察会会員
対象・定員▶ ウオーキングや自然に興味がある人(小

学3年生以下は保護者同伴)・80人(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)500円
ところ・申し込み▶9月3日(木)〈必着〉までに、往

復はがきに教室名、住所、参加者全員の
氏名(ふりがな)・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

ミニコンサート～ハンドベル演奏
と き▶ 9月6日(日)午後3時～ 3時20分
出 演▶ ベル春日井
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)
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岩崎宏美アコースティックＬＩＶＥ2009
と き▶ 11月15日(日)午後5時

から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ ｢ロ マ ン ス｣や｢聖

母たちのララバ
イ｣などのヒット
曲で人気の岩崎宏
美のコンサート

入場料▶ 5000円(全席指定、
未就学児不可)

入場券▶ 8月22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)

第二介護サービスセンターの運営法人
　第二介護サービスセンターを運営する法人を募
集します。
募集期間▶ 8月17日(月) ～ 9月15日(火)
応募資格▶ 介護保険法第8条第7項に規定する通所介

護事業または同条第8項に規定する通所
リハビリテーション事業を現に運営し、
春日井市をサービス提供地域としている
社会福祉法人および医療法人

募集要項▶ 高齢福祉課、市ホームページに用意
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/fukushi/kourei/index.html
申し込み▶ 9月15日(火)までに、高齢福祉課(☎85－

6184)へ

親から子、子から親へのメッセージ
　親が子を、子が親を思ううれしかった言葉や心
に残っている言葉を募集します。
規 格▶ 20 ～ 40字で未発表のもの
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
賞 ▶ 最優秀賞、優秀賞、秀作　※11月11日(水)

の青少年健全育成市民大会で表彰し、そ
の後入賞作品を市役所と各施設で展示

申し込み▶ 9月8日(火)〈消印有効〉までに、所定の用
紙(子ども政策課、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、
レディヤンかすがいに用意)かはがきに
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
職業か学校名と学年、メッセージとその
状況が分かる説明文を記入して、直接か
郵送で〒486－8686春日井市役所子ども

政策課内、青少年健全育成推進会議事務
局(☎85－6151)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/kodomo/ikusei/message.html

コミュニティ住宅の指定管理者
　市が設置しているコミュニティ住宅の管理を行
う法人などの団体(指定管理者)を募集します。
施設名称▶ 勝川第1・第2、町田第1・第2、柏井第1

・第2・第3・第4、松新第1コミュニティ
住宅

施設概要▶ 鉄筋コンクリート3～ 5階建て(全121戸)
指定期間▶ 平成22年4月1日～ 27年3月31日(予定)
業務概要▶ コミュニティ住宅の点検整備・清掃・修

繕や共益費の徴収などに関する業務
 ※管理の業務範囲や基準などについての

詳細は、条例および規則に規定されてい
ます

募集要項▶ 管理指導課、市ホームページに用意
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/machi/kachigawa/
申し込み▶ 9月10日(木)までに、管理指導課(☎85－

6637)へ

ファミリー・サポート・センターの会員
　ファミリー・サポート・センターは、子育ての
援助を受けたい人(依頼会員)と、子育ての援助を
したい人(援助会員)とが互いに助け合う会員組織
です。
対 象▶ ○依頼会員…6か月～小学6年生の子ども

がいる市内在住か在勤、在学の人○援助
会員…市内に在住し子育ての手伝いをす
ることができる20歳以上の人　※いずれ
の会員も講習会の受講が必要。資格や経
験、性別は不問。依頼会員は報酬の支払
いが必要

会員になるための講習会
と き▶ 9月28日(月)午後1時～ 5時
内 容▶ 子どもの体と病気、心理、安全と応急手

当てなど、会員活動に必要な知識を学ぶ
定 員▶ 30人(託児10人)〈先着順〉
申し込み▶ 8月30日(日) ～ 9月13日(日)に、証明写真

(縦4㎝×横3㎝)2枚と印鑑を持って、かす
がいげんきっ子センター内、ファミリー
・サポート・センター (☎35－3516)へ

マナーを守って

きれいな環境
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鷹来公民館　☎84－7071
ぼかし作り教室
と き▶ 9月9日(水)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4kgのぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
プリザーブドフラワーアレンジメント講座～エレ
ガントな壁飾り、和風モダンアレンジ、クリスマ
スリース、お正月アレンジを学び作製する
と き▶ 9月17日、10月29日、11月26日、12月10

