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文化財保護強調週間
　11月1日(日)から7日(土)まで
の1週間は文化財保護強調週
間です。市内には、国指定の
重要文化財である密蔵院多宝
塔を始め指定文化財が88件あ
ります。貴重な財産である
文化財をみんなで守りましょ
う。
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

文化財愛護
シンボルマーク

市地区赤十字大会
と き▶ 11月10日(火)午後1時30分から
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ○第1部…式典○第2部…講演｢村の健康

を支える赤十字地域保健ボランティア｣
日本赤十字社愛知県支部国際医療救援部
看護師・山之内千絵

問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

常任委員会
と き▶ ○文教経済委員会…11月11日(水)○厚生

委員会…11月12日(木)○建設委員会…11
月13日(金)○総務委員会…11月16日(月)
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へ。　※定員は5人(抽選)
問い合わせ▶ 議事課(☎85－6492)

図書館協議会の公開
と き▶ 11月13日(金)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▶ 図書館(☎85－6800)

都市計画審議会の公開
と き▶ 11月17日(火)午前10時30分から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 5人(抽選)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 11月18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)

図書館の新規利用者カードをリライト化
　図書館システムの変更に伴い11月1日(日)から
市内在住、在勤、在学の新規利用者を対象に、利
用者カードをリライトカードで発行します。レシ
ートが不要で貸し出し状況を繰り返し印字できる
エコカードです。　※従来の利用者カードは継続
して使えます
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

障がいの理解・啓発事業講演会
　思春期以降の発達障がいは、もともとの障がい
だけでなく、環境や人とのかかわりなどが原因で
二次障がいに至ることも少なくありません。基本
的な障がい特性の理解から一歩進め、この時期の
発達障がい児・者へのかかわり方を理解しましょ
う。
と き▶ 11月22日(日)午前10時～正午(9時30分開

場)
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢若者の発達障がいとの付き合い方～思

春期から青年期の発達障がいを理解する
～ ｣名古屋大学医学部附属病院医師・吉
川徹

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・80人(先着順)
申し込み▶ 11月18日(水)〈必着〉までに電話かＥメー

ルに催し名、氏名、住所、電話番号を書
いて、障がい福祉課(☎85－6213、Ｅメ
ールshogaifk@city.kasugai.lg.jp)へ

ワーク・ライフ・バランスセミナー
と き▶ 11月25日(水)午後1時30分～ 4時
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ 仕事と家庭の両立支援のためのワーク・

ライフ・バランスの推進についての企業
取り組み事例紹介やパネルディスカッシ
ョンを行う

定 員▶ 80人(先着順)
申し込み▶ 11月20日(金)までに、経済振興課(☎85－

6246)へ

日本赤十字社事業資金募集のお礼
　5月の赤十字社員増強月間には、各区・町内会
をはじめとする皆さんの協力で、目標を上回る5
万2821件、2672万8851円の納入がありました。ま
た、市内52法人から61万300円の納入がありまし
た。
　皆さまからいただいた資金は、日本赤十字社愛
知県支部に送金し、各種の事業に役立てられます。
協力ありがとうございました。
問い合わせ▶ 生活援護課内、日本赤十字社春日井市地

区(☎85－6191)
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親子で遊びの楽しさを体験しながら交通安全への意識を高めるため、交通児童遊園フェアを実施します。
楽しいイベントがたくさんありますので、ぜひ来園してください。

交通児童遊園フェア交通児童遊園フェア交通児童遊園フェア交通児童遊園フェア交通児童遊園フェア ～チャレンジ・ザ・遊び探検～チャレンジ・ザ・遊び探検～チャレンジ・ザ・遊び探検～チャレンジ・ザ・遊び探検～チャレンジ・ザ・遊び探検

と　き ▼ 11月7日(土)午前10時～午後3時
内　容 ▼○屋内…えみちゃんと歌ってあそぼう、絵巻「おむすびころりん」、模型

電車展示・運行、缶バッジ(写真持参)など○屋外…ツリーハウススライ
ダー、おもしろ自転車、はしご車・白バイ・パトカー試乗など

対　象 ▼幼児(保護者同伴) ～中学生
※当日、駐車場は利用できません。市役所から会場まで無料シャトルバス(午前9
時30分～ 11時30分、午後1時～ 3時の30分間隔)を運行しますので、市役所駐車場
を利用してください

問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

特定健診
とき・ところ▶○12月2日(水)・保健センター、午

前9時～ 10時30分受け付け○12月4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▶ 11月13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可

合併処理浄化槽の設置に補助
　合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、台所や洗
濯などの生活雑排水を処理することができ、単独
処理浄化槽よりも放流される汚れの量が少なく、
河川の水質浄化のためにも大変有効です。
内 容▶ 公共下水道の事業認可区域外で、専用住

宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を設
置する場合、単独処理浄化槽やくみ取り
便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合
に、予算の範囲内で先着順に補助金を交
付　※浄化槽設置後の申請や平成22年3
月15日(月)までに工事が完了しない場合
は除く。また、建築確認申請が必要な増
改築を伴う転換は、新設となります

補助金▶ ○新設…5人槽10万円以内、7人槽12万円
以内、10人槽15万円以内○単独処理浄化
槽からの転換…5人槽42万2000円以内、7
人槽50万4000円以内、10人槽63万8000円
以内○くみ取り便槽からの転換…5人槽
33万2000円以内、7人槽41万4000円以内、
10人槽54万8000円以内

