
家庭菜園　

　家の庭に置いてある植木鉢やプランター
から、今年もナスやキュウリ、ピーマン、
オクラなどが採れ、食卓を飾ってくれまし
た。また、今年初めて植えたニガウリは、
屋根まで伸びて緑のカーテンを作り、夏の
日差しを遮ってくれました。
　以前は、少しだけですが畑に野菜を植え
ていました。市長になり畑仕事をする時間
がまったく取れなくなりましたが（畑の草
に負けたことのほうが大きな原因です）、

やはり自分が育てたナスやキュウリの味は
格別であり、また成長を楽しむ喜びも大き
いものがあります。
　春日井市には、400区画近くの市民農園
があり、多くの方が農業に親しんでみえま
すが、今年から「農業は初めて」「専門的な
知識が欲しい」という市民の方を対象に、
新たに学習農園という施策を実施いたしま
した。応募された25人の方が5人一組とな
り、先生の指導を受けながら畑仕事に携わ
る制度です。採れた作物が今年の農業祭に
出品されていましたが、その出来栄えに驚
きました。
　環境・自然の在り方を見直すことが求め
られております。土に親しむことを通して、
日常生活の中で自然に環境にやさしい行動
ができればと思っております。

親子で作った給食
いただきま～す
（東部市民センター）

　新世代電気自動車を開発・生産する三菱自動車
工業㈱名古屋製作所を市長が見学し、試乗をしま
した。電気自動車は、温室効果ガスの原因となる
走行中のＣＯ₂排出がまったくなく、環境への負
荷が軽減できると期待されています。
　社内には将来に夢をもてるものづくりを行い、
地域・社会に貢献できる喜びを持とうとしている
空気に満ちあふれていました。

　夏休みに学校給食の献立を作る親子料理教
室に35人の親子が参加し、人気メニューのサ
バの銀紙焼きなど5品目を作り、舌鼓を打ちま
した。
　児童からは「作るの楽しかったよ！」、親か
らは「一度にいくつも作るので大変ですね。で
も、これで子どもの好物メニューを家でも作
れるようになりました」と、満足な様子でした。

8/4
㊋

8/5
㊌

夢を持てるものづくり
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I N F O R M A T I O N情報最前線

小中学校の適正規模等に関する基本方針案について小中学校の適正規模等に関する基本方針案について
市民意見（パブリックコメント）を募集します市民意見（パブリックコメント）を募集します

小中学校の適正規模等に関する基本方針案について小中学校の適正規模等に関する基本方針案について
市民意見（パブリックコメント）を募集します市民意見（パブリックコメント）を募集します
小中学校の適正規模等に関する基本方針案について
市民意見（パブリックコメント）を募集します

市教育委員会では、「小中学校の適正規模等に関する基本方針」の策定に向けて準備を進めています。こ
のたび、基本方針案がまとまりましたのでその内容をお知らせし、市民の皆さんの意見を募集します。

　基本方針案は、9月1日(火)から学校教育課、市ホームページ、市役所情報コーナー、坂下出張所、東部
市民センター、各ふれあいセンター、各公民館、レディヤンかすがい、総合福祉センターで見ることが
できます。
ホームページ　http:// www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/publiccomment/pubbosyu.html

募集期間 ▼ 9月1日(火) ～ 30日(水)〈必着〉
提出方法 ▼直接か郵送、ファクス、Eメールで意見、

住所、氏名を書いて、〒486－8686春日井
市教育委員会学校教育課（☎85－6442、FA
X85－0991、Eメールgakko@city.kasugai.
lg.jp）へ（直接の場合は市役所執務時間中）
※意見に対する個別の回答はしません。ま
た、内容については、個人が特定されない
形で公表します

レクリエーションスポーツレクリエーションスポーツ教室レクリエーションスポーツレクリエーションスポーツ教室レクリエーションスポーツ教室  ～気軽にスポーツを楽しもう！ ～気軽にスポーツを楽しもう！
　レクリエーションスポーツとは勝敗を競うのみではなく、誰でも気軽
にでき、運動が苦手な人でも楽しめるスポーツのことです。ゲームのル
ールや楽しみ方を始めの一歩から学んでみませんか。
ところ ▼総合体育館
講　師 ▼市体育指導委員
申し込み ▼ いずれも9月11日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚・1

教室1枚)に教室名、種目、住所、氏名、年齢、電話番号を書い
て、〒486-0804鷹来町4196－3、総合体育館内スポーツ課(☎84
－7117)へ

ローラーの付いた円盤を使
ったフロアでできるカーリ
ング形式のスポーツ
と　き ▼ 10月14日(水)・21日(水)

・28日(水)〈3回〉午
後1時～ 4時

対象・定員 ▼市内在住か在勤、在
学で、中学生以上の
人・48人(抽選)

ビーチボールを使ってバド
ミントンのコートで行うバ
レーボール形式のスポーツ
と　き ▼ 11月5日(木)・12日(木)

・19日(木)〈3回〉午
後7時～ 9時

対象・定員 ▼市内在住か在勤、在
学で、中学生以上の
人・36人(抽選)

軟らかいフライングディス
クを使ったドッジボール形
式のスポーツ
と　き ▼ 1月16日(土)・23日(土)

・30日(土)〈3回〉午
前9時～正午

対象・定員 ▼市内在住か在学の小
学4 ～ 6年生(親子参
加可)・70人(抽選)

カローリングカローリングカローリングカローリング レクビーチレクビーチレクビーチレクビーチ ディスクドッヂディスクドッヂディスクドッヂディスクドッヂ

基本方針案の概要基本方針案の概要

適 正 配 置 の 地 区 別 の 考 え 方

学校適正配置の具体的な進め方

適 正 な 教 育 環 境 の 確 保

学校適正規模･適正配置についての基本的な考え方

基本方針案の概要基本方針案の概要
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原作者・吉田有里さん（写真左）の感想原作者・吉田有里さん（写真左）の感想

講座の受講者を募集します講座の受講者を募集します講座の受講者を募集します講座の受講者を募集します講座の受講者を募集します講師発掘・登用事業
「あなたの企画で講師にチャレンジ！」

「知識や技能、経験を市民の学びに生かしてみたい！」という皆さんが、講師として活躍する講座が10月
から始まります。ぜひ申し込んでください。

昨年10月以来、「書のまち春日井」のPRキャラクターとして活
躍している「道風くん」。さらなる活躍の場を増やすため、着ぐ
るみを作成しました。今後は、春日井まつりなどのイベントに
出席する予定です。

かわいいです。思ったより大きくてびっくりしましたが、
忠実に再現されています。（道風くんの）着ぐるみは一番
の夢でした。

原作者・吉田有里さん（写真左）の感想原作者・吉田有里さん（写真左）の感想

対　象 ▼市内在住か在勤、在学の人
申し込み ▼いずれも9月16日(水)〈必着〉までに、往復はがき（1講座1枚）に講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、

