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地産地消として学校給食に取り入れている巨峰。生産をして
いる桃山町の農園で、鷹来小学校の３年生が収穫を体験しま
した。切り取った房の重さや長さ、糖度などを測って学習し
た後、みんなでお待ちかねの試食。「甘くて、おいしーい」と
満足していました。
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おめでとう！春日井市代表王子製紙硬式
野球部～都市対抗野球大会で準優勝！
春日井駅前防犯ステーション「ふれあい」
がオープンしました！
情報最前線
平成21年度保育園入園申し込みを開始
します
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27

各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

還暦から始めよう
～これからの人生の過ごし方



今年６０歳を迎える人たちは、戦後に生まれ、高度経済
成長とともに育ったいわゆる「団塊の世代」です。学生
運動に身を投じた人、ミニスカートやジーンズ姿でグル
ープサウンズやフォークグループを聞いて青春時代を過
ごした人、バブル経済をリードした人など。この世代が、
定年退職して家庭や地域に戻ってきます。厚生労働省に
よると、６０歳の日本人の平均余命は男性で約２２年６か月、
女性だと約２８年です。この先、心豊かな人生を歩むに
はどのような過ごし方があるのでしょうか。そこで今回
は、一足先に定年退職を迎え、新たな生活を始めている
人たちを紹介します。 

昔から６０歳を還暦といい、
赤いちゃんちゃんこを羽織り、
赤いずきんを被って祝います。
赤を身に付けるのは、赤ち
ゃんに戻るからといわれて
おり、新たな人生が始まる
ときといってもいいのでは
ないでしょうか。 

～これからの人生の過ごし方 
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　看護師
として3

5年働き
、夫の定

年ととも
に58

歳で退職
しました

。退職し
て1年後

、夫の大
好物

で毎日の
ように食

べている
トマトと

キュウリ
を

自分で作
ってみよ

うと思い
、近所に

ある弟の
土

地で畑を
始めまし

た。農業
は全くや

ったこと
が

無かった
のですが

、本で勉
強したり

、近所の
人

の畑を見
たりして

試行錯誤
でやった

ところ、
今

年の夏作
農産品コ

ンクール
で春日井

農業祭実
行

委員会会
長賞を受

賞するこ
とができ

ました。
畑

に出てい
ると近所

の人が声
を掛けて

くれるし
、

汗水たら
してかわ

いがって
育てた野

菜がおい
し

く実ると
うれしい

ですね。
昔はナー

ス服に着
替

えると気
が引き締

まったの
ですが、

今は作業
着

がその代
わりにな

っていま
す。 

　68歳まで働いていました。春日井に住んで36
年になりますが、20年くらいは単身赴任をして
いたので、退職後いざ家に戻ると近所のことが
まるで分からず、浦島太郎のようになっていま
した。妻が近所で何かとお世話になった分、地
域に何か恩返しが出来ればと思い、今年春日井
安全アカデミーを受講しました。自分の知らな
いことでも興味を持ったことは何でも知りたい
性格なので、楽しく勉強しています。今年は基
礎教養課程を受講していますが、専門課程も受
けてみたいですね。 

春日井安全アカデミーとは･･･ 
防犯や防災について誰でも学べる講座
です。今年の申し込みは終わりましたが、
定員に満たない講座や当日空席がある
場合は受講できますので、市民安全課（　
８５－６０６４）へ問い合わせてください。 

三島貴子
さん・６２

歳（白山
町） 

阿部道之さん・７０歳（不二ガ丘） 
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　50歳まで会社員として働いていましたが、退職
してからは自営業をしています。走ることが好き
で春日井マラソンには第1回目から出場していま
すが、58歳の12月にフルマラソンに挑戦しようと
一念発起。1年間トレーニングをして翌年のホノ
ルルマラソンに出場し完走しました。今年の2月
には東京マラソンにも出場し完走しました。タイ
ムも5時間台で、始めたころから比べると40分く
らい早くなりました。普段は土･日曜日に庄内川
沿いやふれあい緑道などで練習しています。走っ
ている時は辛くてやめたいと思うこともあります
が、練習での四季折々の景色を感じる心地よさや
大会での沿道の観客の温かい声援が力になって、
現在まで続けることができています。幾つになっ
ても走れる体を保っていたいと思っています。 

　仕事で関東に23年住んでいましたが、定年退職して春日

井に帰ってきました。仕事が忙しかった分、旅行をしたり、

友人の山小屋に行ったりしてのんびりしていました。1年が

経ったころ、山小屋で自分で本を作った人や自分史を書い

ているという人と出会ったことをきっかけに、自分でも文

章を書いて本にしたいと思うようになりました。そこで自

分史センターで行われている講座を受けました。今は、受

講生の有志でサークルを作り、年に1回くらい会報誌を自費

出版しています。サークルでは月1回集まって互いの文章を

批評し合います。仲間に読んで聞いてもらうと自分の思い

が他人に伝わっているかどうかが分かり、励みになります。

古希を迎えるまでに、自分の本を出版することができたら

いいなと思っています。 

成瀬讓さん・６２歳（花長町） 

自分史とは･･･ 
　自分の人生を自ら書きつづった記録のことです。自分史を書くことで、自分と
いうものを再確認し、これからの生きる力になります。市では、全国の自治体で
初めての自分史に関する施設「日本自分史センター」を文化フォーラム春日井の2
階に設けています。自分史図書を約8000冊所蔵し、閲覧や貸し出しを行っている
ほか、毎週火曜日と金曜日の午後1時～5時に専門の相談員による自分史相談を開
いています（予約制）。また、自分史講座も開催しています。 
問い合わせ　かすがい市民文化財団（　８５－６８６８） 

鬼頭和義さん・６８歳（藤山台） 
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　書道と出会ったのは、30年前になります。
警察官として見回りをしているときに、ふと
目に留まった書道展で、中学校の後輩が書家
として出品していたのがきっかけでした。そ
れ以来、けいこ事として勤務後に教室に通っ
ていましたが、55歳のとき書道に打ち込みた
いと思い、退職しました。書道をしながらも、
勝川交番で交番アドバイザーとして5年ほど
働いた後、60歳のときに、海部郡大治町の中
学校で、学校アドバイザーをしないかと誘わ
れました。生徒の生活指導をしながら、書写
の時間に補佐として指導をしましたが、生徒
が少しのアドバイスで見違えるほどうまく書
けたときは、うれしかったです。若い人と触
れ合えると若さが保てる気がします。今は1
日3時間ほど練習をしていて、主に漢字とか
なを素材とした近代詩文書といわれる書に取
り組んでいます。仕事をしていたときは、書
いていても仕事のことが頭にあったのですが、
今は書に没頭して楽しんでいます。 