申し込み▶ 環境保全課(☎85－6217)へ

市文化協会文化展
と き▶ 11月10日(火) ～ 15日(日)午前10時～午後

4時(最終日は3時)
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 美術、技芸、茶華道などの加盟団体と、

賛助会員(木彫)・特別出展〈県文連美術展
入賞者(絵画)〉による作品展　※午前10
時～午後3時には呈茶席(400円)もあり

問い合わせ▶ 市文化協会・犬飼(☎81－4990)

11月～12月の子ども劇場
と き▶ ①11月14日(土)②12月12日(土)午後1時30

分～ 2時30分
内 容▶ ①大型紙芝居｢てぶくろ｣、大型絵本｢月

曜日はなにたべる｣②大型紙芝居｢わらし
べ長者｣、巻き紙芝居｢三枚のお札｣、ペ
ープサート｢ポケモンの早口ことば｣
※いずれも腹話術、南京玉すだれなど

対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶鷹来公民館(☎84－7071)
協 力▶ おはなしの会、あずきまんま(12月のみ)、

ロゴス腹話術研究会
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農業祭では、生産者と消費者とが触れ合いながら、地元の農産物を購入できます。また、展示やバザー
など楽しい催しを用意していますので、誘い合わせて来てください。　※マイバッグを持参しましょう

生産者と消費者のふれあい生産者と消費者のふれあい

秋の農業祭秋の農業祭秋の農業祭秋の農業祭秋の農業祭
生産者と消費者のふれあい 月　日 ▼ 11月14日(土) ～ 15日(日)

ところ ▼ JA尾張中央春日井中央支店(八田町1)・
不二支店(松本町1)

催　　　し 14日（土） 15日（日）

春 日 井
中央支店

秋作農産品コンクール

出品受付 ▼春日井中央支店7：30
～ 8：30、高蔵寺・不
二支店8：00～ 8：30

審　　査 ▼13：00～

表　彰　式 ▼11：00～
出品物即売 ▼14：30～ 売り切れ

次第終了（整理券配布
は12：00～）

青空市（生産者団体や一般生産
農家による野菜などの即売） 10：00～ 16：00 10：00～ 15：00

ラーメンの試食・販売 10：00～ 16：00 ※試食は随時 10：00～ 15：00 ※試食は随時
五平もち・みたらしの販売 10：00～ 16：00 10：00～ 15：00
趣味の作品・盆栽・農機具など
の展示 10：00～ 16：00 10：00～ 15：00

バザー（日用雑貨などの販売） 10：30～売り切れ次第終了 10：30～売り切れ次第終了
果樹のせん定教室 － 10：00～ 11：00 申し込み不要。

直接会場へ不二支店 果樹のせん定教室 － 13：30～ 14：30

問い合わせ▶農政課(☎85－6236)

特別展｢写経の美｣
と き▶ 11月13日(金) ～ 29日(日)午前9時～午後4

時30分　※会期中は休館しません。展示
準備、片付けのため11月9日(月) ～ 12日
(木)・30日(月) ～ 12月3日(木)は臨時休館

内 容▶ 大聖武、隅寺心経、泉福寺経、愛知切、
良寛筆法華賛など奈良時代から江戸時代
の写経の名品を展示

観覧料▶ 一般500円、高校・大学生400円、小中学
生300円

講演会｢法華経の美～平安王朝の浄土思想～ ｣
と き▶ 11月15日(日)午後2時～ 3時30分
講 師▶ 道風記念館顧問・山本信吉
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

お楽しみ会
と き▶ 11月14日(土)午前10時～ 11時
内 容▶ 人形劇やパネルシアターを楽しむ
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▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)
協 力▶ 名古屋芸術大学子ども文化部

11月～12月のお話の部屋
と き▶ 11月15日(日)、12月20日(日)午後2時～2時

30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

フリーマーケット
と き▶ 11月15日(日)午前10時～午後3時
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※クリーンセンター駐車場の利
用可

社会福祉大会
と き▶ 11月16日(月)午前10時～正午
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ○社会福祉に尽力した功労者の顕彰○講

演｢新型インフルエンザをめぐる諸問題｣
中部大学教授・伊藤康彦

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6228)

スローゴルフ大会
と き▶ 11月21日(土)午後1時30分～ 3時
内 容▶ ゴルフのルールで輪投げを楽しむ
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(先着順)
ところ・申し込み▶11月4日(水)午前9時から、交

通児童遊園(☎81－1301)へ
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技術経営セミナー
と き▶ 11月19日(木)午後2時～ 4時30分
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ ○基調講演｢資本金2万円でもメーカー～

会社をやめますか、下請けをやめますか
～ ｣アルファ㈱代表取締役・堀富士夫○
講演｢アコースティック・エミッション
(ＡＥ)計測事業の概要について｣｢ＡＥ計
測事業の実践について｣(財)東海技術セ
ンター職員

対象・定員▶ 企業経営者および経営担当者など・30人
(先着順)

申し込み▶ 企業活動支援課(☎85－6247、Ｅメール
kigyo@city.kasugai.lg.jp)へ

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 11月22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)

なつかしの映画劇場
と き▶ 11月27日(金)午前10時～正午
題 目▶ ｢大阪物語｣
ところ・問い合わせ▶知多公民館(☎32－8988)

ダブルス団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 11月29日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 男子・女子ダブルス団体戦(1チーム4 ～