日の木曜日(4回)午前10時～正午
講 師▶ 住吉茂美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円、教材費1万円
持ち物▶ ワイヤーを切るはさみ、ごみ袋
 
申し込み▶ ｢ぼかし作り教室｣は8月18日(火)から、

｢プリザーブドフラワーアレンジメント
講座｣は8月21日(金)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ④｢秋の気配をさがそう｣～キ
ノコや鳴く虫を探しながら散歩を楽しみ、季節の
移り変わりを親子で感じる
と き▶ 9月18日(金)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
申し込み▶ 8月25日(火)〈必着〉までに、往復はがき

かＥメールに講座名、住所、親子の氏名
(ふりがな)・年齢・性別、電話番号を書
いて、〒487－0031廻間町1102－1、Ｅメ
ールshizen@s－kousya－kasugai.or.jpへ

坂下公民館　☎88－5555
焼きたてパン！～野菜たっぷりツイストパン
と き▶ 9月24日(木)午前9時30分～正午
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費800円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴、持ち帰り用の

容器
申し込み▶ 8月31日(月)〈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

中央公民館　☎33－1111
楽しく親子でリトミック～ピアノに合わせて歌や
リズム遊びを楽しみ集団生活に慣れる
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時30分～ 11

時30分
講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住で、2歳以上の未就園児とその

保護者・35組(抽選)
ビーズで小物作り～天然石やガラスビーズを使っ
て、ネックレスやリングを作る
と き▶ 9月11日(金)・18日(金)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 乾あゆみ
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2500円
持ち物▶ ハンカチまたはハンドタオル、ラジオペ

ンチ、定規、はさみ
 
申し込み▶ いずれも8月25日(火)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0913柏原町1－97－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～草花・鉢花類の秋から冬の管理につい
て
と き▶ 9月19日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 土屋照二
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
申し込み▶ 8月18日(火)から、電話で

市民生活課　☎85－6616
講師養成講座(寸劇編) ～演出家に演技の仕方を
学ぶ
と き▶ 9月10日(木)午前10時～正午
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
講 師▶ 杉本明朗
申し込み▶ 8月18日(火)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
食育で健康な家庭づくり～母なるソース｢サルサ
・ポモドーロ・フレスカ｣を作る
と き▶ 9月18日(金)午前9時30分～正午
講 師▶ 高橋政光
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費750円
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん2枚
申し込み▶ 8月19日(水)から、電話で
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エコメッセ春日井　☎88－5006
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 9月5日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 小川隆平
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、ぞうきん2

枚
ネクタイのリフォーム～不用なネクタイを使って
小物入れを作る
と き▶ 9月12日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 洋裁用具、太めのネクタイ1本(ほどいて、

しんを取りアイロンをかけたもの)
レザークラフト教室～生革のかわいらしいキーホ
ルダーを作る
と き▶ 9月18日(金)・25日(金)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 小林和子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費2300円
持ち物▶ 目打ち、先の細いペンチ2本、30cm定規、

タオル、エプロン
 
申し込み▶ いずれも8月18日(火)から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
科学遊び～科学の手品不思議大実験
と き▶ 10月4日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 嶋田秀敏
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・16組(抽

選)
育児講座～ベビーマッサージ
と き▶ 10月6日(火)午前10時～ 11時
講 師▶ 横井千枝子
対象・定員▶ 市内在住の0歳児とその保護者・20組(抽

選)
工作教室～押し花
と き▶ 10月11日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
費 用▶ 材料費200円
 
申し込み▶ 8月31日(月)〈消印有効〉までに、｢科学遊

び｣｢工作教室｣は往復はがき(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、｢育児講座｣は往
復はがきに講座名、住所、参加者全員の
氏名(ふりがな)、年齢、電話番号を書い
て、〒486－0945勝川町8－2858－1(☎35
－3501)へ

東部市民センター　☎92－8511
パソコンのワード応用編～自分のパソコンでワー
ドの応用を学ぶ
と き▶ 9月7日・14日・28日、10月5日の月曜日(4

回)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で初級修了程度の

人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズＸＰかビスタ対応のパソコ

ン　※1回500円で4台まで貸し出し可
申し込み▶ 8月26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、パソコンの貸し出しを希望す
る人は｢貸し出し希望｣と書いて、〒487
－0011中央台2－2－1へ

