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各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

春日井青年会議所創立40周年を記念して、市内の児童が市
内を3日間で合わせて40ｋｍ歩く「春日井っ子サマーウオー
ク」が行われました。夏の暑い日差しの中、子どもたちは汗
びっしょりになりながら見事に歩きとおしました。
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安全・安心なまちを目指して
レンタサイクルで健康的な汗を
情報最前線
Photo ホット ほっと
平成20年度後期市民講座

春日井まつり出店・出品者募集、
健康手帳を知っていますか？

など



安全・安心安全・安心に暮らすためにに暮らすために安全・安心なまちを目指して安全・安心なまちを目指して
5月に起きた豊田市の女子高校生殺害事件や6月に起きた秋葉原の無差別殺人事件など、凶悪な事件が今年
も全国で起きています。わがまち春日井ではどのような犯罪が起きているのでしょうか。今年上半期（1月
～ 6月）の治安情勢について春日井警察署長に伺いました。

Ｑ．最近、全国各地で物騒な事件が多いようですが、市内の治

安はどうですか？

Ａ．はい、悲惨な事件の報道を聞くたび心を痛めています。市
内でも連れ去り未遂事案などが起きており、警戒を強めていま
す。
　市内の犯罪発生状況ですが、9000件を突破した平成15年をピ
ークに、昨年は5000件台にまで減少させることができました。
この勢いに乗り今年は何としても5000件を切りたいのですが、
上半期で2616件もの被害が発生し、黄信号がともっています。

Ｑ．市内ではどんな犯罪が多く発生し

ているのでしょう？

Ａ．はい、春日井での特徴は、自動車
の盗難が多いことです。マイカーなど
が上半期で101台も盗まれ、残念なこと
に県内ワースト１です。犯行後高速道
路を利用して逃げやすい土地柄なので
狙われやすいと考えられます。
　このほか住宅対象侵入盗が174件も発
生し、その多くはベランダなどのガラ
スを割っての侵入です。件数的に多い
のは車上狙いで、520件(部品狙いを含
む)、主にバッグやカーナビが盗まれて
います。自転車は、475台も盗まれてい
ます。

Ｑ．警察としてはどんな対策を取っているのですか？

Ａ．これら犯罪の撲滅を目指してパトロールと職務質問
の強化を展開しているほか、犯罪の分析結果に基づいた
張り込みなども実施しています。市民の皆さまには職務
質問に協力いただきますようお願いします。
　また、毎月４の付く日を犯罪抑止の日と定めて、市民
の皆さんと一緒になったパトロール活動も行っています。

Ｑ．わたしたち市民はどんなことに注意したらよいでし

ょうか？

Ａ．被害に遭った人は、決まって「まさか、わたしが･･･」
と言われます。この「まさか」を退治したいですね。「わ
たしだけは大丈夫」と考えず、常に警戒心を持っていた
だきたいのです。例えば、鍵を二つ以上にするとか、車
の中に荷物を置かないとか、ちょっとした心遣いで被害
を防ぐことができます。
　犯人は、一度犯行に成功すると繰り返すものです。被
害に遭うということは次の犯行を誘うことにもなります
ので、被害防止は自分自身のためだけでなく、地域全体
のためともいえます。

Ｑ．春日井は市民によるパトロール活動が盛

んですが、どう感じていますか？

Ａ．そうですね。熱心に活動をしていただい
ているのでとてもありがたいです。下校する
子に「○○ちゃん、気をつけて」と名前を呼ん
での声掛けは、わたしどもにはできません。
犯人を捕まえるパトロールは警察に任せてい
ただき、地域の人ならではの活動を無理せず
楽しく続けていただければと思います。

Ｑ．「安全・安心」のまちづくりですね。

Ａ．そうです。地域づくりの主役は地域の皆
さんです。春日井警察署はさらにパトロール
と犯人の検挙に力を入れていきます。互いに
手を取り合って「安全･安心の春日井」を目指し
ましょう。

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6064）

春日井警察署長・粥川敏幸

市内における重点罪種の手口別割合（平成20年上半期）

忍び込み忍び込み
35件 2%35件 2%

自販機荒し自販機荒し
28件 2%28件 2%

ひったくりひったくり
17件 1%17件 1% 強盗恐喝強盗恐喝

12件 1%12件 1%

部品狙い部品狙い
192件 192件 
13%13%

空き巣･居空き空き巣･居空き
139件 139件 
10%10%

その他その他
　　　侵入盗　　　侵入盗
106件 106件 
7%7%

自動車盗自動車盗
101件 101件 
7%7%

オートバイオートバイ盗
  61件 4%  61件 4%

自転車盗自転車盗
  475件 32%  475件 32%

車上狙い車上狙い
328件 328件 
22%22%

非侵入盗非侵入盗
 38% 38%

侵入盗侵入盗
19%19%

乗り物盗乗り物盗
43%43%

総 数総 数
1482件1482件

忍び込み
35件 2%

自販機狙い
28件 2%

ひったくり
17件 1% 強盗・恐喝

12件 1%

部品狙い
192件 
13%

空き巣･居空き
139件 
10%

その他
　　　侵入盗
106件 
7%

自動車盗
101件 
7%

オートバイ盗
  61件 4%

自転車盗
  475件 32%

車上狙い
328件 
22%

非侵入盗
 38%

侵入盗
19%

乗り物盗
43%

総 数
1494件

重点罪種とは･･･
わたしたちの身近で発
生する次の犯罪をいい
ます。

・強盗･恐喝
・侵入盗
・ひったくり
・車上狙い
・部品狙い
・自動車盗
・オートバイ盗
・自転車盗
・自販機狙い
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問い合わせ▶交通対策課（☎85－6051）

レンタサイクルでレンタサイクルで
　　　　　健康的な汗を　　　　　健康的な汗を
レンタサイクルで
　　　　　健康的な汗を
レンタサイクルで
　　　　　健康的な汗を
どこへ行くにも何をするにも汗が吹き出る季節です。同じ汗をかくのなら、
レンタサイクルでどこか出掛けてみませんか。

受け付けで貸出簿に必要事項を記入
し、鍵を受け取ります

借りた場所に返します

借
り
方

返
し
方 ※別の場所に返却しないでください。

鍵と同じ番号のレンタサイクルを使用します

受け付けに鍵を返します
※故障などがあれば受け付けに伝えてください。

※自転車の状態を確認してから乗ってください。

レンタサイクルの利用方法

ＪＲ中央本線
春日井

県道内
津・勝

川線

国道1
9号

勝川

貸出日は、各施設などの開館日・営業日です。年末年始などの閉館日・休業日は、受付場所により異なります。
※月曜日が祝休日のときは、その直後の祝休日でない日です。

№ 閉 館 日 ・ 休 業 日受 付 場 所 貸出時間（当日のみ）
市役所正面玄関

ＪＲ春日井駅北口自転車等駐車場

鳥居松広小路商店街内「器のおおさわ林商店」

土・日曜日、祝休日

無休

月曜日

8：30～16：30

8：30～20：00

9：30～20：00

総合福祉センター 月曜日

中央公民館 月曜日※ 8：30～20：00

レディヤンかすがい 月曜日※ 8：30～20：00

8：30～16：30

県道神
屋・味

美線

〒

レンタ
サイクル
マップ

N

ＪＲ春日井駅北囗
自転車等駐車場 18台

総合福祉センター 2台

市役所 8台

器のおおさわ林商店 5台

中央公民館 2台

レディヤン
かすがい 2台

自転車
安全利用
五則

①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号順守と一時停止・安全確認

⑤子どもはヘルメットを着用

自転車は、車の仲間です。正しく安全に乗りましょう

No.8
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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（☎85－6166）

と　　き 10/18（土）～ 19（日）10:00 ～ 16:00

と こ ろ 市庁舎北駐車場、市庁舎南モニュメント
周辺、市民会館北

出店資格

固定した店舗を持ち、常に営業している
商業者（汁が出る物、酒類、くじによる
販売などは不可）　※応募多数の場合は
市内の出店者を優先

出 店 数 46テント（92小間）　※出店は審査によ
り決定、超えたときは抽選

出 店 料 1テント3万円（1小間1万5000円）　※コ
ンセントは1個につき2000円

申し込み 8/29（金）までに、市民生活課（☎85－
6622）へ

と　　き 10/18（土）～ 11/8（土）①さつきの部　　 10/12（日）～ 13（祝）②盆栽・山草の部　10/18（土）～ 19（日）

と こ ろ 春見公園 落合公園管理棟

出品規定 大輪の部　1口3鉢以内
山菊の部　1口2鉢以内 1人1鉢以内

搬　　入 10/16（木）9:00から ①10/11（土）15:00から
②10/18（土）8:00から

申し込み 9/30（火）までに、公園緑地課（☎85－6281）へ

と　　き 10/19（日）10:00 ～ 15:30
と こ ろ 八幡小学校校庭
出店資格 市内在住の商業者でない人

出 店 物
リサイクルの観点から家庭の不用品で十分使
用できる物（営利目的で仕入れた物や法律上
規制のある物は不可）

出 店 数 50店（超えたときは抽選）
出 店 料 １店（約7.5㎡）1000円

申し込み

8/29（金）〈必着〉までに、往復はがき（1グル
ープ、1家族につき1枚）に取扱品目、参加人数、
参加者全員の氏名、代表者の住所・氏名・電
話番号を書いて、〒486－8686春日井市役所
市民生活課内、春日井まつり実行委員会事務
局（☎85－6622）へ　※不正が判明した場合
は即退場となります。