6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で11月11日(水)ま

でに今年度の連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1チーム)3000円、高校生以下1000

円
持ち物▶ ゼッケン、ユニフォーム
ところ・申し込み▶11月11日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、チーム名、参加者の氏
名(代表者に○を記入)・年齢、代表者の
住所・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)

市民綱引大会
と き▶ 11月29日(日)午前10時～午後3時　※受

け付けは午前9時から
種 目▶ 一般男子・女子、ジュニア(小学生・男

女混合可)の部　※各部体重制限なし
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の10人以内で構成

したチーム(監督・トレーナー各1人、選
手6人、交代選手2人)　※監督・トレー

ナーが競技に参加するときは選手として
登録。監督は成人であること

費 用▶ 参加料(1チーム)一般3000円、ジュニア
2000円

持ち物▶ 上靴
ところ・申し込み▶11月14(土)〈必着〉までに、所

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

問い合わせ▶ 市綱引連盟・川本(☎090－8324－3464)

冬のファミリーキャンプ
と き▶ 12月5日(土)午前10時30分～ 6日(日)正午
内 容▶ 家族で自然素材を使ったクリスマスリー

ス作りや冬の星座観察、もちつきなどの
活動を通じて、アウトドアを楽しむ

対象・定員▶ 小学生を含む家族・25組80人(抽選)
費 用▶ 参加料小学生以下2500円、大人3000円
ところ・申し込み▶11月19日(木)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、参加者全員の住所
・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

家族介護者交流会
と き▶ ①平成22年1月29日(金)②1月30日(土)③2

月2日(火)④2月3日(水)午前10時30分～午
後1時40分

ところ▶ ホテルプラザ勝川(松新町1)
内 容▶ アトラクション(落語・音楽鑑賞など)や

食事会、交流会で楽しいひとときを過ご
し、家族介護者同士の交流や情報交換を
する。個別相談会も実施　

対象・定員▶ 市内に住所があり、市の認定を受けた要
支援・要介護者を家庭(11月1日現在介護
保険施設などに入所入院していない)で
介護している家族・各日200人(抽選)　　
※同居・別居は不問。要支援・要介護者
1人に対して1人の応募に限る

申し込み▶ 11月30日(月)〈必着〉までに申込用紙(高
齢福祉課、市ホームページ、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、各地域包括支援セン
ターに用意)かはがきに氏名・住所・年
齢・電話番号、要支援・要介護者の氏名
・住所・被保険者番号・要介護状態区分、
希望日(第4希望まで)を記入して、〒486
－8686春日井市役所高齢福祉課(☎85－
6364)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/fukushi/kourei/koureisya/koryu.
html
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学習農園の受講生
　野菜を中心とした作物の栽培について、学識経
験者などの講義や農家・専門家などの指導により
知識や技術を身に付け、農業の担い手や農業を支
援する人を養成します。
と き▶ 平成22年1月～ 12月(32回)〈受講日は火

曜日の午前中2時間を予定〉
ところ▶ 大泉寺町字大池下地内、ＪＡ尾張中央春

日井中央支店(八田町1)
内 容▶ 講義とグループによる栽培実習　※栽培

実習が始まると、受講日以外にも実習場
所での作業があります

費 用▶ 受講料8000円　※傷害保険料、テキスト、
苗、肥料代などは実費徴収

対象・定員▶ 市内在住で、農業に関心があり、知識や
技術を習得したい人や農業を支援したい
人で、年間を通して活動できる人・25人
(抽選)

申し込み▶ 11月20日(金)〈必着〉までに、申込書(農
政課、市ホームページ、東部市民センタ
ー、各ふれあいセンターに用意)に記入
して、農政課(☎85－6236)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/sangyo/nougyo/gakusyunouen/
gakusyunouen.html

子どもの家の冬季限定利用者
と き▶ 12月24日(木) ～平成22年1月6日(水)午前8

時～午後7時〈日曜日、12月29日(火) ～平
成22年1月2日(土)は除く〉

ところ▶ ○白山(白山小学校隣☎33－5760)○八幡
(八幡小学校隣☎84－3493)○高森台(高
森山公園内☎91－5247)○石尾台(石尾台
小学校内☎91－5443)○味美(味美小学校
内☎34－2427)○東野(東野小学校内☎84
－7040)○岩成台(岩成台小学校内☎92－
7503)○大手(大手小学校内☎85－8823)○
小野(小野小学校敷地内☎83－2329)○松
原(松原小学校内☎83－2328)○松山(松山
小学校敷地内☎33－3125)○北城(北城小
学校敷地内☎83－2327)○高座(高座小学
校敷地内☎52－7588)○上条(上条小学校
敷地内☎56－7520)○鷹来(上町屋公会堂
北東☎85－5075)○山王(山王小学校敷地
内☎33－3885)○西山(西山小学校敷地内
☎84－8824)○西部(西部ふれあいセンタ
ー敷地内☎34－8457)○牛山(牛山小学校
内☎31－3570)　※上記以外の子どもの
家は、定員に達しているため募集なし。

ただし、通常の利用の申請または辞退に
より状況が変わることあり

対 象▶ 昼間、仕事などで週(月～土曜日)に4日以
上保護者が家庭にいない小学1～ 3年生
※小学1～ 3年生の利用を妨げない場合
に限り、4～ 6年生も対象

利用料金▶ 午後5時まで607円、6時まで1064円、7時
まで1368円　※同一世帯で同時に2人以
上利用する場合、2人目は半額、3人目以
降は無料。このほかにおやつ代607円、
教材費303円、傷害保険料(指定管理者に
問い合わせてください)が必要

