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市少年自然の家の野外活動振興事業「わくわく自然ランド」が
築水の森周辺で行われ、多くの親子連れが参加しました。こ
の時期に見ることができる昆虫などを発見しながら、皆さん
自然に触れていました。講師は、かすがい東部丘陵自然観察
会の皆さんです。

6
7
8
12

シリーズ「地域のチカラでまちづくり」vol.2
Photo ホット ほっと
情報最前線
市制65周年事業（スローライフ月間）参加者募集
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各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

みんなが協働でつくる
新しい春日井まつり



市では、区・町内会・自治会やＮＰＯ、ボランティ
ア団体をはじめ、さまざまな分野の市民団体や企業
の皆さんと協働でまちづくりを進めています。１０月
１８日～１９日に行われる市のメーンイベント「春日井
まつり」も、今までの行政主導のまつりから、市民
の皆さんの手作りによるまつりへと大きく様変わり
します。そこで、今回の特集は、春日井まつりにか
かわる市民の皆さんと、まつりの魅力を紹介します。 
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企画を練る段階から、市民の皆さんに参加
してもらうことにより、市民の皆さんが望
むまつりを実現できると考え、一般公募に
より委員を募集して、昨年７月に企画運営
委員会を立ち上げました。 

春日井まつり企画運営委員会 
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　道風平安朝行列の後に続く
子どもたちによるパレードです。
牛乳パックやビニール袋で平
安時代の衣装を作って、身に
付けて練り歩きます。 

　子ども企画委員会は、中部大学ボ
ランティア・ＮＰＯセンターの大学生
をアドバイザーとして、中学生から
高校生までの子どもたち10人により
構成されたグループです。メンバーは、
市子ども会育成連絡協議会、ボーイ
スカウト、ガールスカウトから推薦
された人たちで、数回のワークショ
ップを開催し、手作りの衣装を作成
して、まつり当日の平安朝行列にち
なんだ「道風おもしろパレード」を企
画します。 
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　子ども企画委員会に参加するこ
とで、参加する一人一人の考えや
想いを自由に表現することができ、
そこに魅力と楽しさを感じていま
す。この企画では、自分の世代と
異なる子どもたちと接することに
より、予想もしない自由で面白い

アイデアを出してくれるなど、大学生と子どもたちがお互
い刺激し合うことができます。まつりでは、この手作りパ
レードを子ども企画委員会のみんなで盛り上げたいと思っ
ています。 

道風おもしろパレード 
ワークショップ参加者募集中!
※詳細は広報春日井7月15日号を 
　見てください。 

中部大学ボランティア・ 
ＮＰＯセンター　荒川智充さん 
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　和太鼓や洋太鼓、郷土民俗太
鼓など園児から大人まで約300
人が１つの楽曲を盛大に演奏し
ながら練り歩くパレードです。
昨年までは幼稚園や保育園、小
学校ごとでの参加がほとんどで
したが、今年は個人ごとでの参
加ができるような企画を市民企
画として考えました。 

　参加者は老若男女問わず・経
験問わずで、民族楽器の打楽器
部門（ドラム）や洋太鼓・和太鼓
を、暑い中、頑張って練習して
います。幼児から70歳代までの
これだけの幅広い世代が一緒に
なって演奏することはなかなか
経験できないことだと思います。 
　当日、このパレードに飛び入

り参加したい人は、たたいて音がでるものを持ってきて
ください。カスタネットやしゃもじでも大丈夫ですよ。
多くの人に参加してもらって大勢が一つになって演奏す
る楽しさを味わってもらいたいですね。 

春日丘高等学校 
吹奏楽部顧問　根本正治さん 
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　春日井に生まれたとされる書聖、小野道風の生涯
をオペラとしたものです。合唱団は一般公募し、プ
ロのオペラ歌手と室内楽演奏家を招いて迫力のある
ステージが繰り広げられます。 
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「かすがいオペラ・しずく柳」は小野
道風を主役に、脚本・制作を市民が手
掛け、市民合唱団が進行役を担います。
道風を敬愛する市民が支えてきた「書」
をパフォーマンスとして組み込んでいて、
市民と行政の協働だからこそ実現でき
るものです。「自己実現ができるまち
かすがい」！このオペラを全国へ向け
て発信していきたいです。 

コンサートグループ 
｢花の詩｣代表　和田美里さん 
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　春日井青年会議所、市美術協会、小野道風
公遺跡保存会の皆さんの協力で、書のまちな
らではの大揮ごう大会です。八幡小学校の校
庭いっぱいに紙の大きさや参加人数で、ギネ
スに挑戦します。 

　棒の手やお神楽、
流鏑馬（やぶさめ）な
ど市内各地に伝わる
地域特有の郷土芸能
が一堂に会して演技
を披露し、伝統芸能
を子どもたちに継承
していきます。 

　伝統ある郷土芸能を春日井まつりで披露するため、
日々練習に励んでいます。練習には小中学生や高
校生も参加してくれていますが、そこで思うのは、
郷土芸能は、年齢差を感じさせない、人のつなが
りと郷土意識が生まれてくるということです。そ
して、今までは団体ごとにパレードに参加するだ

けでしたが、今年からは、地域からいろいろな団体が一堂に中央公園へ集
まることにより、そこでまた新たな交流が生まれると思います。 
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玉野郷土芸能保存会 
梶田晴美さん 

　市内の特産品を中心に全国の物産品を出品
し、買う楽しみを充実させます。 

　今までのまつりは、
食べることが主であっ
たように思います。し
かし、今年からは、売
ることをもっとアピー
ルしたいです。自分の
店で工夫したものを売

ることによって、皆さんに感謝を伝えたいと思
っています。そして、子どもたちにも、この「売
る」という気持ちを伝えたいです。 
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　わたしたち野外
大揮ごう担当部会
では、子どもたち
から高齢者の皆さ
ん3000人とともに、
大きな書を完成させ、
その喜びを分かち
合うことを目指し

ています。歴史に残るこのイベントに皆さん
ぜひ参加してください。 

東野商店街振興組合理事長 
鵜飼英司さん 
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このコーナーでは、特徴のある活動をしている町内会を紹介し
ています。市では今年から総合体育館での集合開催に代えて、
地域団体が開催する敬老会を支援することになりました。そこ
で今回は、地域で開催している八田・朝宮区の運営方法につい
て区長に話を伺いました。

以前から敬老会を開催しているそうですね？

　はい、平成9年に八田西区と八田東区が合併して八田・朝宮
区ができてから今の形で行っています。区の行事の中でも納涼
まつりに次ぐ大きな行事です。

どんなことをしているのですか？

　7月ごろから準備に入ります。区長をはじめ
とした区の役員7人と各町内会長11人に社会福
祉協議会のボランティア2人で、準備から後片
付けまでしています。招待者は75歳以上の人で、
回覧板を使って出欠を確認します。会場は八
田区公民館で、昨年は124人が出席しました。
会は、午前10時から午後1時まで行われ、地区
の神楽保存会による神楽で始まり、昼食を取
りながら、琴や民謡、大正琴の余興を楽しん
でもらいます。
　出席者には帰りに記念品のタオルと菓子を
渡しています。

vol.2vol.2

八田・朝宮区
「地域で祝う敬老会」

八田・朝宮区はどんな団体ですか？

　八田・朝宮区は、11の町内会を統括していて1600程度の世帯
が加入している団体です。

困ったことはありますか？

　平成14年までは70歳以上を対象としていま
したが、参加者が多くなってしまったことと、
市の敬老会が80歳以上を対象としていたこと
から、毎年1歳ずつ年齢を上げて、75歳からと
しました。今のところは、この年齢でいくつ
もりですが、増えていくようなら会場や方法
を考えないといけないと思います。また、参
加者の名簿を作成していますが、個人情報保
護の点から各町内会の参加人数だけを把握し
て、名簿を作らないことも検討しています。

八田・朝宮区長・成田秀雄

当日の朝、記念品を準備する町内会の皆さん
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オリンピック

　8月8日から北京で第29回オリンピックが
開催されます。
　1896年第1回のアテネでは8競技に14か
国、241人が参加されたそうであります。
以来多くの歴史が刻まれてきましたが、ス
ポーツ好きの私にも数々の思い出がありま
す。子どものころ、ラジオで聞いた水泳の
山中選手や体操の小野選手の活躍、大学時
代、日独青少年交流の一員としてドイツに
滞在中、ミュンヘンで応援した男子バレー
ボールなど。しかし、何といっても東京オ
リンピックであります。中学3年の修学旅

行でバスの中から見た聖火の美しさ、そし
て円谷選手の走り、三宅選手の集中力、“な
せばなる”東洋の魔女の強さ。のめり込む
ように応援し、感動したことが思い出され
ます。
　4年に1度、その瞬間に心・技・体を最高
に高めることができ、さらに天の時に恵ま
れたその結果、世界中のライバルに勝った
人(チーム)に金メダルがもたらされる。ま
た、参加することに意義がある。まさにス
ポーツの祭典であります。日本の選手の活
躍、世界の国々から選ばれたアスリートた
ちの戦う姿の美しさ、発せられる言葉の素
晴らしさに注目したいと思っております。
　北京オリンピックには、春日井で生まれ
育った松村亜矢子さんがシンクロナイズド
スイミングの日本代表として出場されま
す。みんなで応援し活躍に期待したいもの
です。

経済産業省は、毎年全国の中小企業の中から世界
に通用する高い技術があり、ユニークな商品を開
発した「元気なモノ作り中小企業３００社」を選定
しています。今回選定された伊原電子工業株式会
社へ本間副市長が訪れ、話を伺いました。

