
2008
Ｎo.1396
平成20年

上の写真の場所がどこか分かりますか？鳥居松町の歩道橋から当時の国道
19号（現在の県道内津・勝川線）を撮影したものです。さて、春日井市は6月
１日で市制65周年を迎えます。写真の道路のように、これから先も真っす
ぐに、いつまでも「未来に輝くまち」を目指します。皆さんはこの先、どんな
春日井市を思い浮かべますか。

写真で振り返る、春日井今昔物語
前編（P2～）

市の財政状況をお知らせします（P6～）

6/6/

10
11
12
14

生ごみ、減量してみませんか
市制65周年 かすがいエコライフフェア2008
情報最前線
Photo ホット ほっと

16
26
27

各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

市制65周年特別企画

平成20年平成20年

昭和41年昭和41年

平成20年

昭和41年
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問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6222）

家庭用生ごみ処理機の購入費補助のお知らせ
市では、7月1日（火）から「家庭用生ごみ処理機購入費補助制度」を実施します。新たなごみ減量の方法
として、この機会にぜひ検討してみてください。

対象品目▶7月1日（火）以降に県内で購入した家庭
　　　　用生ごみ処理機（電動式か手動式）　
　　　　※配達代金やバイオチップなどの付属
　　　　品、生ごみ堆肥化容器（コンポスト）、　
　　　　密閉バケツ、脱水機、ディスポーザー
　　　　は補助対象外
対象要件▶市内在住の人・1世帯につき1台
補助額▶購入価格の2分の1（上限2万円）

交付方法▶指定口座に振り込み
申し込み▶7月1日（火）から、所定の用紙（ごみ減量
　　　　推進課、市ホームページに用意）に、販
　　　　売店にて販売証明を受けて、必要事項
　　　　を書いて、直接か郵送で〒486－8686春
　　　　日井市役所ごみ減量推進課へ（出張所な
　　　　どでも受け付けが可能）　※購入してか
　　　　ら60日以内に限ります。

食材を買ったけど、使わずに期限切れで生ご
みに…なんてもったいない。レジに行く前に、
無駄なものがないかもう一度考えましょう。

せっかく作ったごちそうも食べ残しが出てし
まってはがっかりですし、生ごみになってし
まいます。食べ残しが出ないように食材の分
量を考えましょう。

調理前に計量！

じめじめとした梅雨を迎えるこれからの季節、生ごみのにおいが気になりませんか。また、水
分を含んだ生ごみは重くて、ごみ出しのときは大変ではないですか。家庭から出る燃やせるご
みの約4割が生ごみ（重量比）です。生ごみには水分が多く含まれているため、焼却炉で燃やす
のに多くのエネルギーが必要になります。生ごみの減量に挑戦してみませんか。

食材の切れ端、捨ててしまえ
ば生ごみですが、調理すれば、
エコクッキング！食材を使い
切るようにしましょう。

調理後に計量！
できあがった料理は残さずき
れいに食べましょう。後片付
けも楽になります。

食後に計量！
ごみ袋に入れる前に、ぎゅっ
とひと絞り。水分を十分切り
ましょう。それだけで減量に
なります。

捨てる前に計量！

それでも出てしまう生ごみは、
堆肥（たいひ）化してリサイクル

リサイクルといえば、古紙や飲料缶、ペットボトルと思いがちですが、それだけではありません。生ごみだってリ
サイクルできます。生ごみを堆肥にして庭やプランターなどの土に混ぜれば、木や花、作物がよく育ちます。生
ごみが減って緑が増えれば、生活に潤いを感じられるはずです。家庭用生ごみ処理機などを使って生ごみのリサ
イクルに取り組んでみませんか。

生ごみも脱メタボ！
生ごみを減らすには、普段の生活で生ごみを出さないことが一番。当たり前のことですが、なかなか実践が…と
いう人も多いのではないでしょうか。日々の積み重ねで、生ごみは減らせます。次のことに注意してみましょう。

生ごみ、        してみませんか

減量
！

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gomi/gomi/shoriki_hojo.html

買い物かごを計量！11

3 4 5

21

3 4 5

2

エクササイズ 2

エクササイズ 1

実習イベント

協賛、
協力団体コーナー

そのほか

2008

消費者グループの
研究発表

暮らしに
役立つ情報
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3 4 5

2

問い合わせ▶市民生活課（☎85－6616）

●リサイクル花器作り
●アクリルたわし作り
●洗わない米の試食
●重さをピタリ当てよう

実習イベント実習イベント実習イベント ●リサイクル商品、エコ商品のＰＲ
●次世代エネルギー燃料電池の紹介
●森と紙のリサイクル
●製品事故の具体的紹介
●電気と上手に暮らす
●ご覧になったことありますか？
電気メーター

●ガスの得意はガスにまかせろ
●環境まちづくり活動成果報告
●ホームセキュリティー
●エコライフ見えないCO２を減ら
しましょう

●行政相談所
●消費生活相談（14日）
●春日井人権擁護委員協議会啓発
活動

協賛、協賛、
協力団体コーナー協力団体コーナー
協賛、
協力団体コーナー

●クイズラリーで会場巡り
　（正解者には粗品プレゼント）
●無料古本市（1人3冊まで）

そのそのほかほかそのほか

●リフォーム衣類ファッション
ショー（14日午前11時から）

●講演会「自転車と環境」（14日
午後1時から）

●消費生活講座「悪質商法から
高齢者を守る」（14日午後2時
から）

●リサイクル工作講座「エコモ
ップ作り」（14日午後1時から、
要電話予約）

●消費生活講座「食育について」
　（13日午後1時30分から、要電
話予約）

●靴や傘の修理、刃物研ぎ（有
料）

●自然農法の野菜販売

と　き

ところ
主　催

６月13日（金）～14日（土）
午前10時～午後4時
（開場式は13日午前9時45分から）

市役所市民ホールなど
市、市消費生活展実行委員会

▲
▲
▲

200820082008
消費生活の安定と向上を目指し、一人一人が安心し
て暮らせる環境をつくるため、生活に役立つ情報の
提供・研究発表などを行います。皆さん、ぜひお越
しください。

