
笑顔あふれる1年に！
～わたしたちの新春メッセージ2008

2008
Ｎo.1386
平成20年

グリーンピア春日井・大久手池の日の出
太陽が山あいから押し出されるように姿を現すと、水面はま
るで鏡のように反射し、その姿を映し出します。新しい年の
夜明けを告げる初日の出、皆さんはどこで迎えますか。
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年頭のごあいさつ
Photo ホット ほっと
情報最前線
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各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

◇誌面の文字を大きくし、
読みやすくしました。掲載
量はほぼ同じです。



年頭のご年頭のご

　新年明けましておめでとうございま
す。
　新春を健やかにお迎えのことと心か
らお慶び申し上げますとともに、日ご
ろから市政に格別のご理解とご協力を
賜り、厚くお礼を申し上げます。
　早いもので、市長就任から3年目の
年を迎えました。私は、｢市役所は市民
のための最大のサービス会社｣を実現
するため、市政運営に取り組んでまい
りました。この間、各種団体の皆さま
との対話や多くの地域の行祭事へ参加
させていただき、市民と行政が一体と
なってのまちづくりが何よりも大切だ
という思いを強くいたしております。
　さて、わが国では、予想を超える速
さで総人口が減少に転じ、少子高齢化
とともに社会保障費も急速に増大する
との予測から、安定的な財源の確保、
自律的な行財政運営を目指して、現在、
税財政制度改革や地方分権改革が進め
られていますが、本市にとっても大き
な影響があるものと考えます。
　こうした状況下において、自立した
市政運営を行っていくためには、行財
政改革の推進、市民との協働・連携・
参画とともに経済振興が大変重要であ
るとの信念のもと、産業の育成と企業
の誘致を着実に進め、財政基盤の強化
に努めていかなければならないと考え

ております。
　平成20年度は、今後10年間の春日井
市の方向を示す第五次総合計画がスタ
ートいたします。この計画では、まち
づくりには地域と市民一人一人の力が
不可欠と考え、将来の都市像を「人と
地域が輝き、安全安心で躍動する都市」
としており、その実現のため、安全安心、
子育てと生きがい、つながりと信頼、
にぎわいと活力など6つの目標を掲げ
ております。
　本年は、保育園の新築と建て替え、
鉄道駅周辺のにぎわいと活気を創出す
る都市交流拠点整備、区・町内会など
の活動支援メニューの検討や高蔵寺ニ
ュータウン再生計画など地域力の向上
を図ってまいります。また、本年は市
制65周年を迎え、この節目を契機とし
て新たな市民文化の創造と、より満足
度の高い市民サービスを提供できるよ
う努めてまいります。
　｢春日井に住みたい、住んでよかっ
た｣と市民が誇れるまちづくりのため、
全力で市政運営を行ってまいりますの
で、なお一層のご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
　年頭にあたり、市民皆さまのますま
すのご健勝とご多幸を心からお祈り申
し上げまして、新年のあいさつとさせ
ていただきます。

謹賀新年

市　長

伊藤　太
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ごあいさつごあいさつ

　新年明けましておめでとうございま
す。
　市民の皆さまには、平成20年の新春
を健やかにお迎えのことと心からお慶
び申し上げます。
　日ごろから、市政および市議会に対
しまして多大なご理解とご協力を賜り、
厚くお礼を申し上げます。
　さて、現代社会は大きな変革を迎え
ています。国際情勢や高度情報化への
対応、さらに、少子高齢化や環境、社
会保障の問題など、課題が山積してお
ります。
　また、地方自治体を取り巻く状況も、
地方分権と三位一体改革の進展ととも
に、これまで経験したことのない速さ
で変化しています。
　地方の時代、都市間競争の時代とい
われる中で、財政力をはじめ、あらゆ
る面で自治体間の格差が生じておりま
す。「官から民へ」「中央から地方へ」の
大きな流れの中で、自治体自身が大き
な意識改革を求められており、自治体
本来の力量が問われる時代となってい
ます。
　このような状況のもと、本市では30
万都市としてのまちづくりが着々と進
められ、昨年10月には勝川駅前土地区
画整理事業が、11月には勝川地区第1
種市街地再開発事業がしゅん工いたし

ました。また、地域活性化の原動力と
なる経済振興への取り組みや子育て支
援、環境対策などの諸事業も確実に推
進されました。
　さらに、昨年は市民の皆さまととも
に作り上げた第五次総合計画が示され、
いよいよ平成20年度から、目指すべき
10年後の都市像「人と地域が輝き、安
全安心で躍動する都市」へ向かって、
動きだすことになります。
　大変厳しい行財政環境下ではありま
すが、市議会といたしましても、議会
の果たすべき役割と責任を自覚し、30
万市民の皆さまの多様化する要望に機
敏に対応することにより、皆さまとと
もに新たな都市像の実現に向けて取り
組んでまいる所存であります。
　特に、本年は市制65周年という節目
の年であります。春日井市にとって、
本年が飛躍の年になるよう、一層のご
支援とご協力を心からお願い申し上げ
ます。
　新しい年が皆さまにとりまして、幸
多き年となりますよう心からお祈り申
し上げまして、年頭のあいさつとさせ
ていただきます。

議　長

友松孝雄
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安心して暮らせるまちをつくりたい

「地域」に目を向けましょう
　わたしは生まれも育ちも春日井。子どもの
ころから書に親しみ、現在は書家として活動
しています。これまで、子どもたちや海外か
らの留学生に書道を体験してもらったり、ボ
ランティアとして高齢者に書道を楽しんでも
らったりしてきました。
　書道は、音楽的・絵画的要素を併わせ持つ、
奥の深い芸術です。皆さんには、書の持つ表
現力の豊かさ、自己表現ができる楽しさを体
験してほしいと思います。今年は書に携わる
者として、地域だけの活動で終わらせるので
はなく、「書のまち春日井」がこれまで蓄えて
きたものを土台に、より多くの人に書の魅力
を広く発信していくことが目標
です。時代に合わせて書の新し
い魅力を発展させつつ、古き良
き伝統をも次の世代へ
受け継いでいく方法を
もっと工夫していきた
いと考えています。

～わたしたちの新春
今年は市制65周年、節目の年です。幸せが　　広

れる1年に！

愛する春日井のために

　市内に会社や商店を持つ創業者や後継者
などで構成する若き企業家集団（ＹEG）が、
わたしたち「春日井商工会議所青年部」です。
　青年部での活動は、考えているだけでは
何も始まりません。まず自分から「動く」こ
とです。「動く」ことによって人の輪のつな
がりが生まれ、そこで新しいノウハウを学
ぶことができると考えています。青年部で
自発的・積極的に活動したことで培った経
験をそれぞれの事業所や従業員、家族に生
かすことができ、その結果、企業や商店が
たくましく元気になり、ひいては春日井の
まちが発展していくようにつなげていきた