電話番号、「ばるーんであそぼう！」は希望の時間（①②の別）を書いて、〒486－8686春日井市役所
生涯学習課（☎85－6447）へ　※定員を超えたときは抽選

講　座　名　・　内　容 と　き 備　考

かんたんリフレクソロジーで元気に！～「未
病」のうちにホームケア　アロマオイルを使っ
て、互いの足裏を刺激し、自然治癒力を高める

10/4(日)・17(土)・
24(土)〈3回〉
13:30 ～ 15:30

と坂下公民館　講中川めぐみ　定10組(2人1
組)　受1人750円　教1人1500円　持フェイ
スタオル、バスタオル

はじめての仏像彫刻・福助さんを彫る　床の間
などに縁起物として飾れる「福助さん」を彫る

10/4 ～ 11/15の
第1・3日曜日〈4回〉
10:00 ～ 12:00

と知多公民館　講柿崎圓祐　定25人　受1000
円　教850円　持彫刻刀(印刀)、エプロン、軍
手、定規

「シナリオ基礎講座」～ドラマの脚本を書いて
みませんか　シナリオの書き方の基礎知識を
学び、オリジナル・ドラマを創作する

10/9 ～ 12/11の
第2・4金曜日〈5回〉
10:00 ～ 12:00

と東部市民センター　講馬場秀子　定15人　
受1250円　持原稿用紙10枚

野菜とフルーツのコラボレーションで世界の
お菓子作り体験講座　ハロウィンをテーマに、
カボチャと果物を使ったプリンを作る

10/16(金)
13:30 ～ 15:30

と東部市民センター　講堀妙子　定30人　受
250円　教700円　持エプロン、タオル、ふき
ん

心が軽くなるオンリーワンの香りの講座　古
代香料の乳香などを使い、睡眠のための香りを
調合する

10/21(水)・28(水)〈2
回〉18:45 ～ 20:45

と高蔵寺ふれあいセンター　講佐藤三佳　定
20人　受500円　教2000円　持ポケットティ
ッシュ、ハンカチ

サボテンのルーツと食について　春日井特産
のサボテンのルーツや育て方、その味を楽しむ

10/25(日)
10:00 ～ 12:00

と西部ふれあいセンター　講後藤奈保子　対
小学生とその保護者　定15組　教1組500円

スクラップブッキング体験講座　写真をいろ
いろな形にカットしたり、ステッカーをはった
りして素敵なアルバムの1ページを作る

10/29(木)
10:00 ～ 12:00

と味美ふれあいセンター　講稲生真弓　定15
人　受250円　教1000円　持写真6～ 8枚

ばるーんであそぼう！　細長い風船を使って
花や動物を作り、親子で楽しむ

10/31(土)
①10:00 ～ 10:45
②11:00 ～ 11:45

と南部ふれあいセンター　講岩月清美　対3歳
以上の未就学児とその保護者　定各15組　教1
組200円　持大きめの持ち帰り用の袋、上靴　

と…ところ 講…講師 対…対象 定…定員 受…受講料 教…教材費 持…持ち物

道風くんの着ぐるみができました道風くんの着ぐるみができました道風くんの着ぐるみができました道風くんの着ぐるみができました道風くんの着ぐるみができました

問い合わせ▶文化課（☎85－6079）

原作者・吉田有里さん（写真左）の感想原作者・吉田有里さん（写真左）の感想
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高齢者通院乗車券交付事業廃止のお知らせ
　市では、70歳以上の高齢者が医療機関へ通院す
る際の交通費の一部を支給するため、毎年度、前
期(4月から9月)・後期(10月から3月)に分けて年2回
乗車券を交付してきましたが、今年度の前期分の
交付をもって事業を終了します。まだ前期分の通
院乗車券の交付を受けていない人は、9月30日(水)
までに各地区の民生委員から交付を受けてくださ
い。
事業内容▶ 名鉄乗車券、ＪＲ東海バス回数券、シテ

ィバス回数券のうち1種類を交付
対 象▶ 市内に住所がある満70歳以上で、現在医

療機関に通院している人
申し込み▶ 印鑑、診察券、年齢を確認できるもの(健

康保険証など)を持って、本人が直接地
区の民生委員へ

使用期限▶ シティバス回数券は、10月1日(木)以降使
用できません。名鉄乗車券およびＪＲ東
海バス回数券は平成22年3月31日までに
使用してください(廃止されるＪＲ東海
バス路線を名鉄バスが運行しますが、そ
の路線に限りＪＲ東海バス回数券は引き
続き利用できます)

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6364)

9月10日は下水道の日
　｢下水道 地球を守る リサ
イクル｣を標語に掲げて、下
水道の日を含む1週間に下水
道の整備と普及促進を目指
し、全国一斉に啓発活動が展
開されます。
　安全で快適な生活環境の確
保、浸水被害の未然防止、河
川や海などの水質汚濁防止に
重要な役割を果たしている下水道のことをもっと
理解してもらうため、市でも、公共下水道のパネ
ルや排水設備の模型、雨水貯留タンクなどの展示
を行います。
と き▶ 9月7日(月) ～ 11日(金)午前9時～午後5時

(最終日は正午まで)
ところ▶ 市役所市民ホール
問い合わせ▶ 企画経営課(☎85－6406)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 9月16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)

節目年齢の人に敬老金を贈呈します
　敬老金対象者に地域
の民生委員(数え100歳
は健康福祉部職員)が9
月7日(月)から21日(祝)
の間に自宅を訪問して
敬老金を渡します。

節目年齢(対象者) 金額
満80歳(昭和4年1月1日から同年12月31日ま
でに生まれた人) 5000円

米寿(数え88歳)〈大正11年1月1日から同年
12月31日までに生まれた人〉 1万円

数え100歳(明治43年1月1日から同年12月
31日までに生まれた人) 1万円

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6176)

9／23（祝）

※当日は、潮見坂平和公園管理事務所（平和公園第1バス停前）で墓参
用の花、線香を販売します。
問い合わせ▶潮見坂平和公園管理事務所（☎84－4444）

潮見坂平和公園墓参バス時刻表

行　　　　 き 帰　　　　 りバ ス 停
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「スイスイ」
（下水道マスコットキャラクター）
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ポリオ(小児マヒ)ワクチン接種のお知らせ
　8月末ごろ対象者に｢ポリオ予防接種のご案内｣
を郵送しました。接種の案内が届いていない場合
でも、対象となるときはほかの予防接種との間隔
が空けば接種可能です。　※会場などについては
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/iryo/
yobou/yobousessyu_list/polio.html
接種期間▶ 9月10日(木) ～ 10月20日(火)
受付時間▶ 午後2時～ 2時50分
対 象▶ 3か月以上7歳6か月未満で2回投与が完了