エ コ ラ イ フ フ ェ ア

●鶏とわたしたち 、環境調査報告、
生ごみの堆肥（たいひ）化

●手軽にできる家庭菜園
●環境を守るために身近にできる
ことから！
●「食の安全について」と「オール
電化vsガス」
●家庭から社会へ

消費者グループの消費者グループの
研究発表研究発表
消費者グループの
研究発表

●洋服のリフォームの仕方
●防災用品と非常食の展示
●雨水を利用して水害をなくそう
●「スイスイ」学ぼう、下水のしくみ
●知ろう、考えよう、水道のこと
●消防ひろば
●クリーンセンターに来てください
●今日からＮＯレジ袋
●地球温暖化対策　生活排水対策啓
発コーナー

暮らし暮らしに
役立つ情報役立つ情報
暮らしに
役立つ情報

無料古本市に本を提供してく
ださい　※雑誌、コミック、全
集は除く。　6月10日（火）まで
に市民生活課へ

市制65周年

11
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I N F O R M A T I O N情報最前線

問い合わせ▶健康推進課(☎85－6168)

問い合わせ▶秘書課(☎85－6016)

　平成19年に10 ～ 20代を中心に麻しんが大流行し
たことを受け、学校などで集団生活をし、麻しん予
防接種を1回しか受けていない年代に、補足的接種(2
回目)を平成20 ～ 24年度の5年間実施します。

市制65周年記念式典で表彰

地方自治の進展▶竹内信仁
自治活動の推進▶松尾徳輝
教育の振興▶伊藤亨、鈴木収
体育の振興▶笹倉久夫
文化の振興▶三浦昌夫、小川新司、水田民子、真

野敏子、浅井栄子、大澤今朝夫、伊
藤千代子

産業の振興▶大辻誠、若月剛一、宮田順、後藤奈
保子

農業の振興▶鵜飼敏之
社会福祉の向上▶奥野範夫、岩田あさ子、田中よ

し子、安井史子、井端千佳子、吉田
光雄、青山忠義、伊藤智允、丸木公
子

保健衛生の向上▶渡邉俊之、青木一、北浦三郎、
山田寿一、丹羽一仁、森道德

防災活動の推進▶鈴木茂樹
交通安全の推進▶小林 、長谷川勇、日比野靜、

加藤桂三、小林春夫、髙木曻一
公益寄付▶増田武義、岡田博、㈱日東

6月1日(日)の市制65周年記念式典で、多年
にわたり市政の発展に功績のあった次の皆さ
んを表彰します。(敬称略)

人権擁護の推進▶舩橋愼治
まちづくりの推進▶加藤和吉
環境美化の推進▶佐藤朝子、松原小学校区子供会

育成連合会、瑞穂長寿会
ボランティア活動の推進▶3Ｂ会、つばさの会、

HABクラブ、春緑苑デイサービス
ソアラの会

郷土芸能の保存・伝承▶玉野郷土芸能保存会、出
川町神楽保存会、出川町棒の手保存
会、外之原上棒の手保存会、伊多波
刀神社道行神楽保存会、木附神楽保
存会、木附町棒の手保存会、神屋町
棒の手保存会、六軒屋郷土芸能保存
会、松本神楽保存会、坂下町神楽保
存会、細野検藤流棒の手保存会、大
留下神楽保存会、大留下棒の手保存
会

教職員▶54人
産業従事者▶42人

一般表彰

永年勤続表彰

　5月13日(火)に開かれた市議会臨時会
で、副議長の選挙が行われ、副議長に
黒田龍嗣氏が選ばれました。議長は、引
き続き友松孝雄氏が務めます。

副議長
黒田龍嗣氏

議　長
友松孝雄氏

平成20年度より

～麻しん、風しん予防接種

接種対象▶今年度は平成2年4月2日～ 3年4月1日、平
成7年4月2日～ 8年4月1日生まれの人

接種方法▶指定医療機関での個別接種　※5月中旬に
対象者に接種券を送付しました。届いて
いない人は、連絡してください。

注意事項▶過去に麻しん、風しんの予防接種を別々
に接種した場合も、2回目は麻しん風し
ん混合のワクチンを使用します。

市議会の議長と市議会の議長と
      副議長を紹介します      副議長を紹介します
市議会の議長と市議会の議長と
      副議長を紹介します      副議長を紹介します
市議会の議長と
      副議長を紹介します
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※既に登録済みの戸籍簿・住民票の丁目・地番の変更手続きは、市で行います。
※既に登記済みの土地・建物の表示の変更登記は、法務局で行います。
※権利者の住所変更の登記は行いませんので、登記権利者の住所変更が必要な人は、換地処分に係
　る登記完了後に法務局へ所定の申請をしてください。

堀ノ内特定土地区画整理事業は、6月13日(金)に換地処分の公告がされます。このため、6月14日(土)から
堀ノ内町の丁目・地番が変わります。

実施区域
町　　界
字(丁目)界

凡　　例

神領町

熊野町

堀ノ内町
字土井下

字阿原

字竹ノ越

字竹ノ越

堀ノ内町
北1丁目

字表

字東浦字屋敷

字木路

字市道

下市場町

堀ノ内町

堀ノ内町堀ノ内町
北1丁目北1丁目
堀ノ内町
北1丁目

神領町
2丁目

神領町
1丁目

北1丁目

1丁目字竹ノ越字竹ノ越字竹ノ越

字木路字木路字木路

字市道字市道字市道

字土井下

5丁目

2丁目

3丁目

4丁目

北2丁目

堀ノ内町堀ノ内町堀ノ内町

堀ノ内町

堀ノ内町

字阿原字阿原字阿原

熊野町

下市場町
字土井下

字阿原変更前 変更後

問い合わせ▶都市政策課(☎85－6268)

市では、平成19年12月に「いつでも、どこでも、だれでも学べる、生きがいと交流のあ
るまちづくり」を基本理念とした「春日井市生涯学習推進計画」を策定しました。そこで、
皆さんが生涯学習に親しむきっかけとなるような取り組みを行いますので、ぜひ利用し
てください。

この情報誌には…
各施設の講座のスケジュール、施設の紹介、利用
者の声など生涯学習に関するさまざまな情報が満
載！
ここで配布します！
生涯学習スポーツ課、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、レディヤンかすがい、総合福祉センタ
ー、市内JA尾張中央各支店、春日井郵便局など

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/bu
nka/syogai/johosi.html

　生涯学習をより身近に感じてもらい、「やって
みたい」と思ったら、すぐに情報を探し出せる「生
涯学習への気軽な入口」を目指しますので、ぜひ
期待してください。

生涯学習マスコット
「マナビィ」

問い合わせ▶生涯学習スポーツ課(☎85－6447)