子ども政策課　☎85－6170
パパママ教室～①｢妊娠｣妊娠中の生活・口腔(こ
うくう)衛生②｢分娩(ぶんべん)｣呼吸法・妊婦体
操③｢新生児｣育児と栄養
と き▶ ①9月2日(水)②9月9日(水)③9月16日(水)

〈3回〉午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の妊婦とその夫で、原則、全日

程参加できる人・30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳(①のみ歯ブラシ、手鏡、

タオル)
日曜パパママ教室～保健指導・もく浴指導
と き▶ 9月13日(日)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の初妊婦とその夫・60組(先着

順)　※妊婦疑似体験コーナーあり
持ち物▶ 母子健康手帳
Ｕターン育児塾～新米パパ、新米ママを応援する
方法を学びます
と き▶ 9月17日(木)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
内 容▶ もく浴実習やおむつ交換・最近の育児に

ついての講話
対象・定員▶ 市内在住で、もうすぐ孫ができる人か乳

児(1歳未満)の孫がいる人・20人(先着順)
 
申し込み▶｢日曜パパママ教室｣は8月25日(火)から、

｢Ｕターン育児塾｣は8月26日(水)から、電
話で　※｢パパママ教室｣は常時受け付け
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健康増進課　☎85－6164
モグモグ健康教室～5、6か月ごろからの離乳食
と食べさせ方について学ぶ
と き▶ 9月1日(火)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▶ 市内在住の平成21年4月～ 5月生まれの

乳児(第1子)とその保護者・30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル、おんぶひも

など(ある人のみ)
カミカミ健康教室～9か月ごろからの離乳食と
虫歯予防について学ぶ
と き▶ 9月3日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の平成20年11月～ 12月生まれ

の乳児(第1子)とその保護者・40組(先着
順)

持ち物▶ 母子健康手帳
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 9月18日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 市栄養士
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1～ 5歳の子どもが

いる保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
 
申し込み▶ ｢モグモグ健康教室｣は8月21日(金)から、

｢カミカミ健康教室｣は8月24日(月)から、
｢食育のすすめ教室｣は8月25日(火)から、
電話で

グリーンパレス春日井　☎84－0381
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 9月10日～ 10月29日の毎週木曜日(8回)午

前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料2400円
申し込み▶ 8月29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、市外在住の人は勤務先か学校
名を書いて、〒486－0817東野町字落合
池1－2へ

消防総務課　☎85－6374
上級救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当てや、傷病者の管理方法を学ぶ
と き▶ 9月26日(土)午前9時～午後5時
ところ▶ 総合福祉センター
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▶ 8月18日(火)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
測ってみよう！身体機能 やってみよう！簡単筋
力アップ体操
と き▶ 9月2日(水)午後1時15分～ 3時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛職

員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛

(☎51－1840)へ
健康の基本はバランス食～これであなたも献立名
人
と き▶ 9月16日(水)午前9時30分～ 11時45分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 管理栄養士・多治見基美
定 員▶ 20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

市民病院　☎57－0057
市民公開講座｢新型インフルエンザを始めとする
感染予防対策｣
と き▶ 9月12日(土)午後1時～ 3時
講 師▶ 市民病院呼吸器科部長・山本俊信、同病

院安全推進室・伴信義
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・100人(抽選)
申し込み▶ 9月1日(火)〈必着〉までに、往復はがきに

講座名、住所、氏名、電話番号を書いて、
〒486－8510鷹来町1－1－1、市民病院管
理課へ

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｢車椅子テニス講
座｣
と き▶ 9月12日・26日、10月10日・24日の土曜日(4

回)午前10時～正午
講 師▶ 上級障害者スポーツ指導員
対象・定員▶ 車いすを使用している身体障がい者・10

人(先着順)
持ち物▶ ラケット、上靴
申し込み▶ 8月19日(水)から、電話かファクス(☎84

－2611、ＦＡＸ84－3005)で

かぶりましょう
わたしのための
ヘルメット
交通安全スローガン
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市体育協会の講座
初心者のための｢武術太極拳｣入門
と き▶ 9月の毎週日曜日(4回)午前10時～ 11時
ところ▶ 鳥居松小学校
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)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 9月12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)
市民弓道教室
と き▶ 9月25日～ 10月30日の月・金曜日(10月12