していない乳幼児
持ち物▶ ポリオ予防接種のご案内、母子健康手帳
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6168)

環境審議会の公開
と き▶ 9月18日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 9月4日(金)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

差し押さえ不動産の公売
と き▶ 9月29日(火)午後1時30分～ 2時
ところ▶ 市役所304・305会議室
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6657)　※市税完納などに

より中止になる場合あり

病後児保育委託医療機関が増えます
　保育所などに通所中の児童が、病気の回復期で
集団保育が困難な場合、一時的に預かる病後児保
育委託医療機関が、10月から1院増えます。
委託医療機関▶くまい医院(妙慶町148－1、☎36

－2226)、片山こどもクリニック(白山町8

－2－6、☎090－1627－4122)、〈新設〉か
めざわクリニック(東野町10－12－2、☎
56－5050)

対象・定員▶ 市内在住のおおむね6か月～小学3年生・
各医療機関につき1日4人

利用時間▶ 午前8時30分～午後5時(土曜日は1時まで)
※日曜日、祝休日、年末年始は利用でき
ません

利用料(1日)▶2000円(食事・おやつ代などは実費)
 ※生活保護法による被保護世帯や市民税

非課税世帯は無料、それ以外の所得税非
課税世帯は1000円

申し込み▶ 原則、事前に委託医療機関で登録を行い、
利用日の前日までに、直接利用する医療
機関へ

問い合わせ▶ 保育課(☎85－6202)

特定健診
とき・ところ▶○10月21日(水)・保健センター、

午前9時～ 10時30分受け付け○10月23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▶ 9月25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

９月からドクターカーが走ります！９月からドクターカーが走ります！
市では、市内北東部で発生した緊急性が高いと判断した事案に限り、岐阜県立多治見病院のドクターカ
ーの出場を要請する協定を結び、9月1日(火)から運用を始めます。

ドクターカーとは…
　医師が事故現場や急病患者のもとに直接駆け付ける時に緊急車両と
して使用する車で、無線機やサイレン、拡声機などを搭載しており、
簡単な手術用具や20種類以上の薬剤を積み込み、初期治療を行います。
どんなときに出場するの？
　119番通報時に重症と判断される場合や、現場で救出するのに時間
を要する場合など迅速・適切な医療処置が必要なときに出場します。

問い合わせ▶消防総務課（☎85－6374）
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子育て広場
と き▶ 9月4日～ 12月18日の金曜日(10月30日、

11月6日を除く)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 体操や手遊び、おもちゃ作り、季節の行

事など
対 象▶ 市内在住の未就園児とその保護者
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

昼コン｢二十本一色一呼吸｣
と き▶ 9月5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▶ 末永温子(ピアノ)、柘植みなみ(ピアノ)
曲 目▶ サンサーンス｢動物の謝肉祭｣、ブラーム

ス｢ハンガリー舞曲集より｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

わくわく工作ランド
と き▶ 9月12日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 遊べるおもちゃを作る
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)
協 力▶ チルドレン

子どもの部屋
と き▶ 9月12日(土)午前10時30分～ 11時30分
内 容▶ ブラックパネルシアターや紙芝居などを

楽しむ
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▶中央公民館(☎33－1111)
協 力▶ グループ｢ゆう｣

アトリウムの祭典｢アトの秋祭り｣
と き▶ 9月12日(土)午前11時から、9月13日(日)午

前10時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 市内外で活動するグループによる、合唱

やギター、オカリナなどの発表会
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

わくわく！ふれあいワールド
と き▶ 9月13日(日)午前10時～ 12時
内 容▶ フィリピンで流行しているポピュラーソ

ングや懐かしいラブソング、フォークソ
ングなどを楽しむ

対象・定員▶ 市内在住・在勤で中学生以上の人・20人
(先着順)

ところ・申し込み▶9月1日(火) ～ 6日(日)に、ささ
え愛センター内国際交流ルーム(☎85－
6606)へ

館蔵品展｢近代書道の黎明｣
と き▶ 9月18日(金) ～ 11月8

日(日)午前9時～午後
4時30分

内 容▶ 幕末から明治・大正
期の近代書道の黎明
(れいめい)期に活躍
した書家の作品展示

観覧料▶ 一 般100円、高校・
大学生50円

展示品解説
学芸員が初心者向けに展示品
の解説をします。
と き▶ 9月27日(日)・10月25

日(日)午前10時30分
～ 11時、午後2時～
2時30分

ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

日下部鳴鶴

市民環境フォーラム
　身近な環境問題について子どもたちが楽しく理
解できる実験を、実験ecoパフォーマーのらんま
先生がオリジナル教材を使いながら行います。
と き▶ 9月19日(土)午後1時30分～ 3時
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ ○環境実験｢ecoパフォーマンスショー ｣

・らんま先生○かすがい環境賞表彰など
定 員▶ 250人(先着順)　※整理券が必要
入場整理券▶ 9月4日(金)から、環境政策課、市役所情

報コーナー、レディヤンかすがい、坂下
出張所、東部市民センター、各ふれあい
センターで配布

問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6216)

渡れそう
今なら行けるは
もう危険
交通安全スローガン
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市民射撃競技大会
と き▶ 9月20日(日)午前8時30分～午後3時
ところ▶ 白川射撃場(岐阜県加茂郡白川町)
種 目▶ トラップ射撃競技、スキート射撃競技
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で資格を持ってい

る人・60人(先着順)
費 用▶ 参加料1種目4500円2種目7500円　※昼食

付き
持ち物▶ 銃砲所持許可証、火薬譲受許可証、散弾

銃
申し込み▶ 当日午前8時30分～ 10時に、会場で
問い合わせ▶ 市射撃協会・長谷川(☎090－3556－2608)

動物愛護パネル展
　9月20日～ 26日は動物愛護週間です。この週間
に併せて、県動物保護管理センター尾張支所の協
力で｢動物愛護パネル展｣を開催し、指導員による
｢愛犬のしつけ相談｣(予約制)などを行います。
と き▶ 9月24日(木) ～ 25日(金)午前10時～午後3

時(正午～午後1時を除く)
ところ▶ 市役所市民ホール
指導員▶ 県動物愛護指導員
相談定員▶ 1日8家族(先着順)
申し込み▶ 9月4日(金)から、環境保全課(☎85－6279)

へ

秋の芸能祭
と き▶ 9月27日(日)午前10時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 舞踊・琴・民謡・大正琴・太鼓・ギター

