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春日井の特産サボテンをテーマに行われたサボテンフェア。
さまざまなサボテンの展示や販売があり、多くの人でにぎわ
いました。寄せ植え教室では、子どもたちが思い思いの寄せ
植えのサボテンを選んでいる姿がとてもほほ笑ましい光景で
した。
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町内会への加入をお勧めします!!
シリーズ「地域のチカラでまちづくり」vol.1
住宅用火災警報器の設置期限は5月31日です！
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5月1日に戸籍法・住民基本台帳法が
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まちの伝言板など
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自然の宝庫、東部丘陵
を満喫しよう！



四季折々変化に富んだ顔を
見せてくれる東部丘陵の自
然は、市内でも屈指の自然
の宝庫です。そして、ここ
は子どもから高齢者まで、
誰もが自然と触れ合うことができる素晴らし
い所でもあります。今回は、東部丘陵の中で
気軽にウオーキングが楽しめるコースとその
道中で季節ごとに出会うことができる動植物、
そして、いろいろな楽しみ方ができる施設を
紹介します。 

ギフチョウ ハルリンドウ 

シデコブシ 

ササユリ カキラン 

オオルリ 

　春早く林内はショウジョウバカマのピンクの花
で覆われます。日当たりの良い湿地ではハルリン
ドウが愛らしい青紫の花を、サクラの季節には東
海地方特産種、シデコブシが白からピンクの花を

咲かせます。散策
路に沿ってコバノ
ミツバツツジが開
花するころ、春の
女神ギフチョウが
飛び交います。 

小筆ちゃんパパ 

小筆ちゃん 

　初夏から夏にかけ、フジ、ササユリ、湿地のト
キソウ、トウカイコモウセンゴケやミミカキグサ
などの食虫植物、サギソウと次々と美しい花との
出会いがあります。その中で、オオルリ、キビタ
キなどの野鳥が美しい姿と声を楽しませてくれます。
そして、弥勒（みろ
く）山のふもとの変
化に富んだ森の中に
たたずめば、視覚的
にも体感的にもエア
コンとは違う涼しさ
を体験できるでしょ
う。 
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　湿地では浅い水辺でしか生きられないヒメタイ
コウチ、一円玉より小さなハッチョウトンボなど
の絶滅が心配される希少生物も観察できます。 

　秋は何といっても森の至るところで顔を出すキ
ノコたちが主役でしょう。秋の深まりとともにキ
ノコの種類も変化し、そのさまざまな形や色は十
分に鑑賞に堪えます。また、さまざまな樹木の紅葉、
黄葉を楽しみながら、色付いた落ち葉やドングリ
などの木の実を使って工作なども楽しむことがで
きます。 

　冬は樹木が葉を落とし、閑散としたイメージが
ありますが、見通しのきく林の中をにぎやかに群
れで移動するメジロ、シジュウカラ、ヤマガラ、
エナガ、コゲラなどの野鳥たちとの出会いがあり
ます。池にはオシドリやマガモたちが越冬にやっ
てきます。一歩近づいてよく観察すれば、枝先の
カマキリの卵塊、木のくぼみで密集するヨコズナ
サシガメの幼虫、春を待つ樹木の冬芽のおもしろ
い形など楽しみは広がります。 

ハッチョウトンボ 

サギソウ 

弥勒山（４３６.６ｍ）より市街を望む 

オシドリ（上）とマガモ（下） 

いろいろな種類のキノコたち　 

ヒメタイコウチ 

小筆ちゃん 
ママ 
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然の家 

カッパ橋 

ス 

大久手池 

プレイ 
ホール 

台 

進入路 

（約3km） 

比較的平らで、これから始める人向きのコ
ースです。 
少年自然の家～やまもも街道～岩船神社～
築水池～少年自然の家 
所 要 時 間　約４０分 
消費カロリー　約１８０キロカロリー 

▲
 ▲
 

（約4.5km） 

アップダウンがあり、運動に慣れた人向き
のコースです。 
少年自然の家～やまもも街道～岩船神社～
西高森山～築水池～少年自然の家 
所 要 時 間　約６０分 
消費カロリー　約３６０キロカロリー 

▲
 ▲
 

 
　街中でのウオーキングと自然の中でのウ
オーキングでは、その効果の感じ方が異な
ります。自然の中ではよりリラックスでき
たり、気持ちが良かったりするのは、なぜ
でしょう。それは、「フィトンチッド」や「マ
イナスイオン」の効果だとされています。 
　「フィトンチッド」とは、樹木から発せら
れる香気成分でこの香りが、わたしたちの
気分を落ち着かせ、リラックスさせるとい
われています。最近ではがん細胞を防ぐNＫ
細胞の活性を高め増やすという効果も証明
されています。 
　また、リラックス効果でよく知られてい
る「マイナスイオン」。滝などの水の近くに
多いことは知られていますが、森の中にも
しっかり満ちています。 
　このように自然の中でのウオーキングには、
さらにプラスアルファの効果が期待できる
のです。 

※消費カロリーは体重６０kgの男性で計算してあります。 

※この地図は、自然ウオークモデルコースの概略を示したものです。 
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　宿泊対象者にキャンプファイア（１人１５０円）、
冒険ゲーム、スターライトツアー（各１人１００円） 
などの限定プログラムを開催します。 
 

 
 
 
　自然豊かな築水の森、みろくの森での自然体験、
雨でも可能な屋根付野外炊事場での飯ごう炊さん、
自然のなかでのテント泊（常設） 

 
　●宿泊室（1室につき）１６００円（８人まで）  
　●テント（1張りにつき）２００円（４人用）、３００円（６人用）、 
　　４１０円（８人用） 
　●野外炊事用炉　５０円（1炉８人まで） 
　●食事（食堂）朝食（３８０円）・昼食（４９０円）・夕食（５８０円） 

 
　研修室２室（定員２０人、４０人） 
　和室３室（定員５０人、３０人、１０人） 
　工作室（定員２５人） 

 
 
　プレイホール（屋内レクリエーション兼キ
ャンプファイア場）、多目的広場（サッカー、
ソフトボール、少年軟式野球などで利用可能） 

「確か、小学生の時に野外学習で行ったことがある
けれど…。」そんな声をよく聞きます。少年自然の
家は皆さんがいつでも誰でも利用することができ
るアウトドア施設です。 

ホームページ　ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．ｓ－ｋｏｕｓｙａ-kasugai．ｏｒ．ｊｐ/ｎａｔｕｒｅｓ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 

問い合わせ　少年自然の家（　92－8211） 

▲
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5月3日(祝) ～ 5日(祝) 
 午前１０時～午後４時  
花苗や庭木の即売会、ハンギングバスケット展、
野点茶会、模擬店、ピエロのパフォーマンス、
動物ふれあいコーナーなど楽しみいっぱい！ 

ホームページ　ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．city.kasugai.lg．ｊｐ/shisetsu/syokubutsuen/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 

 
　ポニーやヒツジなどいろん
な動物を見ることができます。
最近「ラマ」も仲間に加わったよ！ 
※ラマは１４ページで紹介して
います。 

 
　季節の変化に合わせた植え替え
を行い、くつろぎや癒やしの空間
を演出しています。レストランや
喫茶、授乳室と乳幼児向けのファ
ンタジールームもあるよ！ 

 
　お弁当を持って、家族
や友達とのんびりと過ご
そう。 

 
　バラの見ごろは５月中旬から
です。 

 
　親子やペアで楽しめるサ
イクルボート。 

 
　さまざまな展示が行われ
ています。相談も気軽にど
うぞ。 

 
　６月には、ハナショウブが
咲き誇ります。 

緑豊かな山々に囲まれたグリーンピア春日井では、四季折々
の植物が見られます｡自然の中でゆったりと、家族や友達同士
で楽しむのに絶好の場所です｡ 

問い合わせ　グリーンピア春日井（　92－8711） 

植物園まつり 

▲
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近年、個人の生活が尊重され他人の生活
には干渉しないという生活様式が増えて
いますが、いざというときには「遠くの
親類より近くの他人」ということわざが
あるように、地域のつながりの方が頼り
になることもあります。例えば、東海地
震が発生し、個人や家族だけでは対応で
きない状況に陥ったとき、あなたはどう
しますか。
区・町内会・自治会（以下、町内会）の活
動は、隣近所との付き合いだけではなく、
地域全体の付き合いを身近にしてくれま
す。