副市長
社　長

御社が持ち続けている理念は何でしょうか？
これもやはり、お客様の役に立つモノ作りです。
経営上心掛けているのは、その製品に適する原価
計算システムを確立していき、それをいろいろな
ことに適用していくことです。社員にもこれを求
めています。

副市長

社　長

モノ作りで心掛けていることは
何でしょうか？
一言でいえば、お客様の役に立
つことです。納期や品質を抜き
にしてはモノを作ったことにな
りません。お客様の必要なとき
に必要なものをお届けしなけれ
ばならないと思っています。

元気なモノ作り中小企業
３００社に、伊原電子工業（株）
が選ばれました！

伊原電子工業株式会社は…
プリント配線基板と併せて濃度計・色差計を製造する会社です。濃度計・
色差計では世界トップクラスのシェアと計測技術を持ち、特に透過濃度
計は、マンモグラフィ用の品質管理機器としてシェアを独占しています。
※マンモグラフィは、乳がんを診断する方法の一つで、乳腺・乳房専用のレントゲン撮影です。

伊原電子工業株式会社　伊原電子工業株式会社　
代表取締役社長・伊藤正之代表取締役社長・伊藤正之
伊原電子工業株式会社　
代表取締役社長・伊藤正之

伊藤嘉高専務から、製品の説明を聞く副市長伊藤嘉高専務から、製品の説明を聞く副市長伊藤嘉高専務から、製品の説明を聞く副市長
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市民の皆さんから応募のあった作品のう
ち、入選作を展示します。また、市民展審
査会員による作品解説「ギャラリートーク」
を行います。力作を鑑賞しませんか。

と　き▶8月16日（土）～ 24日（日）午前9時～午後4時30分（最終日は4時まで）　※9月～ 10月に巡回展を開催

※ギャラリートークはいずれも午前11時から。日時や講師などは、都合により変更する場合があります。
ホームページ　http://www.lib.city.kasugai.aichi.jp/zaidan/

問い合わせ▶かすがい市民文化財団(☎85－6868)

展示 ギャラリートーク

ところ 部門
実施日・作品解説者

8/16（土） 8/17（日） 8/23（土） 8/24（日）

市役所

10階 書 原田凍谷 日比野桃花 木全春葉 後藤幽泉
11階 洋画・版画 小林俊明 小林俊明 鈴木千尋 鈴木千尋
11階 写真 谷口敏夫 安藤宏幸 長谷川永美 伊藤滋
12階 日本画 星野哲弘 安達英志郎 千村俊二 森脇正人

文化フォーラム
視聴覚ホール 彫塑工芸 ギャラリートークは行いません。
ギャラリー 審査会員作品

手に汗握るバレーボールの試合を観戦しませんか。また、大会と併せて開催されるジュニア向けの教室の
参加者も募集します。
と　き▶9月20日（土）午前11時から、21日（日）午前10時から（20日は10時、

21日は9時開場）
ところ▶総合体育館
内　容▶男女各4チームによるリーグ戦（20日は各4試合、21日は各2試合）
出場チーム▶○男子…東レアローズ、豊田合成トレフェルサ、JTサンダーズ、

ジェイテクトSTINGS
○女子…NECレッドロケッツ、武富士バンブー、岡山シーガルズ、
久光製薬スプリングス

市民入場券▶1階指定席…3000円、2階自由席…一般1500円、高校生…500円、
小中学生…300円

販　売▶8月9日（土）から、総合体育館で

問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)

と　き▶9月20日（土）午前9時～ 10時
ところ▶総合体育館
内　容▶V・プレミアリーグ選手などによる実

技指導を受ける
対象・定員▶小学3～ 6年生・30人（超えたときは抽

選）

ジュニアバレーボール教室
費　用▶受講料500円
申し込み▶8月19日（火）〈必着〉までに、往復はが

きに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号、学校名を書いて、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

市 民 美 術 展 覧 会
開　催
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書聖・小野道風にちなんで毎年開催される道風展は、全国からも多くの
応募がある、我がまち伝統の書道展です。今年もあなたの力作を待って
います。

部　門▶一般…漢字・かな・近代詩文・少字数・小品　学生…条幅・半
紙（各部門とも1人1点）

作品の搬入▶一般は10月7日（火）午前9時30分～正午、学生は10月6日（月）午
前9時30分～午後4時、中央公民館内、道風展事務所（〒486－
0913柏原町1－97－1）へ　※郵送の場合は、9月28日（日）～ 10
月4日（土）必着

展　示▶○春日井会場…10月25日（土）～ 11月3日（祝）に、文化フォーラ
ム春日井、市役所、道風記念館、観音寺（松河戸町）○名古屋
会場…11月5日（水）～ 9日（日）に、県美術館（名古屋市東区）　
※名古屋会場は特別賞受賞作品のみ

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内、道風展事務局(☎85－6868)

部　門 仕　上　寸　法 作　品　規　格 出品料

一　
　

般

漢字・かな
・近代詩文・
少字数

半切………………50cm×180cm以内
3×3………………90cm×90cm以内
3×6………………90cm×180cm以内
3.5×4.5………105cm×135cm以内
4×4………………120cm×120cm以内
2×8………………60cm×240cm以内

○枠張、屏風（びょうぶ）、条幅か額に表装
○表装にガラス、アクリルは不可
○作品の縦横は自由

5000円

小　品 小画仙全紙2分の1以下 裏打ち仮巻でも可 3000円

学　
　

生

条　幅

幼児～中学生 横34cm×縦136cm以内
○書き下ろしで仮巻に付ける（裏打ちはしない）
○作品は縦に限る
○学年（幼児は年齢）・氏名を記入

1300円

高校生 68cm×136cm以内
○一般（小品部を除く）と同じ
○作品の縦横は自由
○名前のみでも可

半　紙 半紙判24cm×33cm 年齢・学年・氏名については条幅と同じ 400円

王子製紙硬式野球部が2年連続8回目の東京ドーム進出を果たしました。市を代表して出場する王
子製紙の市民応援団を募集します。あなたも東京ドームで応援しませんか。

問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)、生涯学習スポーツ課（☎85－6452)

定　員▶160人（先着順）
費　用▶参加料大人4000円、中学生以下2000円（交通費と入場料を含む）
申し込み▶8月5日（火）～ 19日（火）午前9時～午後5時に、総合体育館（☎84－7101）か商工会議所（☎81

－4141）へ　※8月19日（火）午後5時までに、参加料を申し込み先に支払ってください。総
合体育館は月曜日、商工会議所は土・日曜日が休みです。
初戦に勝つと次の試合にも応援バスを出します。

王子製紙が都市対抗野球大会に出場決定！
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I N F O R M A T I O N情報最前線

かすがい市男女共同参画情報紙「はるか」
　　　　　　　　　　　　vol.21 10月号

町内会回覧板の提供者

広告掲載位置▶表紙裏面、裏表紙
規　格▶長期の使用に耐える十分な強度を持つ

材質で、雨や日光などにより著しく
劣化しないもの　※おおむね縦305㎜、
横240㎜、厚さ20㎜

掲載基準▶市広告掲載要綱および区・町内会・自
治会配布「回覧板」広告掲載要領

数　量▶2000冊
提供期間▶平成21年2月2日（月）から在庫がなくな

るまで
申し込み▶8月29日（金）までに、申込書（市ホーム

ページに用意）に必要事項を記入して、
市役所執務時間中に直接、市民活動推
進課（☎85－6617）へ　※10月に入札に
より提供者を選定

広告掲載位置▶裏表紙
規　格▶1色刷（色指定不可）、

縦30㎜×横80㎜
枠　数▶4枠　※隣り合う2枠

か4枠すべてを併せ
て掲載可

掲載基準▶市広告掲載要綱およ
びかすがい市男女共
同参画情報紙「はるか」広告掲載要領

作成部数▶5000部
掲載料▶1枠2万円
申し込み▶8月29日（金）までに、申込書（市ホーム

ページに用意）に必要事項を記入して、
広告の案を添えて、市役所執務時間中
に直接、市民活動推進課男女共同参画
室（☎85－6288）へ　※応募者多数の場
合は、審査後、抽選により決定

市内には約560の区・町内会・自治会があり、
約8万3000世帯に回覧しています。

女性のためのエンパワーメントセミナー

自分を見つめなおし、すてきな自分を再発見する、女性のためのセミナーです。託児も行いますので、安
心して参加できます。
回 開催日 テーマ 講　師

1 9/4（木） 発見！私の知らない私～自己分析で私の魅
力、2倍ＵＰ！

フリーアナウンサー /キャリアコンサルタント・倉
橋満里子

2 9/11（木） デキる女の話し方～今スグ使える！仕事に活
かせるコミュニケーション術 NPO法人参画プラネット常任理事・伊藤静香

3 9/18（木） カラダ×ココロの底力！～私にもここまでで
きる！女性のための護身術 WEN－DOインストラクター・福多唯

4 9/25（木） 私らしい未来をデザイン～ 20年後の私のた
めに今できること

㈱エ・ム・ズ　人材開発コンサルタント/コーチン
グ・ファシリテーター・松本昌子

時　間▶午後7時～ 8時30分
ところ▶レディヤンかすがい
定員・対象▶市内在住のおおむね40歳以下の女性で、原則全日程受講可能な人・20人（超えたときは抽選）
申し込み▶8月18日（月）〈必着〉までに、はがきかファクス、Eメールに講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、