・社交ダンスなど文化協会加盟団体によ
る芸能発表会

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)
主 催▶ 市文化協会

散策マップラリー
と き▶ 10月3日(土)午後2時～ 4時(雨天中止)
内 容▶ 社会福祉協議会法人設立30周年記念のウ

オークラリー
対象・定員▶ 市内の幼児から小学生までを含む家族・

50組(先着順)
ところ・申し込み▶9月10日(木)午前9時から、直

接か電話で、福祉の里レインボープラザ
(☎88－7007)へ

市こども相撲大会
と き▶ 10月4日(日)午前9時から
競技方法▶ 学年(男・女)別トーナメント方式
対 象▶ 市内在住か在学の小中学生　※保護者同

伴
持ち物▶ 競技のできる服装　※爪は短く切ること
ところ・申し込み▶9月30日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、住所、氏名(ふりがな)、
性別、学校名と学年、保護者の氏名、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▶ 市相撲連盟・加藤(☎080－2622－9359)

新人戦卓球大会
と き▶ 10月4日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 男子・女子シングルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、9月16日(水)ま

でに今年度の連盟登録をした人〈連盟主
催の大会(一万人・市民卓球大会は除く)
で過去に優勝した人は出場不可〉　※中
学生以下は責任者同伴

費 用▶ 参加料500円(高校生300円、中学生以下
200円)

持ち物▶ ゼッケン
ところ・申し込み▶9月16日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、住所、氏名、年
齢、電話番号を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

市民弓道大会
と き▶ 10月18日(日)午前9時～午後4時
種 目▶ 一般・高校の部…個人・団体戦(1チーム

3人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、高校生以上の

人
費 用▶ 参加料(1人)100円
持ち物▶ 弓道具
ところ・申し込み▶9月26日(土)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、全員の住所・氏
名・年齢・電話番号・段位か称号を書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体
育館へ

問い合わせ▶ 市弓道協会・影山(☎31－5748)

親子のふれあい消防体験
と き▶ 10月24日(土)午前8時30分～正午
ところ▶ 篠木消防訓練場(篠木町8)　※雨天時は

消防署にて実施
内 容▶ ○標的をいち早く倒せ！ホースを延ばし

て放水体験○逃げ遅れを助けろ！中に子
どもがいるぞ！○いろいろ使えるロープ
の結び方など

対象・定員▶ 市内在住・在学の小学校4～ 6年生の児
童とその保護者(2人1組)・30組(抽選)

申し込み▶ 9月30日(水)〈必着〉までに、はがきに住
所・親子の氏名・年齢・性別・電話番号
を書いて〒486－8686春日井市消防本部
予防課(☎85－6383)へ
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児童虐待防止シンポジウム
　児童虐待を未然に防ぐた
め、子育てに優しい地域社会
づくりを参加者と共に考えま
す。
と き▶ 11月1日(日)午後2時

から(1時30分開場)
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 基調講演｢生きる力｣

中島啓江、パネルデ
ィスカッション○コ
ーディネーター…中
村昌秀○パネリスト…長岡京市主任児童
委員・三代潤子、県職員、市長・伊藤太

定 員▶ 480人(車いす席2)〈抽選〉
申し込み▶ 9月16日(水)〈必着〉までに、はがきか電

話、ファクス、Ｅメールに催し名、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、参加
人数、託児希望者は｢託児希望｣を書いて、
〒486－8686春日井市役所子ども政策課
(☎85－6229、ＦＡＸ85－3786、Ｅメー
ルkodomo@city.kasugai.lg.jp)へ

グリーンピアギャラリー展示作品
と き▶ 平成21年度後期(10月～ 3月)のうち1か月

間展示(2月は除く)
内 容▶ 植物などに関する絵画や写真などの展示

※四つ切りサイズで15枚ほど(月の途中
で作品の入れ替えも可)展示可

申し込み▶ 9月11日(金)〈必着〉までに、往復はがき
に希望月、ジャンル、住所、氏名、電話
番号を書いて、〒487－0001細野町3249
－1、グリーンピア春日井(☎92－8711)へ
※申し込み者多数の場合は調整

学校給食会職員
採 用▶ 平成22年4月1日
職 種▶ ①事務職②栄養士
対象・人員▶ ①昭和38年4月2日以降に生まれた人・1

人程度②昭和38年4月2日以降に生まれ、
管理栄養士免許を取得している人・2人
程度

給 与▶ 大卒約17万2200円、短大卒約14万9800円、
高卒約14万100円　※給料は、平成21年
4月1日現在の月額で、今後変動すること
があります。なお、年齢・経験年数によ
り加算があります。給料のほか、扶養、
住居、通勤、期末・勤勉手当などを条件
に応じて支給

試 験▶ ○第1次…10月4日(日)午前9時から総合
体育館で適性試験、教養試験○第2次…
11月中旬に作文試験、面接を予定

申し込み▶ 郵送の場合は、9月18日(金)〈消印有効〉
までに、直接の場合は、9月25日(金)まで
の執務時間中に、受験申込書(学校給食
センター、市学校給食会ホームページに
用意)に記入して、栄養士は管理栄養士
免許証か管理栄養士登録証の写しを添付
して、〒486－0909四ツ家町字二ツ杁127
学校給食センター内、市学校給食会(☎
32－9400)へ

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

踊りに行くぜ！！ダンスワークショップ
と き▶ 10月4日(日)、6日(火)、8日(木)〈3回〉午後

5時30分～ 9時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 10月9日(金)の｢踊りに行くぜ！！ ｣で披

露するダンス作品を作るワークショップ
講 師▶ 山田珠実
対象・定員▶ 10月9日(金)午後6時30分からの本番に出

演でき、踊りたい人・35人(先着順)
※ダンス経験は不問

申し込み▶ 9月23日(祝)〈必着〉までに、はがきかフ
ァクス、Ｅメールに名前、住所、電話
番号、年齢を書いて、〒486－0844鳥居
松町5－44、かすがい市民文化財団(☎
85－6868、ＦＡＸ82－0213、Ｅメール
butai@lib.city.kasugai.aichi.jp)へ

子どもの家の指定管理者
　神屋小学校、篠原小学校に新しく設置する子ど
もの家の管理運営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▶ 神屋子どもの家、篠原子どもの家
施設概要▶ 育成室など
指定の期間▶ 平成22年4月1日～平成27年3月31日
業務概要▶ 放課後児童健全育成事業の実施や利用の

許可、利用料金などの収受、施設の維持
管理など　※管理業務の範囲や基準など
についての詳細は、条例および規則に規
定されています

募集要領▶ 9月1日(火)から、子ども政策課、市ホー
ムページで配布

 ホームページ　ht tp : / /www . c i t y .
k a s u g a i . l g . j p / k o d om o / o t h e r /
shiteikanri.html

申し込み▶ 9月30日(水)までに、子ども政策課(☎85
－6206)へ

中島啓江



19広報春日井9月1日号

内々神社のすみれ塚で投句しよう！
　内々神社(内津町)に備え付けの用紙に記載(1枚
1作品)して、境内にある投句ポストに投函してく
ださい。応募作品は自作、未発表のものに限りま
す。　※応募作品の中から優秀作品を選出し発表
します
応募期間▶ 11月20日(金)まで
応募部門▶ ○短歌…一般の部(高校生以上)、児童