　「忙しくて暇がない」「人付き合いがわずら
わしい」「役員をやりたくない」などの理由か
ら、町内会加入に消極的な人が増えています。
しかし、夜道が真っ暗ではないこと、道路に
ゴミが落ちていないこと、公園の草が繁茂し
ていないこと、地域のお祭りが開催されるこ
となど、普段当たり前に感じていることが、
地域で町内会活動が行われている証しです。
　町内会活動は地域によってさまざまです
が、市には565の町内会と3つの連合会の登録
があります。昨年8月、各団体の代表者に行
った「区・町内会・自治会アンケート」から、
右に挙げるような活動が主に行われていま
す。
　他にも、ゴミステーションの設置や管理、
広報春日井の配布や地域のお知らせなどの生
活情報発信、公民館や集会所の維持・管理な
どを行っています。
　あなたのまちを｢住みよいまち｣にするため
に、まずは地域の活動に参加することから始
めてみませんか。

問い合わせ▶市民活動推進課(☎85－6617)

区・町内会・自治会アンケート結果（平成19年8月）抜粋
Ｑ 貴団体ではどのような活動を行っていますか。（重複回答)

○防犯、防災活動

40.2%

溝、河川、
　　道路等の清掃

趣味などの
　　　　文化教室

盆踊りなどの祭事

スポーツ大会

旅行などの親睦会

そのほか

敬老会

文化祭

そのほか

ごみ減量、廃品回収

公園などの
　　　　清掃管理

そのほか

○環境美化活動

○福祉、健康、文化活動

0 10 20 30 40 50 60 70 80

○レクリエーション活動

防火パトロール

防犯パトロール

防災訓練

防犯灯の設置、
運営、管理

そのほか

70.5%

16.0%

78.0%

74.1%

45.2%

12.0%

4.1%

12.2%

4.1%

46.1%

60.8%

3.7%

43.4%

59.5%

79.5%
5.2%

（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

町内会活動に参加しましょう！

※アンケートの詳細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/sankaku/
shiminkyoudou/anketo1908.html
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平成19年度に実施した区・町内会・自治会アンケートで「他
の町内会がどのような活動をしているのか知りたい」という
意見が多数寄せられました。そこで、今号から４回に分けて、
特徴のある活動をしている町内会を紹介していきます。今
回は、地域の子どもの安全を守る活動について味美連合区
長に話を伺いました。

味美連合区はどんな団体ですか？

　味美連合区は、中新町区、二子町区、味美白山町区、中野町区、
味美上ノ町区、西本町区、花長町区、南花長町区、知多町区、
味美町区、美濃町区の11町内会を統括する団体です。

「味美連合区安全安心隊」という活動を
されていますね。

　わたしたちは、「子どもの安全を守る」ことを目的に、各種防
犯団体や老人会、ＰＴＡなどの皆さんと平成18年8月に「安全安
心隊」を結成し、現在は、総勢1000人で活動をしています。

結成したきっかけは何ですか？

　味美連合区には、味美と白山の2つの小学
校があり、それぞれのＰＴＡや「安全安心ま
ちづくりボニター」、「子ども応援団　地域の
おじさん・おばさん」などの団体が、違う時間、
場所で活動をしています。しかし、このよう
な団体の横のつながりができれば、もっと大
きな力になるのではないかと考えました。

統一された腕章をしているんですね。

　それぞれの団体の腕章やワッペンが違った
ため、子どもたちに、どういう団体か分かり
にくいという状況がありました。そこで、分
かりやすいように、腕章を作りました。

活動を通して感じていることは何ですか。

　不審者の情報などを、みんなで共有することがで
きるようになりました。また、情報が早く正確に伝
わるようになりました。そして何より大切なことは、
この活動をいつまでも続けることだと思っています。

vol.1vol.1

味美連合区
「子どもの安全を守る」

入学式で啓発活動をする安全安心隊の皆さん

味美連合区長・山田文雄
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問い合わせ▶予防課（☎85－6383）

住宅用火災警報器の設置はもう済みましたか？期限が目前に迫っています。火災から大切な命を守るために
一日も早く住宅用火災警報器を設置しましょう。

　台所で調理中にその場を離れたために鍋が過熱されて
警報器が作動したなどの事例が多く報告されています。

■平成19年は、8件（すべて台所）でした。
■平成20年（3月31日現在）は、住宅用火災警報器の普及
により、13件（台所12件、居間1件）でした。

　高齢者などの皆さんが購入された火災警報器を、市から委託を受けた市社会福祉協議会の職員が、無
料で取り付けします。
対　象▶次のいずれかに該当し、自分では取り付けが困難な世帯○65歳以上の一人暮らしの世帯○65歳

以上のみの世帯○障がい者のみの世帯○65歳以上の人と障がい者のみの世帯
申し込み▶5月30日（金）までに、申請書（高齢福祉課に用意）に記入して、高齢福祉課（☎85－6364）へ

自分で取り付けが困難な高齢者自分で取り付けが困難な高齢者などなどの皆さんへの皆さんへ自分で取り付けが困難な高齢者などの皆さんへ

住宅用火災警報器住宅用火災警報器は
火事を未然に防火事を未然に防ぎます！ぎます！
住宅用火災警報器は

火事を未然に防ぎます！

住宅用火災警報器の設置期限は住宅用火災警報器の設置期限は

５月3131日です！日です！

住宅用火災警報器の設置期限は住宅用火災警報器の設置期限は

５月3131日です！日です！

住宅用火災警報器の設置期限は住宅用火災警報器の設置期限は

５月3131日です！日です！

住宅用火災警報器の設置期限は

５月31日です！

設置場所はここです！設置場所はここです！設置場所はここです！

寝　室 台　所 階段室
（寝室が２階以上の場合）

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/syobo/yobo/kasaiyobo/jukeiki/index.html

煙で感知するものを設置してください！

ピー
ピー

ピー

はっ！！

危
な
か
っ
た
ー

ほっ

KASUGAIKASUGAI
わいわいカーニバル2008わいわいカーニバル2008
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自分で取り付けが困難な高齢者などの皆さんへ

住宅用火災警報器は
火事を未然に防ぎます！

住宅用火災警報器の設置期限は

５月31日です！
住宅用火災警報器の設置期限は

５月31日です！
住宅用火災警報器の設置期限は

５月31日です！

設置場所はここです！

家族や友達と一緒になって楽しめるわいわいカーニバルを今年も開催します。心も体も伸び伸びできるいろ
いろな遊びやステージショー、子どもたちが描いた絵や立体作品の展示など、さまざまなイベントが盛りだ
くさんです。皆さんも会場を回って1日楽しんでみませんか。

わいわいステージ（落合公園駐車場）

9：45～ 10：15
10：20～ 11：00
11：05～ 11：25
11：30～ 11：50
11：55～ 12：10
12：15～ 13：35
13：35～ 13：45
13：50～ 14：30

14：35～ 14：50

14：55～ 15：00

内 容時 間
開会式
炎神戦隊　ゴーオンジャーショー
ジャズ演奏
子どもバレエ
みんなで踊ろう　鳴子おどり
ティーンズミュージックライブ
ごみタイム
炎神戦隊　ゴーオンジャーショー

大合唱「If you’re happy」「In a
cottage in a wood」「Twinkle,
Twinkle,Little Star」

フィナーレ

【三ツ又ふれあい公園】
〇 わいわい小学生ボールリフティング大会
〇 バルーンアート
〇 チャレンジボール
〇 子ども舟遊び　など

【総合体育館】
〇 わいわいスーパードッジボール大会
〇 わんぱく相撲春日井場所
〇 チャレンジ広場（手作り工作コーナー、ゲームと遊び、
　 お楽しみ抽選会）　など