いですね。今年も自分を
磨いて常に勉強する心を
忘れずに、青年部の情熱
で愛する春日井に貢献で
きるよう、精一杯頑張り
ます。

武内峰敏さん（武内峰敏さん（味美西本味美西本町）町）
書家書家
武内峰敏さん（味美西本町）
書家

　「みんなで力を合わせて、六軒屋のまちを明るくできた
ら…」。そんな地域の願いが昨年11月に実現できました。「六
軒屋町明るいまちつくりたい」という防犯組織で、町内の
さまざまな団体が、その枠を超えて設立しました。
　子どもたちの登下校ではあいさつや見守りを、ちょっと
体が不自由なお年寄りには声掛けや支え合いなど、赤いポ
ーチを身に付けて自分たちにできることから活動していま
す。ポーチには「地域を明るく元気にしたい」というみんな
の思いが、いっぱい詰まっています。
　110人を超えるメンバーがいますが、まだまだ歩
き始めたばかりです。自分たちにできることから「元
気」を分けて、安心し
て住み続けたくなるま
ちにできるよう頑張り
たいと思っています。

笑顔あふ笑顔あふ笑顔あふ笑顔あふ

梶田直子さん（東野町西）　田村美恵子さん（二子町）
ボランティア団体「地域のおじさん・おばさん」

西脇徹さん（松河戸町）
春日井商工会議所青年部次期会長

書の魅力を春日井から…

　地域の人たちと市が
スクラムを組んでまち
づくりを進めていくた
め、活動の核になる区・
町内会・自治会の活性
化をしていこうとする
委員会で、区の役員経験を生かして委員長をしています。
　地域とのかかわりは、定年後、趣味ばかりの生活に何
か物足りなさを感じたころ、区の役員話がきたことから
始まりました。問題や課題が山積みでしたが、地域のた
めにやらなければという使命感が芽生え、やがて人と人
がつながり、互いに支えあって解決することができました。
　委員会はアンケートを実施し、個別の課題を検討して
いこうとしています。地域によって活性化の解決手段は、
さまざまなものだと思います。しかし、肝心なことは自
分だけのことを考えないで、自分の住むところだから、
地域に目を向けていくことだと思います。一人一人の意
識が変わっていき、公園や道路など見た目のまちづくり
でなく、人のつながりのあるまちづくりができるように
頑張っていきます。

林和希さん（高森台中3）
200m平泳ぎで中学記録タイ保持者

「六軒屋町明るいまちつくりたい」の皆さん「六軒屋町明るいまちつくりたい」の皆さん「六軒屋町明るいまちつくりたい」の皆さん

小澤淑男さん・晶子さん（高森台）
笑顔のすてきな夫婦

髙木重利木重利さん（さん（松新松新町）町）
町内会活性化研究委員会委員長町内会活性化研究委員会委員長
髙木重利さん（松新町）
町内会活性化研究委員会委員長
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これからも暮らし続けたい

　昨年は、2人とも健康で1年間過ごせたのが何よりでし
た。おととし5人目の孫が生まれ、娘がブログに近況を
書き込んでくれるので、毎日寝る前にパソコンでチェッ
クすることが最近の楽しみになっています。地域の高齢
者仲間で作ったクラブでパソコンの操作を覚えたことが
役に立っています。
　今年は、地域の人たちに声を掛けて、防犯活動に力を
入れていきたいです。ニュータウンは比較的犯罪が少な
いといわれていますが、
安全に暮らすためには、
地域が協力するための
組織が必要だと感じて
います。地域の人たち
とつながりを強めて、
安心してこのまちで暮
らしていきたいです。

メッセージ2008
　広がるように輝いてる人たちを紹介します。

れるれる1年に！年に！れる1年に！れる1年に！

支え合いの気持ちを大切に

武内峰敏さん（味美西本町）
書家

　春日井に住んで12年になります。小さいころから
「食」に興味があり、現在は農学部で勉強しています。
　20歳を迎えて、成人の仲間入りをしました。この先、
何をするにも責任を持って行動をしなければならない
と思っています。
　最近思うことは、地域のつながりが大切だというこ
とです。自分の住む地域で、あいさつなどの小さなこ
とから目を向けていきたい。そ
して、みんなが支え合って暮ら
していける社会に、自分を含め
て若い世代が、かかわっていか
なければならないと思っていま
す。よく言われる言葉ですが、
「お互いさま」という気持ちを大
切にしていきたいです。

奥村陽子さん（八事町）
平成20年新成人

笑顔あふ

今年も記録を追い求めます

　わたしたちは地域で子どもたちの安全を見
守っています。わたしたちが始めたきっかけ
は、普段の生活の中で、自分のできることを
できる範囲でやれるからです。制服であるオ
レンジ色のベストを着て声掛けなどををして
いると、最近は子どもたちの方からあいさつ
をしてくれたり、自分のことを話してくれた
りします。そんなとき「このボランティアをや
っていてよかったなあ」と感じます。
　今、子どもの安全に関して、さまざまな地
域でさまざまな団体が活動をしています。今
後は、同じ目標に向かって、それぞれの団体
が、うまくつながって一つの大きな力が発揮
できればいいなあと思っています。
　そして、１人
でも多くの人に
「地域のおじさ
ん・おばさん」
に参加していた
だきたいと願っ
ています。

梶田直子さん（東野町西）　田村美恵子さん（二子町）梶田直子さん（東野町西）　田村美恵子さん（二子町）
ボランティア団体「地域のおじさん・おばさん」ボランティア団体「地域のおじさん・おばさん」

梶田直子さん（東野町西）　田村美恵子さん（二子町）
ボランティア団体「地域のおじさん・おばさん」

みんなで守ろう！地域の子ども

林和希さん（高森台中3）林和希さん（高森台中3）
200m平泳ぎ200m平泳ぎで中学で中学記録記録タイ保持者タイ保持者
林和希さん（高森台中3）
200m平泳ぎで中学記録タイ保持者

「六軒屋町明るいまちつくりたい」の皆さん

　小さい頃から水遊び
が好きで小学4年生か
ら本格的に水泳を始
め、週に6日、スイミ
ングスクールで練習し
ています。
　昨年の思い出は、8
月の全国中学校体育大
会で中学記録タイとな
る2分17秒57というタ
イムを出して優勝した
ことです。
　水泳をやっていて楽しいと感じるときは、自
己ベストタイムを更新したときです。また、い
ろいろな大会に出たときに全国のたくさんの選
手たちと話ができることも楽しみの一つです。
そして、何よりも家族や仲間の応援が僕の力に
なっています。
　今年も1月からいろいろな大会がありますが、
一番の目標は4月に行われるオリンピック選考
会でいい結果を出して、自分の夢に近づけたら
と思っています。

小澤淑男さん・晶子さん（高森台）小澤淑男さん・晶子さん（高森台）
笑顔のすてきな夫婦笑顔のすてきな夫婦
小澤淑男さん・晶子さん（高森台）
笑顔のすてきな夫婦

髙木重利さん（松新町）
町内会活性化研究委員会委員長
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ミニハニワ作りミニハニワ作り