市では、健康管理に役立てていただくため、40歳以上の市民の皆さん
や希望者を対象に、健康手帳を無料で交付しています。健康を守るため
に年1回は健診を受け、積極的に活用しましょう。

健診の結果や医療の受診状況を記録したい

健康手帳は健康推進課か保健センターで交付しています。なお、今年度40歳になる人には、直接
本人に郵送しています。なくしたり、記入欄に書ききれなくなったりしたときは再交付できます。

毎日の血圧や体重の値を記録したい

健康づくりに役立つ情報を知りたい

健康づくりへの
第一歩

健康づくりに役立つ
情報が満載

健診結果などが
書き込める

こんな人にオススメです
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　情報通信技術を活用した、便利で質の高い行政
サービスの提供や効率的な行政システムの実現に
向けた行動計画の案がまとまりましたので、皆さ
んからの意見を募集します。
　案は情報政策課、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、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/publiccomment/pubbosyu.html

e-Plane-Plan かすがいⅢ案についてかすがいⅢ案について
　　　市民意見（パブリック・コメント）を募集します　　　市民意見（パブリック・コメント）を募集します
e-Plane-Plan かすがいⅢ案についてかすがいⅢ案について
　　　市民意見（パブリック・コメント）を募集します　　　市民意見（パブリック・コメント）を募集します
e-Plan かすがいⅢ案について
　　　市民意見（パブリック・コメント）を募集します

問い合わせ▶情報政策課（☎85－6124）

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6217）

Vol.5

事業所などにおける公害の防止④

事故時の措置（第42条、第43条）

　工場・事業場で、施設の故障や火災などの
事故が起こったことにより、公害の発生、ま
たは発生の恐れがある場合。

○被害の拡大を防止する応急措置を実施
○消防などや事故の影響が及ぶ恐れのあ
る人たちへ通報・連絡
○法令に基づく届出を県などに行うとと
もに速やかに市にも報告

事故発生時の応急措置や報告など
　再発防止などについて、改善計
画書を提出することを市から求め
られることがあります。
○改善計画書の提出（事故原因、施
設の改善などの改善措置）
○計画にあげた改善措置を実施
○措置完了後、改善報告書を提出

改善計画書などの提出

計画案の概要▶目標達成のための具体的な行動計
画（多様な媒体を活用した情報提供、市
民目線のサービス、個人情報の適正管理
と情報セキュリティ対策）など

募集期間▶8月15日（金）～ 9月16日（火）〈必着〉
提出方法▶直接か郵送、ファクス、Eメールで意見、

住所、氏名を書いて、〒486－8686春日
井市役所情報政策課（FAX84－4453、E
メールjoho@city.kasugai.lg.jp）へ（直接
の場合は市役所執務時間中）
※意見に対する個別の回答はしません。
また、内容については、個人が特定され
ない形で原則として公表します。



　前日の26日（土）に開催された市民納涼まつ
りの会場に残ったごみを回収するため、協力
を申し出てくださった10団体総勢683人が参加
しました。朝７時からにもかかわらず気温は
高く、セミの声にさらに暑さを感じながらも
汗だくになって公園をきれいにしました。

市民団体などの皆さんが
納涼まつりの清掃ボラン
ティア
（落合公園）

7/7/2727
㊐

7/27
㊐

こんなに
たくさんの資源も
集まりました

　白山町で子どもの健康などを願う地元の祭
り「お馬塔祭り」で使う「お馬塔（麦わらを束ね
て馬をかたどった山車）」は、数十年も前から
使用されてきました。さすがに傷みが激しく、
作り直そうということになり、昨年秋に子ど
も会の皆さんがまいた麦を材料に、地域の高
齢者たちが、昔を思い出しながら、「お馬塔」
の形に仕上げました。
　祭り本番、手作りの新しい「お馬塔」を担ぐ
子どもたちの顔は輝いていました。

新調された
「お馬塔（まんとう）」
［白山町内会連合会］

7/7/2020
㊐

7/20
㊐

このマークのある記事は、区・町内会・自治会から選ばれた「広報特派員」からの情報です。
今号から掲載していきますので、楽しみにしてください。
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7/27
㊐

　8月8日（金）～ 11日（月）、札幌市で行われる全
国スポーツ少年団軟式野球交流大会に、上条ス
ポーツ少年団が8年ぶり2回目の出場を果たし、7
月23日（水）、市長に報告しました。

市長：北海道で春日井の上条をアピールしてき
てください。
主将の高橋和希君（山王小6年）：大会では、大き
な声を出して、思い切ったプレイをして、上条
野球を発揮したいです。

上条スポーツ少年団

　8月2日（土）～ 4日（月）、大阪市で行われる日本
少年野球選手権大会（小学生の部）に、春日井ボ
ーイズが13年ぶり4回目の出場を果たし、7月28
日（月）、市長に報告しました。

市長：全国大会での抱負は？
4番でピッチャーの東祐輔君（上条小6年）：チャ
ンスで打ちたいです。
主将の進藤大輝君（篠木小6年）
：日本一を目指します。

春日井ボーイズ

　将棋の高校日本一を決める全国高校将棋竜王
戦の県大会で、半谷和大さんが優勝し、8月26日
（火）～ 27日（水）に福岡市で行われる全国大会に
県代表として出場します。高校には将棋部はな
く、ラグビー部に所属しています。普段は中央
公民館で春日井ルネック将棋会の一員として対
局したり、家でインターネットを利用して対局
したりして、腕を磨いています。全国大会では、
予選リーグを突破したいと話していました。

半谷和大さん
（春日井高校1年）

7/20
㊐
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対　象

▲

市内在住か在勤、在学の人
申し込み

▲

９月２日（火）〈必着〉までに、往復はがき（１講座につき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、各施設へ　※託児付き講座（２歳以上の未就学児）の託児希望者と親子講座
は、子どもの氏名（ふりがな）・年齢を記入。持ち物が購入可か貸し出し可の講座で希望する人は、
「購入希望」か「貸し出し希望」と記入

南部ふれあいセンターの「ふれあい親子体操」、鷹来公民館の「お母さんと一緒に体操ゲーム」、知多公民
館の「親子ふれあい体操」は、いずれか１講座の申し込みに限ります。

（�３１－３５２２）西本町１－１５－１〒４８６－０９５８味美ふれあいセンター（�３３－１１１１）柏原町１－９７－１〒４８６－０９１３中 央 公 民 館
（�５１－０００２）高蔵寺町３－２－１〒４８７－００１３高蔵寺ふれあいセンター（�８４－７０７１）町屋町３６１０－１〒４８６－０８０９鷹 来 公 民 館
（�８５－７８７８）下条町６６６－６〒４８６－０９２３南部ふれあいセンター（�３２－８９８８）知多町４－６４－１〒４８６－０９４７知 多 公 民 館
（�３３－０８０８）宮町３－８－２〒４８６－０９０４西部ふれあいセンター（�８８－５５５５）坂下町４－２５０－１〒４８０－０３０５坂 下 公 民 館

（�９２－８５１１）中央台２－２－１〒４８７－００１１東部市民センター

※定員を超えた講座については、９月５日（金）に各施設で抽選を行います。応募者全員に９月９日（火）以降に案内を
発送します。

�…講師　�…対象　�…定員　�…受講料　�…教材費　�…持ち物

備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�岩田鎭人　�４０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