宇野照光さん・６５歳（牛山町） 

　新聞社
の身だし

なみ講座
や企業の

ＰＲ活動

などの講
師をして

きました
。定年後

、介護ヘ

ルパーの
資格を取

得するた
めの講座

に通って

いるとき
に、毎日

の食事は
おいしい

ものを食

べたほう
がいいし

、食べる
ことの大

切さを人

に伝えた
いと思い

、ヘルス
メイトの

研修を受

けました
。ヘルス

メイトに
なってか

らは、講

習会など
で料理を

作る楽し
さを伝え

ています

が、講師
のときの

話し方が
役に立っ

ています
。

みんなで
何かをワ

イワイや
ることが

好きなの

で、これ
からも多

くの人と
出会って

仲間を増

やし、笑
顔で過ご

していき
たいです

。 

松浦多津
子さん・

７０歳（石
尾台） 

ヘルスメイトとは･･･ 
食生活改善推進員の愛称で、食の大切さや楽
しさを伝えているボランティアです。ヘルス
メイトになるには、市が開催する講習会を受
講する必要があります。今年度の講習会は11
月15日号の広報春日井でお知らせする予定です。 
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　コンピュータによる製造ラインのコントロ
ールシステムの営業をしていました。60歳で
定年退職してから1年くらいは家でゆっくりし、
その後、3年ほど市の臨時職員をしていました。
臨時職員の任期を終えて家にいると、時間を
持て余すし体も鈍るので、何かやってみよう
と思い、シルバー人材センターに登録しまし
た。現在、主にのぼりや横断幕などを作る仕
事をしていて、週2日ほど働いています。昨
年から新たに始まった事業で、立ち上げから
かかわっています。仕事でパソコンを使って
いたので、デザインなどの操作はすぐにでき
るようになり、やりがいがあります。会社勤
めの時よりもしがらみがなく仲間と付き合え
るので楽しく働いています。 

山本秀夫さん・６６歳（熊野町） 

　電器関
係の仕事

をしてい
ました。

60歳で定
年退

職して1
年嘱託職

員として
働きまし

た。その
後娘が

体調を崩
したので

看病をし
ていまし

たが、亡
くなり、

精神的に
落ち込ん

でいたと
きにシル

バー人材
セン

ターのチ
ラシを見

てやって
みようと

思いまし
た。

自動車の
洗車・コ

ーティン
グや除草

作業、家
具の

移動など
の仕事を

していて
、平日は

ほとんど
働い

ています
。やり終

えた後、
お客さん

が喜んで
くれて、

「またあ
なたに仕

事を頼み
たい」と

言われる
ととて

もうれし
いです。

体調がよ
ければ、

あと5年
くらい

は続けた
いです。

 

米谷龍昭
さん・６８

歳（大手
田酉町）

 

　高齢者の豊富な経験・知識・技能を生かすた
め、地域社会に密着した臨時的かつ短期的な仕
事を家庭、事業所、官公庁などから引き受け、
会員に提供している公益法人です。市シルバー
人材センターには平成20年9月1日現在676人（男
性523人、女性153人）が会員登録しています。 
○会員は自分の体力・能力・希望に応じて働く
　ことができます 
○主な仕事…植木の手入れ、駐車場の管理、事
　務所の屋内外の軽作業、除草・草刈り、家事
　援助サービスなど 

と　き　１０月２４日（金）午後１時３０分～４時 
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（３cm×２.５cm）1枚 
ところ・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、電
　　　　話番号、開催日を書いて、〒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 

今月の入会説明会（毎月開催しています） 
シルバー人材センターとは･･･ 
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　エンジ
ニアとし

て働いて
いました

。

定年を迎
えてから

、何をし
たいのか

分

からず、
1年くら

いアルバ
イトをし

た

り図書館
に通った

りして自
分に合う

こ

とを探し
ていまし

たが、ど
れも長続

き

しません
でした。

そんなと
き、社会

福

祉協議会
のボラン

ティアセ
ンターで

相

談をした
ところ、「

ボランテ
ィアおと

こ

専科」を
紹介され

ました。
 

　今は週
2日くら

い介護老
人保健施

設

で入所者
に入浴後

の移動介
助やドラ

イ

ヤーでの
整髪を手

伝ってい
ます。こ

の

活動をや
ろうと思

ったのは
、故郷の

母

が施設に
入ってお

り、亡く
なるまで

兄

が面倒を
見ていて

、十分に
親孝行が

で

きなかっ
た代わり

に、地域
の人に奉

仕

したいと
考えたか

らです。
入所者の

人

たちが喜
んでくれ

るとこち
らも同じ

く

らいうれ
しいです

。 

大森敞さ
ん・６４歳

（東野町
） 

市民活動（ボランティア活動）を 
始めよう！ 

ボランティア活動、始めてみませんか？ 

○NPO・ボランティアに関する相談（相談日は毎月１５日 
　号の広報春日井の生活相談に掲載） 
○ボランティア・NPOに関するセミナーや講座の開催 
○各種団体のパンフレット・団体活動紹介・仲間募集　 
　情報などの閲覧 
○かすがい市民活動情報サイトの閲覧 
　ホームページ　http://kasugai.genki365.net/

　市では、市民活動を行う人たちを応援するため、鳥居松
ふれあいセンターにささえ愛センターを開設しました。平
成20年9月1日現在で65の市民活動団体が登録しています。 
問い合わせ　ささえ愛センター（　５６－１９４３） 

　皆さん、退職して1年くらいは、のんびりしたり、旅行に行ったりと自由な時間を過ごしているよう
です。そして、ゆっくり時間をかけ自分のやりたいことを見つけ出していくようです。 
　これまでの知識や経験を生かしている人… 
　新しいことにチャレンジしている人… 
取材をさせていただいた皆さんは、とてもイキイキとした顔をしていました。 
さあ、あなたも身近なことから何か、始めてみませんか？ 

と　き　10月13日（祝）午後１時～４時 
ところ　鳥居松ふれあいセンター 
内　容　登録団体によるパネル展示
　　　　のほか、個別ブースを設け、
　　　　活動紹介やさまざまな質問・
　　　　相談に応じます。 

市制65周年事業 

ささえ愛センターでできること… 

取材を終えて 
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8月29日に東京ドームで開幕
した第79回都市対抗野球大会
に、春日井市を代表して出場
した王子製紙硬式野球部。9
月9日（火）、決勝戦に進出し、
黒獅子旗を懸け、横浜市（新
日本石油ENEOS）と熱い戦い
を繰り広げました。春日井市
から駆けつけた多くの市民や
従業員の皆さんが熱のこもっ
た応援をする中、選手の皆さんは粘り強
い戦いを見せました。結果は4対1で惜し
くも敗れましたが、準優勝の白獅子旗を
手中に収めました。 9／3

9／5

9／7

9／8

9／9

vs 大阪市（NTT西日本）

vs 名古屋市（東邦ガス）

vs 東京都（鷺宮製作所）

vs 太田市（富士重工業）

vs 横浜市（新日本石油ENEOS）

3対2

1対0

7対2

1対0

1対4

第1回戦

第2回戦

準々決勝

準 決 勝

決 　 勝

対 戦 成 績S
B
O

●●
●●●
●●

Game Day Team Score

H　E　Fo
● ● ●

99月11日（木）に準優勝を報告したチームの皆さん日（木）に準優勝を報告したチームの皆さん9月11日（木）に準優勝を報告したチームの皆さん

白獅子旗を手にする鈴木賢一主将
予選を突破するのに苦しんだことで、「とにかく初戦を勝とう」と
誓い合い、ある意味開き直って大会に臨むことができました。こ
れからも全国のトップレベルと争うことができるチームをつくり、
皆さんに感動を与えたいと思っています。これからも応援よろし
くお願いします。