電話番号（ファクス番号）、託児希望者は「託児希望」と子どもの氏名（ふりがな）・年齢を書いて、
〒486－8686春日井市役所市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6288、FAX85－5522、Eメール
danjo@city.kasugai.lg.jp）へ

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/seisaku/koukokujigyou/koukokujigyouno.html
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職　　種 採　用 人　員 受　験　資　格 給料月額 試　　　　験

看護師 平成20年
10月1日 若干名

昭和33年10月2日以降に
生まれた人で、免許を取
得している人

大卒
約23万7000円

短大3卒
約23万円

短大2卒
約22万4000円

9月6日（土）午前9時から、市民病
院で、性格検査、面接試験

助産師、看護師 平成21年
4月1日 50人程度

昭和34年4月2日以降に生
まれた人で、免許を取得
している（平成21年5月ま
でに取得見込みの）人

※給料は、平成20年４月１日現在の額で、地域手当を含みます。給料のほか、扶養、住居、通勤、期末・
勤勉手当などをそれぞれの条件に応じて支給します。
申し込み▶8月29日(金)〈必着〉までに、市販の履歴書と免許証の写し、健康診断書(市民病院管理課、市民病

院ホームページに用意)を直接(土・日曜日を除く）か郵送で、〒486－8510鷹来町1－1－1、春日井
市民病院管理課(☎57－0046)へ　※卒業見込みの人は免許証の代わりに卒業見込み証明書と成績
証明書が必要。健康診断書は学校で受けた最新のもので可

※看護師採用試験に応募する人で既に免許を取得している人は、採用年月日を履歴書に明記してください。
ホームページ　http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/shokuin/indexbosyu.html

市制65周年　春日井シンポジウム
「生活と信仰」、「旅」をキーワードに、海の
文化、山の文化の視点から、歴史学、考古
学、民俗学の第一人者を迎え、東海地域の
特色について講演、討論を行います。

と　き▶11月8日(土)午後1時～ 5時
講　演▶日本福祉大学教授・福岡猛志、

日本民具学会会員・脇田雅彦、
岐阜大学教授・早川万年、三重
県教育委員会・穂積裕昌
※講演者らによる討論もあり

と　き▶11月9日(日）午前9時40分～午後4時30分
講演・座談会▶同志社大学名誉教授・森浩一、京都

教育大学名誉教授・和田萃、近畿大学名誉
教授・野本寛一、橿原考古学研究所・寺沢
薫

誌上参加▶三重大学名誉教授・八賀晋、知多古文化研
究会・山下勝年、市職員・大下武

ところ▶市民会館　
定　員▶1100人（先着順）
費　用▶参加料2日間3000円（1日のみの場合は

2500円、資料集代を含む）
申し込み▶8月1日（金）～ 10月24日（金）までに、は

がきかファクス、Eメールに住所、氏
名、年齢、電話番号、希望参加日、交
流レセプション参加希望者は「レセプ
ション参加」と書いて、〒486－0913柏
原町1－97－1、春日井市文化財課（☎
33－1113、FAX34－6484、E-mail　
bunkazai@city.kasugai.lg.jp）へ

第1部「東海の生活と信仰」 第2部「東海・東山学を旅する」

と　き▶11月8日（土）午後6時～ 7時30分
費　用▶参加料6000円
ところ▶ホテルプラザ勝川

交流レセプション

関連企画

※詳しくはホームページ、パンフレット（市役
所情報コーナー・市の主な施設に用意）を見て
ください。
http://www.city.kasugai.lg.jp/bunka/event/
bunkazai_event/16sinpo.html



高蔵福徳神めぐり

市制65周年事業実行委員会では、事
業を実施する団体を中心に、ホーム
ページとブログを作成しました。イ
ベントの詳細や日々の奮闘日記など、
ぜひチェックしてみてください！　
ホームページ  http://kasugai65.com/

初心者･経験者のための楽しい
クラシック・ギター教室

「築水の森」自然と歴史ウオーク
～自然観察ガイドと歩く秋の里山

参加者募集

商店街店先スクール～専門店の自慢商品や匠
の技に挑戦したり、苦労話を聞いたり

10月1日（水）～ 31日（金）のうち、専門店
の指定する日時
○ゆめや（☎33－2727）○㈱中京リファイ
ン（☎0120－50－3287）○珈琲ものがたり
大和屋（☎54－8885）○地酒とワインの店
マルマタ（☎81－2519）○美容室ハッピ
ー（☎56－5006）○ランドリバー（☎51
－3695）○㈱イトウふとん店（☎31－
3256）○東海カイロオステ院（☎57－
0225）
日時、内容、費用などについては、直接
専門店へ

と　き▶

専門店▶

申し込み▶

10月4日（土）・11日（土）・25日（土）、11
月2日（日）〈4回〉午後1時30分～ 3時30分
坂下公民館
クラシックギターを弾けるようになって、
みんなで合奏を楽しむ
川久保勲
市内在住の人・30人（超えたときは抽選）
受講料1500円（教材費含む）
15㎝四方程度の箱（足乗せ用）、クラシッ
クギター（1500円で貸し出し可）
8月29日（金）〈必着〉までに往復はがき
（1人1枚）に、講座名、住所、氏名、電話
番号を書いて、〒487－0035藤山台8－6－
1、 ＭＹギターアンサンブル春日井・山田へ

と　き▶

ところ▶
内　容▶

講　師▶
対象・定員▶
費　用▶
持ち物▶

申し込み▶

10月29日（水）〈小雨決行、雨天の場合は
30日（木）〉午前9時～午後1時30分
少年自然の家を中心とした築水の森周辺
春日井に残された里山の多様な生物や、
人々の営み、歴史などを歩きながら学ぶ
高橋匡司ほか7人
市内在住か在勤、在学の人・30人（超え
たときは抽選）
参加料300円
弁当、飲料水、履き慣れた靴、雨具、敷
物
9月15日（祝）〈必着〉までに往復はがき（1
人1枚）に、講座名、住所、氏名、電話番号、
年齢を書いて、〒487－0033岩成台1－7－
7、スローライフかすがい「やっと・かめ
の会」太田へ

と　き▶

ところ▶
内　容▶

講　師▶
対象・定員▶

費　用▶
持ち物▶

申し込み▶

10月10日（金）午前9時～午後4時30分
高蔵寺地区にある七福神と三徳神をバス
で巡拝する
市役所→東部市民センター→林昌寺→太
平寺→高蔵寺→龍降寺→円福寺→玉龍寺
→高福寺→瑞法寺→常泉寺→蓮蔵院→東
部市民センター→市役所
市内在住か在勤、在学の人・20人（先着
順）
保険料50円
弁当、飲み物
8月30日（土）〈必着〉までに往復はがき（1
人1枚）に、講座名、住所、氏名、電話番号、
年齢、乗車場所（①市役所②東部市民セ
ンター）を書いて、〒487－0033岩成台8－
4－5 604－103、スローライフかすがい
「やっと・かめの会」安井へ

と　き▶
内　容▶

コース▶

対象・定員▶

費　用▶
持ち物▶
申し込み▶

スローライフ講座「食育（春産旬消）と土作り」
①10月3日（金）②7日（火）③10日（金）
④17日（金）⑤21日（火）⑥24日（金）
⑦28日（火）午前10時～ 11時30分
レディヤンかすがい
自然を利用したスローライフ活動につい
て学ぶ①世界の食料生産から日本の食料
を考える②電動生ごみ処理物を完熟たい
肥にする③食品添加物、残留農薬を考え
る④市民菜園で使う落葉のたい肥化⑤土
壌微生物を使って生ごみたい肥化を学ぶ
⑥有機野菜は安全安心だろうか⑦竹酢液
を自然農薬に使う
広川雄三ほか
市内在住で高校生以上の人・各30人（先
着順）
9月19日（金）〈必着〉までに往復はがき（1
人1枚）に、講座名（①～⑦の別も）〈複数
可〉、住所、氏名、電話番号、年齢を書いて、
〒486－0809町屋町3872－4、スローライ
フかすがい「やっと・かめの会」広川へ

と　き▶

ところ▶
内　容▶

講　師▶
対象・定員▶

申し込み▶
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エコライフフェア 「であう、ふれあう、かたりあう
～たぶんかきょうせいのまちづくり」

大道芸ジャパンカップin弘法市2008
～路上パフォーマンス募集！

スポーツダンスフェスティバル春日井大会
～競技会出場者募集

かすがい親子ふれあい将棋フェスティバル

高蔵寺フォークジャンボリー in Kasugai
～飲食物等の販売、コレクション展示、
　フリーマーケット参加者募集！

子育てのつどい

古代人に学ぶ　子どもたちのスローライフ

10月4日（土）午前10時～午後2時30分
レディヤンかすがい
牛乳パックや新聞紙などを使った小物
作りとエコ料理の試食
婦人会会員
市内在住か在勤、在学の人・50人（先着
順）
9月30日（火）までに、市婦人会協議会・
遠山（☎82－6821）へ

と　き▶
ところ▶
内　容▶

講　師▶
対象・定員▶

申し込み▶

10月11日（土）〈雨天の場合は12日（日）〉
午前10時～午後4時
グリーンピア春日井
 25人（先着順）
出展料○販売…4000円○コレクション
展示・フリーマーケット…2000円
8月10日（日）までに、ＮＰＯ法人まちの
エキスパネット・治郎丸（☎52－7315）へ

と　き▶

ところ▶
定　員▶
費　用▶

申し込み▶

10月21日（火）午前10時～11時30分
レディヤンかすがい
楽しく喜んで子育てができるよう、み
んなで学びあう
高島晴美
小学生までの子どもを持つ親・30人（先
着順）　※託児あり
8月15日（金）までに、家庭倫理の会・愛
知北子育て支援委員会・平井（☎090－
5451－0655）へ