１０／３～２／６の
金曜日（８回）

部首を中心に漢字の組み立てを学ぶ漢字の組み立て

中

央

公

民

館

�荻田捷子　�４０人　�
２０００円　�８２００円　�木目
込みべらか目打ち、タオル

９：３０～
１１：３０

１０／７～１２／１６
の火曜日（８回）

来年の干支（えと）や人形「御所の春」
を作る木目込み人形作り

�伊藤幸照　�２０人　�
２０００円　�１２００円　�定規、
水彩絵の具セット、コンパ
ス、彫刻刀

１０：００～
１１：３０

１０／９～２／１２の
木曜日（８回）

木彫りと彩色による独創的な額縁を
作る色紙・絵手紙を飾

る額縁作り

�ＮＰＯ法人けやきフォー
ラム　�２０人　�４０００円　
�２００円

９：３０～
１１：３０

１０／１２～１１／３０
の日曜日（８回）

ワード・エクセルとデジタルカメラ
写真の編集について学ぶ　※パソコ
ン持ち込み可

初めてのパソコン
講座

�丹羽省吾　�３０人　�
１５００円　�５００円　�デジ
タルカメラ、ノートパソコ
ン（ある人のみ）

９：３０～
１１：３０

１０／２３～１１／２７
の木曜日（６回）

デジタルカメラの基礎知識と撮影の
基礎を学ぶデジタルカメラ撮

影入門

�稲葉清美　�３６人　�
２０００円　�６５００円　�エプ
ロン、ふきん２枚

１０：００～
１２：３０

１０／３０～２／２６
の木曜日（８回）

総菜パンや菓子パンなどを作る楽しいパン作り
（託児付き）

�大石公也　�２歳以上の
未就園児とその保護者　
�各３０組　�上靴、水筒、
タオル　※◯１ ◯２ の別も書い
て

◯１ １０：００
～１０：５０
◯２ １１：１０
～１２：００

９／２６～１２／５の
金曜日（８回）

ゲームなどを通して集団への解け込
みと友達づくりをする

ふれあい親子体操
◯１ ◯２ 

南
部
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�ＮＰＯ法人けやきフォー
ラム　�２０人　�４０００円�
２００円

１０：００～
１２：００

１０／４～１／３１の
土曜日（８回）

ワード、エクセルを学ぶ
パソコン初級講座

�いのぐち泰子　�６０人　
�２０００円　�岩波文庫「平
家物語（３）」（ない人は９０３円
で購入可）

１０：００～
１１：３０

１０／１１～１／２４
の土曜日（８回）

�利�羅合戦（攻め上る木曽義仲と
迎え討つ平家の戦いで平家はあえな
く惨敗する）、平家の都落ちを読む

惧倶 迦迯

平家物語
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備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�加藤信男　�５０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

１０／３～１／９の
金曜日（８回）

万葉人のまなざし・歌と作者に触れ
る万葉集のこころ

鷹

来

公

民

館

�森まさし　�４０人　�
２０００円　�岩波文庫「今昔
物語集」天竺・震旦部（ない
人は９０３円で購入可）

１４：００～
１５：３０

１０／４～１／１０の
土曜日（８回）

インド・中国のよりすぐった説話集、
イソップのような動物説話や仏教伝
来の物語を読む今昔物語集

�NPO法人けやきフォー
ラム　�各２０人　�４０００円
�２００円　�ウインドウズ
ＸＰ対応パソコン（１回５００
円で貸し出し可）　※◯１ ◯２ 
の別も書いて

◯１ ９：３０
～１１：３０
◯２ １３：３０
～１５：３０

１０／７～２／３の
火曜日（８回）

ワード、エクセルを学ぶ

持ち込みパソコン
講座◯１ ◯２ 

�児島美津子　�１２人　�
１２５０円　�５１００円　�エプ
ロン、タオル、綿軍手、は
さみ、まち針１０本

９：３０～
１１：３０

１０／９～１２／１１
の木曜日（５回）

クリスマス用扇型ランプを作る
ステンドグラス工
芸

�けんこうのわ碧の木　�
２歳以上の未就園児とその
保護者　�３５組　�タオル、
お茶

１０：００～
１１：３０

１０／１５～１／２１
の水曜日（８回）

親子が一緒になって、遊びなども交
えて、スキンシップを楽しみながら
体操をする

お母さんと一緒に
体操ゲーム

�半谷明美　�２５人　�
２０００円　�バスタオル、薄
手のタオル

１９：００～
２０：３０

９／３０～１１／１８
の火曜日（１０／１４，
１１／４は翌水曜
日）〈８回〉

肉体的にも、精神的にも体が元気に
なる呼吸法などを習得する

ヨーガ講座「スト
レスと戦う強靭な
能力を身につけよ
う」

坂

下

公

民

館

�稲垣量　�３０人　�２０００
円　�カメラ

９：３０～
１１：３０

１０／１～１１／１９
の水曜日（８回）

都市緑化植物園と築水池周辺の自然
を楽しみながら、写真の撮り方を学
ぶ

カメラ講座「人も
歩けば被写体にあ
たる」

�川地貞子　�３０人　�
２０００円

１０：００～
１２：００

１０／２～１１／２０
の木曜日（８回）

日常の会話、海外旅行などに役立つ
楽しい英会話を学ぶ

楽しい実用英会話
レッツビギン！

�大石三恵　�２４人　�
２０００円　�６４００円　�エプ
ロン、ふきん２枚

１０：００～
１３：００

１０／３～１２／１９
の金曜日（８回）

煮物、あえ物、焼き物、揚げ物、蒸
し物、節句料理などを作る

身体にやさしい料
理入門～和食の基
本

�鈴木淳子　�２０人　�
１７５０円　�３０００円　�スケ
ッチブック（Ｆ４程度）、消
しゴム、鉛筆（Ｂ～ＨＢ）

１０：００～
１１：３０

１０／４～１１／２２
の土曜日（７回）

岩絵具やにかわなど日本画独特の画
材を使い、基本的な分かりやすい制
作手順で秋の草花を描く

絵画教室「日本画
をはじめよう」（託
児付き）

�日比野尚敬　�３０人　�
２０００円

１３：３０～
１５：３０

１０／８～１１／２６
の水曜日（８回）

童謡、唱歌、歌曲、歌謡曲など幅広
いジャンルの歌を二部合唱を中心に
キーボードやピアノに合わせて歌う

歌を楽しむ「童謡
から歌謡曲まで」

�加藤晃　�３０人　�１５００
円　�２０００円

１０：００～
１１：３０

１０／４～１１／２２
の土曜日（６回）

世界の国々の生活を豊かで味わい深
いものにした銘茶を楽しむ

世界の銘茶を味わ
い楽しもう味

美
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�村井時子　�２５人　�
１５００円　�３５００円　�裁縫
道具

１０：００～
１２：００

１０／８～１１／２６
の水曜日（６回）

ちりめんを素材にしたウサギの小袋
とちりめんの針山などを作る古布ちりめん小物

づくり

�近藤真由美　�２０人　�
２０００円　�タオル

１４：００～
１５：３０

１０／８～１１／２６
の水曜日（８回）

ストレスを解消し、心身のリフレッ
シュに役立てる

自分で出来る足つ
ぼ健康づくり

�武田みどり　�４０人　�
２０００円　�フェイスタオル

１３：３０～
１５：００

９／２９～１２／８の
月曜日（８回）

深くゆっくり呼吸をしながら、普段
動かさない部位を刺激することによ
って代謝を促し、心身ともにリフレ
ッシュする

健康ヨガ・リフレ
ッシュ編（託児付
き）

高
蔵
寺
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�大石三恵　�２２人　�
２０００円　�６４００円　�エプ
ロン、ふきん２枚

１０：００～
１２：００

１０／７～１／２０の
火曜日（８回）

家族の健康を考え、安心で安全な食
生活はやっぱり手作り。和を中心に
家庭料理を学ぶ

“安心・安全”やっ
ぱり手作り家庭料
理

�村中治彦　�６０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

１０／８～１／２８の
水曜日（８回）

春日井市にゆかりの深い人物につい
て、その業績と生き方を学ぶ春日井の人物
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備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�近藤徳和　�３０人　�
２０００円　�８００円　�小筆、
墨、すずり、下敷き