【ふれあい緑道】
〇 ふれあい作品展
〇 わいわいクイズラリー

【落合公園】
〇 わいわいステージ
〇 おもしろ科学あそび
〇 みんなで踊ろう鳴子おどり
〇 世界のあそび
〇 ジャンボかるたとり 　など
　 おもちゃの病院
　 内　容▶壊れたおもちゃの修理（修理は無料、部品

交換は実費）　※修理できないものもあり
ます。当日修理できないものは、後日エ
コメッセ春日井での受け取り　

5月11日（日）
午前9時45分～午後3時
（雨天一部中止）
※当日は、市内各方面から4路線の
無料シャトルバスを運行

当日の問い合わせ▶落合公園本部（☎090－6765－5252）、三ツ又ふれあい公園（☎090－6765－5254）、
総合体育館（☎090－6765－5255）

事前の問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6151）

KASUGAIKASUGAIKASUGAIKASUGAIKASUGAI
わいわいカーニバル2008わいわいカーニバル2008わいわいカーニバル2008わいわいカーニバル2008わいわいカーニバル2008

みんなで一緒に
遊んじゃおう！
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ほかにも…
○婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁などの届け出に本人が来られなかった場合は、届け出を受理したこ
　とを本人に通知します。
○偽り、その他の不正な手段によって証明書の交付を受けたときは、30万円以下の罰金が課せられます。

問い合わせ▶市民課（☎85－6139）

本人が知らないところで婚姻届や養子縁組の届け出が出されたり、虚偽の申し出により住所が移転させられ本人が知らないところで婚姻届や養子縁組の届け出が出されたり、虚偽の申し出により住所が移転させられ
たりして、戸籍や住民票が改ざんされる事件が多発しています。改ざんされた戸籍や住民票は、銀行の架空たりして、戸籍や住民票が改ざんされる事件が多発しています。改ざんされた戸籍や住民票は、銀行の架空
口座の開設やパスポートの不正取得などの犯罪に利用されました。このため、口座の開設やパスポートの不正取得などの犯罪に利用されました。このため、偽りなどの不正な手段によっ偽りなどの不正な手段によっ
て他人の証明書を取得させないように、また、虚偽の届け出などにより誤った記載がされないように手続きて他人の証明書を取得させないように、また、虚偽の届け出などにより誤った記載がされないように手続き
が厳しくなります。が厳しくなります。

本人が知らないところで婚姻届や養子縁組の届け出が出されたり、虚偽の申し出により住所が移転させられ
たりして、戸籍や住民票が改ざんされる事件が多発しています。改ざんされた戸籍や住民票は、銀行の架空
口座の開設やパスポートの不正取得などの犯罪に利用されました。このため、偽りなどの不正な手段によっ
て他人の証明書を取得させないように、また、虚偽の届け出などにより誤った記載がされないように手続き
が厳しくなります。

戸籍法・住民基本台帳法が改正されます戸籍法・住民基本台帳法が改正されます戸籍法・住民基本台帳法が改正されます戸籍法・住民基本台帳法が改正されます

○住民票など証明書の申請や婚姻届、転入・転
出届などの届け出をするときは、本人確認書
類が必要です。

国や地方公共団体が発行した写真付きの身
分証明書で確認します。

【本人確認書類】

○本人が来られなくて代理人が窓口に来るとき
は委任状が必要です。　※場合により本人（頼
んだ人）の本人確認書類が必要です。

親子など親族でも委任状が必要です。
（例）配偶者の親の戸籍、別世帯の子の住民票

【委任状】（記入例）

届け出や申請には届け出や申請には本人確認書類本人確認書類や委任状委任状が必要となりますが必要となります届け出や申請には届け出や申請には本人確認書類本人確認書類や委任状委任状が必要となりますが必要となります届け出や申請には本人確認書類や委任状が必要となります

5月1日に

パスポート 運転免許証

写真付き住民基本
台帳カード

市制65周年事業のお知らせ市制65周年事業のお知らせ
高 蔵 寺 ニ ュ ー タ ウ ン 4 0 周 年

ス ロ ー ラ イ フ 月 間

12



本人が知らないところで婚姻届や養子縁組の届け出が出されたり、虚偽の申し出により住所が移転させられ
たりして、戸籍や住民票が改ざんされる事件が多発しています。改ざんされた戸籍や住民票は、銀行の架空
口座の開設やパスポートの不正取得などの犯罪に利用されました。このため、偽りなどの不正な手段によっ
て他人の証明書を取得させないように、また、虚偽の届け出などにより誤った記載がされないように手続き
が厳しくなります。

戸籍法・住民基本台帳法が改正されます

届け出や申請には本人確認書類や委任状が必要となります届け出や申請には本人確認書類や委任状が必要となります

問い合わせ▶企画課内、市制65周年事業実行委員会事務局（☎85－6049）

全国の4つのニュータウンで、さまざまな活動をしている人たちが、ニュータウンの縁（えにし）で集まり、「縁
卓」を囲みながらニュータウンの現状や課題を基に、これからのまちづくりについて話し合います。

日ごろの練習の成果を披露し、「花の詩」のメンバーと共演するなどクラシック音楽を多くの皆さんとともに
楽しみましょう。

○コーディネーター…御舩哲
○パネリスト…千里まちづくりネット副代表・藤本輝夫（千里ニュータウン）、ＮＰＯ法人エヌピーオー・フ
ュージョン理事長・富永一夫（多摩ニュータウン）、ＮＰＯ法人つくばハウジング研究会理事長・冨江伸治
（筑波研究学園都市）、春日井市コミュニティ推進連絡協議会会長・吉田光雄（高蔵寺ニュータウン）
と　き▶5月17日（土）午後1時30分～4時30分（1時開場）
ところ▶東部市民センター
定　員▶500人　※手話通訳あり
主　催▶「第3回ニュータウン人・縁卓会議」 in 高蔵寺：実行委員会、市制65周年事業実行委員会

市制市制6565周年事業のお知らせ周年事業のお知らせ市制市制6565周年事業のお知らせ周年事業のお知らせ市制65周年事業のお知らせ市制65周年事業のお知らせ

「次世代につなぐ　ふるさとづくり
　　　　　　　 ～高蔵寺発・活気あるニュータウンをいつまでも」

高 蔵 寺 ニ ュ ー タ ウ ン 4 0 周 年高 蔵 寺 ニ ュ ー タ ウ ン 4 0 周 年高 蔵 寺 ニ ュ ー タ ウ ン 4 0 周 年

ス ロ ー ラ イ フ 月 間ス ロ ー ラ イ フ 月 間ス ロ ー ラ イ フ 月 間

｢第3回ニュータウン人・縁卓会議｣ in 高蔵寺を開催します　

コンサートグループ「花の詩」クラシック祭り～第一夜

と　き▶10月25日（土）午後1時～5時（予定）
ところ▶市民会館

マラソンコンサート部門
内　容▶クラシックと認められるもの
楽　器▶ピアノ・歌・弦楽器・管楽器・打楽器のソ

ロやアンサンブル
対　象▶小学生以上（市内在住か在勤、在学の人を

優先）
室内楽・コンチェルト部門
内　容▶「花の詩」メンバーの弦楽四重奏と共演　

※8月2日（土）市民会館にてオーディション
あり

各部門の定員、演奏時間、室内楽・コンチェルト
の曲目などについては募集要項を見てください。

費　用▶参加料…マラソンコンサート部門5000円、
室内楽・コンチェルト部門1万～3万5000円
（曲目・演奏時間によって異なる）　※すべ
て入場券で返還

申し込み▶6月16日（月）～30日（月）〈必着〉までに、募
集要項（企画課、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、各公民館に用意）の中にある所
定の用紙に記入して、郵送で、〒444－0806
岡崎市緑丘1－30－14　コンサートグルー
プ「花の詩」太田へ
※募集要項は、「花の詩」のホームページか
らもダウンロード可
http://music.geocities.jp/hananouta8/