発表する伊藤太市長

1本のたすきに
思いを込めて
（愛・地球博記念公園）

12/12/1
㊏
12/1
㊏

　愛知万博のメモリアルイベントとして、今年
で2回目となる愛知県市町村対抗駅伝競走大会
（愛知駅伝）が行われました。この日のために練
習を重ねてきた選手の皆さんは、日ごろの成果
を発揮し、9人の走者で9区間28.6㎞を完走しま
した。市の部では岡崎市、町村の部では三好町
が優勝し、春日井市は29位という結果でした。

水のいのちとものづくりの
国際シンポジウム
（名古屋市熱田区）

12/12/1
㊏
12/1
㊏

　水に焦点を当てながら地球環境を考える「水
のいのちとものづくりの国際シンポジウム」が
名古屋国際会議場で開催されました。ミクロネ
シア連邦はじめ、各国の記念講演やパネルディ
スカッションなどが行われ、その中で、市長は
庄内川をテーマに「母なる川庄内川～水環境の
苦悩と克服」と題して、意見発表をしました。
ここでは、庄内川の歴史を踏まえ、これからも、
良好な河川環境を次世代に引き継ぐべき貴重な
財産としてとらえ、人々と動植物が共生できる
ような水辺空間の創造に思いを込め、河川環境
の保全に努めていきたいと述べました。

みんなで楽しく
おもちつき
（東野町）

12/12/2
㊐
12/2
㊐

　地域の皆さんともっとコミュニケーションを
図ろうと、東野商店街振興組合のメンバーが「ぺ
ったん東野おもちつき」を行いました。参加し
た地元町内会などの皆さんは、それぞれ持参し
たもち米で、「ぺったんぺったん」ともちつきを
楽しみ、つきたてのおもちを味わいました。また、
豚汁のサービスやバザーなどもあり、参加した
人たちは楽しいひとときを過ごしました。

春日井市代表の皆さん春日井市代表の皆さん春日井市代表の皆さん

一斉にスタートする選手一斉にスタートする選手一斉にスタートする選手
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7

問い合わせ▶監理課お客様窓口(☎85－6411)

I N F O R M A T I O N情報最前線

広告媒体 ▼給与支給明細書(職員：約2700人)・
賃金支給明細書(臨時職員：約900
人)

規　格 ▼給与支給明細書…縦約15㎝×横約
10㎝、1色刷(色指定不可)、賃金支
給明細書… 縦約11㎝×横約10㎝、
1色刷(色指定不可)

掲載位置 ▼裏面
掲載基準 ▼市広告掲載要綱および給与支給明

細書等広告掲載要領
掲載時期 ▼①平成20年4月分～ 9月分の6か月

分②平成20年10月分～平成21年3
月分の6か月分

掲載料 ▼各10万円
申し込み ▼ 1月18日(金)までに、申込書 (市ホ

ームページからダウンロード可)
に必要事項を記入して、広告の案
を添えて、人事課(☎85－6023)へ

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

広告媒体 ▼市民課受付窓口に設置された番号表示画面
規　格 ▼ 65インチプラズマディスプレイ
掲載基準 ▼市広告掲載要綱および市民課番号表示画面

広告掲載要領
掲載方法 ▼市政情報の間に広告を順に15秒間表示（1日

に45回以上表示）
申し込み ▼原則として1か月ごとに広告を入れ替えま

す。随時受け付けていますので、次の広告
取扱業者に申し込んでください。　※料金
については、広告取扱業者に問い合わせて
ください。

◆広告取扱業者

問い合わせ ▼市民課(☎85－6043)
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/seisaku/
koukokujigyou/display_koukokubosyu.html

市では、所有する資産を広告媒体として活用し、新たな自主財源を確保するため、有料広告を募集し
ています。

名称 所在地 電話番号
木野瀬印刷㈱ 西本町3－235 31－3118
㈱中日アド企画
　一宮営業所

一宮市栄1－9－20
朝日生命ビル3階

(0586)
71－7200

㈱中日ホームサービス
　春日井営業所 鳥居松町7－43－2 81－9321

市の職員・臨時職員の　　
　給与明細書・賃金明細書 市民課の番号表示画面

夜の冷え込みによる水道管の破裂に注意を夜の冷え込みによる水道管の破裂に注意を
気温がマイナス4℃以下になると、防寒の不完全な水道管は凍ったり破裂したりすることがあります。
特に、むき出しになっている、北向きにある、風当たりが強いといった場所の水道管は布などを巻き、
ビニールテープで押さえるなど、凍結予防をしてください。

水道管が破裂したら…
　メーター付近にある
止水栓を締めて水を止
め、市指定給水装置工
事事業者か市管工事業
協同組合(☎83－8288)に
修理(有料)を依頼してく
ださい。

漏水のチェックも忘れずに…
　漏水は、水道管の破裂や老朽化などにより、見えな
い所で起きることがあります。長い間気付かずにいる
と相当の量になってしまいますので、漏水のチェック
は定期的に行いましょう。

パイロットマーク

　水道の蛇口を全部締め、水道メーターのパイロットマーク(メーター内の赤か銀
色のマーク)を見てください。パイロットマークが少しでも動いていれば、漏水し
ている可能性がありますから、すぐに修理(有料)を依頼してください。
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I N F O R M A T I O N情報最前線

と　き ▼ 1月14日(祝)午前10時30分～正午(開場9時30分)
ところ ▼総合体育館
内　容 ▼式典…午前10時30分～ 10時45分　※一般席は2階

茶話会…午前10時45分～正午
○ふれあいサロン　○着物着くずれ直しコーナー
○記念撮影コーナー

対　象 ▼昭和62年4月2日～ 63年4月1日生まれの人　※個人あての案内状は発送しません。

※降車場は、総合体育館東側通路です。

12日(土) 13日(日) 14日(祝)

総 合 体 育 館
卓球場、幼児体育室 不可

不可
15：00～開放予定

フィットネスルーム 可 不可
サンフロッグ春日井 温水プール、トレーニング室 可 13：00～可 可

新春春日井マラソン大会　
　交通規制などのお知らせ

交通規制　1月13日（日）午前10時～ 11時30分
（総合体育館前は9時45分から）

当日午前中のバス運行
■名鉄バス
春日井市民病院線(勝川駅前～市民病院)▶総合体育館は臨時バ
ス停になり、岩野、市民病院西、市民病院へは行きません
■はあとふるライナー
病院循環西部線(二子山公園～市民病院)▶総合体育館臨時バス
停までの折り返し運転になり、岩野町1丁目、市民病院西、市
民病院へは行きません
病院循環勝川線(二子山公園～市民病院)▶若草通1丁目から健
康管理センター間は、迂回運転します
施設連絡南北線▶総合体育館へは行きません

総合体育館周辺は車両通行止めになりますので、国道155号な
どに迂回(うかい)してください。
当日は約6000人のランナーが参加する予定です。コース沿道
から、盛大な声援をお願いします。