１０：００～
１１：３０

１０／２～１／２９の
木曜日（８回）

わずか２６２文字の般若心経など、仏
教の教えのエキスを心を込めて丁寧
に書写する

写経入門

知

多

公

民

館

�村中治彦　�４０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

１０／７～２／２４の
火曜日（８回）

奈良・平安・鎌倉時代の春日井の歴
史について社寺や人物を中心に訪ね
る

古代・中世の春日
井歴史探訪

�梶田みゆき　�１０人　�
２０００円　�１万２０００円　�
ワイヤーの切れるはさみ、
ピンセット、ボンドかグル
ーガン、持ち帰り用の紙袋

１０：００～
１１：３０

１０／８～１／２８の
水曜日（８回）

小物のブローチから大作までハロウ
ィン、クリスマス、お正月花などを
テーマにプリザーブドフラワーをア
レンジする

永遠の花プリザー
ブドフラワー

�けんこうのわ碧の木　�
２歳以上の未就園児とその
保護者　�３５組　�タオル、
お茶

１０：００～
１１：３０

１０／８～２／１８の
水曜日（８回）

親子が一緒になって、体操やゲーム
を通じて、集団への解け込みと友達
づくりを覚える親子ふれあい体操

�宮地桂子　�４０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

１０／９～２／２６の
木曜日（８回）

源氏物語千年紀に当たって、その大
本の紫式部日記の中から、作者が見
つめる目を感じよう

紫式部日記を読み
取ろう

�滕永杰　�４０人　�２０００
円　�２００円

１０：００～
１１：３０

１０／１２～２／２２
の日曜日（８回）

初めて中国語を学ぶ人を対象に、発
音、発声から簡単な日常会話を分か
りやすく学ぶ

はじめての中国語

�ジェニィ明紀奈　�２５人
�２０００円　�タオル、飲み
物

１３：３０～
１５：００

１０／７～１／２０の
火曜日（８回）

いすに座ってできるアロマテラピー
を取り入れた体操アロマ・リフレッ

シュ体操

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー

�林知子　�２０人　�２０００
円　�６０００円

１０：００～
１２：００

１０／９～１１／２７
の木曜日（８回）

レザークラフトでエコバッグやカー
ドケースなどを作る

革で作るあなただ
けの一品

�長谷川清城　�３５人　�
２０００円　�大筆、小筆、す
ずり、文鎮、下敷き、墨汁、
半紙、ぞうきん

１３：３０～
１５：００

１０／１０～１／２３
の金曜日（８回）

身近な祝儀袋や年賀状など、真心が
伝わる書道を学ぶまごころが伝わる

日常書道

�八木昌子　�２５人　�
１５００円　�８６００円　�５ス
リットのハンギングバスケ
ット（ない人は４００円で購入
可）、花ばさみ、エプロン、
持ち帰り用の袋

１０：００～
１２：００

１０／２０～３／１６
の月曜日（６回）

秋から早春までの季節を感じるハン
ギングバスケットや寄せ植えなどを
作る寒くたってガーデ

ニング

�嘉藤久美子　�８０人　�
２０００円　�新潮社「源氏物
語六」（ない人は３３６０円で購
入可）

１０：００～
１１：３０

１１／１２～２／２５
の水曜日（８回）

女流古典文学の代表作である『源氏
物語』の「匂兵部卿」「紅梅」を読む源氏物語の世界

�村中治彦　�５０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

１１／１４～２／２７
の金曜日（８回）

江戸時代の名古屋と信州を結ぶ街道
の史跡や伝説を訪ねる

街道と旅（下街道
その２）

�山口奈緒子　�４０人　�
２０００円　�３６００円　�タオ
ル

１０：００～
１１：３０

９／２５～１２／１８
の木曜日（８回）

自然療法であるアロマテラピーとリ
ンパマッサージを組み合わせ、
１００％植物から抽出したエッセンシ
ャルオイルを使い、体の内と外側か
ら働きかけて痛みを緩和する

痛みや辛さを解
消！悩み別アロマ
リンパマッサージ
～自宅で使えるオ
イル付き

西

部

ふ

れ

あ

い

セ

ン

タ

ー

�小林弥壽昭　�２５人　�
１５００円　�手袋

９：３０～
１１：３０

９／２６～３／１３の
金曜日（６回）

植物の基礎知識、畑作り、夏野菜、
肥料、果樹や庭木の剪定（せんてい）、
虫の駆除などを実習と講義で学ぶ

実際に体験して学
べる！はじめての
家庭園芸

�大西有子　�２０人　�
１５００円　�３３００円　�綿エ
プロン、タオルハンカチ　

１０：００～
１１：３０

１０／８～１２／１７
の水曜日（６回）

ガラスをバーナーで溶かす手法でト
ンボ玉のペンダントや携帯ストラッ
プ、マドラーなどを作る

ガラス工芸にチャ
レンジ！（バーナ
ーワーク）
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運動用のオリジナルビデオ販売中
　健康体力づくりのため、家
庭でも気軽に運動が実施で
きるように、オリジナルビデ
オを制作しました。手軽に行
える｢ストレッチ体操｣と、エ
クササイズボールを使用する
｢ボールエクササイズ｣の2種
類を販売しています。　※Ｄ
ＶＤ・ＶＨＳのタイプあり
販売価格▶ ｢自宅で簡単！ストレッチ体操｣｢自宅で

簡単！ボールエクササイズ｣各1本1200円
※2本セットは2000円(セットは｢ストレ
ッチ体操｣と｢ボールエクササイズ｣の組
み合わせでＤＶＤのみかＶＨＳのみの販
売)

販売時間▶ 午前8時30分～午後9時30分
販売場所▶ 総合体育館、サンフロッグ春日井
問い合わせ▶ 総合体育館(☎84－7101)

義援金のお礼
　富山県高波災害に対する義援金募集活動を行っ
たところ、4万4666円が寄せられました。この義
援金は日本赤十字社を通じて被災者の救援に役立
たせていただきます。
問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)

住宅地等における農薬使用について
　住宅地とその周辺での病害虫や雑草の防除は、
まず農薬を使用しない方法を考えましょう。やむ
を得ず農薬を使用する場合は、周辺住民へ事前に
周知するなど健康被害防止に努め、周辺に飛散さ
せないよう配慮してください。
問い合わせ▶ 農政課(☎85－6236)、環境保全課(☎85－

6217)

国民健康保険証を一斉更新します
国民健康保険の保険証を9月1日(月)に一斉更新
　8月下旬に、世帯の加入者全員分を同封して世
帯主あてに配達記録郵便で郵送します。届いたら
必ず住所、氏名、生年月日などを確認してくださ
い。記載に誤りがある場合や不明な点などがある
場合、8月31日(日)までに保険証が届かない場合
は、国保年金課へ問い合わせてください。　※新
しい保険証が届いたら、古い保険証は各世帯で破
棄してください。
保険証のカードケースを無料配布します
配布場所▶ 国保年金課、坂下出張所、東部市民セン

ター、味美・高蔵寺・西部・南部ふれあ

いセンター、各公民館
問い合わせ▶ 国保年金課(☎85－6158)

9月の献血
とき ところ

7(日)10：00～ 15：00 総合体育館
20(土)10：00～ 16：00 カーマ松河戸店

対 象▶ 16 ～ 69歳の人　※65歳以上の人は健康
を考慮し、60 ～ 64歳の間に献血経験が
ある人に限定

問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)か県赤十字血液
センター (☎0561－84－1131)

差し押さえ不動産の公売
と き▶ 8月26日(火)午後1時30分～ 2時
ところ▶ 市役所304・305会議室
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6656)　※市税完納などに

より中止になる場合あり

街づくり支援制度策定委員会の公開
と き▶ 8月26日(火)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6265)

特別少年相談
と き▶ 9月6日(土)・13日(土)午後1時～ 5時
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ 非行化の問題行動で悩んでいる少年やそ

の保護者を対象とした電話相談(☎85－
7871)や面談

問い合わせ▶ 少年センター (☎85－6153)

商工業振興審議会の公開
と き▶ 9月8日(月)午後2時から
ところ▶ 市役所301会議室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6247)

シルバー人材センター入会説明会
とき・ところ▶①9月16日(火)午後1時30分～ 4時

・市シルバー人材センター②9月26日(金)
午後1時30分～ 4時・東部市民センター

対 象▶ 市内在住の健康で働く意欲のある、おお
むね60歳以上の人

持ち物▶ 写真(3.0cm×2.5cm)1枚
申し込み▶ はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏

名(ふりがな)、性別、年齢、電話番号、
参加希望日を書いて、〒486－0845瑞穂
通1－186、市シルバー人材センター (☎
84－3515、ＦＡＸ84－3125、Ｅメール
kasugai@sjc.ne.jp)へ
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9月生まれの人の各種がん検診等の案内
　4月からの基本健康診査の廃止に伴い、｢各種健
康診査のご案内｣の名称を｢各種がん検診等のご案
内｣に変更し、発送しています。9月生まれの人の
案内は8月下旬に発送する予定です。
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6172)

紙芝居とお話を聞く会9月の開催日
ところ とき

文化フォーラム春日井(赤
ちゃんのためのおはなし
会)

12(金)・26(金)11：00～

図書館

3(水)11：00～、6(土)・13(土)
・20(土)・27(土)15：00～、
10(水)・17(水)・24(水)15：30
～

東部市民センター 5(金)・12(金)・19(金)・26(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 13(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 13(土)14：00～
南部ふれあいセンター 17(水)15：30～
西部ふれあいセンター 13(土)・27(土)11：00～
知多公民館 3(水)15：30～
鷹来公民館 13(土)13：30～
坂下公民館 6(土)14：00～
中央公民館 13(土)11：00～
グリーンパレス春日井 20(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

農業祭・ぶどうコンクール
と き▶ 8月21日(木)午前11時から。コンクール出

品物の即売は午後2時から(1時30分から
整理券を配布)

ところ▶ 尾張中央農業協同組合春日井中央支店
(八田町)

内 容▶ 市内で生産されたブドウの審査と即売
問い合わせ▶ 農政課(☎85－6236)

夜コン｢華麗なるオペラアリアの饗宴｣
と き▶ 8月22日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ 野垣知代(ソプラノ)、笠木厚憲(テノー