○○講座は
あるかしら？



どの果実が大きくなりそう？
（鷹来町）

5/5/2
㊎
5/2
㊎

　市と名城大学農学部が連携して農業指導者を育成
する講座で、団塊世代を中心とした市民16人が参加
しました。この日、果樹の班ではナシの摘果作業が
行われ、どの果実を残すのか、その見分け方などに
ついての講義を受けた後、実習しました。参加した
市民は学生たちに混じって、残った果実が大きくな
るのか悩みながら、一つ一つ丁寧に摘んでいました。
　　　

昔の遊びを楽しんだよ
（かすがいげんきっ子センター）

4/4/2626
㊏

4/26
㊏

　シルバー人材センターで講習を受けた高齢者
の皆さんが、子どもたちに昔の伝承遊びを伝え
る講座が行われ、たくさんの親子が参加しまし
た。
　「かごめかごめ」や「とおりゃんせ」など、参加
していた保護者の皆さんにとっても、昔懐かし
い遊びをとても楽しそうに遊んでいました。

高齢者との楽しいひととき
（外之原町）

5/5/8
㊍
5/8
㊍

　外之原保育園の園児と高齢者が触れ合う行事
が、保育園近くのデイサービス施設で行われま
した。皆さん、ブーメランを作ったり、歌に合
わせて手遊びをしたりして楽しいひとときを過
ごしました。帰り際、高齢者の皆さんからプレ
ゼントを受け取った園児たちは「ありがとうご
ざいました」と大きな声でお礼を言い、高齢者
の皆さんも「ありがとう、また来てね」と、まる
で自分の孫のように再会を楽しみにしていまし
た。

14



5/2
㊎

　授産施設などを利用している人たちが作った商
品を、市役所で販売する「元気ショップ」が平成19
年5月に開店してから1年がたちました。
　販売されているパンや豆腐、スカーフなどの商
品は、市役所を訪れた人たちに人気で、出店して
いる４施設での売り上げはこの1年間順調に伸び
てきています。6月13日（金）～14（土）に行われる
エコライフフェアにも2つの施設が出店すること
となり、元気ショップ以外での出店機会も増えて
います。
　開店当初は販売時に、時間がかかってしまいト
ラブルになったところもあるそうですが、今は販
売する姿も板についてきて、元気な声で通り掛か
った人に呼び掛けていました。

4/26
㊏

5/8
㊍

1年たって、ますます元気！
（市役所市民ホール）

市制65周年

　すでにいろいろな機会で紹介しています
が、今年は、昭和18年6月1日に、勝川町、
鳥居松村、篠木村、鷹来村の4町村が合併し、
春日井市が誕生して65周年の節目の年で
す。また、昭和33年1月1日に、高蔵寺町、
坂下町と合併してから50年になります。
　昭和18年は戦時中でした。そして私の子
どもの頃の昭和30年代は、目を閉じれば、
下原から私の通った篠木小学校までの田畑
ばかりの光景が浮かんできます。今では街
並みも大きく変わり、昭和18年当時の人口
約5万3千人が、30万5980人（今年5月1日現
在）へとなりました。
　今年は、これからの10年の街づくりの指
針となる｢第五次総合計画」がスタートいた
しました。この計画をまとめるにあたり、
多くの市民の皆さんにアンケートをお願い
しましたが、春日井市は暮らしやすいとい

う方が90％、これからも住み続けたいとい
う方が86％もありました。これは先人の皆
さんのおかげであります。
　今年を｢協働元年｣と位置づけ、市民の皆
さんとともに、計画に掲げた｢人と地域が
輝き、安全安心で躍動する都市｣の実現に
まい進いたします。

明治22年の春日井地域16か村区域図

昭和18年6月市制施行（4か町村）
　　勝川町　　鳥居松村
　　篠木村　　鷹来村
昭和33年1月合併（２か町）
　　高蔵寺町　　坂下町

15
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光化学スモッグに注意を
　市では、光化学スモッグ予報や注意報などが発
令された場合は、市役所、各ふれあいセンター、
ショッピングセンターなどに速報板を掲示するな
どしてお知らせします。また、県のホームページ
でも確認できます。テレビやラジオの情報にも注
意し、屋外での運動は避けてください。
　光化学スモッグで目がチカチカしたり、のどに
痛みを感じたりしたときは、洗眼やうがいをし、
環境保全課(☎85－6217)か県春日井保健所(☎31－
2188)へ連絡してください。
県ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/kankyo/
taiki/kokagaku/index.html

6月1日～7日は水道週間
　わたしたちは、普段から当たり前のように水道
の水を使っていますが、無限にあるわけではあり
ません。小さな節水を積み重ねることによって、
大きな｢省エネ｣につながります。
　この機会に安心・安全な水について、改めて考
えてみませんか。
桃山配水場を一般開放
と き▶ 6月1日(日) ～ 7日(土)午前9時～正午、午

後1時～ 4時　※そのほかの期間の見学
は、事前に予約が必要

問い合わせ▶ 配水管理事務所(☎81－7157)

6月8日～14日は危険物安全週間です
　ガソリンは、ちょっとし
た火花で引火し爆発的に燃焼
し、延焼拡大する危険物です。
家庭においてガソリンや軽油
を保管することは、火災の発
生や延焼拡大の原因になりま
すので、次のことに注意して
ください。
○少量であってもガソリンや軽油の買いだめは控
える○ガソリンや軽油は、法令で定められた火災
予防上安全な場所で保管する　※40ℓ以上のガソ
リンや200ℓ以上の軽油を保管する場合は、あら
かじめ消防本部への届け出や許可が必要○ガソリ
ンや軽油を入れる容器は法令により定められた容
器を使用する○灯油用ポリ容器にガソリンを入れ
ることは非常に危険なので行わない　※セルフス
タンドでは顧客が自らガソリンや軽油を容器に入
れることは不可
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6387)

使用済み乾電池と水銀体温計の回収
　家庭で不用になった乾電池や水銀体温計を回収
します。ごみとは別の透明か半透明な袋に入れて、
回収日の午前8時までにごみステーションに出し
てください。
回収日▶ 燃やせるごみの収集日が○水・土曜日の

地区…6月4日(水)○月・木曜日の地区…
6月5日(木)○火・金曜日の地区…6月6日
(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)