出演者募集

テーマ

縁卓会議　「各ニュータウンの現状」「課題と特色ある活動」「次世代への継承に向けて」

基調講演　「ニュータウンは今！！」多摩ＮＰＯセンター長・御舩哲

御舩哲
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みんな、仲良くしてね！
（グリーンピア春日井）

4/4/1
㊋
4/1
㊋

　動物ふれあい広場にラマ（ラクダ科）が仲間入
りしました。ラマは、5000年前にボリビアやペ
ルー周辺で家畜化され、現在は、主にアンデス
地方の高地で飼育されています。来て間もない
ですが、早くもみんなの人気者になっています。
皆さん、ぜひ見に来てください。

完成しました、
みんなの保育園
（市立柏原西保育園）

4/4/2
㊌
4/2
㊌

　市内で29番目の市立保育園である柏原西保育
園が完成し、開園式が行われました。式典の後、
園児たちは、緊張した面持ちで保育士の先生に
名札を付けてもらいました。真新しい教室や園
庭を目にした園児たちは、みんなうれしそうな
顔をしていて、毎日通うのが楽しみな様子でし
た。

3/26
㊌

4/2
㊌

ア ト ラ ン タ

あ と ら ん た

最初は

恥ずかしがって

いましたが…

名前を

呼ぶと…

モジモジ…モジモジ…モジモジ…

よろしくね！

プロフィール
ふりがな
名　　前

オス ・ メス ㎝109～119 150

おとなしい（怒るとツバを吐きます）

15～20

性格

性別 肩高

kg

体重

歳

推定年齢
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4/1
㊋

4/2
㊌

おかみさんの力でまちづくり
（ホテルプラザ勝川）

3/3/2626
㊌

3/26
㊌

　市内の商店街の女性たちが自分たちの商店街をより良く
しようと集まり情報交換をする「商店街おかみさんセミナ
ー」が行われました。本間副市長の「女性として春日井市の
まちづくりに貢献できること」についての講演の後、県内
のおかみさん会「あ・い・ち」の皆さんと、かぶと作りに挑
戦しました。完成したかぶとはそれぞれ店頭に飾ると話し
ていました。今後もさらに商店街を盛り上げていくため、
定期的に集まり活動していく予定です。

親子で異文化を体験
（国際交流ルーム）

4/4/2
㊌
4/2
㊌

　親子でいろいろな国の文化に触れる催しが国際交流ルー
ムで行われました。この催しは春日井市国際交流ネットワ
ーク加盟団体の皆さんが市民に異なる国の文化を体験して
もらおうと年に数回行っています。今回は、欧米に伝わる
行事を楽しむ企画で、参加者は、英語のわらべ歌に合わせ
て手遊びをしたり、ゲームをしたりして、春休みのひとと
きを楽しんでいました。

さくらの花・心

　学生時代に通った床屋のおやじさん
とお客さんの会話を思い出しました。
｢俺の願いは、桜の花に合わせて九州
から北海道まで旅行することなんだ。｣
「それはいいねぇ、ところで暇と金は
あるのかい…？」
　今年は、桜の満開が、土曜と日曜に
重なり、さらに両日は風もなく素晴ら
しい天気に恵まれ、おそらく10年に一
度あるかないかの桜日和だったと思い
ます。桜の美しさをしっかりと堪能で
きました。
　市内の各地域では、桜を楽しむ家族
連れの姿や、町内会主催の「さくら祭
り」が多く見られ、大変なにぎわいで
した。落合公園のさくらまつりにも、
期間中には5万人もの人出があり、サ
ボテンフェアでは、色・形とりどりの
春日井サボテンの販売はもちろんのこ
と、サボテンを使用した「ラーメン」「た
こ焼き」「ういろう」など、多くのサボ
テン商品に、たくさんの人が桜の下で
舌鼓（したつづみ）を打ってみえました。
　市外では、「グループ同士のいさか
いや、人出の後のごみの山」との報道
もありましたが、すべての人たちが、
自分たちだけが楽しむ場所ではない、
後片付けもしっかりするという「お互
い様」の気持ちを持ってのお花見であ
れば、桜は、心と形の両面から真の美
しい花を咲かせてくれると思います。
　最後に、床屋のおやじさんとお客さ
んの会話の続きをします。
　「いいねぇ、ところで暇と金はある
のかい？」｢野暮なことを聞くんじゃな
いよ。夜ごとに夢の中で桜の花に酔い
しれているんだよ。桜の花は俺の心な
んだ。｣　
　春日井市の花は「さくら」であります。

モジモジ…
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I N F O R M A T I O N情報最前線

みんなで進めようみんなで進めよう　水害のない水害のない　安全なまちづくり安全なまちづくりみんなで進めようみんなで進めよう　水害のない水害のない　安全なまちづくり安全なまちづくりみんなで進めよう　水害のない　安全なまちづくり
5 月 15日 (木) ～ 21日 (水) は総合治水推進週間です

　近年、開発が進み、山林や田畑が少なくなってきたため、集中豪雨の時などは一度に多くの雨水が河川
に流れ込み、洪水の危険性が増しています。
　県や市町では、｢河川の改修工事｣と「流域内での対策」、さらに洪水や浸水が起きた時の「警戒避難体制
の確立」などを併せて実施し、被害の防止を図る総合治水対策を行っています。
　河川へ流れる雨水の量を減らし、洪水を防止するため、各家庭でも雨水貯留槽や雨水浸透ますの設置、
貯留場所の確保に協力してください。また、雨水貯留浸透施設設置補助制度を利用してください。

問い合わせ▶河川排水課(☎85－6361)

田や畑には雨水をためて浸水被害
を抑える働きがあるので積極的に
保全していきましょう。

新たに下水道に接続するときには、
家庭の浄化槽を雨水貯留浸透施
設へ転用しましょう。

※1つの浄化槽で約1000ℓの雨水
をためることができます。

風呂水を落とすタイミングは降雨時
を避けましょう。
※新川流域の約36万世帯の風呂
水は約7万㎥相当にもなります。

水が一気に
川に流れないから
安全だね。

浄化槽を転用したタンク

雨水貯留
タンク

問い合わせ▶都市政策課(☎85－6264)

　都市計画情報マップが市のホームページで
閲覧できるようになりました。町名地番を指
定すると、該当地域の用途地域の図面が出て
きます。また、生産緑地地区や宅地造成工事
規制区域など、都市計画の情報を見ることも
できます。
　適宜情報を更新していきますので、利用し
てください。
※利用制限があるため、注意事項に同意が必
要
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.
jp/machi/toshikeikaku/map/map2.html
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新生児訪問
内 容▶ 助産師が家庭訪問し、産婦と新生児の健

康相談をする
対 象▶ 生後28日までの新生児　※里帰りなどの

都合を考慮し2か月まで訪問
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

ポリオ(小児マヒ)ワクチン接種のお知らせ
ところ 月日

健康管理センター 5/12(月)・22(木)・26(月)、
6/2(月)・9(月)・16(月)

保健センター 5/8(木)・23(金)・27(火)、
6/5(木)・12(木)・17(火)

坂下公民館 5/15(木)、6/13(金)
鷹来公民館 5/15(木)、6/6(金)
落合公園管理棟 5/8(木)、6/5(木)

総合福祉センター 5/16(金)・30(金)、6/3(火)・
17(火)

味美ふれあいセンター 5/12(月)・29(木)、6/9(月)

高蔵寺ふれあいセンター 5/9(金)・19(月)・26(月)、
6/6(金)・16(月)

南部ふれあいセンター 5/16(金)・22(木)・29(木)、
6/13(金)

西部ふれあいセンター 5/9(金)・23(金)、6/3(火)・
12(木)

勝川中部学習等供用施設 5/19(月)・27(火)、6/2(月)

受付時間▶ 午後2時～ 2時50分
対 象▶ 生後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　※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