3回戦と決勝戦を東京ドームで見ました。決勝
戦は初回に3点先制され、追いつけなくて残念
でしたが、春日井の名を全国に広めてくれた
と思います。（会社経営の50代男性）

試合はテレビで観戦していました。決勝戦は
追いつけそうな雰囲気もあり興奮しました。
春日井で生まれ育ったので、王子製紙の活躍
はうれしかったです。（パート職員の20代女性）

市民からの祝福の声

優勝旗を持って帰ってきた
かったのに、準優勝で残念
でした。しかし、４年前の優勝、そし
て今年の準優勝、これで春日井の名が
全国に知られたと確信しております。
これからも応援をお願いします。

棚橋祐司監督

春日井市代表 春日井市代表 王子製紙硬式野球部王子製紙硬式野球部
～都市対抗野球大会で～都市対抗野球大会で準優勝準優勝！
春日井市代表 春日井市代表 王子製紙硬式野球部王子製紙硬式野球部
～都市対抗野球大会で～都市対抗野球大会で準優勝準優勝！
春日井市代表 王子製紙硬式野球部
～都市対抗野球大会で準優勝！

おめでとうおめでとう！おめでとうおめでとう！おめでとう！
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がオープンしました！
この防犯ステーションは、市有地の有効利用と地元の皆さんの駅前防犯に対する熱意とが一致し、春日井
中央ライオンズクラブの寄贈もあって設立されたものです。愛称｢ふれあい｣は、防犯ステーションを運営
する「春日井駅前防犯ステーション運営協議会」が地元住民から募集したもので、35もの応募から選ばれ、
地域に根を張る活動拠点という意味が込められています。
「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識のもと、地域の防犯拠点として地元の皆さんの自主運営に
よる防犯ステーションは県内でも非常に珍しい試みです。

春日井駅前春日井駅前
防犯ステーション防犯ステーション｢ふれあふれあい」春日井駅前春日井駅前
防犯ステーション防犯ステーション｢ふれあふれあい」春日井駅前春日井駅前
防犯ステーション防犯ステーション｢ふれあふれあい」春日井駅前
防犯ステーション｢ふれあい」9月1日

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6064）

「ふれあい」の存在自体が地域
の防犯に役立てれば…
地元(関田区・春日井駅
前町内会)の有志が母体
となって商店街などと｢
ＪＲ春日井駅前に交番
を作る会｣を設立してか
ら5年、交番設置には
至っていませんが長年
の思いがかなって防犯
ステーションという形
で実現することができました。
　月・火・水・金曜日の午後1時から5時の間に2
人以上のボランティアが詰めています。現在、ボ
ランティアは51人の登録があり、月に1～ 2回程
度交代して活動していますが、今後は登録人数を
増やしながら、開所日や時間を延ばしていければ
と考えています。地域の人と一緒に防犯活動に取
り組んで、安全・安心なまちにしていきたいですね。

塚田伸英・塚田伸英・
運営協議会事務局長運営協議会事務局長
塚田伸英・

運営協議会事務局長

地蔵川

中央本線
JR春日井駅

★地理案内
★立ち番
★防犯啓発活動
★コミュニティーセンター機能

など幅広い地域安全活動を行ってい
ます。警察官や市の青パト（自主防犯
パトロール車）の立寄所でもあります。

防犯ステーション「ふれあい」
（☎89－0220）

N
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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▶文化財課（☎33－1113）

　徹底的なコスト削減の結果、3年連続で営業収支を黒字にすることができました。平成19年度の営業
利益は約2200万円で、さらに勝川開発株式会社からの出資支援などにより借入金を解消したことで、支
払利息がなくなり経常利益でも約2600万円、最終的な当期利益では3億300万円の黒字になりました。
　今後も市民の皆さんが集い、交流する場としてふさわしい企画を催し、愛されるホテルを目指して努
力します。

問い合わせ▶管理指導課（☎85－6636）

営業推移
（百万円）

平成11 （年度）

１０２３
１０７０ １０７８ １１６２ １０１８ ９７８

７０１

－３２２

－４４１
－４０３ －２５８

－２５３

１５１１支出

収入

経常利益

１４８１ １４２０ １２７１ １１２５ １０２４ １０２0
１０１４

１００２
１００１

１２ １３ １４ １５ １６ １7 １8

1500

1000

500

0

－500 －１４７ ２６－１０ －１

９９４

１9

（単位：百万円）
営業収益
営業費用
　営業利益
営業外収益
営業外費用
　経常利益
特別利益
　税引前当期利益
　法人税等
　当期利益

1015
993
22
5
1
26
280
306
2

303

損益計算書（Ｈ19.4.1～20.3.31）

平成19年度経営状況

ホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせします
ホテルプラザ勝川は、市が出資する第三セクター・勝川開発（株）の子会社です。今回は平成19年度の損益
計算書と営業推移をお知らせします。

と　き▶10月25日（土）午前10時～午後6時（予定）
〈雨天時は26日（日）に順延〉

ところ▶二子山公園

ハニワまつりハニワまつりハニワまつりハニワまつりハニワまつり

時　間▶午前11時15分から

舞台芸能

時　間▶午前11時30分から

炊き出し

ミニハニワを作ろう！
時　間▶午前11時から
定　員▶80組（先着順）

勾玉（まがたま）作り
時　間▶午後1時から
定　員▶150組（先着順）

昔の遊び（お手玉など）
時　間▶午前11時～午後3時

体験工房

時　間▶午前10時30分～
午後6時（予定）

ハニワの野焼き

と　き▶10月12日（日）午前9時30分～ 11時30分
ところ▶内々神社（内津町）
内　容▶御舞台（おまいだい）など指定文化財の展

示、茶会、投句（短歌、俳句、川柳）
※短冊は当日会場で配布。呈茶券（400円）
は当日会場で販売

時　間▶午前10時～ 10時50分
出　演▶加藤木朗ほか
演　目▶鶏舞など

伝統芸能演舞

内津文化財内津文化財祭内津文化財内津文化財祭内津文化財祭
まつりを知る

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/kachigawa/kachi_kai.html
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高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
～65歳以上の希望者は、公費負担で接種が受けられます～ 65歳以上の希望者は、公費負担で接種が受けられます～ 65歳以上の希望者は、公費負担で接種が受けられます

流行前にワクチン接種を受けると、発病の予防と重症化の防止が期待できます。特に慢性の呼吸器疾患や心
臓病、腎不全、糖尿病などがある高齢者がインフルエンザにかかった場合、重症になりやすいため、医師と
相談の上、接種しましょう。