市少年センター運営協議会の公開
と き▶ 6月6日(金)午後1時30分から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 6月2日(月)から、少年センター (☎85－

6153)へ

農業委員会委員一般選挙立候補予定者説明会
　任期満了に伴う農業委員会委員一般選挙が行わ
れます(7月6日執行予定)。この選挙の立候補予定
者説明会を開催します。　※説明会には、立候補
予定者を含め2人まで出席可
と き▶ 6月11日(水)午後1時30分から(受け付けは

1時から)
ところ▶ 市役所304・305会議室
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 6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▶ 教育委員会総務課(☎85－6436)

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 6月19日(木)午前9時30分から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－

6152)

文化財保護審議会の公開
と き▶ 6月30日(月)午後3時から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

図書館の予約冊数を変更
　7月1日(火)から、図書館の利用予約冊数を20冊
から10冊に変更します。限られた資料を有効に提
供していくため協力をお願いします。
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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ヤング健診
とき・ところ▶7月4日(金)・保健センター、7月7

日(月)・健康管理センター午前9時～ 10
時30分受け付け

検査項目▶ 問診や身体計測、理学的検査、血圧測定、
検尿、循環器検査、貧血検査、肝機能検
査、腎機能検査、血糖検査、ヘモグロビ
ンＡ1c検査

対象・定員▶ 平成20年4月～ 21年3月に18 ～ 39歳の誕
生日を迎える市民・各70人(超えたとき
は抽選)

申し込み▶ 6月11日(水)〈必着〉までに、はがき(1人1
枚、1会場のみ)に健診名、会場名、住所、
氏名、生年月日、性別、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)、
〒487－0011中央台1－1－7、保健センタ
ー (☎91－3755)〉へ

中小企業退職金の共済掛金を助成
対 象▶ 平成18年5月1日～ 19年4月30日に、中小

企業退職金共済か特定退職金共済の契約
を締結し、引き続き1年間掛金を納めた
事業主

助成額(年額)▶被共済者1人につき1万2000円以内
申し込み▶ 6月20日(金)までに、経済振興課(☎85－

6246)へ

ふれあい広場
と き▶ ①6月4日(水)・18日(水)②6月11日(水)・25

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①6か月～ 1歳児②2～ 3歳児

とその保護者
持ち物▶ バスタオル(①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▶ ①6月5日(木)②6月12日(木)③6月19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)

水防訓練実施
と き▶ 6月8日(日)午前8時40分から
ところ▶ 上条町地内(庄内川右岸)
内 容▶ 水防工法訓練、避難訓練、避難誘導訓練
問い合わせ▶ 河川排水課(☎85－6361)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 6月8日(日)午前10時～正午
内 容▶ ベル、サドル、タイヤなどの提供(部品

の取り外しは各自)
持ち物▶ 工具
定 員▶ 12人程度(先着順)
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▶ 6月8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)

氷点下195℃の世界を体験しよう
　6月の環境月間にちなみ、環境分析センターを
開放し、親子おもしろ実験室を開催します。
と き▶ 6月14日(土)午前10時～正午
内 容▶ 液体窒素による氷点下195℃の世界の体

験や河川水の簡易測定による環境分析体
験など

対 象▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者
・10組(先着順)

ところ・申し込み▶6月4日(水) ～ 10日(火)に、環
境分析センター (☎51－6110)へ

昨年の様子昨年の様子
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子ども劇場
と き▶ 6月14日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 大型紙芝居｢あなのなかのライオン｣と腹

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▶ 鷹来おはなしの会、ロゴス腹話術研究会

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 6月15日(日)午前10時～正午受け付け、午

後3時～ 4時か6月22日(日)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)

市長杯弓道大会
と き▶ 6月15日(日)午前9時

30分から
種 目▶ 個人戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在

学で高校生を除く18
歳以上の人

費 用▶ 100円
持ち物▶ 弓道具(四ツ矢)
ところ・申し込み▶当日午前9時15分から、総合

体育館で
問い合わせ▶ 市弓道協会・村手(☎080－5166－8187)

仲道祐子｢ピアノ愛想曲｣コンサート
と き▶ 6月15日(日)午後2時から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 仲道祐子
曲 目▶ モーツァルト｢きらきら星変奏曲｣、シベ

リウス｢ロマンス｣、ベートーベン｢トル
コ行進曲｣など

入場料▶ 一般2000円、学生(小～大学生)1000円、
親子ペア券2500円(全自由席、当日券同
額、未就学児入場可)

入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ
で販売中

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

東部公民館まつり
クラブ作品展
と き▶ 6月14日(土) ～ 15日(日)午前9時～午後5時

(最終日は4時まで)
朗読とお話を楽しむ
と き▶ 6月14日(土)午後1時30分～ 3時
内 容▶ 阿川佐和子｢悪舌なるドライバー ｣など

大人向きの朗読会
“いろ、音、カタチ”
と き▶ 6月15日(日)午後2時～ 3時30分

内 容▶ ①不思議な｢もけらもけら｣作り②ペーパ
ー劇をしよう

煎(せん)茶会
と き▶ 6月15日(日)午前10時～午後4時
呈茶券▶ 400円　※6月2日(月)から東部市民セン

ターで販売
クラブ芸能発表会
と き▶ 6月15日(日)午後0時30分～ 4時
ところ・問い合わせ▶いずれも東部市民センター

(☎92－8511)

お話の部屋
と き▶ 6月15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)

第60回記念道風展回顧展
と き▶ 6月19日(木) ～ 29日(日)午前9時～午後5時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 道風展の第60回を記念して、道風展にか

かわってきた著名な書家の作品による展
覧会

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

父親とのふれあい会
と き▶ 6月21日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 缶ぽっくりを作って遊ぶ
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・10組(先

着順)
ところ・申し込み▶6月5日(木)午前9時から、交通

児童遊園(☎81－1301)へ

グリーンピアコンサート
と き▶ 6月22日(日)午後2時～ 3時
出 演▶ 高蔵寺混声合唱団
曲 目▶ ｢愛燦燦(あいさんさん)｣｢夢路より｣｢ラ

ブミーテンダー ｣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▶ 6月29日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢きかんしゃトーマスとなかまたち｣
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)

市交響楽団定期演奏会
と き▶ 7月6日(日)午後3時から(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 草川正憲(指揮)、パスクアーレ・イアン
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ノーネ(ピアノ)、市交響楽団(管弦楽)
曲 目▶ ムソルグスキー ｢交響詩『はげ山の一