・生徒の部○俳句…一般の部(高校生以
上)、児童・生徒の部

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

児童センター　☎87－6866
幼児のびのび教室～楽しい親子遊び
と き▶ 10月14日・21日・28日、11月11日・25日

の水曜日(5回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ チルドレン
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600円、材料費200円
申し込み▶ 9月14日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に教室名、住所、親子の氏名(ふり
がな)、子どもの生年月日、電話番号を
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

知多公民館　☎32－8988
花器づくりと一輪の花～身近にある物で花器を作
り、花を生けて楽しむ
と き▶ 9月24日(木)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 火・水・土の会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
持ち物▶ 開いていない牛乳パック1個、和紙か包

装紙(Ａ4サイズ)、のり、はさみ
季節の和菓子｢栗きんとん｣を作る～ほっくりとし
た味わいのくりきんとんの作り方を学ぶ
と き▶ 10月3日(土)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 渡辺平八郎
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費600円
持ち物▶ エプロン、手ふきタオル、持ち帰り用の

容器
持ち込みパソコン講座(初級)
と き▶ 10月の毎週水曜日(4回)午前9時30分～ 11

時30分
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で、キーボード操

作ができる人・20人(抽選)

費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズビスタまたはⅩＰ対応パソ

コン
 
申し込み▶ ｢花器づくり｣は9月4日(金)から電話で、

｢栗きんとん｣は9月20日(日)〈必着〉まで
に、｢持ち込みパソコン講座｣は9月25日
(金)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)
に、講座名、住所、氏名、年齢、電話番
号を書いて、〒486－0947知多町4－64－
1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
落ち葉のたい肥づくり～庭木の落ち葉を使ったた
い肥の作り方を学ぶ
と き▶ 9月26日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 広川雄三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24名(先着順)
申し込み▶ 9月4日(金)から、電話で

南部ふれあいセンター　☎85－7878
ダンボール箱による生ごみ堆肥化～ダンボールコ
ンポストを作ってみよう
と き▶ 9月19日(土)午前10時～正午
講 師▶ 広川雄三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 教材費200円
持ち物▶ 30cm×40cm×20cm以上のダンボール

(組立て前のもの)
申し込み▶ 9月4日(金)から、直接か電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
環境講座｢ぼかしつくり｣～生ゴミをたい肥にす
るぼかしを作る
と き▶ 9月25日(金)午前10時～ 11時
講 師▶ 市婦人会協議会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(抽選)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
申し込み▶ 9月10日(木)〈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、〒486－0844鳥居松
町2－247へ

交通対策課　☎85－6052
車の整備点検教室～実際に車に触れて日常的な自
動車整備点検を学ぶ
と き▶ 9月30日(水)午前9時30分～正午
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 自動車整備振興会春日井支部
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、普通自動車運転免許

を取得している人・50人(先着順)
申し込み▶ 9月4日(金)から、電話で
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鷹来公民館　☎84－7071
中部大学連携講座（6回）～充実した熟年時代を
過ごすための「心・技・体・食」

時 間▶ 午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、原則すべて受講でき

る人・40人(先着順)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 上靴(9月26日のみ)

アップルパイ作り～1人1つのアップルパイを作
る
と き▶ 10月2日(金)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人
持ち物▶ めん棒(ある人)、エプロン、ふきん2枚、

10cm×20㎝の持ち帰り用の容器
費 用▶ 受講料250円、教材費1200円
日本書紀｢大化の改新｣(二)
と き▶ 10月～ 3月の第2水曜日(6回)午前10時～

11時30分
講 師▶ いのぐち泰子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ ワイド版岩波文庫｢日本書紀(四)｣(ない人

は1680円で購入可)
 
申し込み▶ ｢アップルパイ作り｣は9月3日(木)から、

｢中部大学連携講座｣は9月8日(火)から電
話で、｢日本書紀｣は9月11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、｢日
本書紀｣の本の購入希望者は｢購入希望｣
とを書いて、〒486－0809町屋町3610－1
へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～外之原からうぐい川に沿
って玉野園地まで歩く
と き▶ 9月26日(土)午前9時30分～午後4時

※雨天時は、午前中研修室で講義
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
おしゃれ園芸教室～額縁風器材に植える目新しい
楽しみ方
と き▶ 10月12日(祝)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 坂梨一郎
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用はさみ、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢みろくの森自然観察会｣は9月4日(金)か

ら電話で、｢おしゃれ園芸教室｣は9月18
日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)
に教室名、住所、氏名(ふりがな)、電話
番号を書いて、〒487－0001細野町3249
－1へ

ハーモニー春日井　☎88－0677
複音ハーモニカ初級入門講座
と き▶ 10月4日～ 12月13日の日曜日(11月8日を

除く10回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 福森提次
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ 複音ハーモニカ(21穴)〈ない人は約5000

円で購入可〉
申し込み▶ 9月15日(火)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、複音ハーモニカの購入希望者
は｢購入希望｣と書いて〒480－0302西尾
町392へ

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ⑤｢ススキをみよう・だんごを
つくろう｣～月見の季節の自然を観察し、団子を
作って親子で秋の行事を楽しむ
と き▶ 10月2日(金)午前10時～正午
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)250円
申し込み▶ 9月10日(木)〈必着〉までに、往復はがき

かＥメールに講座名、住所、親子の氏名
(ふりがな)・年齢・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

月日 テーマ 講師

9/26(土)

誰にでもできる!! レクリエ
ーションスポーツで生活を
楽しもう! ‒フライングデ
ィスクのルールと実技‒

健康科学教室教授
・手塚麻美

10/3(土) 認知症の知識と予防的対処 生命健康科学研究
所教授・杉村公也

10/24(土) 熟年夫婦のコミュニケーション ‒転ばぬ先の思いやり‒

エクステンション
センター講師・山
本律江

11/14(土) とっさの時の介護術 
‒介護

のいろは‒
生命健康科学部教
授・西尾和子

11/28(土) 日常生活におけるより良い体の使い方

生命健康科学研究
所准教授・宮下浩
二

12/12(土) 長寿を支える和食は古典バイオの傑作
応用生物学部教授
・柴井博四郎
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ささえ愛センター　☎56－1943
ささえ愛センター発｢カエル
65大学｣～座談会｢元気なま
ちづくり～今、もっとも元気
なまち・勝川誕生の秘訣(ひ
けつ)とは｣
と き▶ 9月24日(木)午後6時

30分から
参加者▶ ○コーディネーター

…ＮＰＯ法人岡崎まち育てセンター・り
た事務局長代理・三矢勝司○スピーカー
…商店街連合会副会長・水野隆

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・80人(先着順)
費 用▶ 資料代など100円
市民活動初歩講座～自分に合った市民活動を探し
てみませんか
とき・ところ▶○セミナー (自由参加)…10月3日