1月12日(土)～14日(祝)の
総合体育館とサンフロッグ春日井の個人利用について

大手小 

八田
川 

柏原小 

ケローナ通り 

総合体育館 

国道１５５号 

車両通行止め
片側通行止め
関係車両以外通行禁止

新
木
津
用
水 

東
進が
通
行
止め
 

西進が通
行止め 

市民病院 

サンフロッグ 
春日井 

東進が 
通行止め 

柏原中 

朝宮公園 

南
進
が
通
行
止
め 

水
道
沈
殿
池 

北
進
が
通
行
止
め

北
進
が
通
行
止
め 

北
進
が
通
行
止
め 

南
進
が

南
進
が 

通
行
止
め

通
行
止
め 

南
進
が 

通
行
止
め 

新興橋北 大手橋西 

大手町 

高山町3 

上八田町 

二又木 

八光町4東 

北進
が通
行止
め 

北進
が通
行止
め 

北進
が通
行止
め 

東進が通行止め 東進が通行止め 東進が通行止め 

北
進
が

北
進
が 

通
行
止
め

通
行
止
め 

北
進
が 

通
行
止
め 

1　国歌斉唱
2　｢春日井市民の誓い｣唱和
3　主催者あいさつ

4　来賓祝辞
5　希望のともしび
6　お礼の言葉

○コース周辺の交通規制に協力をお願いします○

問い合わせ▶生涯学習スポーツ課　成人式については(☎85-6446)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新春春日井マラソン大会については(☎85-6452)

問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)、サンフロッグ春日井(☎56－2277)

※詳しくは、各施設に問い合わせてください。
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時　間 ▼放課後(土曜日は午前8時) ～午後7時　
※日曜日や祝休日、年末年始などは休
み

対　象 ▼ 放課後に仕事などで週(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
妨げない場合は、4～ 6年生も対象

利用料金(月額) ▼午後4時30分まで無料、午後6
時まで2000円、午後7時まで3000円　
※このほかに、おやつ代2000円、教材
費1000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。利用
料金の減免制度あり

申請書 ▼ 1月4日(金) ～ 18日(金)〈日曜日と14日
(祝)を除く〉の午前11時30分～午後7時
(4日と土曜日は午前8時～午後7時)に
希望する子どもの家で配布　※小野は
勝川で、松原は東野で、松山は味美で、
北城は出川で配布

面　接 ▼ 1月26日(土)までに、申請書と必要書類
を持って、児童と一緒に希望する子ど
もの家(小野、松原、松山、北城は総
合福祉センター )へ　※面接日時は申
請書配布時に、各子どもの家で調整

※民間の児童クラブもあります。直接、各クラ
ブへ申し込んでください。

指定管理者 名称 定員 ところ 電話

市社会福祉事業団
（☎84－3241）

白山 60人 味美白山町2－3－3 33－5760
八幡 60人 春見町42－1 84－3493
藤山台 60人 藤山台3－2 91－7077
神領 70人 神領町1400 84－3498
高森台 60人 高森台8－5 91－5247
石尾台 70人 石尾台6－2 91－5443
味美 60人 味美町3－41 34－2427
東野 60人 東野町4－13 84－7040
坂下 60人 坂下町5－324 88－4784
柏原 80人 柏原町5－15 57－1550
鳥居松 35人 月見町45 85－3181
不二 60人 出川町3－14－1 52－2050
勝川 70人 若草通2－1－1 36－0125
岩成台 70人 岩成台6－3 92－7503
大手 70人 大手町3－24－1 85－8823
篠木 70人 篠木町5－1313－3 84－6861
丸田 60人 六軒屋西1－15－7 82－6520
出川 60人 出川町8－3－4 51－7515

小野 100人 小野町5－70 36－0125
（勝川子どもの家）

松原 70人 東野町1－9 84－7040
（東野子どもの家）

松山 70人 如意申町1－8－1 34－2427
（味美子どもの家）

北城 70人 金ケ口町1550 51－7515
（出川子どもの家）

学童保育所イルカクラブ
（☎34－8457） 西部 60人 宮町3－8－2 34－8457

名称 ところ 電話
くまんばち 東野町西2－7－13 82－6919
ハムスター 高森台9－1　106号棟101号室 91－3152
風の子 勝川町8－8－1　大東山ビル104号 33－6848
なかよし 岩成台10－8－5 92－7555
ももたろう 町屋町1－90 85－3852
しのぎ 菅大臣町47 83－1138
どろんこ 高蔵寺町5－12－9 51－5840
こども王国 弥生町5264－3 84－7900
神屋児童 神屋町2022－3 88－1796
いちょうっ子 中央台8－3 91－8505
がくどう宝島 玉野町1125 52－9299

子どもの家

民間児童クラブ

市民の皆さんに、技術・ノウハウを広く知っても
らうため、約140ブースに市内の企業などが集合
し、実演・体験コーナーなどを設けて「春日井の
ちえとわざ(底力)」を発信します。
と　き ▼ 2月1日(金) ～ 2日(土)午前10時～午後4時
ところ ▼総合体育館
問い合わせ ▼経済振興課(☎85－6241)か春日井商工会

議所(☎81－4141)

と　き ▼ 2月1日(金)〈雨天決行〉
出　発 ▼午後0時30分に総合体育館駐車場
見学先 ▼トヨタ自動車㈱春日井事業所(神屋町)、

キーコーヒー㈱中部工場(神屋町)
定　員 ▼ 30人(超えたときは抽選)
申し込み ▼ 1月15日(火)〈消印有効〉までに、往復

はがき(1枚に1人)に住所、氏名、電話
番号を書いて、〒486－8686春日井市
役所経済振興課内、市観光協会(☎85
－6244)へ

併催事業で産業観光を開催します
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防災フェア
　市民の皆さんに、災害について考えてもらうた
め、市の施設を巡回して防災用品などの展示をし
ます。家庭での災害対策に役立ててください。

とき ところ
1／ 12(土) ～ 22(火) 市役所市民ホール
1／ 24(木) ～ 30(水) 高蔵寺ふれあいセンター
2／ 1(金) ～ 7(木) 鷹来公民館
2／ 9(土) ～ 20(水) 福祉の里レインボープラザ
2／ 22(金) ～ 3／ 13(木) グリーンパレス春日井

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

市高齢者総合福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 1月18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▶ 1月7日(月)から、福祉課(☎85－6184)へ

都市計画マスタープラン策定委員会の公開
と き▶ 1月22日(火)午前10時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

地域自立支援協議会の一部公開
と き▶ 1月22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)
申し込み▶ 1月7日(月)から、福祉課(☎85－6188)へ

教育委員会定例会の公開
と き▶ 1月23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▶ 教育委員会総務課(☎85－6436)

環境審議会の公開
と き▶ 1月23日(水)午前10時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 1月9日(水)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

妊産婦・新生児訪問
内 容▶ 助産師が家庭訪問し、妊産婦健康相談と

育児相談をする
対 象▶ 妊産婦と生後28日までの新生児

申し込み▶ ｢母と子のしおり｣に付いているはがきか
電話で、健康推進課(☎85－6170)へ

初春お楽しみ会
と き▶ 1月5日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 琴と尺八の演奏
出 演▶ アンサンブルリベルタ
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)