と　き▶
ところ▶
内　容▶

講　師▶
対象・定員▶

申し込み▶

10月25日（土）〈雨天の場合は26日（日）〉
午後1時30分～ 6時30分
二子山公園
自らの手で火をおこし、かまどで古代
米を炊いて食べるなど、さまざまな古
代人の生活を体験する
ボーイスカウト・ガールスカウト指導者
4歳以上の幼児と小学生（2年生以下は保
護者同伴）・100人（超えたときは抽選）
8月31日（日）〈必着〉までに、ファクスか
Ｅメールに住所、氏名、電話番号、年齢、
保護者名を記入して、〒486－0844鳥居
松町5－45、商工会館５Ｆ春日井ライオ
ンズクラブ・木野瀬（☎81－8455、FAX82
－1136、Eメールinfo@kasugai-lions.com）へ

と　き▶

ところ▶
内　容▶

講　師▶
対象・定員▶

申し込み▶

10月26日（日）①午前10時30分から②午
後1時30分から
総合体育館
親子で相談しながらプロ棋士と対局する
小学生とその保護者・各25組50人
10月10日（金）〈必着〉までに往復はがき（1
組1枚）に住所、参加親子の氏名、保護
者の電話番号、学校名と学年、希望回
（①②の別）を書いて、〒460－8511名古
屋市中区三の丸1－5－2、中日新聞社北
館３Ｆ日本将棋連盟東海本部「かすがい
親子ふれあい将棋フェスティバル」係へ

と　き▶

ところ▶
内　容▶
対象・定員▶
申し込み▶

11月2日（日）午前10時～午後5時
総合体育館
単科（アマチュアコンテスト、シニアオ
ープン）2000円、複合（シニア、グラン
ドシニア、スパーシニア）3000円
10月24日（金）までに、ＮＰＯ法人ソシア
ルダンス尾張クラブ・三尾（☎91－
2463）へ
ホームページ　http://www.mc.ccnw.ne
.jp/owariclub.npo

と　き▶
ところ▶
出場料▶

問い合わせ▶

10月18日（土）午前10時～午後5時（パフ
ォーマンスは、準備・撤収時間を含ん
で15分以内）
JR勝川駅周辺（駅前公園・商店街）
15組程度〈9月20日（土）に予選会あり〉
8月20日（水）〈必着〉までに、写真と所定
の用紙（勝川駅前通商店街事務局に用
意）に必要事項を記入して、直接か郵送
で〒486－0929旭町1－1－3、大道芸ジ
ャパンカップ事務局（勝川駅前通商店街
事務局内）・長縄（☎33－6363）へ

と　き▶

ところ▶
定　員▶
申し込み▶

10 ／ 5（にちようび）13：30 ～ 16：30
とりいまつふれあいせんたー
くらしやすいまちづくりについてかた
りあう

たいしょう・ていいん▶かすがいしにすむ15さ
いいじょうのひと・がいこくじん10人、
にほんじん20人（こえたときはちゅうせ
ん）
8／ 15（きんようび）までに、こくさい
こうりゅうるーむ（☎85－6606、9：00
～ 17：00、げつようびはのぞく）へ

と　き▶
ところ▶
ないよう▶

もうしこみ▶
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スローライフ講座「竹細工」 「横笛を作って吹こう」講座

スローライフ講座「エコ工作」

スローライフ講座「ネクタイリサイクル」

そば打ち道場

お手玉遊び

サボテン寄せ植え講座

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）

①9月30日（火）②10月7日（火）③10月15
日（水）午前9時30分～11時30分
①坂下公民館②鳥居松ふれあいセンター
③西部ふれあいセンター
竹とんぼ、水鉄砲、ぽっくり、竹馬の
作り方を学ぶ
田村元雄ほか
市内在住か在勤、在学で高校生以上の
人・各30人（先着順）
ナイフ、のこぎり、軍手
8月31日（日）〈必着〉までに往復はがき（1人
1枚）に、講座名（①～③の別も）、住所、
氏名、電話番号、年齢を書いて、〒486
－0817東野町1－1－30、スローライフ
かすがい「やっと・かめの会」鵜飼へ

と　き▶

ところ▶

内　容▶

講　師▶
対象・定員▶

持ち物▶
申し込み▶

10月5日（日）午前9時30分～午後1時
東部市民センター
自分で打ったそばを食べる
日本手打ちそば保存会
市内在住か在勤、在学で中学生以上の
人・20人（先着順）
参加料800円
エプロン、三角きん、ふきん

と　き▶
ところ▶
内　容▶
講　師▶
対象・定員▶

費　用▶
持ち物▶

10月13日（祝）午後1時～4時15分
東部市民センター
昔懐かしいお手玉を作り、お手玉遊び
をする
高蔵寺お手玉の会
市内在住の人・50人（先着順）
裁縫道具

いずれも9月25日（木）〈「お手玉遊び」は平
日午前9時～午後5時〉までにＮＰＯ法人ワ
ーカーズかすがい・森長（☎53－3735）へ

と　き▶
ところ▶
内　容▶

講　師▶
対象・定員▶
持ち物▶

申し込み▶

10月16日（木）午後2時～ 4時
鳥居松広小路商店街空き店舗
春日井名産のサボテンの寄せ植えをし、
サボテンの知識や栽培方法を学ぶ
稲垣典夫ほか
市内在住の人・20人（先着順）
参加料500円
8月29日（金）〈必着〉までに往復はがき（1
人1枚）に、講座名、住所、氏名、電話
番号を書いて、〒486－0844鳥居松町7－
115、スローライフかすがい「やっと・
かめの会」市原へ

と　き▶
ところ▶
内　容▶

講　師▶
対象・定員▶
費　用▶
申し込み▶

10月30日（木）午後1時～5時
東部市民センター
思い出いっぱいのネクタイをリサイク
ルしてポシェットを作る
向畑倫子
市内在住の人・20人（先着順）
ネクタイ1本、裁縫セット、ミシン（持
って来られる人のみ）
8月15日（金）〈必着〉までに往復はがき（1
人1枚）に、講座名、住所、氏名、電話番号、
年齢、ミシン持参か否かを書いて、〒
487－0011中央台7－6－7、スローライ
フかすがい「やっと・かめの会」向畑へ

と　き▶
ところ▶
内　容▶

講　師▶
対象・定員▶
持ち物▶

申し込み▶

①10月8日（水）②10月22日（水）午後1時
30分～3時30分
①東部市民センター②鳥居松ふれあい
センター
①不用となった傘の布を利用してかわ
いいエコバッグを作る②牛乳パックを
再利用してサンバイザーと紙皿を作る
木下まるみ
①市内在住の人・20人（先着順）②市内
在住か在勤、在学で小学生以上の人・
30人（先着順）
①古傘、はさみ、定規（30㎝以上）、裁
縫道具（ある人のみ）②牛乳パック2枚、
洗濯挟み10個以上
8月15日（金）〈必着〉までに往復はがき（(1
人1枚）に、講座名（①②の別も）〈複数可〉、
住所、氏名、電話番号、年齢、性別を書いて、
〒487－0013高蔵寺町5－3－12、スロー
ライフかすがい「やっと・かめの会」木下へ

と　き▶

ところ▶

内　容▶

講　師▶
対象・定員▶

持ち物▶

申し込み▶

10月1日（水）・8日（水）・15日（水）〈3回〉
午後2時～ 4時
中央公民館
竹を使って横笛を作り、童謡・民謡の
演奏に挑戦する
中部尺八ネット会員
市内在住か在勤、在学の人・20人（超え
たときは抽選）
受講料3000円（材料費含む）
紙やすり、ナイフ、軍手
8月29日（金）〈必着〉までに往復はがき（1
人1枚）に、講座名、住所、氏名、電話番号、
年齢、講座を希望した理由を書いて、〒
486－0918如意申町4－3－8、中部尺八
ネット・余語へ

と　き▶

ところ▶
内　容▶

講　師▶
対象・定員▶

費　用▶
持ち物▶
申し込み▶

14
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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
　平成19年4月から平成20年3月までの住民基本台
帳の一部の写しの閲覧状況をホームページで公表
しています。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
todoke/sonota/eturannjyoukyou.html
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6143)

農地の調査票を提出してください
　8月1日現在で、各農家の農地所有状況や耕作状
況を調査しています。この調査を基に農地基本台
帳を整備し、証明や農業委員選挙資格などの基礎
資料としますので、8月11日(月)までに必ず提出し
てください。
問い合わせ▶ 市農業委員会(☎85－6237)

8月1日～7日は水の週間
　わたしたちの生活に欠かすことのできない水
は、限りある資源です。近年、春から夏にかけ
ての雨量が十分でないため水不足となることが多
く、節水が求められます。一人一人の心掛けと工
夫で、水を大切にしましょう。
問い合わせ▶ 水道業務課(☎85－6406)

国県障がい者手当現況届などの提出
　8月4日(月)に、特別児童扶養手当・県在宅重度
障がい者手当受給者に所得状況届を、特別障がい
者手当などの受給者に現況届を郵送します。必要
事項を記入して、8月11日(月) ～ 9月10日(水)に提
出してください。　※郵送可
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 8月20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)

高齢者総合福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 8月22日(金)午後2時から
ところ▶ 第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 8月4日(月)から、高齢福祉課(☎85－6198)