持ち物▶ ポリオ予防接種のご案内、母子健康手帳
※配布済みの｢予防接種と子どもの健康｣
をよく読んでから接種すること

問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6168)

日曜市役所の休みについて
　5月4日は祝日のため、日曜市役所は休みます。
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6136)

松河戸土地区画整理審議会の公開
と き▶ 5月7日(水)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 都市整備課(☎85－6306)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 5月21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)

あゆみ相談
　障がいのある子どもの成長や発達に関して、保
護者や学校関係者が持っている疑問や悩みに対し
ての相談に応じ、安心して子どもを育てることが
できるように教育的支援を行います。
と き▶ 第2・4水曜日(祝日は除く)午前10時～正

午
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 子育てで心配なことや排せつなどの身の

回りのこと、支援方法などに関する相談
(予約制)

対 象▶ 障がいのある子どもの保護者や学校関係
者

相談員▶ 春日台養護学校あゆみ相談担当職員
申し込み▶ 春日台養護学校(☎88－0811)へ

おいでよ交通児童遊園
と き▶ 5月5日(祝) ～ 6日(休)午前10時～午後3時
内 容▶ 模型電車の展示・運行や手品、読み聞か

せなど
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▶交通児童遊園(☎81－1301)

ひよこ教室
と き▶ ①5月8日(木)②5月15日(木)③5月22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)

子ども劇場
と き▶ 5月10日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ ペープサート｢おいてけぼり｣、大型紙芝

居｢みどり・みどり｣、紙芝居｢うばすて
やま｣｢あかいよだれかけ｣｢うたのすきな
おばけ｣、腹話術など

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、ロゴス腹

話術研究会
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昼コン｢なごみの森｣
と き▶ 5月10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▶ るる木管アンサンブル
曲 目▶ 木村弓｢いつも何度でも｣、バッハ｢Ｇ線

上のアリア｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

緑と花の即売会
と き▶ 5月10日(土) ～ 11日(日)午前10時～午後4

時
内 容▶ 花苗や鉢花などの即売
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)
協 力▶ 市花卉連合会会員

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 5月11日(日)午前10時～正午受け付け、午

後3時～ 4時か5月17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)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 5月11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)

ふれあい広場
と き▶ ①5月14日(水)・28日(水)②5月21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)

アニメひろば
と き▶ 5月17日(土)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマンとしょくぱんまん｣｢ミッ

キーとごきげんチーム｣
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)

いけばな展
と き▶ 5月18日(日)午前10時～午後3時30分
呈茶券▶ 300円　※5月1日(木)から高蔵寺ふれあ

いセンターで販売
ところ・問い合わせ▶高蔵寺ふれあいセンター (☎

51－0002)

お話の部屋
と き▶ 5月18日(日)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 紙芝居と絵本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)

グリーンピアオカリナコンサート
と き▶ 5月24日(土)午後2時～ 3時
出 演▶ オカリナ・スプリング・ウェル
曲 目▶ ｢大きな古時計｣｢希望のささやき｣｢エー

デルワイス｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

ビデオ鑑賞
と き▶ 5月25日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢三匹の子ぶた｣
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)

景観めぐり
と き▶ 5月27日(火)午前9時30分～午後3時30分
集 合▶ 午前9時15分に市役所正面玄関
内 容▶ 都市景観形成建築物や都市景観賞受賞建

築物など、市内の優れた景観を巡る(グ
リーンピア春日井、落合公園、王子町の
バラ園など)

定 員▶ 25人(先着順)
費 用▶ 参加料300円
持ち物▶ 弁当、動きやすい服装
申し込み▶ 5月7日(水)から、都市政策課(☎85－6265)

王子杯ソフトテニス大会(団体戦)
と き▶ 6月1日(日)午前9時から〈予備日6月8日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の団体戦(1チーム6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1チーム)1800円
申し込み▶ 5月17日(土)〈必着〉までに、はがきに大

会名、全員の氏名、代表者の住所・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(☎82－3835)
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団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 6月1日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 男子・女子団体(1チーム4～ 6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人(高校生以上)

で、5月14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1000円)
持ち物▶ 所属チーム名入りのゼッケン
ところ・申し込み▶5月14日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、全員の住所・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▶ 市卓球連盟・野田(☎34－1655)

初めて挑戦！アウトドア～低中学年集まれ
と き▶ 6月7日(土)午前9時30分～ 8日(日)午後2時

30分
ところ▶ 少年自然の家
内 容▶ 初めての仲間とキャンプファイア、野外

炊事、自然工作、ハイキングなどを通し
て、自然に親しむ

対象・定員▶ 小学2 ～ 4年生・40人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料4500円
申し込み▶ 5月20日(火)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢(学
年)、電話番号を書いて、〒487－0031廻
間町1102－1、少年自然の家(☎92－8211)
へ

市民ソフトボール大会
と き▶ 6月8日～ 7月6日の毎週日曜日(5回)午前9

時から
ところ▶ 上条グラウンド
種 目▶ 男子・女子
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人で構成された

チーム
費 用▶ 参加料(1チーム)4000円
申し込み▶ 5月18日(日)〈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　
　※代表者会議を5月29日(木)午後7時か
ら、総合体育館で行うので、必ず1人出
席すること

問い合わせ▶ 市ソフトボール連盟・大島(☎090－2614
－6807)

市長杯硬式テニス大会
と き▶ 6月15日(日)午前9時から〈予備日6月29日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子、壮年男子(45歳以上)の

各ダブルス

対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で、大会
当日までに市硬式庭球連盟に連盟登録を
した人

費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 5月31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)

サムルノリ 誕生30周年記念公演
と き▶ 7月1日(火)午後6時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 韓国を代表する伝統打楽器集団｢サムル

ノリ｣のコンサート
入場料▶ 5500円(全席指定、未就学児不可)
入場券▶ 5月9日(金)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)

市短詩型文学祭の作品
部 門▶ ○一般の部…短歌、俳句、川柳、狂俳(狂

俳の課題は｢稲刈り｣｢のんびり｣)、詩○
小中学生の部…短歌、俳句、川柳、詩

 ※詩の部門は漢詩・外国語の詩を除く
対 象▶ 市内在住か在勤、在学または市内で活動

するグループに所属する人
作 品▶ 作品数は1人につき、短歌は1首、俳句・

川柳は2句以内、狂俳は1題につき1句、
詩は1編　※作品は自作で未発表のもの
に限る。規定に違反した作品は審査対象
とならない場合あり

賞 ▶ 市長賞、市制65周年記念賞、財団理事長
賞、市議会議長賞、教育委員会賞、文化
協会賞、秀逸、優秀および佳作(小・中
学生の部のみ)

応 募▶ 6月15日(日)〈消印有効〉までに、短歌・
俳句・川柳・狂俳ははがきに、詩は原稿
用紙2枚以内に楷書で書き、作品の最初
に部門(朱書き)、題名(詩のみ)、住所(市
外の人は勤務先か学校名または所属する
グループの正式名称)、氏名(ふりがな)、
電話番号、小中学生は学校名・学年・組
を書いて、〒486－0844鳥居松町5－44、
かすがい市民文化財団(☎85－6868)へ
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納涼まつり市民協賛
　7月26日(土)〈小雨決行、荒天中止時は27日(日)〉
に落合公園で行われる夏の風物詩、市民納涼まつ
りを盛り上げるため、市民協賛を募集します。
金 額▶ 1口1万円
協賛特典▶ ①納涼まつりパンフレットと市ホームペ

ージに氏名(ペンネームも可)とメッセー
ジを掲載(氏名、メッセージともに各20
文字以内。ただし公序良俗に反する内容
は掲載不可)②特別観覧席ペア招待券を
贈呈(1口で1枚)

申し込み▶ 5月30日(金)までに、所定の用紙(市民生
活課、市ホームページに用意)に記入し
て、市民生活課内、納涼まつり実行委員
会事務局(☎85－6622)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/bunka/event/kasunouryoumatsuri.
html