郷土館茶会｢初釜｣
と き▶ 1月6日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※当日は、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

企画展｢文人の短冊｣
と き▶ 1月8日(火) ～ 2月11日(祝)午前9時～午後

4時30分
内 容▶ 賀茂真淵、幸田露伴、佐佐木信綱、与謝

野晶子、斎藤茂吉、萩原朔太郎ら、江戸
から昭和にかけて活躍した文人の短冊の
展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

ふれあい広場
と き▶ ①1月9日(水)②1月16日(水)午前10時～ 11

時
内 容▶ 親子で触れ合い遊びを楽しみながら友達

づくりをする
対 象▶ 市内在住の①2～ 3歳児②6か月～ 1歳児

とその保護者
持ち物▶ バスタオル(②のみ)
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

ひよこ教室
と き▶ ①1月10日(木)②1月17日(木)③1月24日

(木)午前10時～ 11時
内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して、

友達づくりと育児相談をする
対 象▶ 市内在住の①0歳児②1歳児③2 ～ 3歳児

といずれもその保護者
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)
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と き▶ 2月16日(土)午後1時
30分～ 3時

ところ▶ 文化フォーラム春日
井・視聴覚ホール

講 師▶ 法政大学名誉教授・
佃堅輔

定 員▶ 150人(超えたときは
抽選)

申し込み▶ 1月15日(火)〈消印有
効〉までに、往復はがき(1人1枚)に催し
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

主 催▶ 市美術協会、市文化協会

わくわく工作ランド
と き▶ 1月12日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 迷路、すごろくなどを作る
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

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 1月13日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ ○壊れたおもちゃの修理(部品は実費)○

不用になったおもちゃ (使える物に限る)
の交換　※修理できない物もあり

ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－
5006)

けやきの子作品展
と き▶ 1月16日(水) ～ 22日(火)午前9時～午後5時

(最終日は3時30分まで)
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 市内小中学校特別支援学級や春日台養護

学校、小牧養護学校、春日井高等養護学
校の児童・生徒による作品の展示、学校
・学級の紹介など

問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6444)

ドッジボール大会
と き▶ 1月19日(土)午後1時30分～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・30人(先着順)
ところ・申し込み▶1月5日(土)午前9時から、交通

児童遊園(☎81－1301)へ

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 1月20日(日)午前9時～正午受け付け、午

後3時～ 4時か1月26日(土)引き渡し
定 員▶ 40人(先着順)　※今まで利用したことが

ない人で1人1点に限定
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

新春初釜
と き▶ 1月20日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券600円、当日券700円　※1月4日

(金)から高蔵寺ふれあいセンターで販売
(濃茶と薄茶の2席分)

ところ・問い合わせ▶高蔵寺ふれあいセンター (☎
51－0002)

協 力▶ 高座茶華道連盟、高蔵寺茶道を楽しむ会

市日本舞踊協会公演
と き▶ 1月26日(土)午前10時30分～ 11時30分
出 演▶ 市日本舞踊協会

演 目▶ ｢松の寿｣｢花くらべ｣など
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

ビデオ鑑賞
と き▶ 1月27日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢トムとジェリー ｣
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)

文化講演会｢絵と詩を読む｣

佃堅輔

春日井フットサルフェスタ
と き▶ 2月17日(日)午前9時～午後5時
ところ▶ 総合体育館
内 容▶ 予選リーグの上位チームで決勝トーナメ

ントを行い、順位を決めるフットサルの
大会

対象・定員▶ 高校生と同年齢以上で構成されたチーム
(登録は5 ～ 12人までで、市内在住か在
勤、在学の人が5人以上いること)・32チ
ーム(超えたときは抽選)　※副審判(資格
は問わない)を1人出してください。

費 用▶ 参加料(1チーム)8000円
申し込み▶ 1月24日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、代表者の氏名(ふりがな)・住
所・年齢・電話番号・勤務先か学校名、
チーム名を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館(☎84－7101)へ　　
※参加決定チームには、2月8日(金)午後7
時から総合体育館で代表者会議と審判講
習会を開催
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オセロ大会
と き▶ 2月17日(日)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ トーナメント戦でオセロをする
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・32人(先着順)
ところ・申し込み▶1月15日(火)午前9時から、総

合福祉センター内、児童センター (☎87
－6866)へ

協 力▶ レク指導者クラブ・ピエロ

市ピアノコンクール受賞記念演奏会
と き▶ 3月23日(日)午後1時30分から(予定)
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 市ピアノコンクールの受賞者とピアニス

ト・仲道祐子による演奏会
入場料▶ 1500円(全自由席、3歳未満入場不可)
入場券▶ 1月18日(金)から、文化フォーラム春日井

・文化情報プラザ、東部市民センターで
販売　※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)

アスティ高蔵寺市民ギャラリー展示
期 間▶ 平成20年度の間の、26区分ある利用期間

から選択。(1区分は約13日間)
内 容▶ 芸術・文化活動で、公共の場にふさわし

い展示　※営業、物品の販売、政治・宗
教活動などはできません。また、搬入と
搬出は指定した日時に企画者が行ってく
ださい。

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

かすがい市民文化財団フロントスタッフ
期 間▶ 4月～平成21年3月(研修有り)
内 容▶ 文化フォーラム春日井、市民会館などで

のイベント開催時に受け付けやドアの開
閉、場内案内などの運営を手伝うボラン
ティアスタッフ

定 員▶ 20人程度　※2月8日(金)までに選考結果
を通知

申し込み▶ 1月25日(金)〈消印有効〉までに、直接か
郵送、ファクスで、所定の用紙(市の施
設に用意)に記入して、〒486－0844鳥居
松町5－44、かすがい市民文化財団(☎85
－6868、ＦＡＸ82－0213)へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
もう緊張しない！お茶のいただき方講座～初歩の
茶道とお茶の歴史
と き▶ 1月17日(木)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 中野靖方寿
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350円
申し込み▶ 1月4日(金)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
ちょいワルおやじの惣菜料理～男子厨房(ちゅう
ぼう)に入らずんば家事を得ず
と き▶ 2月6日(水)・13日(水)・20日(水)〈3回〉午

後6時～ 8時
講 師▶ 佐々木雅子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・20人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料750円、材料費1800円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
韓流パッチワーク講座(託児付) ～布のステンド
グラス｢ポジャギのお膳かけ｣
と き▶ 2月7日(木)・21日(木)、3月6日(木)〈3回〉

午前10時～正午
講 師▶ 板倉倫子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料750円、材料費2100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)
 
申し込み▶ いずれも1月14日(祝)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に、講座名、住所(在勤、
在学はその名称と所在地)、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号、託児(2歳以上の未
就学児)希望者は子どもの名前と年齢を
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
と き▶ 2月1日～ 22日の毎週金曜日(4回)午前10