ル)、仲谷昌敏(バス)
曲 目▶ プッチーニ｢蝶々夫人より『ある晴れた日

に』｣、ドニゼッティ ｢愛の妙薬より『人
知れぬ涙』｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

夏休み子ども劇場
と き▶ 8月24日(日)午前10時30分～正午
内 容▶ ○ブラックパネルシアター…歌｢おもち

ゃのチャチャチャ ｣｢とんでったバナナ｣
ほか、お話｢ねずみの嫁入り｣○紙芝居…
｢な～んだなんだ｣○夏の海が飛び出す
｢立体カード｣作りなど

出 演▶ グループゆう
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小学生
持ち物▶ はさみ、のり
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

夏休み劇場
と き▶ 8月24日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ 劇｢しましまさんとみずたまさん｣
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)
協 力▶ 母ちゃん一座

親子で昔のくらしを調べよう
と き▶ 8月24日(日) ～ 31日(日)①午前9時から②

午前10時から(2回)
ところ▶ 中央公民館
内 容▶ 四つ建て民家と民俗展示室で昔の暮らし

についての解説を行う
対 象▶ 小学生とその保護者
申し込み▶ 8月18日(月)から、文化財課(☎33－1113)

へ

ボランティア大会
と き▶ 8月27日(水)午後1時～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ボランティア・市民活動団体によるステ

ージ発表や工作、手話体験など
問い合わせ▶ 市社会福祉協議会(☎85－4321)

グリーンピアコンサート
と き▶ 8月30日(土)午前11時～午後0時15分
内 容▶ アコーディオンと一緒に歌う
出 演▶ プレジール・アコ
曲 目▶ ｢いい日旅立ち｣｢青春時代｣｢野に咲く花

のように｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

総合防災訓練
と き▶ 8月31日(日)午前8時～ 10時45分
ところ▶ 白山小学校
内 容▶ 被害状況の情報収集やライフラインの応

急復旧、集団避難、炊き出し、救出・救護、
初期消火、ＡＥＤ(自動体外式除細動器)
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を使った応急手当てなどの訓練、防災用
品の展示　※会場周辺の交通規制に協力
してください。

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

映画会
と き▶ 8月31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▶交通児童遊園(☎81－1301)

オセロ大会
と き▶ 9月6日(土)午後2時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶8月19日(火)午前9時から、交

通児童遊園(☎81－1301)へ

味美地域文化芸能祭
と き▶ 9月7日(日)午前10時30分～午後3時
内 容▶ 味美地域で文化活動をしている13グルー

プによる文化芸能の発表会
ところ・問い合わせ▶味美ふれあいセンター (☎

31－3522)

ミニコンサート～ハンドベル演奏
と き▶ 9月7日(日)午後3時～ 3時20分
出 演▶ ベル春日井
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)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 9月7日(日)午前9時～午後1時30分受け付

け、2時から抽選(立ち会いが必要)
対 象▶ 市内在住の人
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※配達は1点1000円で、1階玄関
まで(共同住宅は、1階敷地部分まで)

郷土館茶会｢長月｣
と き▶ 9月7日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※大垣共立銀行春日井支店の駐

車場が利用可
呈茶券▶ 400円(当日会場で販売)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)
協 力▶ 市茶道連盟協会

囲碁大会
と き▶ 9月14日(日)午後2時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・10人(先着順)
ところ・申し込み▶8月20日(水)午前9時から、か

すがいげんきっ子センター (☎35－3501)
へ

市民ソフトテニス大会
と き▶ 9月15日(祝)午前9時から〈予備日9月21日

(日)〉　※受け付けは午前8時30分から
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア・Ａ級・Ｂ級・女子のダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、中学生以上の

人
費 用▶ 参加料(1組)一般・大学生1200円、高校生

1000円、中学生800円
申し込み▶ 8月28日(木)〈必着〉までに、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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎82－3835)

秋季硬式テニス大会
と き▶ 9月23日(祝)午前9時から〈予備日9月28日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子ダブルス…一般・壮年(45歳以上)、

女子ダブルス…一般
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、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組)2000円
申し込み▶ 9月6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)

フリーマーケットの出店者
と き▶ 9月28日(日)午前10時～午後3時
対 象▶ 市内在住で商業者でない人
販売品目▶ 家庭での不用品(営利目的の物は不可)
小間料▶ 1小間(250㎝×150㎝)1000円
小間数▶ 45小間(超えたときは抽選)
ところ・申し込み▶8月31日(日)〈必着〉までに、

往復はがき(1グループ・1家族につき1枚)
に代表者の住所・氏名・電話番号、参加
人数、販売品目を書いて、〒480－0304
神屋町1－2、エコメッセ春日井(☎88－
5006)へ
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親から子、子から親へのメッセージ
　親が子を、子が親を思ううれしかった言葉や心
に残っている言葉を募集します。
規 格▶ 20 ～ 40字で未発表のもの
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
賞 ▶ 最優秀賞、優秀賞、秀作　※11月26日(水)

の青少年健全育成市民大会で表彰し、そ
の後入賞作品を市役所と各施設で展示

申し込み▶ 9月5日(金)〈消印有効〉までに、所定の用
紙(子ども政策課、市ホームページ、市
役所情報コーナー、各ふれあいセンター、
レディヤンかすがいに用意)かはがきに
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
職業か学校名と学年、メッセージとその
状況が分かる説明文を記入して、直接か
郵送で〒486－8686春日井市役所子ども
政策課内、青少年健全育成推進会議事務
局(☎85－6151)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/kodomo/ikusei/message.html

児童センター　☎87－6866
幼児親子リズム教室～リズムに合わせて体を動か
す楽しさを親子で十分に味わう
と き▶ 10月3日・10日・17日・31日の金曜日(4回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の平成17年4月～ 18年3月生ま

れの未就園児とその保護者・30組(超え
たときは抽選)

費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ 水筒、タオル
申し込み▶ 9月1日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、親子の氏名(ふりがな)、
子どもの生年月日、住所、電話番号を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

坂下公民館　☎88－5555
木目込み干支(えと)〈丑(うし)〉人形教室
と き▶ 9月19日(金)・26日(金)〈2回〉午後1時30分

～ 3時30分
講 師▶ 山邊真陽春
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500円、材料費3500円か2200円(人

形によりどちらかを選択)
持ち物▶ 木目込みべら、反りばさみ

日伯交流百周年異文化講座｢フェイジョアーダ＆
ホワイトプリン｣～豆料理と卵白のプリン
と き▶ 9月27日(土)午前10時～正午
講 師▶ 梶田みゆき
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250円、材料費1200円
持ち物▶ エプロン、ふきん、持ち帰り用の容器
 
申し込み▶ いずれも8月31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

鷹来公民館　☎84－7071
自分を表現するメイク講座～まゆ・アイメイクを
中心に自分に似合う秋のメイクを学ぶ
と き▶ 9月18日・25日の木曜日(2回)午前10時～

11時30分
講 師▶ 稲垣かおり
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料500円、教材費200円
持ち物▶ スタンド型鏡、髪留め、タオル、まゆメ

イク道具、ファンデーション、乳液
 
生ごみを堆肥(たいひ)にする｢ぼかし｣作り教室
と き▶ 9月25日(木)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、ぞうきん、約4kgのぼかしを

入れるビニール袋
 
申し込み▶ ｢メイク講座｣は8月19日(火)から、｢ぼか

し作り教室｣は8月21日(木)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
鉛筆デッサンによる描画を学ぶ～デッサン力を高
めるため、物を見てスケッチできるまでを学ぶ
と き▶ 9月13日・27日、10月11日・25日、11月

22日・29日の土曜日(6回)午後2時～ 3時
30分

講 師▶ 溝渕泰史
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1500円、教材費300円
持ち物▶ Ｂ～ 4Ｂの鉛筆各1本、消しゴム
申し込み▶ 8月28日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0844
鳥居松町2－247へ
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中央公民館　☎33－1111
楽しく親子でリトミック
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時30分～ 11

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

護者・35組(超えたときは抽選)
 
楽しいお菓子作り～総菜パンや菓子パンなどを作
る
と き▶ 9月～ 10月の第2・4木曜日(4回)午前10時

～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・36人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料費3200円
 
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布ぞう
りを編む
と き▶ 9月12日(金)・19日(金)〈2回〉①午前9時30

分～ 11時30分②午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各8人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費150円
持ち物▶ 5cm×130cmの布30枚、裁縫用具、はさ

み
 
申し込み▶ ｢楽しく親子でリトミック｣は8月24日

(日)〈必着〉までに、｢楽しいお菓子作
り｣｢布ぞうり編み教室｣は8月26日(火)
〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)に
講座名(｢布ぞうり編み教室｣は①②の別
も)、住所、氏名、(ふりがな)、年齢、電
話番号を書いて、〒486－0913柏原町1－
97－1へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
のだめカンタービレの音楽会Ｌesson3音楽会
直前！プログラム徹底解説～指揮者による演奏曲
の解説
と き▶ 8月23日(土)午後7時～ 8時30分
ところ▶ 市民会館
講 師▶ 茂木大輔、新田ユリ
費 用▶ 受講料500円(のだめ音楽会Ｌesson3のチ