夜』』」、ラフマニノフ｢ピアノ協奏曲第2
番｣、チャイコフスキー ｢交響曲第5番｣

入場料▶ 1000円(全自由席、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、

清水屋案内所、サンマルシェインフォメ
ーションで販売中

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)か市交響楽団事務局
(中部大学内、☎51－1111)

主 催▶ 市交響楽団

7021歯ッスルコンテスト
とき・ところ▶7月3日(木)・

保健センター、7月
10日(木)・健康管理
センター午前9時30
分～ 11時

内 容▶ 歯の審査、口腔(こ
うくう)ケア(歯ブラ
シを使った肺炎予
防)　※条件を満たした人には、9月7日
(日)の健康救急フェスティバルで表彰を
行い、賞状と記念品を贈呈

対 象▶ 70歳以上(昭和13年9月7日以前生まれ)で
かむことができる自分の歯が21本以上あ
る健康な人　※今までに表彰された人は
除く

申し込み▶ 6月20日(金)までに、電話かはがきに希望
日、住所、氏名、生年月日、電話番号を
記入して、〒486－8686春日井市役所健
康推進課(☎85－6164)へ　※申し込んだ
人には、後日手紙を郵送

健康管理事業団の臨時職員
採 用▶ 平成20年7月1日
職 種▶ 保健師
対象・人員▶ 昭和54年4月1日以前に生まれた保健師の

免許を取得している人・1人
勤 務▶ 月～金曜日の午前8時30分～午後5時(1時

間の休憩あり)
賃金(時給)▶ 1370円　※交通費を1通勤につき200円支

給
面 接▶ 6月20日(金)午前9時30分から、健康管理

センターで
ところ・申込み▶6月16日(月)までに、履歴書(市

販のものに記入)と保健師免許証の写し
を持って、健康管理センター (☎84－
3060)へ

社会福祉事業団嘱託職員
採 用▶ 平成20年10月1日
職 種▶ 子どもの家指導員
勤 務▶ 午前11時～午後7時15分か午前8時～午後

4時15分、週5日勤務
対象・人員▶ 保育士資格か教育職員免許を持っている

人・5人
給 与▶ 約14万8000円　※給与のほか、通勤、期

末・勤勉手当などを支給
試 験▶ ○1次…6月22日(日)午前9時から総合福

祉センターで、教養試験・性格検査○2
次…7月13日(日)午前9時から総合福祉セ
ンターで、作文、体力測定、面接

申し込み▶ 6月13日(金)〈月曜日は除く〉午後5時まで
に、市販の履歴書と資格の写しを持って、
本人が直接、市社会福祉事業団事務局(☎
84－1011)へ

｢子どもの家｣の夏季限定利用者
と き▶ 7月19日(土) ～ 8月30日(土)午前8時～午後

7時(日曜日と祝日は除く)
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)○東野(東野
小学校内、☎84－7040)○小野(小野小学
校内、☎83－2329)○松原(松原小学校内、
☎83－2328)　※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
り状況が変わるため、問い合わせ先に確
認を

対象・定員▶ 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
・各若干名　※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4時30分まで無料、午後6時まで2769
円、午後7時まで4153円(このほかにおや
つ代2769円、教材費1384円、傷害保証制
度負担金260円が必要)

申請書▶ 6月2日(月) ～ 10日(火)〈日曜日は除く〉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で配
布

面 接▶ 6月17日(火)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
家へ(面接日時は申請書配布時に、各子
どもの家で調整)

問い合わせ▶ 市社会福祉事業団(☎84－3241)
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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)とがお互いに助け合う会員組
織です。
対 象▶ ○依頼会員…0歳～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…市内在住の自宅で子どもを預かるこ
とができる人

入会金▶ 500円　※依頼会員・援助会員ともに講
習会の受講が必要。資格や経験、性別、
年齢は不問。活動に当たって、依頼会員
は援助会員にセンターが定めた報酬の支
払いが必要

会員になるための講習会
と き▶ 7月5日(土)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▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 6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

合唱団｢柳｣
　万博で上演したかすがいオペラ・小野道風｢し
ずく柳｣を春日井まつりで上演する合唱団を募集
します。
と き▶ ○練習…7月～ 10月の原則毎週火曜日と

10月5日(日)・13日(祝)・15日(水)～ 16日(木)
午前10時～正午○リハーサル…10月17日
(金)○本番…10月18日(土)

ところ▶ ○練習…東部市民センター、ハーモニー
春日井○リハーサル・本番…文化フォー
ラム春日井

定 員▶ 30人　※6月24日(火)の説明会で決定
申し込み▶ 6月16日(月)までに、市民生活課(☎85－

6616)へ

公園緑地課　☎85－6281
大輪菊づくり講習会
と き▶ 6月19日(木)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 杉浦光徳
費 用▶ 受講料1000円(教材費を含む)
定 員▶ 80人(先着順)
申し込み▶ 6月5日(木)から、電話で

市文化協会の講座
初心者の日本舞踊講座～日本舞踊、端唄、小唄、
長唄
と き▶ 7月1日・8日・15日・29日の火曜日(4回)

午前10時～ 11時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ 稲垣よし美
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)
持ち物▶ 浴衣、帯、足袋、腰ひも
 楽しいフラダンス～フラの基本を学びながらやさ
しい曲を1曲マスターする
と き▶ 7月3日～ 24日の毎週木曜日(4回)午後1時

30分～ 3時
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 大野良子
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)
持ち物▶ Ｔシャツ、ギャザースカート(パンタロ

ン可)
 申し込み▶ いずれも6月10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)、電話番号を書いて、〒486－
8686春日井市役所文化課(☎85－6079)へ

児童センター　☎87－6866
夏の星座教室～名古屋市科学館でプラネタリウム
や展示を見学する
と き▶ 7月12日(土)午前9時～午後3時
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 参加料300円
持ち物▶ 弁当、水筒
申し込み▶ 6月15日(日)〈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、学校名、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

知多公民館　☎32－8988
ゆかたの着付け～活発なお嬢さんが着ても、着く
ずれしない着付けのコツを学ぶ
と き▶ 6月22日(日)・29日(日)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 宮川昌子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・15人(先