(土)午後2時30分から・レディヤンかすが
い○活動体験期間…10月17日(土) ～ 11月
23日(祝)・体験先

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
 
申し込み▶ ｢カエル65大学｣は9月18日(金)までに電

話で、｢市民活動初歩講座｣は9月1日(火)
～ 10月31日(土)に電話かファクス、Ｅメ
ールに住所、氏名、年齢、電話番号、フ
ァクス番号かＥメールアドレスを書い
て、ＦＡＸ56－4319、Ｅメールsasae－
i@city.kasugai.lg.jpへ

 ホームページ　http://kasugai.genki
365.net/

中央公民館　☎33－1111
手打ちそば講習会
と き▶ ①9月19日(土)②9月26日(土)午前10時～

正午
講 師▶ 日本手打ちそば保存会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費650円
持ち物▶ エプロン、タオル、ふきん、持ち帰り用

の容器(ふた付き)
季節の和菓子作り～くりきんとんを作る
と き▶ 9月24日(木)午前10時～正午
講 師▶ 勝野喜八郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・36人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費700円
持ち物▶ エプロン、ふきん
ブローチ作り講習会～家庭で眠っているハンカチ
で、素敵なブローチを作る
と き▶ 9月26日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)

費 用▶ 受講料250円、教材費500円
持ち物▶ ハンカチ、はさみ、木工用接着剤、ピン

セット、30cm定規
 
申し込み▶ いずれも9月13日(日)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名(｢手打ちそば
講習会｣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

健康増進課　☎85－6166
女性だから知っておきたいおっぱいのこと～講演
と映画｢Ｍayuまゆ－ココロの星－｣から乳がん
の早期発見の大切さを知る
と き▶ 10月4日(日)午後1時～ 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 医師・古田美保
定員・対象▶ 市内在住か在勤、在学の人・160人(抽選)
申し込み▶ 9月11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)、電話番号を書いて、〒486－
8686春日井市役所健康増進課、Ｅメール
kenko@city.kasugai.lg.jpへ

児童センター　☎87－6866
モリコロパークで遊ぼう！サツキとメイの家に行
くよ
と き▶ 10月3日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 県児童総合センター〈モリコロパーク内

(愛知郡長久手町)〉　※児童センターの
福祉バスを利用

対象・定員▶ 市内在住の小中学生・25人(抽選)
費 用▶ 参加費600円
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 9月14日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、電話番号、氏名
(ふりがな)、学校名、学年、保護者名を
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61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｢カローリング講
座｣
と き▶ 9月16日・30日、10月14日、11月11日・25日、

12月2日・16日、平成22年1月6日の水曜
日(8回)午後7時～ 9時

講 師▶ 日本カローリング協会指導員
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▶ 9月4日(金)から、電話かファクス(☎84－

2611、ＦＡＸ84－3005)で
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
転倒骨折予防教室～正しい姿勢と歩き方を身に付
けよう
と き▶ 9月9日(水)午前10時30分～正午
ところ▶ 中切町公民館
講 師▶ 稲田有己子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 第三介護地域包括支援センター (☎56－

8611)へ
明るい気分で外に出よう！～音楽で心も身体もリ
ラックス
と き▶ 9月12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▶ 音楽療法士・須崎弘子
定 員▶ 40名(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井(☎32－1117)へ
転倒骨折予防(自宅でできる簡単な体操)について
と き▶ 9月16日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑
講 師▶ 理学療法士・内海基至
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ
認知症予防～そろばんパチパチ、指先使って脳ト
レしよう
と き▶ 9月23日(祝)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 小林義美
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

総合福祉センター　☎84－3611
元気パワーアップ運動講座～軽運動でリフレッシ
ュ
と き▶ 10月2日～ 23日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・30人(抽選)
費 用▶ 受講料520円　※身体障がい者は無料。

初回受け付けのときに障がい手帳の提示
が必要

手とり足とりパソコン講座(聴覚障がい者本人と
保護者編)～手話通訳者を介してパソコンの基本
操作を学ぶ
と き▶ 10月4日・11日・25日、11月29日の日曜日(4

回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
定 員▶ 市内在住の聴覚障がい者とその保護者

(保護者のみは不可)・10組(抽選)
 
申し込み▶ いずれも9月14日(月)〈必着〉までに、｢元

気パワーアップ｣は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、｢手とり足と
りパソコン｣は直接かファクスに住所、
氏名、年齢、電話番号、障がいの程度
を書いて、〒486－0857浅山町1－2－61、
ＦＡＸ84－3933へ　

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
楽しい！ボールエクササイズ教室～大きなボール
を使って楽しく体を動かす
と き▶ 10月1日～ 22日の毎週木曜日(4回)午前9

時30分～ 10時30分
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
親子スキンシップ教室～親子で楽しく体を動かす
と き▶ 10月1日～ 22日の毎週木曜日(4回)午前11

時～正午
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住か在園の平成18年4月2日～ 19

年4月1日生まれの幼児とその保護者(2人
1組)・30組(抽選)

足心ヨーガ健康教室～足心ヨガで心と身体を癒や
す
と き▶ 10月1日～ 11月5日の毎週木曜日(6回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 井坂津矢子、春見重美
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(抽選)
 
申し込み▶ いずれも9月15日(火)〈必着〉までに、往

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

介護保険課　☎85－6187
介護予防体操｢かすがいいきいき体操｣指導者養成
講座
と き▶ 9月28日～ 11月2日の月曜日(10月12日を

除く5回)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住で、介護予防体操｢かすがいい

きいき体操｣を地域で普及啓発するため
にボランティアとして活動できる人・30
人(先着順)

持ち物▶ 運動靴
申し込み▶ 9月4日(金)から、電話で
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定額給付金、子育て応援特別手当の申請期限は
9月24日(木)〈消印有効〉
です。
期限まで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)

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▶ 10月10日(土)午前9時～正午
ところ▶ 鷹来公民館
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▶ 9月3日(木)から、電話で

市体育協会の講座
硬式テニス初級者教室
と き▶ 9月26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▶ 9月19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)

10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)　

※木曜日午後6時30分からのヨガは1日の
み休講。13日(火)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

ダイナ
ミック
エアロ

スタン
ダード
エアロ

はじめ
てエア
ロ

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

ヨガ

20：00
～

21：00

スタン
ダード
エアロ

ダイナ
ミック
エアロ

ソフト
エアロ

ヒップ
ホップ

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▶ 10月8日～ 29日の毎

週木曜日(4回)午前10
時～ 11時30分

ところ▶ 味美ふれあいセンタ
ー

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢
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▶ 10月2日～ 23日の毎週金曜日(4回)午後6