期　間▶

ところ▶

接種料金▶

持ち物▶

10月20日（月）～ 12月29日（月）〈予約制〉

市内の指定医療機関　※直接、医療機関
に問い合わせてください。
1000円(1回目のみ、2回目以降の接種は
全額自費)　※対象者で生活保護受給者
は1回目は無料。医療機関の窓口で申請
してください。
住所、氏名、生年月日が確認できる公的
な発行物(健康保険証、高齢受給者証、
後期高齢者医療被保険者証、介護保険被
保険者証や運転免許証など)

65歳以上

60～64歳

市民で、接種を希望する人（接種の義務はなし）

市民で、心臓、じん臓、呼吸器の機能やヒト免疫
不全ウイルス（ＨＩＶ）により免疫の機能に障がい
があり、身体障がい者1級程度の人（身体障がい者
手帳か医師が認めた診断書の写しが必要）

　インフルエンザワクチンは接種してから効果が
現れるまでに２週間ほどかかり、その効果が十分
に持続する期間は約5か月とされています。12月
～3月に流行することが多いため、12月中旬には
接種を終えましょう。

対　象

ワクチンの効果的な接種時期ワクチンの効果的な接種時期ワクチンの効果的な接種時期ワクチンの効果的な接種時期ワクチンの効果的な接種時期
（接種当日の年齢）

（接種当日の年齢）

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6168）

※上記以外の人は、公費負担の対象となりません。

市外の施設・医療機関に入所・入院している
人で、その施設・医療機関で接種する場合、
公費負担の対象にはなりませんが、事前に申
請をすると、接種による健康被害が起こった
場合に予防接種健康被害救済制度の対象とな
る場合がありますので、接種前に健康推進課
まで問い合わせてください。

親の責任

　大相撲の力士が大麻を吸引していた事件
がありました。
　その事件を受けて行われた検査で陽性反
応が示された力士は、大麻の吸引はもとよ
り接触そのものを一貫して否定しました。
そして親方は「弟子は自分の子どもである。
親として子どもの発言を信じる」と言って
検査の結果に疑問を投げかけました。テレ
ビや新聞で報じられる、親方の「親」として
の発言や在り方に対しいろいろ考えさせら
れました。

　親として子どもを信じること、ましてや
苦しい立場にあるときに守ってやることは
当然であり、必要であると思います。しか
し、その前提として、自分が親として子ど
もをどのように育てたのかが忘れられてい
ると思いました。そして、同居している子
どもの日ごろの言動に無関心な親の姿が思
い出されました。
　私へのホットラインで、いろいろなご意
見やご提言を頂きます。中には、何度も出
して頂いた方の立場になって考えてみても
その方だけの論理としか思えないものもあ
ります。
　常識というものは、時代とともに変わる
部分もあると思いますが、変わらない世間
常識を教え、受け継ぐ必要性が今日求めら
れていると思います。そのための家族、特
に親のありよう、責任をもう一度考えてみ
たいものです。



お知らせ
注1…勝川北部保育園（平成21年4月建て替え開
園）希望の場合は、味美保育園にて申込書の配布、
受け付けおよび面接を行います。
注2…味美保育園は、建て替え工事のため平成
21年4月から1年間休園します。
注3…さくら保育園（平成21年4月新規開園）希望
の場合は、出川保育園にて申込書の配布、受け
付けおよび面接を行います。

※最長保育時間は、延長保育時間を含んだ平日の時間です。 
※対象は、平成21年4月1日現在の年齢です。

保育園名 対象 ところ 電話 最長保育時間

立

　
　
　
　公

第一 弥生町 81－2006
81－3044
81－2641
31－3242
81－3073
51－2606

51－2605
51－0031
88－0034
88－0073
91－1781
81－2269
81－6025
31－6622

31－5002
91－3854
81－1255
31－9583
81－7287
91－2557
32－2199
32－8525
83－5737
83－9880
84－1890
84－0811
81－4321
31－8893
81－3821
31－4405
84－1210
88－1796

91－7356

91－9860
92－5551
86－5337
35－5010

第二 上田楽町
第三
西部 宮町
桃山 桃山町1
玉川　　 玉野町
高座
出川
坂下南
坂下北 明知町
外之原 外之原町
上八田
松原
白山
勝川北部(注1)
牛山 牛山町

旭町4

藤山台
小野
味美(注2)
神領 神領町
岩成台
前並 四ツ家町　
追進
貴船 貴船町
下津 下津町
柏原
大手
瑞穂
柏原西

－

－

　
　
　
　

立

私

春日井
瑞雲
柏井
神屋 神屋町

第一そだち

高森台
第二そだち
あさひにこにこ 鷹来町
天使みつばち
さくら(注3)

朝宮町２
出川町8

岩成台8
高森台9

藤山台4

柏井町5
大和通1
八事町1
柏原町1

柏原町5

追進町1

岩成台6

瑞穂通8
大手町3

6か月から
6か月から
6か月から

6か月から
6か月から

6か月から
6か月から
6か月から

6か月から
6か月から

6か月から

6か月から
6か月から
6か月から
6か月から

6か月から
6か月から
6か月から
6か月から

6か月から

6か月から

5か月から

5か月から
1歳から

5か月から

5か月から

3歳から

5か月から

1歳6か月から

1歳6か月から

1歳6か月から

1歳6か月から
1歳6か月から

1歳6か月から
1歳6か月から
1歳5か月まで
生後57日目から

生後57日目から
6か月から2歳まで

小野町5
藤山台3

味美白山町2
東野町2
八田町2

坂下町4
出川町3
高蔵寺町北3

篠木町5
7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：00

7：30～18：00

7：00～19：00

7：00～19：00

7：00～19：00

7：00～19：00

7：00～19：00

7：00～19：00

7：00～19：00

心身に障がいがあるか
特別な対応が必要な児
童の入園
前記の①～⑤のいずれかに該当し、集団
保育が可能な3歳以上（平成21年4月1日現
在）の未就学児
第三・西部・桃山・玉川・出川・坂下南・松原・
藤山台・神領・岩成台・追進・下津・柏原・
柏井・第二そだち　※出川・下津は心身
に障がいなどがある児童の新規受け入れ
保育園。児童の状況と施設・設備内容に
より入園調整をする場合あり

対　象▶

対象園▶

問い合わせ
いずれも保育課（☎85－6202）へ　※今年度、途中入
園を希望し、申込書を提出している人や今後提出予
定の人も、来年度分を提出してください。また、幼
稚園に申し込みをしている人は、申し込みできませ
ん。

受け付け・面接
11月4日（火）～ 21日（金）の保育園が指定す
る日時
第1希望の保育園　※児童の面接は、受け
付け後に再度実施する場合あり

と　き▶

ところ▶

申込書の配布
10月17日（金）～ 27日（月）午前9時～午後5
時〈18日（土）、25日（土）は正午まで、19日
（日）、26日（日）を除く〉
第１希望の保育園　
①保護者などが昼間、家庭外で仕事をし
ている②保護者などが昼間、家庭内で家
事以外の仕事をしている（内職の場合は３
歳以上に限る）③母親が出産予定④保護者
などが病気療養中⑤保護者などが病人の
看護をしている世帯の未就学児　※世帯
の状況や定員などにより、入園できない
場合あり