着順)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ 浴衣、肌着、タオル2本、腰ひも4本、半

幅帯、前板
申し込み▶ 6月4日(水)から、電話で
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味美ふれあいセンター　☎31－3522
ゆかたの着付け教室
と き▶ 6月24日(火)、7月1日(火)〈2回〉午後7時～

8時30分
講 師▶ 成瀬尚子
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500円
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、腰ひも3本、だて締め、肌着、

前板、タオル2本
 
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▶ 7月の毎週土曜日(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、小刀、軍手
 
申し込み▶ ｢ゆかたの着付け教室｣は6月5日(木)から

電話で、｢横笛を作って吹こう｣は6月11
日(水)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、〒486－0958西本町1－15－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
ふれあい盆踊り講習会～ ｢ありがとう音頭｣｢大昭
和音頭｣など
と き▶ 6月20日(金)・28日(土)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 大野豊愛
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人　※自由参加
持ち物▶ うちわ、上靴

エコメッセ春日井　☎88－5006
紙のリサイクル～飾り傘づくり
と き▶ 6月19日(木)・26日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 樋口賢治
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100円
 
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▶ 6月21日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ なずなの会
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6月4日(水)から、電話で

かすがい市民文化財団　☎85－6868
彩り七夕｢花遊び・墨遊び｣～①竹で七夕オブジ
ェをつくり、花を生ける②③梶の葉に筆で願いを
書くと、書や芸が上達するという言い伝えを体験
する
と き▶ ①6月29日(日)②7月5日(土)③7月6日(日)

午後1時30分～ 4時
講 師▶ ①石黒東風②中村立強③後藤幽泉
定 員▶ ①20人②③各30人(いずれも超えたとき

は抽選)
費 用▶ ①参加料1000円②③無料　
申し込み▶ 6月10日(火)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクスに講座名(①②③の別も※両方の
参加可能)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

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢雨の日の散歩｣～雨の森の中
を散歩し、雨の日ならではの森の遊びを親子で楽
しむ
と き▶ 6月27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(超えたと

きは抽選)
費 用▶ 受講料(1人)150円
申し込み▶ 6月6日(金)〈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、電話番号を書いて、
〒487－0031廻間町1102－1、Ｅメール
shizen@s－kousya－kasugai.or.jpへ

経済振興課　☎85－6246
ニート支援セミナー～子どもをニート化させない
家庭づくりのための一歩進んだわが子との接し方
を学ぶ
と き▶ 7月6日(日)午前10時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
対 象▶ 子どもを持つ家庭、ニート支援に関心が

ある人
申し込み▶ 6月4日(水) ～ 30日(月)に直接か電話、フ

ァクス(ＦＡＸ84－8731)で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～フウランの育て方について学ぶ
と き▶ 6月21日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 久野信司
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2000円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
申し込み▶ 6月4日(水)から、電話で
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坂下公民館　☎88－5555
ダブルフェイスのおしゃれバッグ～表裏の素材を
変えたオールシーズンバッグ
と き▶ 7月2日(水)・16日(水)・30日(水)〈3回〉午

前9時30分～ 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・20人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料750円、教材費3500円
持ち物▶ 裁縫道具、30㎝定規
 
おしゃれ講座｢夏の外出をゆかたで涼しく！ ｣～
着付けのコツと裏ワザを学ぶ
と き▶ 7月13日(日)午前10時～正午
講 師▶ 長谷川孝子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、だて締め1本、腰ひも2

～ 3本、前板1枚、薄手のタオル2枚
 
ラッピングＤＥインテリア～紙と風呂敷の包み方
と飾り方
と き▶ 7月～ 8月の第2・4土曜日(4回)午前10時

～正午
講 師▶ 尾関由美
対象・定員▶ 市内在住、在勤、在学の人 ・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費3000円
持ち物▶ カッター、はさみ、両面テープ(7㎜幅)
 
申し込み▶ いずれも6月15日(日)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所(在勤・
在学の人はその所在地と名称も)、氏名
(ふりがな)、電話番号を書いて、〒480－
0305坂下町4－250－1へ

かすがいげんきっ子センター 
ファミリークッキング～豚そぼろ丼
と き▶ 7月13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(超えたときは抽選) 

※1家族4人まで
費 用▶ 材料費(1人)300円
申し込み▶ 6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、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0945勝川町8－2858－1(☎35－
3501)へ

健康推進課　☎85－6167
Ｕターン育児塾～祖父母の育児教室
と き▶ ①6月10日(火)②6月25日(水)午前10時～正

午
ところ▶ ①保健センター②健康管理センター
内 容▶ ①もく浴実習やおむつ交換・最近の育児

についての講話②子どもの食事やおやつ
・遊びについての話を聞く

対象・定員▶ ①もうすぐ孫ができる人か乳児(1歳未
満)の孫がいる人②1歳から4歳未満の孫
がいる人か子育てを支援したいと思って
いる人・各20人(先着順)

 
はつらつクッキング～おいしい料理で元気はつら
つ！
と き▶ 7月4日(金)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の60歳以上の人・20人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ 三角きん(ハンカチ、バンダナ可)、ふき

ん、エプロン
 
もうすぐママの料理教室～簡単で栄養満点の料理
を作りましょう
と き▶ 7月10日(木)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▶ 市内在住か在勤の妊婦・20人(超えたと

きは抽選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ 三角きん(ハンカチ、バンダナ可)、ふき

ん、エプロン
 
申し込み▶ ｢Ｕターン育児塾｣は6月4日(水)から電話

で、｢はつらつクッキング｣｢もうすぐマ
マの料理教室｣は6月13日(金)〈必着〉まで
に、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
〒486－8686春日井市役所健康推進課へ

市子育て支援センター (上八田保育園)
育児講座～親子で楽しむブラックパネルシアター
と き▶ 6月19日(木)午前10時30分～ 11時30分
ところ▶ 上八田保育園ホール
対 象▶ 2歳以上の未就園児とその保護者
定 員▶ 50組
講 師▶ ブラックパネルシアター ｢グループゆ

う｣
申し込み▶ 6月6日(金)午前9時から、☎85－8824へ
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総合福祉センター　☎84－3611
手とり足とりパソコン講座(知的障がい者本人と
保護者編)～家庭でできるペイントソフトを使っ
た絵描きや、インターネットの活用
と き▶ 6月18日～ 7月9日の水曜日(4回)午後1時

30分～ 3時
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の知的障がい者とその保護者

(保護者のみでも可)・10組20人(超えたと
きは抽選)