へ

障がい者施策推進協議会の公開
と き▶ 8月27日(水)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▶ 8月4日(月)から、障がい福祉課(☎85－61

86)へ

オンラインＤＶほっと相談が始まります！
　ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)とは、一般
的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、また
はあった者から振るわれる暴力」をいいます。市の
ＤＶ相談窓口では、電話や面接による相談を行っ
ていますが、8月1日(金)から、新たに｢オンライン
ＤＶほっと相談｣を始めます。ホームページから専
用のフォームで、いつでも相談することができま
す。一人で悩まず、気軽に相談してください。
ホームページ　http ://www.
soudan-kasugai.jp/
携帯電話での相談は、ＱＲコー
ドからもアクセスできます。
問い合わせ▶市民活動推進課男女共

同参画室(☎85－6152)
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敬老会は地域開催支援に敬老金は節目支給に
　毎年9月に総合体育館で開催していた敬老会に
代えて、平成20年度からは、地域団体が地域で開
催する敬老行事を支援することとしました。また、
敬老金については、昨年度まで80歳以上の人に一
律3000円を交付していましたが、対象者の増加な
どのため平成20年度からは次の表のとおり節目の
年齢に交付することとしました。

対象者 交付金額
満80歳(昭和3年1月1日から同年
12月31日までに生まれた人) 5000円

米寿(数え88歳)〈大正10年1月1
日から同年12月31日までに生ま
れた人〉

1万円

数え100歳(明治42年1月1日から
同年12月31日までに生まれた人) 1万円

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6176)

ヤング健診
とき・ところ▶9月5日(金)・保健センター、9月8

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(今年度の当選者を除
く)・各70人(超えたときは抽選)

申し込み▶ 8月12日(火)〈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

市農業委員会委員が決定
　春日井市農業委員会(8月1日任期満了)の委員17
人が無投票で当選されました。(敬称略)
委 員▶ 伊藤博康(下市場町)、小林正一(玉野町)、

荻原圭勝(南下原町)、馬場秀敏(味美町)、
小川清己(大手町)、児島謙三(東野町)、伊
藤行雄(下津町)、稲垣泰治(松本町)、河村
外夫(町屋町)、梶田征夫(前並町)、井村與
曾之(下原町)、稲垣武夫(出川町)、川地隆
正(玉野町)、鵜飼鉦治(明知町)、山本一清
(坂下町)、長谷川勝(神屋町)、長谷川秀昭
(上田楽町)

問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

食中毒予防の3原則
　これからの季節は、温度、湿度ともに高く、食
中毒の起こりやすい時期です。特に乳幼児や高齢
者は体の抵抗力が弱く、食中毒にかかると、重症
になりやすいので、次の3原則を守って、食中毒
を予防しましょう。
①細菌をつけない…小まめに手洗いをする、調理
場や食器類は清潔にする②細菌を増やさない…生
鮮食品は早めの調理に心掛ける、調理後の食品は
室温で長く放置しない③殺菌をする…加熱する食
品は中心まで十分に加熱する(目安は75℃以上で1
分以上)、調理器具などは小まめに消毒する
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6168)

来年度の私立幼稚園入園願書を配布
　9月1日(月)から、来年度の私立幼稚園入園願書
を各幼稚園で配布します。
対 象▶ 3歳児(平成17年4月2日～ 18年4月1日生ま

れ)、4歳児(平成16年4月2日～ 17年4月1日
生まれ)、5歳児(平成15年4月2日～ 16年4
月1日生まれ)

申し込み▶ 10月1日(水)から、各幼稚園へ　※満3歳
児の入園については、入園希望の幼稚園
へ問い合わせが必要

幼稚園 所在地 電話
旭ケ丘 田楽町1550 81－8564
味美 味美町3－155 31－7848
いとう 大泉寺町154－4 81－8819
牛山 牛山町2082－1 32－2315
春日マリア 六軒屋町西3－9－6 81－5764
春日井いずみ 大留町5－24－29 51－0725
勝川 旭町1－28 31－3282
菊武 柏原町1－60 31－4006
こまどり 藤山台5－2－1 91－9750
高蔵寺 高蔵寺町4－23－8 51－0764
桜ヶ丘 篠木町7－2600－102 84－3888
第2ひばり 藤山台10－8－2 91－3003
中央台 中央台3－1－3 91－6996
中央大和 神屋町2298－673 88－2327
月見 月見町5597－3 81－3316
ナザレ 桃山町1－30－2 83－7911
ひかり第1 高森台7－4－1 92－3244
ひがしの 東野町6－9－1 84－1510
ひなご 神領町1031－1 83－8481
藤山台 藤山台1－4－1 91－0831
三ツ星 如意申町6－17－1 31－3532
美園 鳥居松町7－41 81－4455
桃の花 桃山町3－295－4 83－2884
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昼コン｢気に鳴る木｣
と き▶ 8月9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▶ 北野美幸(クラリネット)、小縣歩(チェ

ロ)、天野雅子(ピアノ)
曲 目▶ エルガー ｢愛のあいさつ｣、本居長世｢七

つの子｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 8月10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)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 8月17日(日)午前10時～正午受け付け、午

後3時～ 4時か8月24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)

お話の部屋
と き▶ 8月17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)

市中学生バドミントン新人大会
と き▶ 8月23日(土)午前8時15分から
種 目▶ 男女シングルス、男女ダブルス(1人1種

目のみ)
対 象▶ 市内在住か在学で、連盟登録クラブの中

学生(今年度、夏の市の大会で3位までの
入賞者は除く)

費 用▶ 参加料(1人)500円
ところ・申し込み▶8月15日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、参加者全員の氏
名・学校名・学年、代表者の住所・電話
番号を書いて、〒486－0804鷹来町4196
－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

市クラブ対抗バドミントン秋季大会
と き▶ 8月24日(日)午前8時15分から
種 目▶ ランク別男子・女子団体戦(1チーム6人

～ 8人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟登録クラブ

の人
費 用▶ 参加料(1チーム)6000円
ところ・申し込み▶8月15日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、団体名、代表者の住
所・氏名・電話番号を書いて、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

ビデオ鑑賞
と き▶ 8月24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)

市民水泳大会(小学生の部)
と き▶ 9月14日(日)午前8時30分～午後0時30分
ところ▶ サンフロッグ春日井
対 象▶ 100m以上泳げる市内在住の小学生(リレ

ーを除き1人2種目まで)
費 用▶ 参加料(1人)500円
持ち物▶ 水着、水泳帽、タオル
申し込み▶ 8月23日(土)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、学校名と学年を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市水泳協会・藤江(☎81－1884)
区　分

種　目
5～ 6年生の部
男子・女子

4年生以下の部
男子・女子

自由形 50ｍ・100ｍ 50ｍ

平泳ぎ 50ｍ・100ｍ 50ｍ

背泳ぎ 50ｍ・100ｍ 50ｍ

バタフライ 50ｍ・100ｍ 50ｍ

個人メドレー 200ｍ 200ｍ

フリーリレー 200ｍ(50ｍ×4人) 200ｍ(50ｍ×4人)

メドレーリレー 200ｍ(50ｍ×4人) 200ｍ(50ｍ×4人)
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硬式テニス大会(団体戦)
と き▶ 9月7日(日)午前9時から〈予備日9月14日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 1チーム6人の3ダブルス(男女混合も可)
対 象▶ 全員市内在住か在勤、在学で、大会当日

までに今年度の連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1チーム)4000円
申し込み▶ 8月30日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、チーム名、参加者全員の住所
・氏名、返信用はがきに代表者の住所・
氏名を書いて、〒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)

保育園の臨時保育士
職 種▶ 1日勤務保育士(平日7.5時間勤務＋土曜日

隔週4時間)、長時間保育対応保育士(朝・
夕・土曜日)、休憩対応保育士(午後2時間)、
病休代替保育士(正規職員の病休期間)

勤務地▶ 市立保育園
賃 金▶ 時給890 ～ 1210円(経験や時間帯、勤務

内容に応じて)　※交通費を1通勤につき
200円支給

申し込み▶ 写真(縦4cm×横3cm)、印鑑、保育士証
か幼稚園免許を持って、直接、保育課(☎
85－6205)へ

男女共同参画プラン報告書に対する意見
　｢かすがい男女共同参画プラン｣に関する施策に
ついて、平成19年度事業実績と平成20年度事業予
定を取りまとめましたので、皆さんの意見を募集
します。提出された意見は今後の施策の参考にし
ますが、意見に対する個別の回答はしません。報
告書は、男女共同参画室、市役所情報コーナー、
レディヤンかすがい、東部市民センター、各ふれ
あいセンター、各公民館、市ホームページで見る
ことができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
sankaku/danjo/danjo/pla-t/index.html
提出先▶ 9月1日(月)〈必着〉までに、郵送かフ

ァクス、Ｅメールに氏名、電話番号
を書いて、〒486－8686春日井市役所
市民活動推進課男女共同参画室(☎85
－6152、 Ｆ ＡＸ85－5522、 Ｅ メール
danjo@city.kasugai.lg.jp)へ

絵手紙、｢はるか｣の表紙・エッセー
絵手紙～絵手紙で参画
内 容▶ 家事や育児、仕事など身近な生活の中で

の男女共同参画に関する出来事を、ジェ
ンダーに敏感な視点でとらえた絵手紙　
※ジェンダーとは社会的性別のことで、
生物学的な性別ではなく、社会的・文化
的に形成された性別のこと