日を除く10回)午前10時～正午
ところ▶ 王子製紙体育館弓道場(王子町)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で、高校生以上の

人・10人(先着順)
費 用▶ 参加料6000円(協会年会費を含む)
持ち物▶ 弓道具(貸し出し可)
問い合わせ▶ 市弓道協会・影山(☎31－5748)
 
申し込み▶ ｢初心者のための『武術太極拳』入門｣は9

月1日(火)〈必着〉までにはがきに、｢硬式
テニス初心者教室｣は9月5日(土)〈必着〉
までに往復はがきに、｢市民弓道教室｣は
9月12日(土)〈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、｢市
民弓道教室｣は経験年数、段位を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

勝川駅付近連続立体交差事業の変更事業認可
と き▶ 市役所執務時間中
ところ▶ 事業課(☎85－6646)

市税等の納期限・納税相談
市県民税2期・国民健康保険税3期・介護保険料
2期・後期高齢者医療保険料1期
　納期限は8月31日(月)です。最寄りの金融機関や
コンビニエンスストアで納付してください。ただ
し、取扱期限や納期限を過ぎると、ゆうちょ銀行、
郵便局、コンビニエンスストアでは取り扱いませ
んので、それ以外の金融機関を利用してください。
また、便利な｢口座振替｣を利用してください。口
座振替の人は、預貯金残高を確認してください。
日曜収納・納税相談窓口
と き▶ 8月30日(日)午前9時～正午、午後1時～ 4

時
ところ・問い合わせ▶いずれも収納課(☎85－

6111)

精神保健福祉ボランティア養成講座
　春日井保健所では、精神保健福祉ボランティア
として地域で活動できる人材を養成します。
と き▶ ①9月16日(水)②9月24日(木)③9月28日

(月)・29日(火)・30日(水)の う ち1日 ④10
月5日(月)午後1時30分～ 3時30分

ところ▶ ①②④小牧市ふれあいセンター③東春病
院(西高山町3)

内 容▶ ①自己紹介ワーク、ビデオで学ぶ精神保
健福祉ボランティア②講話｢こころの病
気について～統合失調症を中心に｣東春
病院院長・齋藤隆司③精神科病院見学④
講話｢精神障害者を地域で支える社会資
源～本庄プラザとエーデルワイス｣アザ
レア福祉会常務理事・北澤諭、エーデル
ワイス・ボランティア

対象・定員▶ 市内在住か小牧市在住の全回参加できる
人・20人(先着順)

申し込み▶ 8月18日(火)から、県春日井保健所健康支
援課(☎31－2188)へ

珠算・段位認定検定
月 日▶ 10月25日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所
費 用▶ 受験料1級2040円、2級1530円、3級1330円、

段位2550円
申し込み▶ 8月27日(木) ～ 9月16日(水)に 顔 写 真(縦

4.5cm×横3.5cm、段位は不要)を添えて、
春日井商工会議所(☎81－4141)へ
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再就職準備セミナー参加者募集
と き▶ 9月18日(金)①午前10時～正午②午後1時

～ 3時(希望者のみ)
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ ①講義｢ブランクを活かす再就職｣②グル

ープ面談(自分発見や特徴をつかむ)
対象・定員▶ 妊娠や出産、育児、介護などで退職し、

再就職を希望する人・20人(先着順)
 ※託児あり(1歳以上の未就学児)
申し込み▶ 電話かファクスに氏名、住所、電話番号、

託児希望の有無を書いて、21世紀職業財
団愛知事務所(☎052－586－7222、ＦＡ
Ｘ052－586－7225)へ

｢愛知県史を語る会｣の参加者募集
と き▶ 9月26日(土)午後1時～ 4時30分
ところ▶ 岡崎市福祉会館(岡崎市十王町)
内 容▶ 愛知県史｢資料編10 中世3｣の執筆担当者