時30分～ 11時30分
講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児(2歳以上)とその保

護者・35組(超えたときは抽選)
申し込み▶ 1月16日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0913
柏原町1－97－1へ
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知多公民館　☎32－8988
横笛を作って吹こう～篠竹で横笛を作り童謡など
を吹く
と き▶ 1月26日～ 2月16日の毎週土曜日(4回)午

後2時～ 4時
講 師▶ 中部尺八ネット
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費2000円
持ち物▶ 紙やすり、ナイフ、軍手
申し込み▶ 1月18日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

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

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
おいしいスイーツ～ベルギーチョコのケーキとア
ップルパイを作る
と き▶ 2月6日(水)・20日(水)〈2回〉午前10時～午

後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費2000円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、21cm四方の持ち

帰り用の箱
申し込み▶ 1月17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)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0003
高蔵寺町3－2－1へ

ささえ愛センター　☎56－1943
市民と市との協働が目指すもの～市民と行政の協
働のあり方について
と き▶ 1月26日(土)午後1時～ 2時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人市民フォーラム21・ＮＰＯセ

ンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
申し込み▶ 1月4日(金)から、電話かファクス、Ｅメ

ールに住所、氏名、電話番号を書いて、
ＦＡＸ56－4319、Ｅメールkatsudo@cit
y.kasugai.lg.jpへ

落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会～ ｢ラブラブバレン
タイン｣愛を込めたチョコレート入りのハート型
アレンジメントを作る
と き▶ 2月2日(土)午前10時～正午
講 師▶ 内村朋子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3750円

持ち物▶ はさみ、木工用ボンド、ピンセット、両
面テープ、持ち帰り用の袋

申し込み▶ 1月15日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚)に講座名、氏名(ふりがな)、年齢、
電話番号を書いて、〒486－0817東野町
字落合池1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
フェルトでポーチ作り
と き▶ 1月19日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 矢野美代子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費(1組)500円
持ち物▶ ゴム手袋、エプロン、古いタオル2枚
 
春に備えるたい肥づくり～庭木の落ち葉などを使
ったたい肥のつくり方を学ぶ
と き▶ 1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人(先着順)
 
申し込み▶ いずれも1月8日(火)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
将棋教室
と き▶ 2月10日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・10人(超えたときは

抽選)
 
工作教室～新聞紙の花作り
と き▶ 2月17日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 材料費100円
 
申し込み▶ いずれも1月16日(水)〈消印有効〉までに、

往復はがきに教室名、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、〒486－0945勝川町8－
2858－1(☎35－3501)へ

消防本部　☎85－6383
甲種防火管理新規講習
と き▶ 2月7日(木) ～ 8日(金)午前9時30分～午後

4時30分
ところ▶ 総合体育館
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、防火管理者が必要な

防火対象物で、受講後防火管理者になる
予定の人・80人(先着順)

費 用▶ 教材費1450円　※講習日の受け付け時に
購入

申し込み▶ 2月4日(月)までに、顔写真1枚(縦3cm×
横2.5cm)を持って、予防課へ
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東部市民センター　☎92－8511
歌人・近藤芳美の初期の短歌を読む～代表作｢早
春歌｣｢埃(ほこり)吹く街｣を学ぶ
と き▶ 1月30日(水)、2月6日(水)・13日(水)〈3回〉

午後1時30分～ 3時
講 師▶ 伊吹純
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料750円
 
パンづくり入門(託児付) ～基本のパンとかんた
んに出来るお菓子を作る
と き▶ 2月8日(金)・22日(金)、3月7日(金)〈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・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料750円、教材費2400円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、20㎝四方の持ち

帰り用の箱
 
申し込み▶ 1月15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、託児(2歳以上の未就学
児)希望者は子どもの名前と年齢を書い
て、〒487－0011中央台2－2－1へ

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
太極拳教室～健康太極拳を学ぶ
と き▶ 2月6日～ 3月12日の毎週水曜日(6回)午後

1時30分～ 3時
講 師▶ 伊藤芳子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1500円
 
足心ヨーガ教室～足心ヨガで体と心を癒やす
と き▶ 2月7日～ 3月13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(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ バスタオル
 
申し込み▶ いずれも1月17日(木)〈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)、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0304神屋町字引沢57－1へ

児童センター　☎87－6866
ハンディキャップがある幼児と保護者の会
と き▶ 1月18日(金)、2月15日(金)、3月14日(金)〈3

回〉午前10時30分～ 11時30分
対 象▶ 市内在住のハンディキャップがある幼児

とその保護者
申し込み▶ 電話で、常時受け付け

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
回想法～昔の遊びを思い出そう
と き▶ 1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▶ 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▶ 30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
 
脳を活性化して、認知症を予防しよう！！
と き▶ 1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▶ 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
 
逃げ遅れないよう災害に備え、足腰を鍛えません
か～防災に対する知識も一緒に学びましょう
と き▶ 1月19日(土)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▶ 後藤一明、古川加代
定 員▶ 50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
 
健康体操やヨガでいつまでも元気で暮らしましょ
う
と き▶ 1月22日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 平野喜久子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
 
体力測定で自己チェック
と き▶ 1月23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▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ
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消防本部　☎85－6374
上級救命講習会～新ガイドラインによる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講習
と き▶ 2月9日(土)午前9時～午後5時
ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・40人(先着順)
申し込み▶ 1月7日(月)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
育児講座～お父さんと遊ぼう(自由参加)
と き▶ 1月27日(日)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住の2～ 3歳児とその父親
 
育児講座～食育について親子で遊びながら学ぶ
と き▶ 2月28日(木)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の未就園児とその保護者・20組

(超えたときは抽選)
費 用▶ 材料費(1人)100円
申し込み▶ 1月16日(水)〈消印有効〉までに、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

市子育て支援センター (上八田保育園内)
親子教室～お父さんと一緒
と き▶ 2月2日(土)午前9時30分～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の2歳以上の未就園児とその父

親(母親同伴可)・15組(先着順)
申し込み▶ 1月10日(木)午前9時から、☎85－8824へ

健康推進課　☎85－6167
食育のすすめ教室
と き▶ 1月30日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1～ 5歳の子どもの

保護者・20人(先着順)
 
講演｢こどもの食物アレルギーとアトピー性皮膚
炎｣～小児科のアレルギー専門医に学ぶ
と き▶ 2月3日(日)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 健康管理センター
講 師▶ 名古屋大学大学院准教授・坂本龍雄
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・70人(先着順)

※託児(未就学児)は先着15人
 
申し込み▶ いずれも1月8日(火)から、電話で

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室～効果的なフォームを身に
付ける(基本編)
と き▶ 1月22日(火)午後1時～ 2時
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300円　※別途、プール利用券の

購入が必要
 
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい水中エアロ
ビクス
と き▶ 2月19日～ 29日の毎週火・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、在学の人・45人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1600円
 
泳法が選べる一般水泳教室～クロールか背泳ぎの
どちらかを選択し、泳力を身に付ける
と き▶ 2月19日～ 3月14日の毎週火・金曜日(8回)