募集人数▶ 各若干名
申し込み▶ 11月2日(月) ～ 14日(土)〈日曜日、祝日を

除く〉の午前11時30分～午後7時(土曜日
は午前8時～午後7時)に、募集する子ど
もの家へ(申し込み時に面接日時を調整)

指定管理者▶ 白山子どもの家はじめ17施設…市社会福
祉協議会(☎84－3241)、西部・牛山子ど
もの家…学童保育所イルカクラブ(☎34
－8457)

環境報告書(中間とりまとめ)に対する意見
　環境基本計画に示された環境目標に対する施策
や数値目標、重点的取り組みの進ちょく状況など
を取りまとめた環境報告書(中間とりまとめ)平成
21年版を作成しました。今後の環境施策の参考に
するため、この報告書に対する皆さんの意見を聞
かせてください。　※報告書は、環境政策課、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
館で見ることができます
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
kankyou/houkoku/index.html
提出先▶ 11月4日(水) ～ 12月3日(木)〈必着〉に、直

接か郵送、ファクス、Ｅメールに住所、
氏名を書いて、〒486－8686春日井市役
所環境政策課(☎85－6216、ＦＡＸ84－
8731、Ｅメールkansei@city.kasugai.lg.j
p)へ　※意見に対する個別の回答はしま
せん。内容については個人が特定されな
い形で原則として公表します

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
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（　　）12月
開講分講座　　　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！」

講師発掘・登用事業で講師に選ばれた皆さんが活躍する講座の受講者を募集します。ぜひ応募してくだ
さい。

対　象 ▼市内在住か在勤、在学の人
申し込み ▼いずれも11月16日(月)〈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、「初心者も作れるアニメーション講座」はパソコンの貸し出し希望の有無を書
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

「あなたにも書ける！」おしゃれな筆ペン葉
書講座　毛筆タイプの筆ペンを使って、額
に入れて飾れるおしゃれなはがきを作る

12/1(火)
13:30 ～ 15:30

と高蔵寺ふれあいセンター　講加納陽子　定
20人　受250円　教500円　持毛筆タイプの
筆ペン、はさみ、のり

ポーセラーツ講座　転写紙を使って白磁の
器に絵付けをし、オリジナル食器を作る

12/3(木)・17(木)
〈2回〉13:30 ～ 15:30

と味美ふれあいセンター　講糸魚川美どり　定
15人　受500円　教1300円　持はさみ

初心者も作れるアニメーション講座　パソ
コンを使ったアニメーション制作の基本技
術を学び、携帯電話の待ち受け画面などに
使えるアニメーションを作る

12/6(日)・13(日)
・20(日)〈3回〉
13:30 ～ 15:30

と坂下公民館　講ツジシンヤ　対高校生以上の
人　定10人　受750円　教300円　持ノート
パソコン(ない人には貸し出し可)

ベジタブルカービング入門講座　カービン
グナイフを使って、野菜に花や葉の細工を
する

12/8(火)
10:00 ～ 12:00

と坂下公民館　講源水朋子　定15人　受250
円　教350円　持果物ナイフ、エプロン、ハン
ドタオル、持ち帰り用のビニール袋・20cm四
方の容器、上靴

「ふるさと春日井学」講座　石碑に刻まれた
歴史を学び、歴史資産を生かした「まちづ
くり」を考える

12/12(土)
18:00 ～ 20:00

と鷹来公民館　講河地清　定50人　受250円
教100円

クリスマスの手作りパン教室　「ツリーパ
ン」とイタリアのクリスマス用のパン「パネ
トーネ」を作る

12/13(日)
10:00 ～ 12:00

と西部ふれあいセンター　講土居祐子　対小
学3年～中学生とその保護者　定12組　教1組
1000円　持エプロン、三角きん、手ふきタオル

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

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▶ 12月6日(日)午後1時～ 5時
ところ▶ レディヤンかすがい
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▶ 11月8日(日) ～ 22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

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢おちばでたきび｣
と き▶ 12月4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

大人の自然体験講座(自然観察・薪窯で陶芸・竹
炭焼き)～①陶芸作品作り、竹割り②作品と竹の
窯詰め③火入れ、窯たき
と き▶ ①12月12日(土)午前9時～ 13日(日)午後4

時②平成22年2月23日(火)午前9時～午後
4時③2月24日(水)午前9時～ 26日(金)午前
9時　※工程に合わせ随時日程の追加あ
り

対象・定員▶ 25人(抽選)
費 用▶ 参加費5000円(①の宿泊費・食費、材料

費含む)
 
申し込み▶ ｢あそびむしくらぶ｣は11月10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、
電話番号を、｢大人の自然体験講座｣は11
月20日(金)〈必着〉までに、往復はがきに
住所、氏名、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
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市民生活課　☎85－6616
出張生活展関連講座｢たまご再発見｣
と き▶ 12月2日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 市消費者グループなずなの会
定 員▶ 30人(先着順)
東海農政局｢消費者の部屋｣市民講座～農場から食
卓への食糧供給事情
と き▶ 12月9日(水)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 東海農政局職員
定 員▶ 20人(先着順)
 