と　き▶

ところ▶
対　象▶

12 広報春日井10月1日号
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社会福祉協議会は新しい門出を迎えます！
　この度、県の合併認可などを経て、平成20年10
月1日付けで市社会福祉協議会と市社会福祉事業
団は合併します。この合併により、市社会福祉事
業団は解散し市社会福祉協議会が存続団体となり
ます。合併を契機として、地域福祉の推進をはじ
め、市民福祉サービスのさらなる充実に努めます。
　※市社会福祉事業団の運営する各種サービスは
全て継承します。
問い合わせ▶ 市社会福祉協議会(☎85－4321)

新しい生涯学習情報サイトがスタート
　10月1日から、講師情報や団体・サークル情報、
講座情報など、楽しい生涯学習情報が盛りだくさ
んの｢生涯学習情報サイト｣がスタートします。デ
ザインを一新し、さらに見やすく、利用しやすく
なりました。生涯学習をしている人もこれから始
めたいと思っている人もぜひ見てください。
ホームページ　http://www.kasugai.manabi365.
net
問い合わせ▶ 生涯学習スポーツ課(☎85－6447)

蔵書点検のため図書館を休館します
　蔵書の一斉点検・整理のため、図書館と各施設
の図書室を休館します。
と き▶ 10月15日(水) ～ 24日(金)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

行政改革推進委員会の公開
と き▶ 10月17日(金)午前10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▶ 行政経営課(☎85－6063)

都市計画マスタープラン策定委員会の公開
と き▶ 10月21日(火)午前10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(☎85－6264)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 10月22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▶ 10月24日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所第2委員会室

定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 10月6日(月)から、高齢福祉課(☎85－619

8)へ

商工業振興審議会の公開
と き▶ 10月27日(月)午後2時から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6247)

障がい者施策推進協議会の公開
と き▶ 10月29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▶ 10月6日(月)から、障がい福祉課(☎85－61

86)へ

ヤング健診
とき・ところ▶11月7日(金)・保健センター、11月

10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▶ 10月10日(金)〈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

県・市総合防災訓練
と き▶ 11月16日(日)午前9時～正午
ところ▶ 少年自然の家多目的広場
内 容▶ 大規模な林野火災が発生したとの想定

で、防災関係機関と連携し、集団避難や
ヘリコプターによる空中消火訓練などを
行う　※会場周辺の交通規制などに協力
してください。

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

落合公園内のバーベキューの禁止
　落合公園内でのバーベキューを、平成21年1月1
日から禁止します。協力をお願いします。
問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6281)
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高齢者に通院乗車券を交付
内 容▶ 半年に1回、はあとふるライナー回数券、

ＪＲ東海バス回数券、名鉄乗車券のうち
1種類を交付　※この乗車券は、高齢者
が医療機関へ通院する際の交通費の一部
を補助するものですので、必ず本人が利
用してください。

対 象▶ 市内に住所がある満70歳以上で、現在医
療機関に通院している人

申し込み▶ 印鑑、診察券、年齢を確認できるもの
(健康保険証など)を持って、本人が直接、
地区の民生委員へ

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6364)

特定健診等の受診券発送
　市国民健康保険加入者のうち今年度40 ～ 74歳
になる人に｢特定健診｣の受診券を、後期高齢者
医療保険加入者に｢後期高齢者健康診査｣の受診券
を、それぞれ誕生月の前月末に発送しています(1
～ 3月生まれの人は11月下旬に発送)。早めの受診
を希望する人は、問い合わせてください。
　また、今年度中に75歳(後期高齢者医療保険加
入者)になる人へは、誕生月の翌月末に｢後期高齢
者健康診査｣の受診券を発送しています(2 ～ 3月
生まれの人は2月下旬に発送)。
　どちらの健診も平成21年3月まで受診できます
が、早めの受診をお願いします。
問い合わせ▶ 国保年金課(☎85－6367)

定期予防接種における保護者の同伴について
　定期の予防接種(集団、個別)は保護者の同伴を
必要とします。保護者が同伴できない場合には、
子どもの健康状態を普段からよく知っている親族
などで適切な人が同伴できます。この場合、委任
状(健康推進課、市ホームページ、医療機関に用意)
が必要です。委任状がないと接種できませんので、
注意してください。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
iryo/yobou/yobousessyu_list/inin.html
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6168)

私立高校の授業料補助
対 象▶ 10月1日現在、私立高校に在籍する生徒

の授業料負担者で、市内在住の①生活保
護を受けている人②市民税非課税の人③
市民税課税総所得金額が200万円以下の
人④市民税課税総所得金額が200万円を
超え500万円以下の人

補助額(年 額)▶①2万3000円 ②1万8000円 ③1万
6000円④1万4500円

申し込み▶ 11月28日(金)までに、授業料補助申請書
兼請求書(教育委員会総務課、坂下出張
所、東部市民センター、各ふれあいセン
ターに用意)に記入して、教育委員会総
務課(☎85－6437)へ　※平成20年1月2日
以降に転入した人は、課税証明書(課税
総所得金額が分かるもの)が必要

｢生涯学習情報誌vol.2｣を発行
　市民の皆さんの学習活動を支援するために、生
涯学習に関する情報を満載した｢生涯学習情報誌
vol.2｣を発行しました。公民館・ふれあいセンタ
ーなどで行われる講座の予定や施設紹介、各施設
を拠点に活動する登録団体の紹介など、生涯学習
に関するさまざまな情報を掲載していますので、
ぜひ見てください。

松河戸区画整理事業保留地公開抽選のお知らせ
と き▶ 10月27日(月) ～ 11月7日(金)午前8時30分～

午後5時(土・日曜日は除く)
資 格▶ 次のいずれも満たす人○納税義務を怠っ

ていない○保留地購入代金を契約時に一
括で納入できる○未成年者、成年被後見
人、被保佐人、被補助人、復権を得てい
ない破産者でない人　※法人についても
準ずる

注意事項▶ ○契約者と登記の名義人は申込者です○
売却する保留地は、土地区画整理事業が
完了するまで登記不可○売却する保留地
は、現状のまま引き渡し○購入した保留
地は、登記されるまで原則、転売不可○
保留地購入代金については、保留地ロー
ン制度あり

申し込み▶ 抽選参加申込書(都市整備課、市ホーム
ページ、市役所情報コーナー、東部市民
センター、坂下出張所、各ふれあいセン
ターに用意)に必要事項を記入して、抽
選保証金10万円を添えて都市整備課(☎
85－6306)へ　※抽選保証金は、公開抽
選後、銀行振り込みで返金

公開抽選▶ 11月14日(金)午後2時から、市役所701会
議室

処分地と処分価格
整理番号 画地番号 地積(㎡） 処分価格(円)
① 41－19－2 227.56 2412万1360

※U字側溝蓋などの施行は、購入者の負担(設置基
準あり)
※区画整理が完了するまでに地積に変化が生じた
時は、処分価格の㎡単価で精算
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
machi/kukaku/horyuuchisyobun/syobunoshirase.
html
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配布場所▶ 生涯学習スポーツ課、市の主な施設、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/bunka/syogai/johosi.html