高蔵寺地下道広告板の掲出者
規 格▶ 縦90㎝×横190㎝
掲載期間▶ 平成21年3月31日(火)まで
募集数・掲出料▶Ｂ区画5基・9万7125円、Ｃ区画

2基・8万5470円〈年額(税込み)、先着順〉
掲載基準▶ 市市民サービス公社地下道広告板取扱要

綱
申し込み▶ 申請書(グリーンパレス春日井内、市市

民サービス公社に用意)に意匠図案を添
えて、市市民サービス公社(☎85－4320)
へ　※照明器具(蛍光灯)の修理は市市民
サービス公社で行いますが、広告板の作
成・取り付け・撤去などは掲出者で行う
こと

市民病院ボランティアの登録
内 容▶ 市民病院を利用する人が安心して治療を

受けることができるように、受付案内、
車椅子の後押し、手話・外国語通訳など
のさまざまな活動の応援をする

応募資格▶ 高校生以上の人
問い合わせ▶ 市民病院(☎57－0057)
 ホームページ　http://www.hospital.

kasugai.aichi.jp/jimu/borantia.html

温水プールトレーニング室臨時職員の登録
内 容▶ 機器の取扱説明や指導補助
賃金(時給)▶ 850円(指定した有資格者は優遇あり)　

※交通費を1通勤につき200円支給
対 象▶ 平成2年4月1日以前に生まれた人
勤 務▶ 午前8時30分～午後9時30分の間で7時間

30分以内(土・日曜日、祝休日の勤務あり)
登録有効期間▶平成21年3月31日(火)まで

申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、直接、サンフ
ロッグ春日井(☎56－2277)へ

学校給食会パート職員の登録者
職 種▶ 給食調理員
勤務日▶ 学校給食の実施日と指定する日の午前8

時30分～正午か午後1時～ 4時30分
勤務地▶ 藤山台・前並・稲口・白山のいずれかの

調理場
賃金(時給)▶ 910円　※交通費を1通勤につき200円支

給
対 象▶ おおむね50歳までの人
登録有効期間▶登録後2年間(採用時に面接)
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、本人が直接、

学校給食センター内、市学校給食会(四
ツ家町字二ツ杁127、☎32－9400)へ

児童センター　☎87－6866
親子陶芸教室
と き▶ 6月15日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ 県陶磁資料館(瀬戸市)　※児童センター

の福祉バスを利用
対象・定員▶ 市内在住の小学3年生～中学生とその保

護者・15組(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料子ども700円、保護者800円
申し込み▶ 5月15日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
学校名と学年、保護者の氏名・電話番号
を書いて、〒486－0857浅山町1－2－61
へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
余り布で作る実用小物～コイン入れを作る
と き▶ 5月21日(水)・28日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 伊藤美枝子
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700円
持ち物▶ 裁縫用具、チャコ
 
生ごみのリサイクル～生ごみをＥＭ菌でたい肥に
するぼかし作り
と き▶ 5月24日(土)午前10時～ 11時30分
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(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
 
申し込み▶ いずれも5月5日(祝)から、電話で
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知多公民館　☎32－8988
わり箸を使って 扇面花器作り
と き▶ 5月29日(木)午後1時30分～ 3時
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▶ 割りばし(割っていない物)8膳、和紙か包

装紙、はさみ、定規、木工用ボンド、鉛
筆

申し込み▶ 5月5日(祝)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
わらびもち作り講座
と き▶ 5月28日(水)午前10時～正午
講 師▶ 渡辺平八郎
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250円、教材費600円
持ち物▶ ふきん2枚、エプロン
 
基礎から応用までを楽しみながら描く写仏画入門
講座
と き▶ 6月～ 8月の第1・3金曜日(6回)午後1時30

分～ 3時30分
講 師▶ 伊藤好観
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1500円、教材費2500円
持ち物▶ 筆(大・小)、墨、すずり、水彩絵の具、

パレット、ぞうきん、水入れ
 
申し込み▶ ｢写仏画入門｣は5月6日(休)から、｢わらび

もち作り｣は5月9日(金)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
南山大学連携講座｢私のアメリカ合衆国｣
と き▶ 6月の毎週水曜日(4回)午前9時30分～ 11

時
題 目▶ ｢私とアメリカの出会いと付き合い｣｢ア

メリカとは？アメリカ人とは？ ｣｢アメ
リカと日本の関係～アジア・太平洋戦争
まで｣｢アメリカと日本の関係～アジア・
太平洋戦争後｣

講 師▶ 南山大学教授・宮川佳三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・48人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
和の色探究｢染付入門｣～器に描いた藍色を楽し
む
と き▶ 6月6日・20日、7月4日・18日、8月1日の

金曜日午前10時～正午
講 師▶ 加藤盛久
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1250円、材料費3500円
 
申し込み▶ いずれも5月14日(水)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所(在勤・
在学は所在地と名称も)、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

グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～みろく山から道樹山周辺
を歩く
と き▶ 5月24日(土)午前9時30分～午後4時　　

※雨天の場合は、午前中のみの講義
講 師▶ 波多野茂 
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 山歩きができる服装、帽子、弁当、水筒
 
園芸教室～サツキの作り方について学ぶ
と き▶ 5月24日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 市さつき団体連合会
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 剪定(せんてい)ばさみ、持ち帰り用の袋
その他▶ サツキの展示期間中〈5月21日(水) ～ 25日

(日)〉はサツキを持ち込んでの相談が可
能

 
現代押し花アート教室～押し花で花器にお花を盛
る
と き▶ 5月28日(水)午前9時30分～正午
講 師▶ 山本啓子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2800円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、カッターナイフ、

持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも5月8日(木)から、電話で

かすがい市民文化財団　☎85－6868
王朝女流日記の魅力｢紫式部日記｣～ ｢源氏物語｣
千年紀にちなみ、誕生と波紋や宮仕え女房として
の自意識と憂愁を読む
と き▶ 6月21日(土)・28日(土)〈2回〉午後2時～ 4

時
講 師▶ 京都橘大学名誉教授・鈴木紀子
定 員▶ 70人(超えた場合は抽選)
費 用▶ 受講料1500円
申し込み▶ 5月29日(木)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクスに講座名、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を書いて、〒486－0844鳥
居松町5－44、ＦＡＸ82－0213へ
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文化財課　☎33－1113
東海学セミナー ｢遺産～世界・日本・東海の歴史
・文化を訪ねて｣
と き▶ ①6月14日(土)②7月12日(土)③7月26日

(土)午後1時30分～ 3時(開場1時)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
題 目▶ ①｢吉野と壬申の乱について｣②｢考古学

からみた霊場と世界遺産｣③｢世界遺産登
録後の中国・集安高句麗古墳群｣

講 師▶ ①椎屋紀芳②兼康保明③南山大学名誉教
授・伊藤秋男

定 員▶ 198人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円(3回分、資料代を含む)
申し込み▶ 5月16日(金)〈必着〉までに、往復はがき

かＥメールで住所、氏名(ふりがな)、電
話番号を書いて、〒486－0913柏原町1
－97－1、Ｅメールbunkazai@city.kasug
ai.lg.jpへ

かすがいげんきっ子センター
子ども講座～手品
と き▶ 6月15日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 材料費200円
 
工作教室～ちぎり紙で絵手紙を作る
と き▶ 6月28日(土)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200円
 
申し込み▶ 5月15日(木)〈消印有効〉までに、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、〒486
－0945勝川町8－2858－1(☎35－3501)へ

健康推進課　☎85－6172
講演｢うつ病について考える～克服するために何
をしたらよいのか～ ｣
と き▶ 5月25日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 精神科医・垣内泰久
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・70人(先着順)
 
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 5月29日(木)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
 
健康体操教室～リズムに合わせた体操や家庭でで
きる簡単な体操
と き▶ 6月3日～ 7月15日の毎週火曜日(7回)午後

1時30分～ 3時
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)
講 師▶ 市体操連盟健康体操部指導員
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ いずれも5月7日(水)から、電話で