から、戦国時代の三河・尾張について、
分かりやすく説明します。

講 演▶ ｢三河・尾張戦国史像の新段階｣愛知教育
大学名誉教授・新行紀一ほか

定 員▶ 200人(先着順)
申し込み▶ 8月17日(月)から、県総務部法務文書課県

史編さん室(☎052－972－9172)へ

県文連美術展の作品募集
部 門▶ 日本画、洋画、工芸、彫塑、書　※全部

門を通して1人2点まで、未発表の作品に
限る

対 象▶ 中学校卒業年齢以上で、県内在住か在勤、
在学の人

費 用▶ 出品料4000円(2点でも同額)
開催要項・申込書▶文化フォーラム春日井・文化

情報プラザで配布中(2点出品する人は2
枚記入)

申し込み▶ 8月19日(水) ～ 9月2日(水)〈必着〉までに、
申請書を直接か郵送で、〒460－8534名
古屋市中区三の丸3－1－2、県教育委員
会生涯学習課内、県文連美術展事務局へ

県文連美術展
と き▶ 9月29日(火) ～ 10月4日(日)
ところ▶ 県美術館ギャラリー (名古屋市東区)
問い合わせ▶ 県文連美術展事務局(☎052－954－6781)

日商2級販売士検定
月 日▶ 10月7日(水)
ところ▶ 春日井商工会議所
費 用▶ 受験料5500円
申し込み▶ 8月21日(金) ～ 9月10日(木)に、春日井商

工会議所(☎81－4141)へ

県警察官および警察職員採用候補者試験
第1次試験日▶①②9月20日(日)③9月27日(日)
試験区分▶ ①警察官(Ａ)第2回②警察官(Ｂ)③第2回

警察職員
受験資格▶ ①昭和54年4月2日以後に生まれ、大学(短

大を除く)を卒業しているか平成22年3月
31日までに卒業見込みの人②昭和54年4
月2日から平成4年4月1日までに生まれ、
大学(短大を除く)を卒業しているか平成
22年3月31日までに卒業見込み以外の人
③昭和63年4月2日から平成4年4月1日ま
でに生まれ、大学(短大を除く)を卒業し
ているか平成22年3月31日までに卒業見
込み以外の人

受付期間▶ 郵送は8月17日(月) ～ 28日(金)〈消印有
効〉、電子申請は8月17日(月) ～ 26日(水)

問い合わせ▶ 県警察本部警務課(☎052－961－1479)
 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/

police/

危険物取扱者試験
月 日▶ ①10月11日(日)②11月1日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
対 象▶ ①一般②高校生
内 容▶ ①乙種1類～ 6類、丙種②乙種4類、丙種
費 用▶ 受験料乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 9月7日(月) ～ 16日(水)に、受験願書〈8月

24日(月)から消防本部、消防署、各出張
所に用意〉に記入して、直接か郵送で、
〒461－0011名古屋市東区白壁1－50、消
防試験研究センター愛知県支部へ

予備講習会
と き▶ 10月1日(木)午前9時30分～午後4時30分
ところ▶ 県勤労会館(名古屋市昭和区)
費 用▶ 受講料4000円、テキスト4000円(テキス

トのみの購入も可)
問い合わせ▶ いずれも予防課(☎85－6387)

食生活アドバイザー養成講習会参加者募集
　食品関係の販売に関する基礎知識を習得し、ス
ーパーマーケットの販売職などへの就職を目指し
ます。
と き▶ 10月20日(火) ～ 23日(金)・27日(火) ～ 30

日(金)〈8回〉午前9時30分～午後3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
対象・定員▶ 県内在住の60歳代前半の人・20人(抽選)
申し込み▶ 9月11日(金)〈必着〉までに、所定のはが