問い合わせ▶ 生涯学習スポーツ課(☎85－6447)

男女共同参画情報紙｢はるか｣を発行
配布場所▶ 市民活動推進課男女共同参画室、市の主

な施設
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/sankaku/danjo/danjo/haru－t/
index.html

問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－
6152)

一日市内遊覧｢徳川義直と春日井｣
月 日▶ 11月14日(金)〈雨天決行〉
集 合▶ 午前8時45分に市役所正面玄関
コース▶ 朝宮御殿跡(朝宮町1)→サボテン生産農

家体験学習(桃山町1)→退休寺(大泉寺町)
→昼食(グリーンパレス春日井)→坂下御
殿跡(坂下町2)→定光寺散策(瀬戸市定光
寺町)

講 師▶ 郷土史研究会・伊藤浩
定 員▶ 25人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料2500円(昼食代を含む)
申し込み▶ 10月16日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

枚に4人まで)に全員の住所・氏名・年齢
・電話番号、返信用はがきに代表者の住
所・氏名を書いて、〒486－8686春日井
市役所経済振興課内、市観光協会(☎85
－6244)へ

ふれあい広場
と き▶ ①10月1日(水)・15日(水)②10月8日(水)・

22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)

昼コン｢ストリングス・ジャズコンサート｣
と き▶ 10月4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▶ jazzＭist

曲 目▶ ハワード｢Ｆly Ｍe Ｔo Ｔhe Ｍoon｣、ジ
ョン・レノン｢Ｉmagine｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

南部ふれあいセンター同好会の展示・発表会
作品展～水彩画、手工芸、俳句など
月 日▶ 10月5日(日) ～ 11月16日(日)
芸能発表会～民踊、太極拳、舞踊など
と き▶ 10月5日(日)午前10時～午後2時
ところ・問い合わせ▶南部ふれあいセンター (☎

85－7878)

ひよこ教室
と き▶ ①10月9日(木)②10月16日(木)③10月23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)

わくわく工作ランド
と き▶ 10月11日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 木の板を使って壁かけを作る
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)
協 力▶ チルドレン

子ども劇場
と き▶ 10月11日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 大型紙芝居｢きつねとごんろく｣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

蓄音機による懐かしの名曲鑑賞会
と き▶ 10月11日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 昔懐かしの名曲をリクエストに応じて蓄

音機で鑑賞する
曲 目▶ ｢旅の夜風｣｢りんご追分｣など
ところ・問い合わせ▶味美ふれあいセンター (☎

31－3522)

おたのしみ会
と き▶ 10月12日(日)午前10時～ 11時
内 容▶ パネルシアターと歌遊びを楽しむ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)
協 力▶ 名古屋経済大学児童文化研究会｢わらべ｣
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廃棄自転車の部品提供
と き▶ 10月12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▶ 10月12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)

菊花大会
と き▶ 10月18日(土) ～ 11月8日(土)午前9時～午

後5時
ところ▶ 春見公園(春見町)
内 容▶ 菊の展示や野外風景花壇、菊づくり相談

所
問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6281)

｢書のまち春日井｣マスコットの市民投票
　｢書のまち春日井｣のマスコット｢道風くん｣をリ
ニューアルするため、春日井まつり会場で候補作
品の中から市民の皆さんの投票により決定しま
す。
　最高得票の1作品が｢書のまち春日井｣マスコッ
トに選ばれます。皆さんぜひ投票してください。
と き▶ 10月18日(土) ～ 19日(日)午前10時～午後

4時
ところ▶ 市役所前、中央公園
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

アニメひろば
と き▶ 10月18日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ ｢アンパンマンとぱんどろぼう｣｢みにく

いあひるの子｣｢魔法のソーセージ｣
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 10月19日(日)午前10時～正午受け付け、

午後3時～ 4時か10月26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)

こども相撲大会
と き▶ 10月19日(日)午前9時から
競技方法▶ 男女別トーナメント方式
対 象▶ 小中学生　※保護者同伴
持ち物▶ 水着か体操服　※爪は短く切ること
ところ・申し込み▶10月16日(木)〈必着〉までに、

はがきに大会名、住所、氏名(ふりがな)、
性別、学校名と学年、保護者の氏名、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▶ 市相撲連盟・加藤(☎080－2622－9359)

映画｢オリヲン座からの招待状｣
と き▶ 10月25日(土)①午前10時30分から②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▶ 時代に翻弄(ほんろう)されながらも、映

画館を守り続けた二人の物語。音楽を手
掛ける村松崇継ピアノコンサートの関連
イベント

入場料▶ 1000円、コンサートとセット券3300円(時
間指定、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
で販売中　※代金引換サービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

村松崇継ピアノコンサート
と き▶ 10月26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▶ ＮＨＫ朝の連続テレビ小説｢だんだん｣の

音楽を手がける村松崇継の愛知県初コン
サート

入場料▶ 2500円、映画｢オリヲン座からの招待状｣
とセット券3300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、
チケットぴあで販売中　※かすがい市民
文化財団では代金引換サービスあり　

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

ビデオ鑑賞
と き▶ 10月26日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢ドナルドのにぎやかバースディ ｣
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)

一般男子・女子ソフトテニス選手権大会
と き▶ 10月26日(日)午前9時から(受け付けは8時

30分から)〈予備日11月24日(休)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の個人戦
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対 象▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人
費 用▶ 参加料(1組)一般・大学生1200円、高校生

1000円
申し込み▶ 10月14日(火)〈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)

連盟会長杯ソフトテニス大会
と き▶ 11月9日(日)午前9時から(受け付けは8時

30分から)〈予備日11月16日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の個人戦
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▶ 10月14日(火)〈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)

ハーモニーフェスティバル
と き▶ 11月9日(日)午前9時30分～午後4時
内 容▶ ハーモニー春日井利用登録団体などによ

るギターやバイオリン、和太鼓の演奏な
ど

ところ・問い合わせ▶ハーモニー春日井(☎88－
0677)　※市民球場に臨時駐車場を設置
し、無料シャトルバス(随時運行)による
送迎あり

笑福亭仁鶴独演会
と き▶ 11月16日(日)午後2時から
ところ▶ 東部市民センター
出 演▶ 笑福亭仁鶴、笑福亭仁嬌、笑福亭仁昇、

三味線・山澤由江
入場料▶ 大人3500円、学生1500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、

東部市民センター、チケットぴあで販売
※かすがい市民文化財団では、代金引換
サービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

市制65周年 市民第九演奏会
と き▶ 12月7日(日)午後3時開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ ヨッヘム・ホッホシュテンバッハ(指揮)、

市交響楽団、市民第九合唱団
入場料▶ 1000円(全自由席)
入場券▶ 10月8日(水)から、文化フォーラム春日井

・文化情報プラザ、市役所情報コーナー、
東部市民センター、味美・高蔵寺・南部
・西部ふれあいセンター、坂下公民館、
清水屋春日井店、ルネック、サンマルシ
ェで販売