子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座(託児付)～子どもの事故の応急処置法
と き▶ 5月23日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 上八田保育園ホール
講 師▶ 市消防職員
対象・定員▶ 子育て中の保護者・35人(先着順)
申し込み▶ 5月7日(水)午前9時から、☎85－8824へ

消防本部　☎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▶ 6月4日(水)午前9時～正午
ところ▶ 味美ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 5月7日(水)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
御天道様と転倒防止～再発見！日本人らしい習慣
と き▶ 5月10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▶ 一田幸男
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
 
アクティビティ・認知症予防～楽しく歌おう！音
楽療法
と き▶ 5月20日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
講 師▶ 音楽療法士・波戸崎明子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 市医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ
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転倒防止体操～身体のバランス機能を養おう
と き▶ 5月21日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 下原住宅集会所
講 師▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井職員
定 員▶ 15人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ
 
転倒予防に取り組み、骨折をふせごう！
と き▶ 5月22日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑
講 師▶ 理学療法士・大竹浩史
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
 
健康を守る7つの事～認知症の正しい理解とケア
の現状
と き▶ 5月23日(金)午後3時～ 4時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 医師・橘五月
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

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▶ 6月の毎週金曜日(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、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
 
小学生の球技入門(野球) ～野球の基礎を楽しく
学ぶ
と き▶ 6月の毎週火曜日(4回)午後4時30分～ 5時

30分
対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 2年生・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
キッズエアロビクス～子供向けのエアロビクス
と き▶ 6月の毎週金曜日(4回)午後6時30分～ 7時

30分
対象・定員▶ 市内在住か在園、在学の年長～小学2年

生・40人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円

いきいき運動教室(転倒予防) ～転倒予防につな
がる運動を学ぶ
と き▶ 6月11日～ 7月2日の毎週水曜日(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
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は5月4日(祝)午

前9時から電話で、それ以外は5月15日
(木)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
つき1枚のみ)に教室名、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

市体育協会の講座
太極拳入門
と き▶ 5月20日～ 6月17日の毎週火曜日(5回)午

前10時～正午
ところ▶ 松河戸公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人・20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・村山(☎83－6329)
 
硬式テニス初心者教室
と き▶ 5月31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、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▶ ｢太極拳入門｣は5月13日(火)〈必着〉まで

に、｢硬式テニス初心者教室｣は5月24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、｢硬式テ
ニス初心者教室｣は経験年数を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

■訂正
　4月15日号10ページ『春の特別展「“山の辺の道”
の万葉歌」』の記事で、講演会の開催日に誤りがあ
りました。正しくは、5月11日(日)です。おわびし
て訂正します。



24

6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)　

※火曜日午前10時45分からのソフトエア
ロビクスは6月24日まで、木曜日午後6時
30分からのヨガは6月26日まで、金曜日
午前10時45分からのヨガは6月27日まで
の期間限定の開催
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

ソフト
エアロ
ビクス

ソフト
エアロ
ビクス

ヨガ

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

ヨガ

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

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▶ 5月15日(木)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
 
親子で幼児水泳～親子で水慣れやバタ足、浮き身
などの水泳の基本をマスターする
と き▶ 5月27日～ 7月15日の毎週火曜日(8回)午

後4時～ 4時45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の平成14年4月2日～ 17

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人必要)・20組(超
えたときは抽選)

費 用▶ 受講料5000円
 
水中運動～水の中で運動し、運動不足の解消をめ
ざす
と き▶ 6月の毎週火曜日(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2000円

ロングスイミング教室～ゆっくり長く泳げるフォ
ームをマスターする(希望者には飛び込み練習も)
と き▶ 6月の毎週火・金曜日(8回)午前10時～ 11

時
対象・定員▶ 25m以上泳げる市内在住か在勤、在学で

16歳以上の人・20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料6000円
 

水中ダンベル＆アクア～ダンベル運動を取り入
れ、基礎代謝の向上を図った水中エアロビクス
と き▶ 6月の毎週火曜日(4回)午前10時40分～ 11

時40分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 

クロールを覚えよう～クロールの基本をマスター
する
と き▶ ①6月の毎週火・木曜日(8回)午後5時～ 6

時②6月の毎週火・木曜日(8回)午後6時15
分～ 7時15分③6月の毎週水・金曜日(8回)
午後5時～ 6時

対象・定員▶ 市内在住の小学生・各30人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料4000円
 

クロールで50mにチャレンジ～クロールで
50m泳げるフォームをマスターする
と き▶ 6月の毎週水・金曜日(8回)午後6時15分～

7時15分
対象・定員▶ 15m以上泳げる市内在住の小学生・20人

(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 

シェイプアップアクア～お腹まわりの筋肉をたく
さん使い、脂肪燃焼を目指した水中エアロビクス
と き▶ 6月の毎週木曜日(4回)午前9時20分～ 10

時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超え

たときは抽選)
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、水の中で楽しく体を動かす
と き▶ 6月の毎週木曜日(4回)午前10時45分～ 11

時30分
対象・定員▶ 市内在住か在園の平成17年4月2日～ 18

年4月1日に生まれたおむつの取れた幼児
とその保護者(幼児1人につき保護者1人
必要)・25組(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料2000円
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お父さんのためのお腹引き締め教室～1週間に1
度個別カウンセリングと、運動指導を受けて1か
月間で運動習慣を身に付ける
と き▶ 6月の毎週土曜日(4回)午後2時～ 4時(2回

目以降は個別指導)
講 師▶ 健康運動指導士、トレーニング指導士
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・3人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 受講料2800円　※別途、トレーニング室

利用券(4回分)の購入が必要、トレーニン
グ室未登録の人は200円も必要

 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は5月4日(祝)午

前9時から電話で、それ以外は5月15日
(木)〈必着〉までに、往復はがきに教室名
(①②③の別も)、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号、勤務先か学校名と学年、
｢お父さんのためのお腹引き締め教室｣は
腹囲も書いて、〒486－0804鷹来町4286
へ

5月は市税完納促進月間
夜間の収納・納税相談
と き▶ 5月7日(水) ～ 30日(金)午後5時30分～ 7時

(土・日曜日を除く)
土・日曜日の収納・納税相談
と き▶ 5月10日(土) ～ 31日(土)の土・日曜日午前

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)

軽自動車税の納税通知書を発送します
　4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型
特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人
へ、5月上旬に平成20年度納税通知書を発送しま
す。納期限は、6月2日(月)です。軽自動車税はコ
ンビニエンスストアでも納付できますので利用し
てください。　※住所の変更などで納税通知書が
5月中旬までに届かない場合は、市民税課まで連
絡してください。
問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6092)

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 5月16日(金)午後2時～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター

内 容▶ 患者交流会・家族懇談会
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・
約30人(先着順)

申し込み▶ 5月7日(水)から、県春日井保健所(☎31－
2188)へ

尾張北部の文化財めぐり
木曽川ウ飼いと岩倉の文化財を巡る散歩道
月 日▶ 6月22日(日)
時 間▶ 江南市民文化会館…午前8時30分集合・

午後2時15分解散、小牧市市民会館…午
前9時集合・午後2時45分解散、愛知北農
協岩倉支店…午前9時30分集合・午後3時
15分解散

見学場所▶ 岩倉市指定文化財山車・岩倉市指定史跡
山内一豊生誕地碑→昼ウ飼い(犬山市)　
※ウ飼い中止の場合は、明治村を見学

内 容▶ 犬山の昼ウ飼いと岩倉市の指定文化財山
車の見学、岩倉市指定史跡山内一豊生誕
地碑を訪ねる

対象・定員▶ 小学4年生以上の人(小学生は保護者同
伴)・50人(超えたときは抽選)

費 用▶ 参加料中学生以上3000円、小学生2000円
(バス代、ウ飼い見学、昼食代、保険料
を含む)　※飲酒は禁止

申し込み▶ 5月16日(金)〈必着〉までに、往復はがき
に住所、参加者全員の氏名・年齢・電話
番号、希望する集合場所を書いて、〒482
－8686岩倉市教育委員会生涯学習課生涯
学習係(☎0587－38－5819 )へ