ケットを持参した人は無料)
申し込み▶ 電話か直接、文化フォーラム春日井・文

化情報プラザへ　※のだめ音楽会特設ホ
ームページからも申し込み可

 ホームページ　http://www.me.ccnw.ne.
jp/kasugai_zaidan/nodame/

東部市民センター　☎92－8511
プリザーブドフラワー講座～ミニアレンジ、ケー
キアレンジ、リボンを使ったタペストリー型壁か
けを作る
と き▶ 9月18日(木)・25日(木)、10月2日(木)〈3回〉

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

たときは抽選)
費 用▶ 受講料750円、教材費3800円
持ち物▶ はさみ、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 9月2日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

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

市文化協会の文化講座
民踊で楽しく健康に
と き▶ 9月の毎週土曜日(4回)午前10時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 大野豊愛
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▶ 上靴
申し込み▶ 8月22日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒486－8686春日井
市役所文化課(☎85－6079)へ

落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会～秋のアレンジメン
トを作る
と き▶ 9月21日(日)午前10時～正午
講 師▶ 家田真里
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350円、教材費3750円
持ち物▶ はさみ、木工用ボンド、2 ～ 3mの延長

コード、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 8月31日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0817
東野町字落合池1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
包丁の研ぎ方教室～包丁の研ぎ方を学ぶ
と き▶ 9月6日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 小川隆平
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、ぞうきん2

枚
申し込み▶ 8月19日(火)から、電話で
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グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室①～山野草の植え替えについて
と き▶ 9月7日(日)午前9時30分～正午
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
 
園芸教室②～草花・鉢花類の秋から冬の管理につ
いて
と き▶ 9月20日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 土屋照二
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ いずれも8月19日(火)から、電話で

西部ふれあいセンター　☎33－0808
赤ちゃんのための｢ベビーヨーガ｣をはじめよう～
話題のヨガでリラックス＆子育て力をアップ
と き▶ 9月4日・18日、10月2日・16日の木曜日(4

回)午後1時～ 2時
講 師▶ 半谷明美
対象・定員▶ 3か月～ 1歳児とその保護者・20組(先着

順)
持ち物▶ バスタオル
申し込み▶ 8月19日(火)から、電話で

道風記念館　☎82－6110
臨書講座｢古典臨書からの発展｣～平成手鑑を参
考とした古典臨書の創作への生かし方
と き▶ 9月25日(木)、10月3日(金)・10日(金)・17

日(金)〈4回〉午後1時30分～ 3時
講 師▶ 中村立強
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ 書道用具一式(墨・紙を含む)
申し込み▶ 8月19日(火)から、直接か電話、Ｅメール

に住所、氏名、電話番号を書いて、Ｅメ
ールtofu@city.kasugai.lg.jpへ

市民安全課　☎85－6064
春日井安全アカデミー防災コース公開講座
と き▶ 9月5日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 演▶ ｢巨大地震に備える｣防災情報機構会長・

伊藤和明
定 員▶ 100人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 8月28日(木)〈必着〉までに、はがきか

Ｅメールに講座名、住所、氏名(ふり
がな)、電話番号を書いて、〒486－
8686春日井市役所市民安全課(Ｅメール
anzen@city.kasugai.lg.jp)へ

かすがいげんきっ子センター 
科学遊び～自分で回るはね作り、空気砲で遊ぼう
など
と き▶ 10月5日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 嶋田秀敏
対象・定員▶ 市内在住の小学生(小学2年生以下は保護

者同伴)・16人(超えたときは抽選)
 
工作教室～ビーズでアクセサリーを作る
と き▶ 10月12日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 材料費200円
 
申し込み▶ いずれも8月31日(日)〈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

知多公民館　☎32－8988
持ち込みパソコン講座～デジカメ写真の編集と活
用
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前9時30分～ 11

時30分
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学でキーボード操作

ができる人・各20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円、教材費200円
持ち物▶ ウィンドウズＸＰ対応パソコン
申し込み▶ 8月27日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

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

総合福祉センター　☎84－3611
シーンボイスガイド養成講座～目の不自由な人と
一緒に映画や映像を楽しむための音声案内ボラン
ティアを養成する
と き▶ 10月2日～平成21年3月26日の木曜日(20

回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 岡本典子
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費など
申し込み▶ 9月1日(月)〈必着〉までに、往復はがきに

講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ
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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｢車椅子テニス講
座｣
と き▶ 9月6日・20日、10月4日・18日の土曜日(4

回)午前10時～正午
講 師▶ 上級障がい者スポーツ指導員
対象・定員▶ 車いすを使用している身体障がい者・10

人(先着順)
持ち物▶ 上靴、ラケット
ところ・申し込み▶8月19日(火)から、電話かファ

クス(☎84－2611、ＦＡＸ84－3005)で

消防本部　☎85－6374
救命講習会～①救急講話と心肺蘇生(そせい)法②
ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を使った応急手当て
や傷病者の管理方法を学ぶ上級救命講習
と き▶ ①9月7日(日)午後0時30分～ 3時②9月27日

(土)午前9時～午後5時
ところ▶ ①総合体育館②総合福祉センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・①20人②30人(先着順)
申し込み▶ 8月18日(月)から、電話で

児童センター　☎87－6866
モリコロパークで遊ぼう
と き▶ 10月4日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 県児童総合センター〈モリコロパーク内

(愛知郡長久手町)〉　※送迎あり
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▶ 参加費300円
持ち物▶ 弁当、水筒
申し込み▶ 9月1日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、電話番号、氏名
(ふりがな)、学校名、学年、保護者名を
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

介護保険課　☎85－6187
高齢者筋力向上トレーニング教室～一人一人のプ
ログラムを作成して柔軟性やバランス能力を養う
と き▶ 10月7日～ 12月26日の毎週火・金曜日(祝

日を除く23回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 第一介護サービスセンター
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上で、次のすべてに該

当する人○介護保険法による要介護認定
と要支援認定を受けていない○医師から
トレーニングを禁止されていない○全日
程参加できる・10人　※保健師による事
前面接あり

費 用▶ 受講料1000円(傷害保険料などを含む)
申し込み▶ 8月25日(月)までに、電話で

健康推進課　☎85－6170
モグモグ健康教室～赤ちゃんの健康と離乳食につ
いて学ぶ
とき・ところ▶9月2日(火)午前10時～ 11時30分・

西部ふれあいセンター、9月9日(火)午前
10時～ 11時30分・保健センター

対象・定員▶ 平成20年4月～ 5月生まれの乳児(第1子)
とその保護者・30組(先着順)

持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル、おんぶひも
など(ある人のみ)

 
パパママ教室～①｢妊娠｣妊娠中の生活・口腔(こ
うくう)衛生②｢分娩(ぶんべん)｣呼吸法・妊婦体
操③｢新生児｣育児と栄養
と き▶ ①9月3日(水)②9月10日(水)③9月17日(水)

〈3回〉午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
定 員▶ 30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳(①のみ歯ブラシ、手鏡)
 
カミカミ健康教室～赤ちゃんの健康と離乳食につ
いて学ぶ
と き▶ 9月4日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 平成19年11月～ 12月生まれの乳児(第1

子)とその保護者・45組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳、子ども用歯ブラシ
 
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 9月19日(金)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
 
日曜パパママ教室～保健師による保健指導・もく
浴指導
と き▶ 9月21日(日)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 初妊婦とその夫・60組(先着順)　※妊婦

疑似体験コーナーあり
持ち物▶ 母子健康手帳
 
申し込み▶ ｢食育のすすめ教室｣は8月18日(月)から、

｢モグモグ健康教室｣は8月19日(火)から、
｢カミカミ健康教室｣は8月20日(水)から、
｢日曜パパママ教室｣は8月25日(月)から
電話で　※｢パパママ教室｣は常時受け付
け
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市民病院　☎57－0057
専門医から学ぶメタボリック症候群とその予防
と き▶ 9月20日(土)午後1時～ 3時
講 師▶ 市民病院内科部長・佐々木洋光ほか
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・100人(超え

たときは抽選)　
申し込み▶ 9月5日(金)〈必着〉までに、往復はがきに

講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を
書いて、〒486－8510鷹来町1－1－1、市
民病院管理課へ

市体育協会の講座
護身術教室(簡単な身の守り方)少林寺拳法
と き▶ 9月の毎週日曜日(4回)午前9時30分～ 11

時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
対 象▶ 5歳以上の人
費 用▶ 参加料500円
問い合わせ▶ 市少林寺拳法協会・大鹿(☎52－2300)
 
市民弓道教室
と き▶ 9月26日～ 10月31日の毎週月・金曜日(10

月13日を除く10回)午前10時～正午
ところ▶ 王子製紙弓道場(王子町)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で、高校生以上の

人・10人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料6000円(協会年会費を含む)
持ち物▶ 弓道具(ない人には貸し出し可)
問い合わせ▶ 市弓道協会・影山(☎31－5748)
 