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

昼コン＆夜コン特別編
と き▶ 12月12日(金)午後7時

～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日

井・視聴覚ホール
出 演▶ 藤森亮一(チェロ)、

武本京子(ピアノ)
曲 目▶ オールショパンプロ

グラム｢序章と華麗なるポロネーズ作品
3｣、｢チェロとピアノのためのノクター
ン作品9－2｣など

入場料▶ 一般500円、ＣＤ付入場券2500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
で販売中　※代金引換サービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

家族介護者交流会
と き▶ ①平成21年1月22日(木)②1月23日(金)③1

月24日(土)④2月1日(日)午前10時30分～午
後2時

ところ▶ ホテルプラザ勝川(松新町1)
内 容▶ アトラクション(落語・音楽鑑賞など)や

食事会、交流会で楽しいひとときを過ご
し、家族介護者同士の交流や情報交換を
する。個別相談会も実施　

対象・定員▶ 市内に住所があり、市の認定を受けた要
支援・要介護者を家庭(10月1日現在介護
保険施設などに入所入院していない)で
介護している家族・各日200人(超えたと
きは抽選)　※同居・別居を問いません
が、要支援・要介護者1人に対して1人の
応募に限る

申し込み▶ 10月31日(金)〈必着〉までに申込用紙(高
齢福祉課、市ホームページ、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、各地域包括支援セン
ターに用意)かはがきに氏名・住所・年
齢・電話番号、要支援・要介護者の氏名
・住所・被保険者番号・要介護状態区分、
希望日(第4希望まで)を記入して、〒486
－8686春日井市役所高齢福祉課(☎85－
6364)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/fukushi/kourei/kouryuukai.html
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児童虐待防止シンポジウム
　児童虐待を未然に防ぐため、日常生活の中でで
きることを参加者とともに考えます。
と き▶ 11月23日(祝)午後2時開演(1時開場)
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 基調講演｢ネット社会と子どもの心～子

どもの人格形成を考える～ ｣柳田邦男、
パネルディスカッション○コーディネ
ーター…中村昌秀○パネリスト…柳田邦
男、ジョン・ギャスライト、県職員、副
市長・本間奈々

定 員▶ 480人(車いす席2)(超えたときは抽選)
申し込み▶ 10月6日(月) ～ 31日(金)〈必着〉にはがき

か電話、ファクス、Ｅメールで催し名、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
参加人数(5人まで)、託児希望者は｢託児
希望｣を書いて、〒486－8686春日井市役
所子ども政策課(☎85－6229、ＦＡＸ85
－3786、Ｅメールkodomo@city.kasugai.
lg.jp)へ

｢福祉のつどい｣スタッフボランティア
と き▶ 10月26日(日)午前9時30分～午後3時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ アトラクションの運営スタッフ
申し込み▶ 10月15日(水)までに、市社会福祉協議会

(☎85－4321)へ

潮見坂平和公園の墓所(一般募集)
区 画▶ 3㎡…30区画、4㎡…37区画、6㎡…7区画、

9㎡…1区画
対 象▶ 3年以内に墓碑などを建てる人　※現に

祭祀をする遺骨があり、1年以内に墓所
が必要な人は随時募集あり

申し込み▶ 申込書(潮見坂平和公園事務所、グリー
ンパレス春日井、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
あいセンターで配布中)と必要書類を添
えて、11月7日(金) ～ 9日(日)に、潮見坂
平和公園事務所(☎84－4444)へ

フリーマーケットの出店者
と き▶ 11月16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▶10月15日(水)〈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

築水窯(穴窯)で焼く陶芸作品
対象・定員▶ 12月20日(土)までに自作陶芸作品(35cm

×25cm以内・乾燥したもの)を持ち込み
できる人・10人(先着順)　※釉薬を施し
たものも可

費 用▶ 参加料2000円
申し込み▶ 10月4日(土)から、少年自然の家(☎92－

8211)へ

学校給食会調理パート職員の登録者
勤務時間▶ 午前8時30分～正午か午後1時～ 4時30分
勤務地▶ 前並、稲口のいずれかの調理場
賃 金▶ 時給910円　※交通費を1通勤につき200

円支給
勤務日▶ 学校給食の実施日と指定する日
対 象▶ おおむね50歳までの人
登録有効期間▶登録後2年間(採用時に面接)
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、本人が直接、

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

学校給食会職員
採 用▶ 平成21年4月1日
職 種▶ ①事務職②栄養士
対象・人員▶ ①昭和47年4月2日以降に生まれた人②昭

和47年4月2日以降に生まれ、管理栄養士
免許を取得している人・各1人程度

給 与▶ 大卒約17万2200円、短大卒約14万9800円、
高卒約14万100円　※給料は、平成20年
4月1日現在の額で、年齢・経験年数によ
り異なります。給料のほか、扶養、住居、
通勤、期末・勤勉手当などをそれぞれ条
件に応じて支給

試 験▶ ○第1次…11月9日(日)午前9時から中央
公民館で適性試験、教養試験、作文試験
○第2次…12月上旬に面接を予定

申し込み▶ 10月22日(水)〈消印有効〉までに、受験申
込書(市学校給食会に用意)に記入して、
栄養士は管理栄養士免許証か管理栄養士

柳田邦男 ジョン・ギャスライト 中村昌秀
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登録証の写しを直接か郵送で、〒486－
0909四ツ家町字二ツ杁127学校給食セン
ター内、市学校給食会(☎32－9400)へ　
※受験申込書を郵送で希望する場合は、
｢受験申込書の請求｣と朱書した封筒に返
信用封筒(角2サイズに住所、氏名を書い
て120円分の切手をはったもの)を同封し
て、市学校給食会へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
来年のえと｢丑(うし)｣の押し絵教室
と き▶ 10月23日(木)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 武田貴澄
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 木工用接着剤、目打ち、はさみ、タオル
 
ダイエット＆ビューティ ｢はじめてのクラシック
・バレエレッスン｣～子どものころの夢を体験講
座で実現！
と き▶ 10月31日(金)、11月7日(金)・14日(金)〈3回〉

午後7時～ 8時30分
講 師▶ 幸田律
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・20人(先着順)
費 用▶ 受講料750円
持ち物▶ タオル、バレエシューズ(ある人のみ)
 
憧れの小顔を手に入れよう！表情筋トレーニング
～たるみ・むくみ・シワなど顔の悩みを解消して
美しい笑顔に
と き▶ 11月1日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 松下美奈子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 鏡(顔がしっかり見えるもの)
 
申し込み▶ ｢クラシック・バレエレッスン｣は10月7

日(火)から、｢押し絵教室｣は10月8日(水)
から、｢表情筋トレーニング｣10月9日(木)
から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
自然満喫ウオーキング教室と焼き栗
と き▶ 10月26日(日)午前9時～午後0時30分
講 師▶ 健康運動指導士、かすがい東部丘陵自然

観察会会員(コースガイド)
対象・定員▶ ウオーキングや自然に興味のある人(小

学3年生以下は保護者同伴)・80人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料(1人)500円
 
大人のための自然体験講座～自然に触れる楽しさ
の再認識…炭焼き、陶芸などにチャレンジ
と き▶ ①11月1日(土)午後1時～2日(日)午後4時(1

泊2日)②11月29日(土)午前9時～午後4時③
12月20日(土)午前10時～正午④12月21日
(日)午前9時～午後3時⑤12月23日(祝)～ 25
日(木)随時⑥平成21年1月10日(土)午前9時
～正午(6回)