時30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
小学生の球技入門(テニス) ～短いラケットを使
用してボールを打つなど、基本的な動作を学ぶ
と き▶ 10月の毎週水曜日(4回)①午後5時30分～

6時30分②午後7時～ 8時
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
すこやか幼児体操(①年長②年少) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 10月17日～ 11月14日の土曜日(7日を除く

4回)①午前9時30分～ 10時30分②午前10
時45分～ 11時45分

対象・定員▶ 市内在住か在園の①平成15年4月2日～
16年4月1日②平成17年4月2日～ 18年4月
1日に生まれた幼児・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9月4日(金)午

前9時から電話で、それ以外は9月15日
(火)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
つき1枚のみ)に教室名(「小学生の球技
入門」と「すこやか幼児体操」は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、勤務先か園
名、学校名を書いて、〒486－0804鷹来
町4196－3へ
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サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ストレッチ教室(肩こり予防・解消編) ～リ
ラックスして、心身ともに疲労の回復を促す
と き▶ 9月10日(木)午後1時10分～ 1時50分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料300円　※別途、プール利用券の

購入が必要
水中ウオーキング教室(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▶ 9月11日(金)午後1時～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料300円　※別途、プール利用券の

購入が必要
水中運動～運動不足の解消を目指す
と き▶ 10月の木曜日(22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
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▶ 10月の木曜日(22日を除く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
クロールを覚えよう～泳ぎの基本をマスターする
と き▶ ①10月の火・木曜日(13日を除く8回)午後

5時～ 6時②10月の火・木曜日(13日を除
く8回)午後6時15分～ 7時15分③10月2日
～ 28日の毎週水・金曜日(8回)午後5時～
6時

対象・定員▶ 市内在住の小学生・各35人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
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▶ 10月2日～ 11月20日の毎週金曜日(8回)午

後4時～ 4時45分
対象・定員▶ 平成15年4月2日～ 18年4月1日に生まれ

た幼児と保護者(幼児1人につき、保護者
1人必要)・30組(抽選)

費 用▶ 受講料5000円
平泳ぎを覚えよう～平泳ぎの基本をマスターする
と き▶ 10月2日～ 28日の毎週水・金曜日(8回)午

後6時15分～ 7時15分
対象・定員▶ 市内在住のクロールで25m以上泳げる小

学生・20人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円

アクアビクス～水の抵抗を大きく受ける動きを取
り入れた運動量の多い水中エアロビクス
と き▶ 10月の金曜日(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・60人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
パワーアクア～浮力のないダンベルを使い、引き
締め効果と運動量の多い水中エアロビクス
と き▶ 10月の金曜日(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・55人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
3か月集中スペシャルダイエット教室～個別カウ
ンセリングと、運動指導を受けて3か月間で減量
する
と き▶ ①10月8日～ 12月10日の毎週木曜日(10

回)②10月9日～ 12月11日の毎週金曜日
(10回)午前9時～正午(2回目以降は30分程
度の個別指導を行う)

講 師▶ 健康運動指導士
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・各6人(抽選)
費 用▶ 受講料6000円　※別途、トレーニング室

使用料が必要、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▶ ｢水中ストレッチ教室｣と｢水中ウオーキ

ング教室｣は9月4日(金)午前9時から電話
で、それ以外は9月15日(火)〈必着〉まで
に、往復はがき(1教室につき1枚)に教室
名 (「クロールを覚えよう」と「3か月集中
スペシャルダイエット教室」は①②③の
別も)、住所、氏名(ふりがな)、年齢、学年、
電話番号、市内在住以外の人は勤務先か
学校名、園名を書いて、〒486－0804鷹
来町4286へ

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 9月3日(木) ～ 7日(月)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶平成元年9月2日までに生まれ、平

成21年6月1日までに春日井市に転入の届
け出をし、その日から登録基準日まで引
き続き住民基本台帳に記録されている人

登録基準日▶ 平成21年9月1日
登録日▶ 平成21年9月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)
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公立春日井小牧看護専門学校 学校祭
と き▶ 9月5日(土)午前9時30分～午後3時30分
内 容▶ ｢デトックス～からだの中からキレイに

なろう～ ｣をテーマとした展示や健康教
室、模擬店のほか、オープンキャンパス
やバザーを行う

ところ・問い合わせ▶公立春日井小牧看護専門学
校(八田町2、☎84－5611)

高齢者・障がい者の人権あんしん相談
　9月6日から12日までの一週間を全国一斉｢高齢
者・障がい者の人権あんしん相談｣強化週間とし
て、高齢者・障がい者の人権にかかわる悩み事、
心配事などの電話相談に応じます。相談内容の秘
密は固く守られますので、独りで悩まず、気軽に
相談してください。
と き▶ 9月7日(月) ～ 11日(金)午前8時30分～午後

7時、9月6日(日)・12日(土)午前10時～午
後5時

相談担当者▶ 人権擁護委員
相談専用電話▶☎052－952－8200(相談専用)
問い合わせ▶ 名古屋法務局人権擁護部〈☎052－952－

8111(内線1470)〉

認知症市民講座
と き▶ 9月12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▶ ｢地域での取り組み～認知症サポーター

養成講座｣地域包括支援センター職員
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)

あいち緑のカーテンコンテスト
対 象▶ 県内に｢緑のカーテン｣を設置している個

人または団体
募集部門▶ ○住宅部門○学校部門(小・中・高等学校)

○一般部門
表 彰▶ 平成21年10月ごろに各部門の優秀事例を

表彰
申し込み▶ 9月14日(月)〈必着〉までに、応募用紙に

必要事項を書いて、写真を添付して郵送
かＥメールで〒460－8501愛知県地球温
暖化対策室(☎052－954－6242、Ｅメー
ルondanka@pref.aichi.lg.jp)へ

 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/
0000025637.html

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 9月18日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢笑ってびっくり！マジックショーと口

腔ケアのお話｣・千々岩清心、春日井保
健所歯科衛生士

対象・定員▶ パーキンソン病や脊髄(せきずい)小脳変
性症などの神経系難病患者とその家族・
30人(先着順)

申し込み▶ 9月4日(金) ～ 16日(水)に、県春日井保健
所(☎31－2188)へ

認知症等普及啓発地域シンポジウム
と き▶ 10月10日(土)午後1時30分～ 3時45分
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 基調講演｢認知症になっても安心して暮

らせるまちづくり｣国立長寿医療センタ
ー包括診療部長・遠藤英俊、シンポジウ
ム｢認知症の理解と支援を広げるために｣

対象・定員▶ 認知症ケアに関心がある人・600人(先着
順)

申し込み▶ 9月30日(水)までに、県春日井保健所(☎
31－2188)へ

eco検定受験対策セミナー
　環境に対する幅広い知識を持ち、社会の中で率
先して環境問題に取り組む人づくりを目指す｢eco
検定｣に合格するために、環境問題の基本的な知
識や出題の傾向について、過去の試験問題を活用
しながら具体的に解説します。
と き▶ 11月1日(日)午前10時～午後5時(9時30分