申し込み▶ 6月10日(火)までに、電話で　※障がい程
度などの聞き取りによる調整あり

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▶ 7月10日(木)午後1時～ 4時
ところ▶ レディヤンかすがい
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▶ 6月5日(木)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
折り紙で手先を使って認知症予防～クジャクを折
ろう
と き▶ 6月17日(火)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▶ 西本笑子
定 員▶ 30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
 
心に効くメイク～お化粧をして元気になって出掛
けよう！ポイントメイク術
と き▶ 6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▶ 髙木みどり
定 員▶ 20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
 
｢口腔(こうくう)機能向上｣ ～口の手入れと口腔
の体操で生涯おいしく楽しく食べましょう
と き▶ 6月19日(木)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▶ 歯科医師・伊神毅
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

こころの風邪に御用心！！～中高年のうつ予防
と き▶ 6月20日(金)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▶ 医師・垣内泰久
定 員▶ 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
 
転倒骨折予防～尿漏れ予防体操
と き▶ 6月25日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 大手田酉集会所
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▶ 50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
 
いきいき美容教室｢べっぴんさんになろう｣
と き▶ 6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▶ 楠佳子
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
 
音楽で元気よく体操と脳トレをしよう
と き▶ 6月28日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ じゃがいも友愛デイサービス
講 師▶ 音楽療法士・西脇利子
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

市体育協会の講座
春日井ラグビースクール
と き▶ 6月～平成21年3月8日の第2・4日曜日午

前9時～ 11時30分
ところ▶ 名城大学農学部グラウンド(鷹来町)
講 師▶ 県ラグビーフットボール協会公認コーチ
対 象▶ 幼児～中学生
費 用▶ 受講料(年間)6000円
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 市ラグビーフットボール協会・永井(☎

82－3256)
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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▶ 6月11日(水)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
 
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▶ 6月25日～ 7月16日の毎週水曜日(4回)午

前8時55分～ 9時55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
 
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい、初心者向
きの水中エアロビクス
と き▶ 6月27日～ 7月18日の毎週金曜日(4回)午

前8時55分～ 9時55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
 
体験してみよう！着衣泳①②③～着衣状態での水
泳実習などを体験し、水難事故の予防や対応を学
ぶ
と き▶ ①6月28日(土)②6月29日(日)③7月24日

(木)の午前9時～ 10時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の小学生以上(小

学1 ～ 3年生は1人に対して保護者1人同
伴)・各20人(超えたときは抽選)

費 用▶ プール利用券の購入が必要
 
クロールを覚えよう(短期)①②③～クロールの基
本をマスターする
と き▶ ①7月1日(火) ～ 4日(金)〈4回〉午後5時～

6時30分②7月8日(火) ～ 11日(金)〈4回〉午
後6時～7時30分③7月15日(火)～18日(金)
〈4回〉午後5時～ 6時30分

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3000円
 
お父さんのためのお腹引き締め教室～1週間に1
度の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つける
と き▶ 7月の毎週日曜日(4回)午後2時～ 4時
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

 
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▶ 7月23日～ 8月8日の月・水・金曜日(8回)

午前8時50分～ 9時50分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・60人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は6月4日(水)午

前9時から電話で、それ以外は6月15日
(日)〈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

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩こり・腰痛予防ストレ
ッチや簡単な軽運動
と き▶ 7月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
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
 
ボクシングエクササイズ～ボクシングの動きを取
り入れたエアロビクスで、シェイプアップを図る
と き▶ 7月3日～ 24日の毎週木曜日(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・50人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200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▶ 7月の毎週金曜日(4回)午後6時～ 7時
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
 
にがて克服！楽しい体操(とびばこ)～開脚とび、
閉脚とびなどができるように練習する
と き▶ 7月の毎週金曜日(4回)午後7時30分～ 8時

30分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
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癒やしのストレッチ体操～ストレッチ体操で心身
ともにリラックスする
と き▶ 7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・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
ソフトステップ～ステップ台を使用したエアロビ
クスで、お尻やももを引き締める
と き▶ 7月9日～ 30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・35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6月4日(水)午

前9時から電話で、それ以外は6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、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
4196－3へ

7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分からのヨガは7月1
日～ 9月30日まで、金曜日午前10時45分
からの脂肪燃焼エアロ、午後6時30分か
らのヨガは7月4日～ 9月26日までの期間
限定の開催。※21日(祝)は午前9時15分か
ら脂肪燃焼エアロを開催。22日(火)は休
館日のため休講
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
ヨガ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

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

新築・増築家屋の実地調査
　平成20年1月2日～ 21年1月1日に、新・増築さ
れた家屋は、平成21年度から固定資産税の課税対
象となります。固定資産評価額を算定するにあた
って、身分証を持った資産税課職員が訪問し、課
税対象となる家屋の構造や使用材料などを確認す
るための実地調査を行っています。｢建築確認済
通知書(建築図面等)｣｢工事見積書｣などを見せて
いただくことがありますので協力をお願いしま
す。
　都合のいい日時を指定したいときや、取り壊し
をした家屋があるときは、連絡してください。
問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6105)

勝南にぎわい市
と き▶ 6月7日(土) ～ 8日(日)午前9時～午後3時

(雨天中止)
ところ▶ 勝川駅南口ビル前
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)

教科書展示会
　県教育委員会では、県民の皆さんに教科書への
理解や関心を深めてもらうために、教科書展示会
を行います。展示会場には投書箱を用意しますの
で、教科書に対する意見や要望を寄せてください。
月 日▶ 6月11日(水) ～ 7月5日(土)
ところ▶ 県内21か所の教科書センター
 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/

kyoiku/gimukyoiku/index.html
問い合わせ▶ 県教育委員会義務教育課(☎052－954－

6790)