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
賞 ▶ 最優秀賞、優秀賞、入選　※入賞作品を

ホームページに公表、入賞者は11月8日
(土)のかすがい男女共同参画市民フォー
ラムで表彰

応 募▶ 9月12日(金)〈消印有効〉までに、はがき
かはがきサイズの用紙で、裏面に作品(縦
・横どちらでも可)、表面に住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、在勤・在学の人は
勤務先か学校名を書いて、〒486－8686
春日井市役所市民活動推進課男女共同参
画室内、かすがい男女共同参画市民フォ
ーラム実行委員会事務局(☎85－6152)へ
※複数応募可。手書きで、絵と文字両方
で作成。作品は自作で未発表のものに限
る。著作権は市に帰属し、応募作品は返
却しません。

男女共同参画情報紙｢はるか｣の①表紙②エッセー
内 容▶ ①男女共同参画のイメージや日常生活を

ジェンダーに敏感な視点でとらえ表現し
た写真②女と男のあり方で気になってい
ること、毎日の暮らしや社会の中で疑問
に思っていることなど、身近で感じてい
ることを500字程度にまとめたエッセー

規 格▶ ①おおむね縦18cm×横17cmの枠に掲載
予定　※大きさによって、拡大、縮小、
トリミングをすることもあり。人物が写
っている場合は、本人に了解を得てから
応募すること

掲載紙▶ いずれもかすがい市男女共同参画情報紙
｢はるか｣vol.21

応 募▶ いずれも8月18日(月)〈必着〉までに、住
所、氏名、電話番号を書いて、郵送で、
〒486－8686春日井市役所市民活動推進
課男女共同参画室(☎85－6288)へ　※自
作で未発表のものに限る。著作権は市に
帰属し、作品は返却しません。はるか審
査会で選考し、採用された人には9月下
旬までに通知し、粗品を進呈。エッセー
はファクスかＥメールでも受け付け(Ｆ
ＡＸ85－5522、Ｅメールdanjo@city.kas
ugai.lg.jp)
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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。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

報 酬▶ 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▶ 9月8日(月)午後1時～ 5時
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▶ 8月10日(日) ～ 24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

げんきっ子会議  募集！ゆめ★たんけんか
と き▶ 11月15日(土)午前10時～ 11時30分　※リ

ハーサルは10月25日(土)午前10時～正午
内 容▶ ｢ゆめ★たんけんに出かけよう！ ｣をテ

ーマに、みんなの夢に向かっていくには
どんな道があるのかについて考えたり、
市長と楽しく交流する

対象・定員▶ 市内在住の年長児～小学6年生・30人(超
えたときは抽選)

ところ・申し込み▶8月31日(日)〈消印有効〉まで
に、はがきかファクス(きょうだいは連
名可)に、住所、氏名(ふりがな)、学校名(園
名)・学年、保護者名、電話番号を書いて、
〒486－0945勝川町8－2858－1、かすが
いげんきっ子センター (☎35－3501、Ｆ
ＡＸ34－1121)へ

学校給食用物資供給業者の登録
　平成21年度・22年度学校給食用物資の納入を希
望する業者は登録申請をしてください。
資 格▶ 食品に関する法律・諸規程を順守して、

指定する物資供給量に対応できる、市内
か近隣に事業所がある業者

申請用紙▶ 8月4日(月) ～ 15日(金)〈土・日曜日を除く〉
に、市学校給食会で配布

申し込み▶ 8月25日(月) ～ 9月5日(金)〈土・日曜日
を除く〉に、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

ハーモニー春日井　☎88－0677
初心者のためのフルート入門講座
と き▶ 9月4日～ 11月6日の毎週木曜日(10回)午

後1時30分～午後3時
講 師▶ 市岡美保
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(超え

た時は抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ フルート(ない人は約1万5000円で貸し出

し可)、ガーゼ、楽器をふく柔らかい布
 
初心者のためのサックス入門講座
と き▶ 9月7日～ 11月30日の毎週日曜日(9月28

日、10月26日、11月9日を除く10回)午前
10時～ 11時30分

講 師▶ 藤原愛子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ サックス(ない人は約2万4000円で貸し出

し可)
 
申し込み▶ いずれも8月15日(金)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号、貸し出しを
希望する時は｢貸し出し希望｣と書いて、
〒480－0302西尾町392へ

児童センター　☎87－6866
こども陶芸教室
と き▶ 9月20日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 県陶磁資料館(瀬戸市)
対象・定員▶ 市内在住の小学3年生～中学生・30人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 教材費700円
申し込み▶ 8月15日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
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

西部ふれあいセンター　☎33－0808
思い出を描こう！～夏のこども絵画教室
と き▶ 8月26日(火) ～ 27日(水)〈2回〉午前9時30

分～ 11時30分
講 師▶ 新井直子
対象・定員▶ 市内在住の小学生・30人
持ち物▶ 四つ切り画用紙、クレヨンか水彩画用具
申し込み▶ 8月5日(火)から、電話で
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味美ふれあいセンター　☎31－3522
夏休み子ども絵画教室～夏の思い出を絵に残す
と き▶ 8月21日(木)午前10時～正午
講 師▶ 瀬尾昭夫
対象・定員▶ 市内在住の小学生(3年生以下は保護者同

伴)・20人(先着順)
持ち物▶ 四つ切以下の画用紙、クレヨンか水彩画

用具、新聞紙
申し込み▶ 8月6日(水)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
肩こり＆腰痛撃退講座～タイの柔軟体操｢ルーシ
ーダットン｣
と き▶ 9月3日(水)・10日(水)・17日(水)〈3回〉午

前10時～ 11時30分
講 師▶ 秋葉弥生
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
持ち物▶ 足ふき用ぞうきん
申し込み▶ 8月15日(金)〈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、
電話番号を書いて、〒480－0305坂下町4
－250－1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
夏休み親子ふれあい工作教室～エレクトロニクス
万華鏡を作る
と き▶ 8月16日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 中部大学教授・岡島茂樹
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
費 用▶ 教材費300円
 
ネクタイのリフォーム～小物入れを作る
と き▶ 8月23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▶ 裁縫用具、不用なネクタイをほどいてア

イロンをかけたもの
 
夏休み親子ふれあい工作教室～竹とんぼ作り
と き▶ 8月24日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
費 用▶ 教材費100円
持ち物▶ 軍手、ぞうきん
 
申し込み▶ いずれも8月5日(火)から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
手品教室
と き▶ 8月20日(水)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 田中大貴
対象・定員▶ 市内在住の小学生・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
申し込み▶ 8月6日(水)午前9時から、電話で

かすがい市民文化財団　☎85－6868
文房四宝(硯・紙・筆・墨)に親しむシリーズ講座
①～成型と絵付けを学び、陶製すずりを作る
と き▶ 9月6日(土)・27日(土)〈2回〉午後2時～ 4

時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 和田一人
費 用▶ 受講料2000円
定 員▶ 20人(超えた場合は抽選)
 
いきいき合唱講座
と き▶ 10月10日～ 12月12日の毎週金曜日(10月

17日を除く)、12月17日(水)〈10回〉午後1
時30分～ 3時30分　※修了演奏会は12月
20日(土)

ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール、
市民会館

講 師▶ 瀬川高代
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上の人・50人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料6000円(教材費を含む)
 
申し込み▶ ｢文房四宝シリーズ講座①｣は8月15日

(金)〈必着〉までにはがきかファクスに、
｢いきいき合唱講座｣は8月31日(日)〈当日
消印有効〉までに往復はがきに、講座名、
住所、氏名、電話番号、年齢を書いて、
〒486－0844鳥居松町5－44へ

レディヤンかすがい　☎85－4188
家族ふれあい教室～音遊びで、親子のふれあいを
学ぶ
と き▶ 8月23日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 右髙せつ子
対象・定員▶ 市内在住の3歳以上の未就学児と保護者

・20組(超えたときは抽選)
 
夏休みおもしろ科学教室～人工ホタルを作ってみ
よう
と き▶ 8月23日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 中部大学教授・岡島茂樹
対象・定員▶ 市内在住の小学2～ 6年生と保護者・12

組(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費(子ども1人)500円
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持ち物▶ 工作物を持って帰るビニール袋
 
夏休み親子パン教室～1人1枚ピザパイを作る
と き▶ 8月24日(日)午前10時～正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学生と保護者・12組(超え

たときは抽選)
費 用▶ 教材費(1人)550円
持ち物▶ エプロン、ふきん1枚、手ふき1枚、20㎝

四方の持ち帰り用の箱
 
申し込み▶ いずれも8月10日(日)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に教室名、住所、2人の
氏名(ふりがな)、年齢、電話番号を書い
て、〒486－0844鳥居松町2－247へ

東部市民センター　☎92－8511
キレイを磨くビューティーカラー講座～色使いを
学んでキレイに見せる、体の中からキレイになる
と き▶ 9月4日(木)・11日(木)・18日(木)〈3回〉午前

10時～ 11時30分
講 師▶ 宮本眞由美
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
持ち物▶ 手鏡、化粧落としシート、色鉛筆
申し込み▶ 8月15日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0011
中央台2－2－1へ

知多公民館　☎32－8988
親子で楽しいケーキ作り教室～しっとりとしたロ
ールケーキに季節の果物をデコレーションする
と き▶ 8月17日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生と保護者・12

組(先着順)
費 用▶ 材料費1500円
持ち物▶ エプロン、調理用ふきん、手ふきタオル、

持ち帰り用の容器
申し込み▶ 8月5日(火)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの夏剪定(せんてい)
と き▶ 8月23日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 北健司
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
園芸教室～秋冬野菜の栽培
と き▶ 8月23日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森田隆史