申し込み▶ いずれも11月4日(水)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～みろく山から内津の山々
を歩く
と き▶ 11月15日(日)午前9時30分～午後4時　　

※雨天の場合は午前中のみ研修室で講義
講 師▶ 波多野茂
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 弁当、帽子
器を彩るドライフラワー教室
と き▶ 11月28日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 岩崎菅子
定 員▶ 15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも11月5日(木)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
クリスマスを飾る～グラスアートのインテリア
(写真立て)
と き▶ 12月2日(水)・9日(水)〈2回〉午前10時～正

午
講 師▶ 高石えりこ
対象・定員▶ 市内在住の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、材料費2100円
手打ちそばに挑戦
と き▶ 12月6日(日)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 日本手打ちそば保存会
対象・定員▶ 市内在住の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴
 
申し込み▶ いずれも11月15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)、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1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▶ 11月28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人(先着順)
申し込み▶ 11月4日(水)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
年賀状の書き方講座～心を伝える年賀状の書き方
を学ぶ
と き▶ 11月21日(土)、12月5日(土)〈2回〉午前9時

30分～ 11時30分
講 師▶ 津田濤鶴
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500円
持ち物▶ 筆ペン、ボールペンなど
申し込み▶ 11月4日(水)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
木版画年賀状作り～来年の干支(えと)などを題材
に、手刷りの年賀状を作る
と き▶ 11月22日(日)・29日(日)、12月6日(日)〈3回〉

午後1時30分～ 3時
講 師▶ 吉川房子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料750円、材料費500円
持ち物▶ 彫刻刀、定規、色鉛筆
食育で健康な家庭作り｢体を温める！根菜類の汁
かけご飯｣
と き▶ 12月4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、材料費500円
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん2枚
 
申し込み▶ いずれも11月4日(水)から、電話で

市文化協会の講座
現代(家庭の中)のいけばな教室
と き▶ 12月5(土)・13(日)・19(土)・26日(土)〈4回〉

午前10時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 落合恵甫
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 4000円
持ち物▶ はさみ、タオル、花包み
問い合わせ▶ 市華道連盟協会・落合(☎88－0405)
申し込み▶ 11月13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
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グリーンパレス春日井　☎84－0381
｢知って防ごう生活習慣病｣料理教室
と き▶ 12月5日(土)午前10時～午後1時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 材料費500円
持ち物▶ エプロン、ふきん
申し込み▶ 11月4日(水)午前9時から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
認知症予防～手品で脳トレーニング
と き▶ 11月7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▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井職員
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～エコクラフトで小物入れ(かご)作り
と き▶ 11月18日(水)午前10時～正午
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
講 師▶ 作業療法士・浜島千絵
定 員▶ 35人(先着順)
申し込み▶ 医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ
低栄養を防ぎましょう～おいしく食べて風邪予防
と き▶ 11月18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▶ 特別養護老人ホーム第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
簡単レシピ！カルシウムとビタミンＤで骨元気
と き▶ 11月26日(木)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 管理栄養士・村上憲吾
定 員▶ 25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
手作りの皮で、栄養たっぷりギョウザを作ろう
と き▶ 11月27日(金)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▶ 20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～ゆったりのびのびス
トレッチ
と き▶ 11月26日～ 12月17日の毎週木曜日(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500円
手とり足とりパソコン講座(高齢者編)
と き▶ 12月の毎週金曜日(4回)午後2時～ 3時30

分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
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
 
申し込み▶ いずれも11月13日(金)〈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
付け時に身体障がい者手帳の提示が必要

市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座～絵本の楽しみ方を知る
と き▶ 12月3日(木)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 石田見子
対象・定員▶ 1歳6か月以上の未就園児とその保護者・

30組(先着順)
申し込み▶ 11月9日(月)午前9時から、☎85－8824へ

健康増進課　☎85－6164
親子の楽しい料理教室～手作りライスバーガーや
カボチャのスープにチャレンジ！おうちでカフェ
気分
と き▶ 12月5日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(抽

選)　※大人1人につき子ども2人まで
費 用▶ 参加料大人1人400円、子ども1人300円
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ、バンダ

ナでも可)、ふきん、上靴(子どものみ)
申し込み▶ 11月16日(月)〈 必 着 〉ま で に、 は が

き(1人1枚)か Ｅメールに講座名、住
所、参加者全員の氏名(ふりがな)・年
齢、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所健康増進課、Ｅメール
kenko@city.kasugai.lg.jpへ
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介護保険課　☎85－6187
高齢者の権利擁護講座～あなたは大丈夫？高齢者
を狙う悪質商法から身を守ろう！
と き▶ 11月18日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 市消費生活相談員・消費者グループわか

ばの会
対象・定員▶ 高齢者とその家族・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

障がい福祉課　☎85－6186
こころの健康講座
と き▶ ①11月12日(木)②11月26日(木)午後1時30

分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ①｢カラーセラピー～色と心の健康～ ｣

アトリエ クレエ代表・兵藤絵里②｢とも
に暮らす・まちで暮らす～精神障がい当
事者・支援者からのメッセージ～ ｣社会
福祉法人愛恵協会統括施設長・三浦博幸

定 員▶ 各80人(先着順)
申し込み▶ 11月4日(水)から、社会福祉協議会(☎85

－4321)へ

かすがいげんきっ子センター
ファミリークッキング～ファミリークリスマス！
おもちピザ
と き▶ 12月20日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の人・4家族(抽選)　※1家族4人