入学前就学相談
と き▶ 8月26日(火) ～ 27日(水)午前10時～午後3

時
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
内 容▶ 障がいがあると思われる子どもの就学相

談(要予約)
対 象▶ 平成21年度に小学校に入学する子どもと

その保護者
申し込み▶ 6月20日(金)までに、所定の申込用紙(学

校教育課に用意)に記入して、学校教育
課(☎85－6444)へ

主 催▶ 県教育委員会



アレルギーっ子のお母さん達とおしゃべり会
とき▶6月11日（水）午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶親同士の交流と子
どもの集い　対象▶アレルギー（アトピー・食
物アレルギー・ぜんそく）のある子どもと親（親
のみの参加も可）　申し込み▶6月6日（金）まで
に、ファクスに参加者全員の住所･氏名、子ど
もの年齢、電話番号、除去食を書いて、春日井
アレルギーの会・波多野（☎・ＦＡＸ56－9269）
へ
･･････････････････････････････････････････
根っこのこ子育てのつどい
とき▶①6月17日（火）午前10時～ 11時30分②7
月8日（火）午前10時～ 11時30分　ところ▶レデ
ィヤンかすがい　内容▶子育て中の母親の話を
聞き、講師から子育てに関するさまざまなヒン
トやアドバイスをもらう①子どもの習い事～遊
びの中から個性を見つける②ゆとりある子育て
～イライラしないために　定員▶30人（先着順）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
6／1(日)～6(金) 仏画作品展 三道会
6／7(土)～12(木) フォトサークル未来写真展 フォトサークル未来
6／13(金)～18(水) 日本画作品展 鷹美会

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 6／3(火)～15(日) 民俗巡回展示 「明かりの世
界」 文化財課

エコメッセ春日井 (☎88－5006) 6／3(火)～29(日)
段ボール工作作品展 村田祐一郎
水墨画作品展 坂下水墨画クラブ

ルネックギャラリー (☎34－6800) 6／5(木)～10(火) 綾の会創作アップリケ作品
展 綾の会（春日井グループ）

知多公民館 (☎32－8988) 6／5(木)～17(火) 水彩画作品展 水曜パレット会
坂下公民館 (☎88－5555) 6／6(金)～13(金) 水彩画作品展 坂下水彩ハーモニー

高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 6／6(金)～18(水) 水墨画展 高蔵寺・たかくら水墨同好
会

西部ふれあいセンター (☎33－0808) 6／7(土)～14(土) 静墨会水墨画作品展 水墨画クラブ静墨会
アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 6／7(土)～19(木) 出会いをありがとう写真展 いぶき
グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711) 6／13(金)～15(日) ウチョウランと山野草展 春日井山草会

落合公園管理棟 (☎56－0414) 6／13(金)～15(日) ウチョウラン展 ウチョウラン同好会

申し込み▶6月4日（水）から、電話かファクスに
催し名、住所、氏名、電話番号を書いて、家庭
倫理の会・服部（☎090－8555－7876、ＦＡＸ85
－0016）へ
･･････････････････････････････････････････
中部大学キャンパスコンサート
とき▶6月21日（土）午後2時～ 4時（1時開場）　
ところ▶三浦幸平メモリアルホール（松本町）　
出演▶クァルテット アーニマ（弦楽四重奏）　
定員▶500人（超えたときは抽選）　申し込み▶6
月10日（火）〈必着〉までに、往復はがき（1人1枚）
に演奏会名、住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、〒487－8501松本町1200、中部大学キャ
ンパスコンサートK係（☎51－1111）へ
･･････････････････････････････････････････
芝居「釈迦内柩唄」
とき▶6月25日（水）午後1時30分～ 3時30分（1時
開場）　ところ▶市民会館　定員▶1000人　内
容▶分け隔てなき優しさと勇気、愛情を題材に
した芝居　入場料▶3000円（前売500円引き）　
入場券▶文化フォーラム春日井・文化情報プラ
ザ、新徳寺（上田楽町）、林昌寺（林島町）で発売
中　問い合わせ▶新徳寺・熊谷（☎81－5430）

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

6／7

6／14

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

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

☎85－0077

☎51－5552

☎84－3060

☎91－3755

☎87－4103

☎51－8222

☎75－3882

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

あさひ病院（下原町）

白山外科クリニック（白山町5）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

神領マタニティ（堀ノ内町）

産科婦人科七原（白山町2）

ミナミ産婦人科（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

6／1

6／8

6／15

健 康
6月4日～10日は歯の衛生週間です6月4日～10日は歯の衛生週間です

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。

市では、1歳6か月児健康診査や3歳児健康診査、小学1～ 3年生対象の学童口腔（こうくう）衛生事業、
6月・12月の歯の健康教室（未就学児）でフッ化物（フッ素）塗布を行っています。これらを上手に活用し、
虫歯ゼロを目指しましょう！

●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

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6164）

Q.この写真は、何？
A.歯（エナメル質）の表面の写真です。①は生えたばかりのもの、②は１年半た
っているもの、③は40年以上たったものです。
Q.生えたばかりの歯って、表面にでこぼこがたくさんあるんだね。  
これって、虫歯と関係しているの？
A.このでこぼこがたくさんある時期は、食べ物や歯の汚れなどの口の影響を
受けやすいので、この時期に歯の質を高め、虫歯になりにくい強い歯の表面に
することが大切ですよ。
Q.どうしたら、歯の質を高めることができるの？
A.「フッ化物（フッ素）」という自然界にある栄養素をうまく活用しましょう。

フッ化物の力で目指そう、虫歯ゼロ!フッ化物の力で目指そう、虫歯ゼロ!

毎日の歯みがきには、フッ化物の入った歯みがき剤を使うようにし、歯
科医院や市の事業で定期的にフッ化物塗布をしてもらうといいですね。

写真：愛知学院大学歯学部教授・中垣晴男

人　口 （＋2002）30万万5980人
世帯数 12万2027世帯 （＋2116）

（　）内は前年同日比

人口と世帯数の動き 〈平成20年5月1日現在〉
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イネ科
ハナヌカススキ

　稈（かん）は元で分岐して真っすぐ立ち上がり、高さ40㎝ほどになります。
春から夏にかけて細かく枝分かれした穂を出し、長さ２㎜ほどの小花の集ま
りを全体にわたって付けるので開花時期は遠くからみると霞（かすみ）のよう
に見えます。名前は細かい花が集まって咲いている様子を糠（ぬか）に見立て
たもので、開花したものはドライフラワーに使われることがあります。
　ヨーロッパ原産の一年生草本で、ヌカススキとほぼ同じ範囲（路傍・河川
敷などの荒れ地）に帰化し、２つずつペアになって付く小花にはそのうちの一方にだけ芒（のぎ）があり
ます。両方に芒のあるのはヌカススキで、これが両者の区別点です。
　文中の「稈」は竹や麦などのイネ科植物の中空で節のある茎のことを特別にこのように呼び、「芒」はイ
ネ科植物の花の外殻にある針のような突起で、「禾」とも書きます。

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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