申し込み▶ ｢護身術教室｣は9月3日(水)〈必着〉まで

に、｢市民弓道教室｣は9月10日(水)〈必着〉
までに、はがきに教室名、住所、氏名、
電話番号、｢護身術教室｣は性別、｢市民
弓道教室｣は年齢、経験の有無を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 9月3日(水) ～ 7日(日)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶昭和63年9月2日までに生まれ、平

成20年6月1日までに春日井市に転入の届
け出をし、その日から登録基準日まで引
き続き住民基本台帳に記録されている人

登録基準日▶ 平成20年9月1日

登録日▶ 平成20年9月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

下水道事業(都市下水路)の事業計画の変更
春日井都市計画下水道事業都市下水路(松河戸下
水路)
と き▶ 平成25年3月31日までの執務時間中
ところ・問い合わせ▶下水管理課(☎85－6347)

市税等の納期限・納税相談
市県民税2期・国民健康保険税3期・介護保険料
2期・後期高齢者医療保険料1期
　納期限は9月1日(月)です。最寄りの金融機関や
コンビニエンスストアで納付してください。また、
便利な｢口座振替｣を利用してください。口座振替
の人は、預貯金残高を確認してください。
日曜収納・納税相談窓口
と き▶ 8月31日(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)

15日 ( 祝 )・23日 ( 祝 ) は一部を除き各相談とも休みます。

月の生活相談9
この情報は毎月15日号で掲載しています。

1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

2(火) 保健センター 10：00～
11：0011(木)・18(木) 健康管理センター

内 容▶ 身体計測、健康・育児相談(予約不要)　
※卒乳指導があります。

対 象▶ 平成19年9月生まれの子ども
持ち物▶ 母子健康手帳
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6170)

ささえ愛センター相談
日・曜日 時間 電話

ＮＰＯあれこれ相談(予
約不要) 10(水) 17：00～

21：00 56－1943
ＮＰＯ相談(予約制) 27(土) 10：00～

12：00、
13：00～
16：00

ボランティア相談 火～金曜日 84－3600

※ボランティア相談は16日(火)は休み。
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年金相談
とき ところ 電話

第1・3水曜日　
10：00～ 12：15、13：00
～ 16：00

東部市民センター 92－8511

月～金曜日
9：00～ 17：00 国保年金課 85－6160

※国保年金課の窓口では社会保険事務所への年金
記録照会の取り次ぎ、記録確認を実施中

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 1(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 2(火)

消 費 生 活 月～金曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：00

行 政 9(火)

13：00～
16：00

法律(面接のみ、予約制) 水・金曜日、14(日)
な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 3(水)
登記(面接のみ、予約制) 12(金)
不 動 産 取 引 26(金)
建 築 火曜日
多重債務(面接のみ、予約制) 18(木)・28(日)

※14日(日)午後1時～ 4時は消費生活相談を実施
ところ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)　※多重

債務相談は鳥居松ふれあいセンター

母乳相談
日・曜日 ところ 時間

1(月)・29(月) 健康管理センター 10：00～
11：0012(金)・26(金) 保健センター

内 容▶ 助産師による母乳相談(要予約)
定 員▶ 各4人
持ち物▶ 母子健康手帳、タオル
申し込み▶ 健康推進課(☎85－6170)へ　

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

4(木)・18(木)
10：00～ 16：00 高齢者などの居宅

申し込み▶ 相談日の1週間前までに、介護保険課(☎
85－6182)へ

レディヤンかすがい相談室
曜日 時間 電話

女性の悩み相談(家庭の
もめごとや結婚・離婚、
家族や職場の人間関係、
ドメスティック・バイ
オレンス、性別による
差別的扱い、セクシュ
アルハラスメント、不
安や悩み　など)

火曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－7871
水～金曜日 13：00～

16：30
第2・4土曜
日

10：00～
12：00

女性のための法律相談
(面接のみ、予約制)

第1・3土曜
日

10：00～
12：00

85－4188
(予約
9：00～
17：00)

若者就業支援相談(職業
適性診断、就職支援な
ど)
〈予約制〉

第1木曜日 13：00～
16：00

85－4401
(予約　
85－4188
9：00～
17：00)

※16日(火)の女性の悩み相談は休み。若者就業支
援相談の予約は相談日の2日前まで、開催日以外
の木曜日に2人以上の申し込みがあった場合は実
施

民生相談
曜日 時間 電話

家 庭 児 童 火～土曜日

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

84－4600

母 子 就 業 第1・3金曜
日

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－6208

内 職 火曜日 10：00～
12：00、
13：00～
15：00

84－4612
心 配 ご と 火曜日

84－4611こ と ぶ き 結 婚(40
歳 以 上 の 人 の み) 水曜日

あゆみ(知的障がい児
・面接のみ、予約制)

第2・4水曜
日

10：00～
12：00

88－0811
(春日台
養護学校)

ふ れ あ い カ ウ ン セ
リ ン グ(電 話 の み) 金曜日

10：00～
15：00 84－4611

身 体 障 が い 者 水曜日 13：00～
16：00 84－4612

ところ▶ 総合福祉センター (☎84－3611)
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生涯学習相談
とき ところ 電話

月～金曜日
9：00～ 16：00

生涯学習スポーツ
課 85－6448

育児相談
とき ところ 電話

月～金曜日
9：00～ 16：00

子育て支援センタ
ー 85－8824

神屋子育て支援セ
ンター 88－8333

火～日曜日
9：00～ 19：00

かすがいげんきっ
子センター 35－3192

月～金曜日
9：30～ 16：00 全公私立保育園 各保育園

水曜日(電話のみ)
9：00～ 16：00 児童センター 87－6866

※かすがいげんきっ子センターは15日(祝)・23日
(祝)は行い、16日(火)は休み
※公私立保育園のところ・電話は保育課(☎85－
6205)で確認してください。

児童虐待防止相談・母子自立相談
とき ところ 電話

月～金曜日　8：30～ 17：00 子ども政策課 85－6208

※緊急連絡は、☎85－6487(児童虐待防止ホット
ライン・24時間受け付け)へ

乳幼児健康・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

12(金) 保健センター 10：00～
11：0019(金) 健康管理センター

内 容▶ 健康・育児・歯科相談(要予約)、身体計
測

定 員▶ 乳幼児健康相談・各16人、歯っぴー歯科
相談・各32人

持ち物▶ 母子健康手帳　※歯科相談は、歯ブラシ、
コップ、タオルも

申し込み▶ 健康推進課(☎85－6170)へ　※身体計測
のみの人は予約不要、電話相談は随時受
け付け

ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)相談
とき ところ 電話

月～金曜日　9：00～ 12：00
13：00～ 16：00

市民活動推進課
男女共同参画室 85－6296

オンラインＤＶほっと相談も行っています。
ホームページ　http://www.soudan－kasugai.jp/
※返信は月～金曜日の午前8時30分～午後5時

外国人相談
日・
曜日 時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語 3(水)

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

市役所相
談室105

85－6579
(相談日のみ)

中国語 10(水)
スペイン語 17(水)
ポルトガル語 24(水)
英語
フィリピノ語 7(日)

国際交流
ルーム
(ささえ愛
センター
内)

85－6606
(要予約)

英語
スペイン語 14(日)

中国語 21(日)
英語
ポルトガル語 28(日)

青少年の相談
とき 電話

青少年の悩み相談・心の電
話かすがい(電話のみ)

月～土曜日
15：00～ 19：00 82－7830

青少年の悩み相談・青少年
Ｅメール相談(Ｅメールの
み)

24時間受け付け 下記相談
先へ

少年相談(少年の非行化など
の問題)

月～金曜日
 9：00～ 12：00、
13：00～ 16：00

81－2288
(少年セ
ンター )

少年サポートセンター春日
井(少年非行などの悩み)
〈面接は予約制〉

月～金曜日
 9：30～ 16：00

56－7910
(市役所
南館2階)

青少年Ｅメール相談先▶ホームページ　http://
www.sei.city.kasugai.aichi.jp/pc.html　
※返信は月～土曜日の午後3時～ 7時(3日
以上かかることもあり)

いじめ・不登校相談
とき ところ 電話

月～金曜日9：00～ 12：00
13：00～ 16：00 中央公民館 34－8400

心の健康福祉相談(面接のみ、予約制)
とき ところ 電話

第4水・木曜日　
14：00～ 16：00 障がい福祉課 85－6186

内 容▶ 水曜日は精神科医、木曜日は臨床心理士
による個別相談

介護相談
とき ところ

1(月)　13：30～ 15：30
(要予約、当日予約可) 市役所相談室105

申し込み▶ 介護保険課(☎85－6182)へ
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総合健康相談
とき ところ