午前10時40分～ 11時40分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の16歳以上の人・

20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料6000円
 
クロールを覚えよう(2か月コース)
と き▶ 2月19日～ 3月27日の毎週火・木・土曜日(8

日を除く16回)午後6時15分～ 7時15分
対象・定員▶ 10m泳げない市内在住の小学生・30人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料8000円
 
親子で幼児水泳～親子で水慣れやバタ足、浮き身
などの基本を覚える
と き▶ 2月26日～ 3月21日の毎週火・金曜日(8回)

午後4時～ 4時45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の平成13年4月2日～ 16

年4月1日に生まれた幼児とその保護者
(幼児1人につき保護者1人が必要)・20組
(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料5000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は1月4日(金)午

前9時から電話で、それ以外は1月16日
(水)〈必着〉までに、往復はがきに教室名、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
勤務先か学校名と学年を書いて、〒486
－0804鷹来町4286へ
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2月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各50人
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)　

※水曜日10時45分からの脂肪燃焼エアロ
は3月26日(水)までの期間限定の開催。2
月11日(祝)は9時15分から脂肪燃焼エアロ
を開催。2月5日(火)、6日(水)午前、12日(火)
は休講
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ
ビクス

10：45
～

11：45

スタン
ダード
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

20：00
～

21：00

ソフト
エアロ
ビクス

ダイナ
ミック
エアロ
ビクス

スタン
ダード
エアロ
ビクス

ヒップ
ホップ

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩凝り・腰痛予防ストレ
ッチや簡単な軽体操
と き▶ 2月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 南部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
 
癒やしのストレッチ体操～心身ともにリフレッシ
ュ
と き▶ 2月1日～ 22日の毎週金曜日(4回)午前10

時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200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▶ 2月の毎週土曜日(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13年4月2日～

14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30人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料各800円
 
ヨガ～心と体のバランスを整える
と き▶ 2月の毎週土曜日(4回)午前10時45分～ 11

時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
太極拳(初心者向け)～基本の8動作を行い健康増
進を図る
と き▶ 2月の毎週土曜日(4回)午後2時30分～ 3時

30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
ソフトステップ～ステップ台を使ったエアロビク
ス
と き▶ 2月の毎週木曜日(4回)午後6時30分～ 7時

30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・35人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
にがて克服！楽しい体操(とびばこ運動) ～とび
ばこのにがて意識をなくそう
と き▶ 2月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)①午後6

時～ 7時②午後7時30分～ 8時30分
対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 2年生②小学3～ 6

年生・各30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料各800円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は1月4日(金)午

前9時から電話で、それ以外は1月16日
(水)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
つき1枚のみ)に教室名(①②の別も)、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
勤務先か園名か学校名と学年を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3へ

新春民踊のつどい
と き▶ 1月6日(日)午後1時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市内の民踊グループによる踊り初め
問い合わせ▶ 春日井民踊のつどい実行委員会(☎82－

6912)
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春日井警察署｢110番の日｣広報活動
｢緊急時　頼れるあなたの　
110番｣
と き▶ 1月6日(日)午前10時

～正午
ところ▶ マイカル春日井サテ

ィ (柏井町4)
内 容▶ ○110番体験コーナ

ー○110番パネル展
示○署員による手品、大道芸の披露○女
性白バイ隊員による白バイの展示(2台)
○コノハけいぶの着ぐるみ

問い合わせ▶ 春日井警察署地域課(☎56－0110、内線
295)

エンディングノートを利用した自分史作り
と き▶ 1月27日(日)午後2時～ 3時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ 自分と向き合い、素晴らしい人生の集大

成を演出する
講 師▶ 相続手続支援センター東海
対象・定員▶ これから定年を迎える人か第2の人生を

過ごしている人・90人程度
費 用▶ 教材費500円(当日持参)
申し込み▶ 1月15日(火)までに、はがきか電話、ファ

クス、Ｅメールで住所、氏名、性別、年齢、
電話番号、ファクス番号を書いて、〒486
－0845瑞穂通1－186市シルバー人材セン
ター (☎84－3515、ＦＡＸ84－3125、Ｅ
メールkasugai@sjc.ne.jp)へ

中高年のためのセカンドキャリアセミナー
在職中に充実した人生設計を考える
と き▶ 2月2日(土)・9日(土)〈2回〉午前9時30分～

午後4時
ところ▶ 小牧市勤労センター (小牧市)
内 容▶ ○ライフプラン・生涯経済プランの設計

○中高年齢期の職業人生に必要な仕事生
活設計○公的年金制度の概要○中高年齢
者の健康管理○グループワーク○ライフ
プランの作成　※希望者には個別カウン
セリングあり

対象・定員▶ 45 ～ 59歳の在職者・20人(先着順)
申し込み▶ 1月7日(月)から、県雇用開発協会あいち

高齢期雇用就業支援センター (☎052－
218－5651)へ

3級販売士検定
月 日▶ 2月20日(水)
受験料▶ 4000円
ところ・申し込み▶1月7日(月) ～ 24日(木)に、春

日井商工会議所(☎81－4141)へ

防火対象物点検資格者再講習
月 日▶ 2月20日(水)
ところ▶ 京都市市民防災センター (京都市南区)
内 容▶ 防火対象物点検資格者を対象とした5年

ごとの講習
定 員▶ 130人
費 用▶ 受講料1万540円(免状交付手数料を含む)
申し込み▶ 1月15日(火) ～ 2月5日(火)に、対象者に

送付済みの申請書に記入して、〒601－
8445京都市南区西九条菅田7、京都市防
災協会へ　※前回講習時と住所が違う人
は連絡してください

 ホームページ　http://www.fesc.or.jp
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6388)

高年齢者雇用確保措置の実施
　高齢者雇用安定法に基づき、平成19年4月1日か
ら高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢は63歳と
なっていますので、引き続き65歳までの雇用確保
を導入してください。未実施の企業は早急な実施
をお願いします。
問い合わせ▶ 春日井公共職業安定所(☎81－5167)

日商簿記検定
月 日▶ 2月24日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井
受験料▶ 2級4500円、3級2500円、4級1600円
申し込み▶ 1月7日(月) ～ 23日(水)に、春日井商工会

議所(☎81－4141)へ

名古屋高等技術専門校訓練生募集
科 目▶ 短期課程①金属加工科②機械エンジニア

科③ＯＡビジネス科④印刷デザイン科⑤
住環境エクステリア科⑥介護ビジネス科
⑦マザーズビジネス科

対象・定員▶ 職業を転換しようとする中学卒業(卒業
見込みを含む)程度の学力を有する人・
①②③④⑥30人⑤⑦20人

入校日▶ 4月9日(水)
申し込み▶ 1月8日(火) ～ 2月15日(金)に、名古屋高等

技術専門校(☎052－917－6711)へ

県産業別最低賃金が改正されました
賃金(時給)▶ ○染色整理業723円○鉄鋼業834円○一般

機械器具製造業815円○電気機械器具製
造業779円○輸送用機械器具製造業820円
○精密機械器具製造業770円○各種商品
小売業770円○自動車小売業800円　※効
力発生は平成19年12月16日です。