主 催▶ 尾張北部広域行政圏協議会

防火対象物点検資格者講習
と き▶ 6月24日(火) ～ 27日(金)
ところ▶ 防火管理研修センター (名古屋市中区)
内 容▶ 防火対象物の防火管理の実施状況を点検

する資格を取得する講習
定 員▶ 50人(先着順)
費 用▶ 受講料4万5000円(合否判定通知郵送料80

円が別途必要)
申し込み▶ 5月7日(水) ～ 23日(金)に、申請書(予防課

に用意)に記入して、郵送で〒460－0008
名古屋市中区栄1－23－13伏見ライフプ
ラザ6階、名古屋市防災管理公社防火管
理研修センターへ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6388)



献血にご協力を！
とき▶5月5日（祝）午前10時～午後3時30分　と
ころ▶八瑞公園（瑞穂通5）　対象▶16 ～ 69歳の
人（65歳以上の人は、60 ～ 64歳の間に献血の経
験がある人）　※受け付けの際に、自身を証明
できる物の提示に協力してください。　問い合
わせ▶ＮＰＯ法人春日井明るい社会づくりの会
（☎89－1041）
･･････････････････････････････････････････
みのりの会発表会
とき▶5月6日（休）午前10時開演（9時開場）　と
ころ▶市民会館　内容▶大正琴、三味線などの
演奏　問い合わせ▶前田（☎92－5454）
･･････････････････････････････････････････
山びこどんぐり会「歌の大輪歌謡祭」
とき▶5月11日（日）午前10時～午後6時（9時30
分開場）　ところ▶東部市民センター　内容▶
市民参加による歌の発表会　問い合わせ▶鵜飼
（☎88－1545）
･･････････････････････････････････････････
やまびこの会朗読発表会
とき▶5月30日（金）午前10時～正午　ところ▶

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
5／1(木)～7(水) 油絵作品展 中央油絵クラブ
5／8(木)～13(火) 味美日本画クラブ作品展 味美日本画クラブ
5／14(水)～19(月) 水彩画花展 桃花園絵画クラブ

落合公園管理棟 (☎56－0414)
5／1(木)～9(金) 私たちの身近な野鳥写真展 春日井バードフォトクラブ

5／4(祝)～6(休) 春の盆栽と山野草展 東春緑風会・牛山松柏会・
牛山山草会

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

5／2(金)～6(休) ミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会
5／9(金)～11(日) カンアオイと細辛展 春日井カンアオイ同好会

エコメッセ春日井 (☎88－5006) 5／3(祝)～30(金)
手作り木製機関車トーマス 三浦映一
昔の春日井写真展 竹下征男

坂下公民館
(☎88－5555)

5／4(祝)～8(木)
旧東春日井郡高蔵寺町・坂
下町合併50周年記念写真展

東部市民センター 5／10(土)～14(水)

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 5／10(土)～22(木) 中部大写真部展 中部大学写真部
西部ふれあいセンター (☎33－0808) 5／14(水)～23(金) 民俗企画展「明かりの世界」 文化財課

レディヤンかすがい　内容▶藤沢周平「驟り雨」、
角田光代「ぬいぐるみ」、内館牧子「ケーキ」など
の朗読　問い合わせ▶小泉（☎88－3001）
･･････････････････････････････････････････
市長杯市民囲碁大会
とき▶6月8日（日）午前9時30分～午後4時30分　
ところ▶総合福祉センター　内容▶段・級別の
グループで1人4試合行う　費用▶参加料1500円
（中学生以下1000円）　申し込み▶5月23日（金）
〈必着〉までに、往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、段か級を書いて、〒487－0005押沢
台1－1－10、重見（☎92－3732）へ

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。

万 人

万
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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

5／10

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

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

☎84－1811

☎84－3060

☎91－3755

☎82－2161

☎76－2603

☎31－5252

☎41－6260

☎31－4358

☎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）

田代クリニック（鳥居松町4）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

米本レディスクリニック（篠木町1）

みわレディースクリニック（小牧市）

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）

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

5／3

5／4

5／5

5／6

5／11

健 康 5月31日は世界禁煙デーです5月31日は世界禁煙デーです

土曜・祝休日を除く平日夜間の緊急医の診療は午後9時～11時30分です。

5月31日は世界保健機構（WHO）が定める世界禁煙デーです。厚生労働省は世界禁
煙デーに始まる1週間を「禁煙週間」と定めています。

●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…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 （＋2097）30万4925人
世帯数 12万1063世帯 （＋2117）

（　）内は前年同日比

人口と世帯数の動き 〈平成20年4月1日現在〉

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6172）

■○○○はストレス解消できるの？
　体の中で、○○○に含まれるニコチンが減っ
てくるために、イライラや落ちつかない気持ち
になります。○○○を手にすることで、あらゆ
るストレス（車の渋滞、たまった仕事、人間関
係がうまくいかないことなど）は減りました
か？

結局、○○○がストレスの原因です！

■○○○をやめると太るの？
　はい、一時的に太ることもあります。太る原因は、「本来の消
化吸収能力に戻る」「味覚が改善され食べ物がおいしくなる」「口が
寂しくなりいろいろなものを食べてしまう」などのためです。し
かし、○○○を続けた結果、やつれてやせる、口臭がひどくなる、
脱毛や歯周病になる、しわやしみが増えるなどデメリットが多い
のです。それでも、○○○を続ける理由はありますか？
○○○をやめると、本来の健康的な美しさを取り戻せます！

答え：たばこ

今までたばこに費やしてきた時間を、他のことを楽しむひとときに変えませんか？
市では、保健師による禁煙相談を随時行っていますので気軽に相談してください。

○○○にあてはまる言葉を考えてみましょう。

27



すご腕ミュージシャンたちによるBIG BANDが放つ圧倒的な迫力とエネルギーにあふれた世界を
山下洋輔のピアノが縦横無尽に駆け巡る。

山下洋輔

と　き▶7月12日（土）午後6時30分開演（6時開場）
ところ▶市民会館
出　演▶山下洋輔（ピアノ）、金子健（ベース）、高橋信之介（ドラムス）、エリック宮城

（トランペット）、松本治（トロンボーン）、池田篤（サックス）ほか
曲　目▶ファースト・ブリッジ（山下洋輔）、ラプソディ・イン・ブルー（ガーシュイン）、

ボレロ（ラベル）ほか
入場料▶6500円（全席指定、未就学児不可）
入場券▶文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、チケットぴあで販売中

※かすがい市民文化財団では代金引換サービスあり
主　催▶かすがい市民文化財団、プラネットアーツ
問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

ジャノメチョウ科
ヒメジャノメ

　羽を広げると4㎝強で、薄茶色で羽の裏側に直線状の白っぽい帯と大小の目玉
模様がある目立たないチョウです。この目玉模様が蛇の目（じゃのめ）に似ている
ところから名前が付けられています。羽を閉じて止まるため、羽の表はなかなか
見られませんが、後ろ羽の表には、目玉模様が現れない個体が多いようです。
　5月ごろより現れ、普通年3回ほど発生し10月ごろまで、明るい草むらや田畑、
ときには市街地でも見られます。暑い日中は日陰でじっとしていて、夕方になる
と活動を始め、飛び方はリズミカルで軽快に見えます。花を訪れることは少なく、
樹液や腐った果実に集まります。幼虫はススキやササ類を食草としています。
　よく似た仲間のコジャノメは、全体的に黒っぽく、裏側の帯がＳ字型になっているところで区別でき
ます。市内ではヒメジャノメの方が個体数が多いようです。

然春 日 井 の 自

発行／春日井市　〒486－8686 愛知県春日井市鳥居松町5－44　☎（0568）81－5111（代）
編集／市長室広報広聴課　☎（0568）85－6036　ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/

春日井市はISO14001の認証を取得し、
環境保全活動を積極的に推進しています。
再生紙を使用しています。
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