3(水)・17(水)　
10：00～ 12：00 保健センター

8(月)・22(月)
9：00～ 17：00 健康推進課

内 容▶ 保健師による心と体の健康、栄養、介護
などの相談

持ち物▶ 健康手帳(持っている人)
申し込み▶ 健康推進課(☎85－6172)へ　※電話相談

は、健康推進課で市役所執務時間中に対
応

9月の県春日井保健所
とき

食事療法相談(複数の疾患
を持つ人)〈予約制〉 9(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 18(木)　9：30～ 11：00
メンタルヘルス相談(自
殺、ひきこもり、うつな
ど心の病気に関する相談)

月～金曜日(祝日を除く)　9：00
～ 12：00、13：00～ 16：30

血液検査(エイズ、肝炎検
査など)

毎週火曜日(祝日を除く)　9：30
～ 11：00

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日(祝日を除く)　10：00
～ 15：00

問い合わせ▶ 県春日井保健所(柏井町2、☎31－2188)
 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/

iryofukushi/kasugai－hc/

9月の認定産業医による健康相談
とき ところ

16(火)14：00～ 15：30 春日井商工会議所
21(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井

対 象▶ 従業員50人未満の事業所の事業主と従業
員

問い合わせ▶ 春日井小牧地域産業保健センター (☎82
－9900)　※精神科医による｢心の健康｣
電話相談にも随時対応

県文連美術展の作品
部 門▶ 日本画、洋画、工芸、彫塑、書　※全部

門を通して1人2点まで、未発表の作品に
限る

対 象▶ 中学校卒業年齢以上で、県内在住か在勤、
在学の人

出品料▶ 4000円(2点でも同額)
開催要項・申込書▶文化フォーラム春日井・文化

情報プラザで配布中
申し込み▶ 8月20日(水) ～ 9月3日(水)〈必着〉までに、

申込書(1点につき1枚)を直接か郵送で、
〒460－8534名古屋市中区三の丸3－1－
2、県教育委員会生涯学習課内、県文連
美術展事務局へ

県文連美術展
と き▶ 9月30日(火) ～ 10月5日(日)
ところ▶ 県美術館ギャラリー (名古屋市東区)
問い合わせ▶ 県文連美術展事務局(☎052－954－6781)

ホテルプラザ勝川ブライダル市民特典
　市内在住か在勤の人には、ホテルでの披露宴に
特典があります。ブライダルフェアのほか、常時、
ブライダル相談を受けていますので、気軽に相談
してください。　※ホテル開業10年目記念プラン
あり
ブライダルフェア
と き▶ ①8月24日(日)②8月31日(日)午前10時～午

後8時
内 容▶ ①模擬挙式・披露宴、試食会〈予約制(1

人)2000円〉②ディナー相談会〈予約制(1
人)2000円〉　※①②ともドレス試着会
(写真付き)あり

ところ・問い合わせ▶ホテルプラザ勝川(☎36－
2438)

ワークライフバランス取り組み推進セミナー
と き▶ 9月2日(火)午後2時～ 4時
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ 両立支援のための雇用管理の改善やワー

ク・ライフ・バランスの推進についての
具体的な取り組み方法、企業の取り組み
事例などの情報提供

対象・定員▶ 事業主、人事労務担当者など・約100人(先
着順)

申し込み▶ 8月29日(金)までに、(財)21世紀職業財団
愛知事務所(☎052－586－7222)へ

日商2級販売士検定
月 日▶ 10月1日(水)
受験料▶ 5500円
ところ・申し込み▶8月18日(月) ～ 9月4日(木)に、

春日井商工会議所(☎81－4141)へ

珠算・段位認定検定
月 日▶ 10月26日(日)
受験料▶ 1級2040円、2級1530円、3級1330円、 段

位2550円
ところ・申し込み▶8月28日(木) ～ 9月17日(水)に

顔写真(1 ～ 3級のみ縦4.5cm×横3.5cm)
を添えて、春日井商工会議所(☎81－
4141)へ



商店街連合会概要 商店街イベント情報

商店街ごとの加盟店一覧商店街の逸品など個店情報

ゆかいな魔女たちのコンサート
とき▶8月31日(日)午後2時から　ところ▶文化
フォーラム春日井・視聴覚ホール　内容▶シャ
ンソン、カンツォーネなどを歌う　出演▶横井、
竹中ほか8人、疋田修三（ピアノ）　定員▶198人
（先着順）　問い合わせ▶伊藤（☎33－2902）
･･････････････････････････････････････････
森で遊ぼ！～五感で楽しもう 森のさんぽと川
遊び
とき▶9月4日（木）午前9時30分～午後0時30分　
ところ▶細野キャンプ場周辺　対象・定員▶1
～ 4歳の子どもと保護者・25組（先着順）　費用
▶参加料（1組）100円（保険代含む）　申し込み
▶Eメールに住所、氏名、子どもの年齢、電話
番号を書いて、小林（Eメールmorinotankentai
@yahoo.co.jp）へ　主催▶森のたんけんたい
･･････････････････････････････････････････
小林加代子デビュー10年記念演奏会ＫＡＹＯ
ＫＯプロデュースシリーズVol.15 小林加代子
（Vn）＆成川ひとみ（Pf）Duo Recital
とき▶9月11日（木）午後7時から（6時30分開場）
ところ▶電気文化会館ザ・コンサートホール（名
古屋市中区）　内容▶バイオリンとピアノによ
る親しみやすいクラシックコンサート　曲目▶

展 示

ベートーベン｢ソナタ作品12－2｣、ブラームス
｢ソナタ第1番『雨の歌』｣、サラサーテ｢チゴイネ
ルワイゼン｣など　定員▶395人（先着順）　入場
料▶一般3500円、学生2500円　問い合わせ▶小
林（☎・FAX32－4577）
･･････････････････････････････････････････
いきいきコーラス春日井定期演奏会
とき▶9月13日（土）午後2時から（1時30分開場）
ところ▶市民会館　内容▶高齢者の健康を音楽
を介して心豊かにするとともに地域文化の発展
に寄与する　曲目▶｢浜千鳥｣「ひょっこりひょ
うたん島」｢星に願いを｣など　定員▶1100人（先
着順）　問い合わせ▶野々山（☎81－1032）

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。

と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
8／15(金)～20(水) 写真展 フォト燦燦
8／21(木)～25(月) 伍人展 伍人展の会
8／26(火)～31(日) 油彩クラブ作品展 油彩クラブ

味美ふれあいセンター
〈最終日は16:00まで〉 (☎31－3522) 8／19(火)～30(土) うす墨会作品展 うす墨会

南部ふれあいセンター (☎85－7878) 8／19(火)～30(土) 油彩画作品展 カンナクラブ
坂下公民館 (☎88－5555) 8／19(火)～31(日) Ｈ２クロッキー会作品展 Ｈ２クロッキー会
グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 (☎92－8711)

8／22(金)～24(日) 古典園芸植物展 春日井古典園芸同好会
8／28(木)～31(日) 秋の七草展 稲沢植木研究会

鷹来公民館 (☎84－7071) 8／22(金)～31(日) 写仏画展 写仏画入門講座受講生と三
道会

知多公民館 (☎32－8988) 8／27(水)～9／7(日) 春日井知多川柳クラブ作品展 春日井知多川柳クラブ
高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 8／28(木)～9／7(日) 水彩画作品展 ふれあい水彩画同好会
落合公園管理棟 (☎56－0414) 8／29(金)～31(日) 秋の書とミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会、雅友会
アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 8／30(土)～9／11(木) 風景写真展 フォト遊愉
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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

8／16

8／23

8／30

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

☎33－7033

☎85－0077

☎35－6877

☎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）

肛門科安藤外科（若草通3）

あさひ病院（下原町）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

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3）

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

8／17

8／24

8／31

●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

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。

市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6093）…7日、14日、28
日の午前8時30分～正午、午後1時～5時
収納課での納付・納税相談（☎85－6111） 
 …28日の午前9時～正午、午後1時～4時
※詳しくは問い合わせてください

●

●

9月　日曜日の市役所業務

春日井市商店街連合会がホームページを開設しました！

市商店街連合会ホームページ
http://www.kasugai-shoren.org

問い合わせ▶市商店街連合会（☎84－8848）
春日井商工会議所（☎81－4141）

地域経済
NO.15

このホームページでは、市商店街連合会の概要や
「一店逸品運動」「商店街店先スクール」「さわやかウ
ォーキング」「商店街夏まつり」などのイベント情
報、市内の商店街ホームページへのリンクなどを
掲載しています。
身近な商店街の耳寄りな情報などをチェックして
みてはいかがでしょうか。

市商店街連合会は、昭
和25年に発足し50数
年の歴史を数え、現在
18商店街、約600店
で構成されています。

商店街連合会概要商店街連合会概要 商店街イベント情報商店街イベント情報

商店街ごとの加盟店一覧商店街ごとの加盟店一覧商店街の逸品など個店情報商店街の逸品など個店情報

商店街連合会概要 商店街イベント情報

商店街ごとの加盟店一覧商店街の逸品など個店情報

ホームページ掲載内容
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