受け付け)
ところ▶ 犬山国際観光センター (犬山市松本町)
費 用▶ 受講料5000円(公式テキスト、過去模擬

問題集は別途必要)
定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 10月22日(木)までに、春日井商工会議所

(☎81－4141)へ

2・3級福祉住環境コーディネーター検定
月 日▶ 11月22日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井(予定)
受験料▶ 2級6300円、3級4200円
申し込み▶ 9月8日(火) ～ 10月9日(金)〈土・日曜日、

祝休日を除く午前10時～午後6時〉に、検
定センター (☎03－3989－0777)へ　※ホ
ームページからも申し込み可

 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)



春日井水墨画協会展
とき▶9月8日（火）～13日（日）午前9時～午後5
時（最終日は4時まで）　ところ▶文化フォーラ
ム春日井　内容▶春日井水墨画協会加盟団体の
会員による作品の展示　問い合わせ▶小澤（☎
91－0159）
･･････････････････････････････････････････
春日井の豊かな自然環境を活用した子育てを体
験してみよう
とき▶9月10日（木）午前9時15分～午後1時30分
ところ▶細野キャンプ場周辺　対象▶1 ～ 6歳
の子どもと保護者　申し込み▶9月1日（火）～ 9
日（水）までに、Ｅメールに住所、氏名、子ど
もの年齢、電話番号を書いて、小林（Eメール
morinotankentai@yahoo.co.jp）へ　主催▶森の
たんけんたい
･･････････････････････････････････････････
春日井こどもまつり
とき▶9月27日（日）午前10時～午後3時　とこ
ろ▶中央公民館、儀田公園　内容▶手作り工作
や伝承遊び　費用▶参加料200円（3歳以上）　問
い合わせ▶第一そだち保育園（☎91－7356）
･･････････････････････････････････････････
韓国語講座
とき▶10月～平成22年9月の毎週金曜日午後7時
～ 9時　ところ▶春日井商工会議所　内容▶韓

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
9／1(火)～5(土) 写真展 フォトクラブ風写
9／6(日)～10(木) きり絵作品展 きり絵友遊会
9／11(金)～15(火) 絵手紙展 わかば会

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 9／2(水)～14(月) 愛ふれあい パート5 陽菜の会
鷹来公民館 (☎84－7071) 9／3(木)～16(水) うれしはずかし絵手紙展 夢見鳥の会

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
9／3(木)～30(水) 癒しの水墨画展 水墨画クラブ
9／3(木)～30(水) 折り紙作品展 村瀬昌平

グリーンピア春日井 (☎92－8711)
9／4(金)～6(日) 秋の山野草展 春日井山草会
9／11(金)～13(日) カンアオイと柄もの植物展 東海葵会

高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 9／10(木)～22(休) 水彩画作品展 ふれあい水彩画同好会
落合公園管理棟 (☎56－0414) 9／11(金)～18(金) 植物画展 植物画同好会(彩花)

国語の基礎を学ぶ　対象・定員▶市内在住の
人・30人（先着順）　費用▶受講料1か月4000円
（別途教材費が必要）　申し込み▶9月1日（火）
～ 30日（水）までに、韓国民団春日井支部（☎81
－4508）へ

※展示時間は各施設に問い合わせてください

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。
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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 （＋1275）

世帯数
30万7602人
12万4027世帯 （＋1625）

まちの動き

（71件）

（6人）

（6323件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

6件
914件

3人

平成21年8月1日現在　（　）内は前年同日比

平成21年7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

9／5

9／12

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

☎85－0077

☎84－1811

☎84－3060

☎82－2161

☎31－5252

☎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）

田代クリニック（鳥居松町4）

健康管理センター（柏原町5）

米本レディスクリニック（篠木町1）

山田産婦人科（柏井町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)または052－263－9909

9／6

9／13

在宅緊急医
外科

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6172）

若年層に急増中！子宮がん若年層に急増中！子宮がん
近年、子宮がんは20歳代の若年層に急増しています。早期発見のためにも正しい知識を身に付けて、
定期的に検診を受けましょう。

～9月はがん征圧月間です

　子宮がんは、がんのできる部
位によって頸（けい）がんと体が
んに分かれます。子宮がん全体
の約7割を占める子宮頸がんは、
性行為によるヒトパピローマウ
イルスの感染が主な原因とされ
ています。

「子宮がん」って、なに？

　｢自覚症状がないから大丈夫…｣
なんて思っていませんか？初期に
はほとんど自覚症状がないのが子
宮頸がんの特徴です。検診は、綿
棒などで子宮頸部の細胞をこすり
取るだけの簡単なもので、個人差
はありますが、ほとんど痛みはあ
りません。早期発見のためにも定
期的に検診を受けましょう。

早期がんなら治癒率100％

市では各種がん検診（胃・肺・大腸・子宮・乳・前立腺）
を実施しています。ぜひ受診しましょう。
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心
毎年、県内では１年に1500人もの人が自ら命を絶っています。あなた自身やあなたの周りの人に最近変化
はありませんか？倦怠（けんたい）感や無気力感が長く続くようであれば、それはうつ病かもしれません。
うつ病と自殺には深い関係があるといわれ、また、誰もがうつ病になる可能性を持っています。「まさか自
分が…」「あの人に限って…」といった先入観を捨てて、あなた自身の、そしてあなたの近くの人のサインを
見逃さないで。

自分で気付いたら
・早めに専門医（精神科医など）を受診してください。

周囲の人が気付いたら
・「調子が悪いの？」などと声を掛け、本人が話をしたら、真剣に耳を傾けてください。
・日常の仕事や家事が困難なようであれば、休養と治療を勧めてください。
・専門医（精神科医など）や相談窓口で相談するように勧め、できれば誰かが付き添ってください。
・本人が受診を拒否したら、本人が信頼している家族や友人、知人から受診を勧めるようにしてください。

メンタルヘルス相談…健康増進課（面接のみ予約制）〈☎85－6172〉
　　　　　　　　　…春日井保健所（☎31－2188）
認定産業医による健康相談…春日井・小牧地域産業保健センター（予約制）〈☎82－9900〉

９月１０日～１６日は
自殺予防週間です

のサイン見逃さないで、

相談窓口

・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・
私なんてどうでもいい…

あいつ、最近ずっと暗いんだよなー。

誰にも会いたくない…

最近体が痛い？だるい？怠け病だぞ。
ずっと食欲がない…

最近、あのコ、つきあい悪いと思わない？

何をやってもつまんない…

おい、最近ミスが多いぞ。たるんでるな。

最近 目がさえて眠れない…

あれ？メールしても最近返事がないな…
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