まで
費 用▶ 材料費(1人)300円
申し込み▶ 11月15日(日)〈消印有効〉までに、往復は

がき(1家族1枚)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

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▶ 12月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時

30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
始めてみよう！楽しい体操(とびばこ) ～開脚と
び、台上前転などができるように練習する
と き▶ 11月25日～ 12月16日の毎週水曜日(4回)

①午後6時～ 7時②午後7時30分～ 8時30
分

対象・定員▶ 市内在住か在学の小学1・2年生・各35人
(抽選)

費 用▶ 受講料1000円
ジュニアダンス～ヒップホップの要素を取り入れ
たダンスで、楽しく体を動かす
と き▶ 11月27日～ 12月18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
すこやか幼児体操(①年中②年長) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 11月28日～ 12月19日の毎週土曜日(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16年4月2日～
17年4月1日②平成15年4月2日～ 16年4月
1日に生まれた幼児・各35人(抽選)

費 用▶ 受講料1000円
フラダンス～アロハ音楽にあわせ、ゆったりとし
た基本の動作を踊る
と き▶ 11月28日～ 12月19日の毎週土曜日(4回)

午前10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は11月4日(水)

午前9時から電話で、それ以外は11月15
日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1教室
につき1枚のみ)に教室名(｢始めてみよう
！楽しい体操｣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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レディヤンかすがい　☎85－4188
ボールエクササイズ講座～ボールでシェイプアッ
プしよう！
と き▶ 12月2日～平成22年1月13日の水曜日(12

月30日を除く6回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 市市民サービス公社職員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 11月15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、〒486－0844
鳥居松町2－247へ

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▶ 11月11日(水)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
水慣れから始めるクロール教室(2か月コース)～
クロールの基本をマスターする
と き▶ 11月26日～平成22年1月28日の火・木曜

日(12月29日・31日、1月12日を除く16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8000円
女性のためのボディメイク教室～グループ指導で
個別メニューを作成し、筋力トレーニングの指導
を行う
と き▶ 12月1日～ 22日の毎週火曜日(4回)午前10

時～正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・6人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円　※別途トレーニング室使

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

大人の初めてクロール教室～水慣れしながらクロ
ールの基本をマスターする
と き▶ 12月1日～ 24日の毎週火・木曜日(8回)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

以上の人でクロールで泳げない人・25人
(抽選)

費 用▶ 受講料6000円
水中運動～運動不足の解消を目指す
と き▶ 12月3日～ 24日の毎週木曜日(4回)午前9

時20分～ 10時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・45人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
シェイプアップアクア～効率のよい、脂肪燃焼を
目指した水中エアロビクス
と き▶ 12月3日～ 24日の毎週木曜日(4回)午前10

時40分～ 11時40分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・60人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は11月4日(水)

午前9時から電話で、それ以外は11月15
日(日)〈必着〉までに、往復はがきに(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を書いて、〒486
－0804鷹来町4286へ

市体育協会の講座
ジョギング教室
と き▶ 11月15日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
費 用▶ 受講料300円(小学生100円)
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・土屋(☎83－8787)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 11月29日(日)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)
硬式テニス初級者教室
と き▶ 12月6日(日)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)
 
申し込み▶ ｢ジョギング教室｣は当日午前8時30分か

ら会場で、｢硬式テニス初心者教室｣は11
月21日(土)〈必着〉までに、｢硬式テニス
初級者教室｣は11月28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
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12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)　

※25日(金)・26日(土)は休講。29日(火) ～
31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

ダイナ
ミック
エアロ

スタン
ダード
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

庄名土地区画整理事業の施行地区予定地
と き▶ 11月4日(水) ～ 18日(水)〈毎日〉午前8時30

分～午後5時15分
該当区域▶ 庄名町字向田・字東畑・字神明前・字水

田の各全部、庄名町字東之坪・字川端・
字垣内・字大畑の各一部、東神明町字長
筬・字神明前の各全部、白山町5丁目の
一部、不二町3丁目の一部　※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、12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)

勝南にぎわい市
と き▶ 11月7日(土) ～ 8日(日)午前9時～午後3時

(雨天中止)
ところ▶ ＪＲ勝川駅南口ビル(勝南プラザ)前
内 容▶ フリーマーケットと新鮮朝市(なくなり

次第終了)
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)

税理士による無料税務相談(予約制)
　東海税理士会小牧支部では、｢税を考える週間｣
の協賛行事として無料相談会を開催します。
と き▶ 11月9日(月)～15日(日)午前10時～午後4時
ところ▶ まなび創造館(小牧市小牧)
相談員▶ 東海税理士会小牧支部に所属する税理士
問い合わせ▶ 東海税理士会小牧支部(☎72－9712)
 ホームページ　http://www.toukaizei－

komaki.jp/

健康管理事業団職員募集
採 用▶ 平成22年4月1日
職 種▶ 事務職員
対 象▶ 昭和58年4月2日以降に生まれた人・1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
あり。なお、年齢・経験年数により加算
あり。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▶ ○一次…11月29日(日)に総合体育館で、
適性試験・教養試験の筆記試験を実施○
二次…12月15日(火)に健康管理センター
で、作文・面接を実施

申し込み▶ 郵送の場合は、11月11日(水)〈消印有効〉
までに、直接の場合は、11月18日(水)ま
でに、受験申込書(健康管理事業団ホー
ムページに用意)に記入して、〒486－
0913柏原町5丁目376、健康管理センター
(☎84－3060)へ　