き(市シルバー人材センターに用意)に記
入して、県シルバー人材センター連合会
(☎052－961－9521)へ



幸田バレエ教室発表会
とき▶9月6日（日）午後2時から　ところ▶市民
会館　演目▶クラシックバレエ小品集（ラ・シ
ルフィード、「ジゼル」よりペザントの踊り、ア
レキナーダ、火の鳥ほか）、「眠れる森の美女」
よりハイライト　問い合わせ▶幸田（☎84－
9264）
･･････････････････････････････････････････
いきいきコーラス春日井定期演奏会
とき▶9月12日（土）午後2時～ 3時30分（1時30分
開場）　ところ▶市民会館　内容▶高齢者の健
康と音楽を介して心豊かにするとともに地域文
化の発展に寄与する　曲目▶「白い花の咲く頃」
「新・津軽じょんがら節」「また逢う日まで」など
定員▶1100人　問い合わせ▶野々山（☎81－
1032）
･･････････････････････････････････････････
アレルギーのある子どもを持つ親の集い
とき▶9月17日（木）午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶栄養士を交えて、
保育園給食、学校給食について語り合う　対象
▶アレルギー（アトピー、食物アレルギー、ぜ
んそく）のある子どもとその保護者（親のみの参
加も可）　申し込み▶9月10日（木）までに、電話
かファクスに氏名、電話番号、参加人数、子ど
もの年齢、除去食を書いて、春日井アレルギー
の会・波多野（☎・ＦＡＸ56－9269）へ

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

味美ふれあいセンター （☎31－3522） 8／17(月)～30(日) 楽しい植物の絵展 浅井孝

中央公民館 （☎33－1111） 8／18(火)～9／30(水) 埴輪づくりの匠たち～造形と美術 文化財課

市役所市民サロン （☎85－6073）
8／19(水)～23(日) 伍人展（絵画、彫刻） 伍人展の会
8／25(火)～31(月) 木曽街道展 市文化財友の会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079） 8／19(水)～31(月) 風景写真展 フォト遊愉

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
8／21(金)～23(日) 古典園芸植物展 春日井古典園芸同好会
8／27(木)～30(日) 秋の七草展 稲沢植木研究会

落合公園管理棟 （☎56－0414） 8／28(金)～30(日) 秋の書とミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会・雅友会

知多公民館 （☎32－8988） 8／28(金)～9／9(水) 市民講座「デッサン・クロ
ッキー」受講生作品展 講座受講生

あなたも情報発信しませんか？

　掲載申請書は市ホームページからダウ
ンロードできます。掲載希望号発行日の1
か月前までに申請書に記入して、郵送か
ファクスで、〒486－8686春日井市役所広
報広聴課（☎85－6036、FAX84－7421）へ
ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/shinsei/shinsei/koho/koho.html
※市の後援等がある催しを掲載します。
申し込みの際に後援等の決定通知書の写
しを提出してください。

※展示時間は各施設に問い合わせてください
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☎0180－995－999

火 災 情 報

●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。

水 道 修 繕

市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6092）…6日、13日、27
日の午前8時30分～正午、午後1時～5時
収納課での納付・納税相談（☎85－6111） 
 …27日の午前9時～正午、午後1時～4時　
保険医療年金課での国民健康保険加入およ
び喪失の届出（☎85－6156）…27日の午前8時
30分～正午、午後1時～5時
※詳しくは問い合わせてください

●

●

●

9月　日曜日の市役所業務

8／16

8／23

8／30

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

8／15

8／22

8／29

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

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎85－0077

☎51－5552

☎89－3388

☎84－3060

☎34－1166

☎81－1303

☎78－0001

☎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）

白山外科クリニック（白山町5）

はやかわクリニック（下市場町6）

健康管理センター（柏原町5）

アルファクリニック（朝宮町1）

森永産婦人科（八事町2）

桃花台レディスクリニック（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

在宅緊急医
産婦人科

在宅緊急医
外科

地域経済
NO.27

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

「春日井サボテンプロジェクト」
新商品、ぞくぞく登場！

さぼれ～ぬ
取扱店▶洋菓子ポワロン
　　　　東野町3－3－8
　　　　（☎83－6167）

サボテンのミニメロンパン
取扱店▶モンシェル
　　　　八光町1－2
　　　　（☎31－2104）

ホームページ　http://www.kcci.or.jp/saboten-pj/
携帯サイト　http://www.ad-future.info/̃saboten/

　平成20年度に春日井商工会議所が試作したサボテン
の粉末を使った新商品を紹介します。ぜひ一度味わって
みてください。
　そのほかにもサボテン商品・メニューがぞくぞく登場し
ています。詳しくはホームページを見てください。なお、
携帯サイトでは、“サボテンサポーター（メール会員）”を
募集中 ！ イベントや新商品などの情報をいち早く届けま
す。ぜひ、登録してください。

サボテンサポーターは、右のQRコー
ドを携帯電話で読み取り、空メールを
送信すると登録できます。8月31日
（月）までに登録するとPRソング「春日
井サボテン大好き」着うたを先行配信！
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