定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ いずれも8月5日(火)から、電話で

市民安全課　☎85－6064
子ども安全アカデミー～地震体験や連れ去り防止
など防災や防犯について学ぶ
と き▶ 9月20日(土)午前9時30分～午後3時
ところ▶ 市役所11階
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生・50人(超えた

ときは抽選)
申し込み▶ 8月22日(金)〈必着〉までに、はがきに保

護者の住所・氏名(ふりがな)・電話番号、
子どもの氏名(ふりがな)・学年を書いて、
〒486－8686春日井市役所市民安全課へ

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
楽しい！ボールエクササイズ教室～大きなボール
を利用して体を動かす
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前9時30分～ 10

時30分
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
のびのびストレッチ体操教室～さまざまなストレ
ッチ体操で心身を癒やす
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前11時～正午
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ いずれも、8月15日(金)〈必着〉までに、

往復はがき(1人1枚)に教室名、住所、氏
名(ふりがな)、年齢、電話番号を書いて、
〒480－0304神屋町字引沢57－1へ

サン・アビリティーズ春日井
障がい者スポーツ教養文化講座｢レクリエーショ
ン講座｣
と き▶ 8月21日、9月4日・11日・18日、10月16

日の木曜日(5回)午後7時～ 9時
講 師▶ 市体操連盟
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 8月5日(火)から、☎84－2611、ＦＡＸ84

－3005へ
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市子育て支援センター (上八田保育園)
子育てサロン～親子の触れ合い遊び
とき・ところ▶①9月5日(金)・12日(金)・19日(金)〈3

回〉グリーンパレス春日井②10月9日(木)
・16日(木)・23日(木)〈3回〉総合体育館③
11月13日(木)・21日(金)・27日(木)〈3回〉保
健センター④9月26日(金)グリーンパレ
ス春日井⑤10月30日(木)総合体育館、い
ずれも午前10時～ 11時30分

対象・定員▶ ①②③市内在住の1歳半以上の未就園児
とその保護者・30組④⑤市内在住の4～
12か月の未就園児とその保護者・15組　
※5月～ 7月に参加した人は申し込み不
可

申し込み▶ 8月7日(木)午前9時から、☎85－8824へ

総合福祉センター　☎84－3611
手とり足とりパソコン講座(視覚障がい者編) ～
音声読み上げソフトによるインターネットを利用
したパソコンの基本操作を学ぶ
と き▶ 9月の毎週土曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
講 師▶ アクセスサポート春日井
対象・定員▶ 市内在住の視覚障がい児・者とその保護

者(本人のみでも可)・5組(超えたときは
抽選)

申し込み▶ 8月20日(水)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

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
ナツメロ歌って脳若返り～若かりしころの思い出
を歌おう
と き▶ 8月9日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春

日井
講 師▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井職員
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井(☎32－1117)へ
 
認知症について
と き▶ 8月20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
 
転ばないための予防体操でハツラツ生活!!
と き▶ 8月26日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 下原町公民館

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▶ 30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
 
低栄養予防教室｢夏バテ防止！スタミナ料理を作
ろう｣
と き▶ 8月26日(火)午後2時～ 4時
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 管理栄養士・長谷川泰代
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ

かすがいげんきっ子センター 
ファミリークッキング～ちらしずし
と き▶ 9月21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▶ 8月15日(金)〈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(☎35－35
01)へ

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩こり・腰痛予防のスト
レッチ体操や簡単な軽運動
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
ところ▶ 坂下公民館
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
 
はずんで！ボールエクササイズ～エクササイズボ
ールを使用して、楽しく体を動かす
と き▶ 9月の毎週水曜日(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
 
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▶ 9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・50人(超え
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たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
ジュニア養成教室(硬式テニス) ～基礎から応用
までのテニスの動作を練習し、試合をする
と き▶ 9月4日～ 10月23日の毎週木曜日(8回)午

後7時～ 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3000円
 
ジュニアヒップホップ～ヒップホップの音楽に合
わせたダンスの基本を身につける
と き▶ 9月6日～ 10月4日の毎週土曜日(20日を除

く4回)午前10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・40人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
始めてみよう！楽しい体操(マット) ～前転、後
転などができるように練習する
と き▶ 9月12日～ 10月10日の毎週金曜日〈19日

を除く4回〉①午後6時～ 7時②午後7時30
分～ 8時30分

対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 2年生・各30人(超え
たときは抽選)

費 用▶ 受講料各1000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は8月5日(火)午

前9時から電話で、それ以外は8月15日
(金)〈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
ソフトボール教室～日本女子ソフトボール1部リ
ーグ所属選手による指導
と き▶ 8月26日(火)午前10時～午後4時(雨天中

止)
ところ▶ 大池緑地グラウンド(西山町)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上(中

学生以上は女性のみ)の人
持ち物▶ グローブ
申し込み▶ 当日会場で
問い合わせ▶ 市ソフトボール連盟・山田(☎91－4384)
 
硬式テニス初心者教室
と き▶ 8月30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
申し込み▶ 8月23日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、
経験年数を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

かすがいげんきっ子センター 
ヒップホップ
と き▶ 9月18日～ 11月6日の毎週木曜日(8回)午

後4時～ 5時
講 師▶ 加納美知子
対象・定員▶ 市内在住の小学生・24人(超えたときは

抽選)　※11月15日(土)のげんきっ子会議
に出演できる人

申し込み▶ 8月15日(金)〈消印有効〉までに、往復は
がき(きょうだいは連名可)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

9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9月26日までの期間限定の開催。15日
(祝)は午前9時15分から脂肪燃焼エアロを
開催。19日(金)の午後、7日(日)・16日(火)
・20日(土)・21日(日)は終日休講
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
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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～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▶ ①基本編8月18日(月)午前9時～ 10時②応

用編8月25日(月)午前9時～ 10時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各20人(先

着順)
費 用▶ 受講料各300円　※別途、プール利用券

の購入が必要
 
3か月集中スペシャルダイエット教室～個別指導
で減量のための正しい方法を身に付ける
と き▶ ①9月3日～ 12月10日の隔週水曜日(8回)

②9月4日～ 12月11日の隔週木曜日(8回)
③9月10日～ 12月17日の隔週水曜日(8回)
④9月11日～ 12月18日の隔週木曜日(8回)
午前9時～正午(2回目以降は午前9時～正
午の間で30分程度の個別指導を行う)

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、在学の人・各5人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料各5000円　※別途、トレーニング

利用券の購入が必要
 
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▶ 9月の毎週水・金曜日(8回)①午後5時～ 6

時②午後6時15分～ 7時15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▶ 受講料各4000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▶ 9月の毎週水曜日(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
ら水の中で楽しく身体を動かす
と き▶ 9月の毎週水曜日(4回)午前10時45分～ 11

時30分
対象・定員▶ 市内在住の2～ 3歳でおむつが外れてい

る幼児とその保護者(幼児1人につき保護
者1人が必要)・25組

費 用▶ 受講料2000円
 
一般水泳教室～クロールの基本をマスターする
と き▶ 9月の毎週水・金曜日(8回)午後7時30分～

8時30分

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6000円
 
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▶ 9月4日～ 10月23日の毎週木曜日(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
 
ソフトアクアビクス～足腰に優しい初心者向きの
水中エアロビクス
と き▶ 9月の毎週金曜日(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
 
水中運動～水の中で運動することで、運動不足の
解消を目指す
と き▶ 9月の毎週金曜日(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2000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は8月4日(月)午

前9時から電話で、それ以外は8月15日
(金)〈必着〉までに、往復はがきに教室名
(①②③④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、
｢3か月集中スペシャルダイエット教室｣
は体脂肪率か身長・体重も書いて、〒486
－0804鷹来町4286へ

公立春日井小牧看護専門学校の専任教員募集
採 用▶ 平成21年4月1日
専門領域▶ 小児看護、成人看護(急性期・慢性期の

看護)
対象・人員▶ 次のどちらかに該当する40歳程度の人①

看護師として5年以上業務に従事し、専
任教員として必要な研修会を修了した人
②看護大学を卒業し、教育に関する単位
を取得し、看護師として一つの業務(専
門領域)に3年以上従事した人・各専門領
域1人
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試 験▶ 小論文(テーマ｢私の教育論｣400字詰め原
稿用紙5枚程度)と面接〈8月27日(水)午前9
時30分から〉

ところ・申し込み▶8月11日(月) ～ 22日(金)に、履
歴書(市販のもの)、看護師免許証の写し、
小論文、①に該当する人は研修の修了証
書の写し、②に該当する人は卒業証明書
と単位修得証明書を持って、公立春日井
小牧看護専門学校、八田町2－38－1(☎
84－5611)へ持参

統合失調症家族教室
と き▶ ①9月2日(火)②9月9日(火)③9月16日(火)

午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 県春日井保健所
対象・定員▶ 春日井市か小牧市在住で、統合失調症と

診断された人の家族・30人(先着順)　　
※原則、3日間とも参加できる人

講 演▶ ①｢家族の対応の仕方について知ろう｣守
山荘病院ケースワーカー・久保修②｢統
合失調症ってどんな病気？～治療と対応
について～ ｣小牧市民病院精神科医師・
野方晋③｢当事者の気持ちを知ろう｣東春
病院ケースワーカー・伊藤要、当事者発
表者3人、懇談会｢地域の社会資源を知ろ
う｣春日井市職員・小牧市職員