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

｢愛知県多重債務者相談強化月間｣無料相談
　サラ金やクレジットの借金で悩んでいる人に、
弁護士、司法書士、相談員などが答えます。秘密
は厳守します。
と き▶ 11月14日(土)午前10時～午後3時
相談方法▶ 面談か電話
ところ・問い合わせ▶中央県民生活プラザ(名古

屋市中区三の丸3、☎052－962－5100)

ホテルプラザ勝川ブライダル市民割引
　市内在住か在勤の人には、ホテルでの披露宴に
特別割引があります。また、価格、サービスの面
で満足いただけるよう各種プランを用意していま
す。結納や親族食事会についても気軽に問い合わ
せてください。
問い合わせ▶ ホテルプラザ勝川(☎36－2331)
 ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.theplaza.

co.jp
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神経系難病患者・家族教室
と き▶ 11月20日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢家庭でできるリハビリのお話｣市民病院

理学療法士・岡崎誉
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▶ 11月4日(水) ～ 18日(水)に、県春日井保健
所(☎31－2188)へ

認知症についての市民シンポジウム
と き▶ 11月29日(日)午後1時30分～ 4時30分(1時

開場)
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 基調講演｢認知症について－最新の治療、

予防｣あさひが丘ホスピタル名誉院長・
柴山漠人、寸劇｢ある日曜日の風景｣、シ
ンポジウム｢認知症の方への支援｣

対象・定員▶ 認知症に関心がある人・200人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)

未成年者喫煙防止啓発キャンペーン
　11月は、全国青少年健全育成強調月間です。こ
れに合わせて、｢未成年者喫煙防止キャンペーン｣
を行います。
　このキャンペーンでは、たばこ販売店店頭での
ポスターの掲示や中高生を対象にＰＲ用ポケット
ティッシュの配布などを通じて、未成年者の喫煙
防止を呼び掛けます。皆さん協力してください。
問い合わせ▶ 小牧たばこ販売協同組合(☎77－9885)

就業支援講習会
医療事務講習(託児付き)
と き▶ 平成22年1月7日(木) ～ 3月11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▶ 40人(抽選)
費 用▶ 教材費8690円
パソコン講習(初級)
と き▶ 平成22年1月13日(水) ～ 3月17日(水)〈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▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2630円
パソコン講習(中級)
と き▶ 平成22年1月12日(火) ～ 3月15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▶ ワードやエクセルの応用操作を学ぶ
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2800円
対 象▶ いずれも県内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▶ 11月4日(水) ～ 25日(水)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

ＣＯＰ10開催まで1年を切りました
　平成22年10月、愛知県で｢生物多様性条約第10
回締約国会議(ＣＯＰ10)｣が開かれます。
　わたしたちの暮らしは、生きものや自然がつく
り出す恵みと穏やかな気候などに支えられていま
す。生物多様性とは、地域に固有の自然があり、
それぞれに特有の生き物がいること、そしてそれ
ぞれがつながっていることです。
　ＣＯＰ10では、この生物多様性を守るため、た
くさんの国々が愛知県に集まり話し合いをしま
す。皆さんも、これをきっかけに、生き物や自然
にぜひ関心を持ってみてください。
問い合わせ▶ 県環境部環境政策課(☎052－954－6246)
 ホ ー ム ペ ージ　http://www.pref.aichi.

jp/0000017686.html　

不当要求責任者講習会
　暴力団対策法第14条第2項の規定に基づき、(財)
暴力追放愛知県民会議が県公安委員会より委託を
受けて、不当要求に対する対処方法などの講習を
行います。受講者には、受講修了書、プレート、
ステッカーが授与されます。
と き▶ 平成22年1月12日(火)午後1時30分～ 4時

30分
ところ▶ 市役所12階大会議室
対 象▶ 市内の企業・事業所で選任された責任者

(1事業所1人)　※受講してから3年以内
の人は除く

申し込み▶ 12月7日(月)〈必着〉までに、所定の用紙
(市民安全課に用意)に記入して、〒486
－8686春日井市役所市民安全課(☎85－
6064)へ

最低賃金改正のお知らせ
　県最低賃金は、10月11日(日)から時間額732円に
改正されました。なお、県の産業別最低賃金(8業
種)については、改正などのため調査審議中です
ので、今後の改正状況に注意してください。
問い合わせ▶ 名古屋北労働基準監督署(☎052－961－

8653)



有機農法土作りセミナー
とき▶11月8日（日）午前10時～正午　ところ▶
鳥居松ふれあいセンター　内容▶有機農法で作
る土についての講習　対象・定員▶市内在住の
人・30人（先着順）　申し込み▶ 電話かファク
ス、Ｅメールに住所、氏名、参加人数を書い
て、ＮＰＯ法人ＭＯＡ自然農法春日井文化事
業団・早矢仕（☎・ＦＡＸ32－3868、Ｅメール
voodoochile-67@snow.ocn.ne.jp）へ
･･････････････････････････････････････････
春日井の教育を語る市民の集い
とき▶11月15日（日）午後1時～ 4時30分（0時30
分開場）　ところ▶レディヤンかすがい　内容
▶講演｢青年期を見通した子育てを考える｣山梨
大学教授・加藤繁美、講演終了後、子育てにつ
いて参加者全員で話し合う　費用▶資料代500
円　問い合わせ▶長縄（☎31－8017）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