問い合わせ▶ 名古屋北労働基準監督署(☎052－961－
8653)



市役所市民サロン

味美ふれあいセンター
グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉
アスティ高蔵寺

エコメッセ春日井

鷹来公民館
高蔵寺ふれあいセンター

（☎85－6073）

（☎31－3522）

（☎92－8711）

（☎85－6079）

（☎88－5006）

（☎84－7071）
（☎51－0002）

1／4（金）～10（木）
1／13（日）～19（土）
1／5（土）～10（木）

1／5（土）～14（祝）

1／5（土）～17（木）

1／5（土）～30（水）

1／6（日）～18（金）
1／10（木）～20（日）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

Ｈ2クロッキー会作品展
写真展
新春いけばな展

植物画展

写真遊び・花あそび　二人展
刺繍（ししゅう）作品展
絵手紙による年賀状展
新春書き初め展
新春年賀状展

Ｈ2クロッキー会
フォトクラブ「瞬」
華道連盟協会（味美同好会）
グリーンピア春日井植物画
同好会
遊び心の会
Ｎの会
入船幸子
書き初め会参加者
土筆の会

藤楊會舞初め会
とき▶1月20日（日）正午～午後3時　ところ▶文
化フォーラム春日井・視聴覚ホール　内容▶日
本舞踊の発表　定員▶198人（先着順）　問い合
わせ▶藤間（☎090－6336－7880）
･･････････････････････････････････････････
春日井の教育を語る市民の集い
とき▶1月27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「急務・子どもたちの未来を守る努力」秋
葉英則』を聞き、全体会で教育や子育てについ
て話し合う　対象・定員▶教育や子育てに関心
のある人・250人（先着順）　問い合わせ▶長縄
（☎31－8017）　
･･････････････････････････････････････････
名古屋リコーダーオーケストラ定期演奏会
とき▶2月3日（日）午後3時～4時40分（2時30分開
場）　ところ▶名古屋市守山文化小劇場（名古屋
市守山区）　内容▶クラシックからわらべうた
まで親しみのある曲をリコーダーオーケストラ
で楽しむ　曲目▶「水上の音楽」「グリーンスリ
ーブス」「千の風になって」など　定員▶400人
（先着順）　入場料▶1000円　申し込み▶電話か
ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、
人数を書いて、ＮＲＯ事務局・山中（☎090－
4404－6529、ＦＡＸ32－4906、Ｅメールmiyoshi
@qf6.so-net.ne.jp）へ
･･････････････････････････････････････････

国際理解教育ワークショップ「バレンタインイ
ベント」
○チョコレートの原材料の展示
とき▶2月7日（木）～12日（火）午前10時～午後6
時30分　ところ▶本の王国中央台店（中央台1）
○ワークショップ
とき▶2月9日（土）午後1時～4時　ところ▶本の
王国中央台店（中央台1）　内容▶チョコレート
製造の背景には環境・劣悪な労働条件があるこ
とや低価格で手に入ることを可能にする貿易の
構造の問題について考える　費用▶参加料500
円　申し込み▶1月31日（木）までに、小久保（☎
95－1284）へ　主催▶国際相互理解を考える会
･･････････････････････････････････････････
新春代表作家展
とき▶1月4日（金）～6日（日）午前10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▶新春の門出にふさわしい日本画
や洋画、書、写真、工芸の展示　問い合わせ▶
市美術協会・後藤（☎31－8517）

万 人

万
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
診 療 時 間 帯

急患に限ります。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

1／5

1／12

緊 急 医
平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日
・
1
／
1
〜
1
／
3

内科・小児科・外科

内科・小児科

在宅緊急医
外科

内科・小児科・外科

内科・小児科

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎82－7258

☎51－5552

☎84－3060

☎91－3755

☎31－4358

☎76－2603

☎81－1303

☎41－6260

☎31－4358

☎35－2203

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

梶田整形外科（六軒屋町2）

白山外科クリニック（白山町5）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）※1／1～1／3は休み

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

みわレディースクリニック（小牧市）

森永産婦人科（八事町2）

エンゼルレディースクリニック（小牧市）

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

浅田レディースクリニック（松新町1）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

1／1

1／2

1／3

1／6

1／13

1／14

健 康 子 ど も の 食 育
～「間食＝甘食」じゃないよ！

子 ど も の 食 育
～「間食＝甘食」じゃないよ！

正月期間のかかりつけ医や最寄りの医療機関の診療日時をあらかじめ確認しておきましょう。

小さな子どもは消化機能が未熟で、1度に食べられる量が少ないため、「第4の食事」として間食を取ります。
成長が著しい時期なので1日分の栄養素をしっかり取る必要がありますが、甘いお菓子だけが間食では
ありません。生活習慣病予防のためにも子どものころから甘みの強い味に慣れてしまわないよう心掛け
ましょう。ここでは手軽にできる栄養満点の手作りおやつを紹介します。

材　料▶サツマイモ60g、キャベツ10g、プロセスチーズ15g、かたくり粉3g
作り方▶①サツマイモは皮をむき、1㎝角に切ってラップに包んで電子レンジ（500w）で2分加熱し、つぶす。

②5㎜角に切ったプロセスチーズ、①のサツマイモ、キャベツのみじん切り、かたくり粉を合わせて混ぜ
る。直径2㎝程のボールに丸め、ラップをかけて電子レンジで40秒加熱する。
※使用するレンジにより仕上がりが変わりますので、加熱時間は適宜調節してください。

参考書籍：「はじめての幼児食」

おいものチーズボール（1人分）

●公道
平日（午前8時30分～午後5時15分）…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…市管工事業協同組合（☎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 （＋2273）30万5138人
世帯数 12万782世帯 （＋1983）

（　）内は前年同日比

人口と世帯数の動き 〈平成19年12月1日現在〉

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6167）
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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。

古紙配合率100％再生紙を使用しています

マドガ科
マドガ

　羽を広げると15㎜ほどの小柄なガで、雄はくしの歯状、雌は糸
状の触角があります。羽は黒地に細かい黄色鱗粉紋（りんぷんも
ん）が散らばっており、さらに前羽に一つ、後ろ羽に並んで四つ
の半透明の白い斑紋があります。黄色紋が日光に反射して輝くな
ど、なかなか美しいガです。名前はこの白い斑紋をマド（窓）に見
立てて付けられています。
　ガの仲間ですが昼間に活発に活動します。春にはセセリチョウ
の仲間に混じってハルジオンやレンゲなどの花に集まり吸蜜しているところを、夏には路上で吸水して
いるところを見かけることができます。ほとんどチョウと変わらない生活をしています。
　幼虫はボタルヅルを食草とし、この葉を巻いた中で生活しています。

然春 日 井 の 自

今年もたくさんの応募があった年賀状。皆さんの工夫を凝らした力作を紹介します。

大山 栄子（中新町）
熊崎 勇（惣中町）

内田 百合子（中切町）
古谷 幸子（八幡町）

所 信之（石尾台）
山脇 須美子（高森台）

入船 幸子（坂下町）
加藤 充子（八光町）
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