申し込み▶ 8月4日(月)から、県春日井保健所健康支
援課(☎31－2188)へ

母子家庭のための就業支援講習会
パソコン講習(初級)
と き▶ 10月6日(月) ～ 12月15日(月)〈18回〉午前

10時30分～午後3時10分
ところ▶ 名古屋情報メディア専門学校(名古屋市

中区)
内 容▶ ワードやエクセルなどの基本操作を学ぶ
対象・定員▶ 母子家庭の母か寡婦で、全日程参加でき

る人・40人(超えたときは抽選)
パソコン講習(中級)
と き▶ 10月4日(土) ～平成21年1月17日(土)〈14回〉

午前10時30分～午後4時10分
ところ▶ 名古屋経営会計専門学校5号館(名古屋市

千種区)
内 容▶ ワードやエクセルの応用、検定試験対策

及びビジネス文書作成を学ぶ
対象・定員▶ 母子家庭の母か寡婦で、全日程参加でき

る人・20人(超えたときは抽選)
医療事務講習
と き▶ 10月7日(火) ～ 12月18日(木)〈18回〉午前

10時30分～午後3時10分
ところ▶ 国際医療管理専門学校(名古屋市中村区)
内 容▶ 医療事務の初級を学ぶ
対象・定員▶ 母子家庭の母か寡婦で、全日程参加でき

る人・60人(超えたときは抽選)
経理事務講習
と き▶ 10月1日(水) ～ 12月11日(木)〈18回〉午前

10時30分～午後3時10分
ところ▶ 名古屋経営会計専門学校5号館(名古屋市

千種区)
内 容▶ 簿記の基本と企業会計などを学ぶ
対象・定員▶ 母子家庭の母か寡婦で、全日程参加でき

る人・20人(超えたときは抽選)
申し込み▶ いずれも8月22日(金)〈必着〉までに、所

定の用紙(子ども政策課に用意)に記入し
て、子ども政策課(☎85－6208)へ

主 催▶ 県母子寡婦福祉連合会

私が選ぶ…地域一番店コンクール
　市内の魅力的な店を推薦してください。
応 募▶ 10月20日(月)〈消印有効〉までに、はがき

か封書、ファクス、Ｅメール、投票専用
用紙に推薦する店の名前・所在地・推薦
理由、自分の住所・氏名・年齢・性別・
電話番号・職業を書いて、〒486－8511
鳥居松町5－45、春日井商工会議所(☎
81－4141、ＦＡＸ81－3123、Ｅメール
master@kcci.or.jp)へ　※推薦は1人につ
き3店舗までとし、高校生未満は応募不
可。また、優秀賞に選ばれた店を推薦し
た人の中から抽選で50人に、優秀賞受賞
店で利用できる3000円分の買い物券を進
呈

主 催▶ 春日井商工会議所、市商店街連合会

愛知県障がい者委託訓練受講生の募集
と き▶ 9月11日(木) ～ 11月11日(火)〈毎週月～金

曜日の午前9時～午後0時50分まで)
ところ▶ キャドフォーラム名駅校(名古屋市中村

区)
内 容▶ ＣＡＤ(パソコンを使用しての機械部品・

住宅などの図面作成)の基礎コース
対象・定員▶ 障がい者手帳所持者・7人(面接で選考)
費 用▶ テキスト代約6000円
申し込み▶ 8月22日(金)までに、公共職業安定所へ
問い合わせ▶ 公共職業安定所か愛知障害者職業能力開

発校(☎0533－93－2102、ＦＡＸ0533－93
－6554)



ルネッサンスシティ勝川納涼音楽祭
とき▶8月16日(土)午後4時～ 9時　ところ▶勝
川駅前公園　内容▶市民音楽連盟の8団体によ
るさまざまな音楽とB1－GRV「ＹＵＭＩ」のミ
ニライブ　※うちわの配布と大抽選会あり　問
い合わせ▶松新開発・日置（☎32－2955）へ
･･････････････････････････････････････････
「カエルの合唱」演奏会
とき▶8月24日（日）午後2時～ 3時30分（1時30分
開場）　ところ▶東部市民センターホール　曲
目▶シューベルト「ミサ曲4番」、ツエラー「小
鳥売り」、レハール「メリー・ウィドウ」など　
定員▶495人　入場料▶1000円　申し込み▶電
話かファクスに、住所、氏名、電話番号を書いて、
原田（☎090－7915－5885、FAX85－1121）へ

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

坂下公民館 (☎88－5555) 8／2(土)～14(木) あざみの家作品展 あざみの家

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
8／2(土)～17(日) 和服のリフォーム展 小島笑美子
8／2(土)～30(土) 手作り電車模型展 沢村武昭

知多公民館 (☎32－8988) 8／3(日)～15(金) 知多俳句会作品展 知多俳句会
南部ふれあいセンター (☎85－7878) 8／3(日)～17(日) 野鳥写真展 春日井バードフォトクラブ

市役所市民サロン (☎85－6073)
8／4(月)～8(金) レザークラフト作品展 前田レザークラフト同好会
8／9(土)～14(木) 陶芸・絵画同好会展 東陶会

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 8／5(火)～17(日) 考古巡回展示「春日井の古
墳散策」 文化財課

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

8／8(金)～13(水) 写真展 写遊グリーンピア
8／15(金)～17(日) サギソウと山野草展 春日井山草会

鷹来公民館 (☎84－7071) 8／10(日)～17(日) 夏の山野草展 青紅会

合同文化行事：劇団うりんこ「おとうさんはウ
ルトラマン」
とき▶8月29日（金）午後1時30分開演（1時開場）
ところ▶東部市民センターホール　内容▶ウル
トラ家族が繰り広げる笑いと涙の感動コメディ
　定員▶250人（先着順）　入場料▶1000円　申
し込み▶電話かファクスで、住所、氏名、電話
番号を書いて、第２どろんこクラブ（☎・ＦＡ
Ｘ52－5556）へ
･･････････････････････････････････････････
春日井東部いけばな同好会総合いけばな展
とき▶8月30日（土）～ 31日（日）午前9時～午後
5時（最終日は4時まで）　ところ▶東部市民セン
ター　内容▶草月流、小原流、嵯峨御流の３
流派の会員たちで個性豊かな生け花を発表する
※茶菓の用意もあり　問い合わせ▶林（☎91－
6588）
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福祉の就職総合フェア小牧
と き▶ 8月2日(土)午後1時～ 5時
ところ▶ 小牧市総合福祉施設ふれあいセンター
内 容▶ 福祉職へ就職を希望する人と職員採用予

定の福祉施設・事業所との面談コーナー、
福祉の仕事・進路・資格の各相談コーナ
ー

対 象▶ 福祉の仕事に興味のある人
問い合わせ▶ 市社会福祉協議会(☎85－4321)か小牧市

社会福祉協議会(☎77－0123)

勝南納涼夏まつり
と き▶ 8月2日(土) ～ 3日(日)午後5時～ 8時(雨天

中止)
ところ▶ ＪＲ勝川駅南口ビル(勝南プラザ)前
内 容▶ フリーマーケット、新鮮夕市、子ども縁

日大会(金魚すくい、風船ヨーヨーつり、
輪投げ、スーパーボールすくい)

問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)



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

8／2

8／9

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

☎83－8777

☎84－3060

☎91－3755

☎41－6260

☎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）

あさひ病院（下原町）

鈴木医院（柏原町3）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

エンゼルレディースクリニック（小牧市）

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

8／3

8／10

健 康

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。

●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 （＋1988）

世帯数
30万6395人
12万2375世帯 （＋2177）

（　）内は前年同日比

まちの動き

（　）内は1月からの累計

（53件）

（4人）

（5528件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

11件
856件

1人

平成20年6月30日現在　

乳幼児の死亡原因の第1位は「不慮の事故」です。命を落とすことがなくても、乳幼児
の事故は実に多く起こっています。内容は年齢によって特徴がありますが、その多
くは親の注意や環境整備を十分にすることで防げます。子どもの成長とともにどん
な事故が起こるのかをよく知り、身の回りを子どもの目線で再点検してみてください。

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6170）

子 ど も の 事 故 を 防 ご う子 ど も の 事 故 を 防 ご う
～子どもの月齢で起こりやすい事故をチェック～子どもの月齢で起こりやすい事故をチェック

新生児期～6か月
子どもの行動範囲が広がり、
家庭内での事故が増える時期

〈事故の具体例〉
・うつぶせ寝による窒息
・熱い風呂によるやけど
・大人の不注意で入浴中におぼれる
・ベッドやソファからの転落

〈事故の具体例〉
・誤飲
・家電や熱い食品によるやけど
・階段やベビーチェアからの転落
・トイレや風呂の残り湯でおぼれる

親の不注意による事故が多い時期

7～12か月
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セリ科
ノチドメ

　ノチドメ（野血止め）は、チドメグサ（血止め草）の仲間で、チドメ
グサの名は昔、民間療法でその葉を血止めに使ったことにちなんで
います。
　ノチドメはチドメグサと違って葉の切れ込みが深く、基部の切れ
目は少し左右に開くことで区別できます。葉はチドメグサよりやや
大きくて平均的には１円玉より少し小さいくらいですが、個体差も
あります。同じ仲間のオオチドメはノチドメより葉が少し大きめで、花は葉より上に突き出て咲き、ノ
チドメの花は葉の下に隠れて咲きますので目に付きにくいという違いがあります。
　やや湿った野原や道端、田んぼのあぜの雑草として一般的に見られ、葉をもむとセリに似た香を放ち
ます。
　地表面を覆うようにはい、刈り込みにも強く薬剤で枯らしても再生する場合が多いので防除の厄介な
雑草の一つです。

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。

市制65周年
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