東部市民センター (☎92－8511)
11／3(祝)～8(日) 白陽会秋の書展 白陽会
11／12(木)～24(火) 水彩クラブ作品展 水彩クラブ

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
11／3(祝)～29(日) 和紙ちぎり絵作品展 和紙ちぎり絵同好会
11／3(祝)～29(日) ひまわりの会折り紙作品展 ひまわりの会

市役所市民サロン (☎85－6073)
11／4(水)～10(火) 水彩画作品展 福祉センター水彩画同好会
11／11(水)～17(火) 藤美会グループ作品展 藤美会

坂下公民館 (☎88－5555) 11／4(水)～14(土) 坂下書道同好会展 坂下書道同好会

グリーンピア春日井 (☎92－8711)
11／6(金)～8(日) カンラン展 春日井古典園芸同好会
11／13(金)～23(祝) 草木染教室受講生作品展 草木染教室受講生と講師

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 11／10(火)～14(土) 春日井ミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会
鷹来公民館 (☎84－7071) 11／10(火)～15(日) 出張生活展 消費者グループなずなの会
落合公園管理棟 (☎56－0414) 11／10(火)～18(水) 水墨画展 東野墨絵同好会
高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 11／11(水)～22(日) 水墨画作品展 若竹会
アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 11／11(水)～23(祝) 針穴写真Y、Ｙ会写真展 針穴写真Y、Ｙ会

※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 （＋1013）

世帯数
30万7457人
12万3970世帯 （＋1577）

まちの動き

（95件）

（7人）

（8151件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

13件
880件

1人

平成21年10月1日現在　（　）内は前年同日比

平成21年9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

11／7

11／14

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

☎31－8234

☎84－3060

☎76－2603

☎82－2161

☎31－5252

☎41－6260

☎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）

竹村整形外科クリニック（味美白山町1）

健康管理センター（柏原町5）

みわレディースクリニック（小牧市）

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）

エンゼルレディースクリニック（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

11／1

11／3

11／8

11／15

在宅緊急医
外科

在宅緊急医
産婦人科

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6172）

貧血とは、酸素を全身に運ぶ役割の赤血球やヘモグロビン（血色素）が減少し、脳や心臓、筋肉など全
身の組織が酸素不足になる状態のことです。貧血のほとんどは鉄分が不足するために起こる鉄欠乏性
貧血ですが、他に大きな病気が原因となっていることもあります。定期的に検査を受け、健康状態を
確認しましょう。

①～⑥の項目にチェックがある人は貧血になる可能性があります。食生活を改善しましょう。⑦～⑩
の項目にチェックがある人は貧血の疑いがあります。一度検査を受けてみましょう。

□ ①朝食を食べないことが多い
□ ②早食いである
□ ③野菜や海藻を食べない日が多い
□ ④食事では栄養のバランスを考えない
□ ⑤インスタント食品をよく食べる

□ ⑥食事中心のダイエットをしている
□ ⑦時々、立ちくらみや目まいに襲われる
□ ⑧疲労感や肩こりがある日が続いている
□ ⑨少し動いただけで動悸（どうき）や息切れがする
□ ⑩朝、起きるのがつらい

貧血をチェック！

貧血に気を付けよう！貧血に気を付けよう！
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全国各地から予選を勝ち抜いた

代表校56大学の剣士が集結し、

女子学生剣道の頂を目指して

熱戦を繰り広げます。

：： 特別特別特別席7席7席7000000円、円、一般一般一般席6席6席6000000円、円、高校高校高校生以生以生以下無下無下無料（料（料（学生学生学生生証が証が証が必要必必要））

と　と き き ：と き 月月 日日 とこところ ろ ：

入場料
問い合わせ

： 特別席700円、一般席600円、高校生以下無料（学生証が必要）
： スポーツ課（☎84－7117）

と　き ：11月8日日 開会式 ： 午前９時30分から 総合体育館ところ ：

鹿屋体育大学

熊本大学

西九州大学

福岡教育大学

福岡経済大学

別府大学

九州地区
愛知学院大学

朝日大学

浜松大学

中京大学

中部大学

東海学院大学

東海地区

北信越地区区北信越地区地区地北信北信越地北信越地区
金沢星稜大学

金沢大学

新潟大学

北信越地区

海道地区北北海海北海海道地区区北北北北北海北 地地区地地地区地区地海海道海海道地北北海道地区
苫小牧駒澤大学

北海道教育大学岩見沢校

北海道教育大学函館校

酪農学園大学

北海道地区

関西地区区地区地西地
大阪教育大学

大阪体育大学

関西外国語大学

関西福祉大学

関西学院大学

近畿大学

摂南大学

天理大学

同志社大学

佛教大学

武庫川女子大学

龍谷大学

関西地区

環太平洋大学

島根大学

聖カタリナ大学

徳山大学

広島大学

中四国地区

東北地区東東東東東東東東東北東北北北地区区地区地北地
仙台大学

東北学院大学

宮城教育大学

山形大学

東北地区

関東地区東東東東地区区地区地関東地区
茨城大学

神奈川大学

国際武道大学

駒澤大学

埼玉大学

十文字学園女子大学

城西国際大学

大正大学

筑波大学

帝京大学

東海大学

日本体育大学

法政大学

明治大学

立教大学

早稲田大学

関東地区
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