講 師▶ 森林インストラクター
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料(1人)5000円(①の食事3食分と陶芸

材料代を含む)
 
申し込み▶ ｢自然満喫ウオーキング教室と焼き栗｣は

10月16日(木)〈必着〉までに、｢大人のた
めの自然体験講座｣は10月20日(月)〈必
着〉までに、往復はがきに講座名、住所、
参加者全員の氏名、年齢、電話番号を書
いて、〒487－0031廻間町1102－1へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
干支(えと)の押し絵作り～来年の干支〈丑(うし)〉
の押し絵を作る
と き▶ 10月17日(金)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 武田貴澄
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 木工用接着剤、目打ち、はさみ
申し込み▶ 10月7日(火)から、電話で

ハーモニー春日井　☎88－0677
初心者の着物着付け教室
と き▶ 10月17日～ 12月5日の毎週金曜日(8回)午

後2時～ 3時30分
講 師▶ 加藤太恵
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ 着物、長じゅばん、肌じゅばん、足袋、

腰ひも5本
申し込み▶ 10月4日(土)から、電話で

図書館　☎85－6800
一日子ども司書～本の貸し出しや返却、ブックカ
バーを掛ける作業などを体験
と き▶ 11月1日(土)午前9時30分～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
対象・定員▶ 今までに参加したことがない市内在住の

小学3～ 6年生・24人(先着順)
持ち物▶ 図書館利用者カード、本1冊(Ａ5サイズ)
申し込み▶ 10月11日(土)午前9時から、直接か電話で
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味美ふれあいセンター　☎31ー3522
ほっと一息コーヒー教室
と き▶ 10月23日(木)午前10時～正午
講 師▶ 横井千枝子
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250円、教材費350円
申し込み▶ 10月6日(月)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
環境講座｢ぼかしつくり｣(託児付き) ～生ごみを
たい肥にする｢ぼかし｣を作る
と き▶ 10月31日(金)午前10時～ 11時
講 師▶ 市婦人会協議会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
申し込み▶ 10月13日(祝)〈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、託児(2歳以上の未就学児)希望
者は子どもの氏名と年齢を書いて、〒486
－0844鳥居松町2－247へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの秋から冬の管理
と き▶ 11月1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～ミニ盆栽の育て方
と き▶ 11月2日(日)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 松井一尚
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 盆栽用枝切りはさみ、ピンセット、持ち

帰り用の袋
 
籐で作るツリー型リース
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 松本芙三子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ はさみ、ペンチ、持ち帰り用の袋
 
園芸教室～松の剪定(せんてい)
と き▶ 11月5日(水)午前9時30分～午後4時　※雨

天時は、研修室で講義
講 師▶ 大野光義
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 木ばさみ、弁当、水筒

おしゃれ園芸教室(クリスマス、お正月向けのハ
ンギングバスケットを作る)
と き▶ 11月27日(木)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 坂梨一郎
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸ばさみ、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢バラの秋から冬の管理｣｢ミニ盆栽の育

て方｣｢籐で作るツリー型リース｣は10月
4日(土)から電話で、｢松の剪定｣｢おし
ゃれ園芸教室｣は、10月17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)、電話番号を書いて、
〒487－0001細野町3249－1へ

坂下公民館　☎88－5555
迎春講座｢干支(えと)〈丑(うし)〉の押し絵｣
と き▶ 11月7日(金)①午前9時30分～ 11時30分②

午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 武田貴澄
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各35人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1000円
持ち物▶ 目打ち、はさみ、木工用接着剤、タオル
 
そば打ち道場～こだわりのそば
と き▶ 11月8日(土)9時30分～ 11時30分
講 師▶ 日本手打ちそば保存会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴
 
大人の書き方教室～弘法筆をえらばず
と き▶ 11月11日(火)・18日(火)〈2回〉午前9時30

分～ 11時30分
講 師▶ 松浦華苑
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500円
持ち物▶ 練習用紙、好みの筆記用具
 
名古屋学院大学連携講座｢ひとの一生と民法｣～
ゆりかごから墓場まで
と き▶ 11月15日(土)・22日(土)・29日(土)〈3回〉午

後1時30分～ 3時
題 目▶ ｢子どもと民法｣｢消費者と民法｣｢家庭生

活と民法｣
講 師▶ 名古屋学院大学准教授・仮屋篤子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・48人(超え

たときは抽選)
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費 用▶ 受講料750円
 
申し込み▶ いずれも10月15日(水)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名(迎春講座は①
か②の希望も)、住所(在勤・在学は所在
地と名称も)、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号を書いて、〒480－0305坂下町4－
250－1へ

環境保全課　☎85－6279
秋の自然環境学習会｢身近な自然再発見！どんぐ
り工作を楽しもう｣
と き▶ 11月8日(土)午前9時～正午
ところ▶ 二子山公園
講 師▶ 自然環境保全活動推進員
対象・定員▶ 小学生(3年生以下は保護者同伴)・30人(先

着順)
申し込み▶ 10月6日(月)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
暮らしに役立つインターネット～調べものなどイ
ンターネットの活用法を学ぶ
と き▶ 11月1日～ 22日の毎週土曜日(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・20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円、教材費200円
申し込み▶ 10月19日(日)〈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

東部市民センター　☎92－8511
源氏物語1000年記念特別講座｢光源氏 千年の
恋｣～古典文学｢源氏物語｣を解説し、情感豊かな
音楽と朗読で物語の世界を紹介する
と き▶ 11月24日(休)午後2時から(1時30分開場)
ところ▶ 東部市民センターホール
講 師▶ 嘉藤久美子、アンサンブルリベルタ(演

奏)、かすがい朗読研究会(朗読)
定 員▶ 500人(先着順)
費 用▶ 受講料500円(全自由席、未就学児不可)　

※受講券は10月3日(金)から、東部市民セ
ンター、文化フォーラム春日井・文化情
報プラザで販売

鷹来公民館　☎84－7071
1人1つのアップルパイ作り講座(託児付き)
と き▶ 10月24日(金)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・24人(先着順)
 ※託児は年齢2歳以上の未就学児6人まで

費 用▶ 受講料250円、教材費1100円
持ち物▶ めん棒(ある人のみ)、エプロン、ふきん2

枚、10×20㎝の持ち帰り用の箱
 
えとの親子｢幸運丑(うし)｣木目込み人形作り講座
と き▶ 10月26日(日)、11月2日(日)〈2回〉午前10

時～正午
講 師▶ 鈴木真淳祥
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、教材費4200円
持ち物▶ 木目込みべらか目打ち、はさみ、小皿、

タオル
 
古布を使った刺し子のバッグ作り講座
と き▶ 10月31日、11月14日・28日、12月12日・

26日の金曜日(5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(先着順)
費 用▶ 受講料1250円、教材費4500円
持ち物▶ 裁縫用具、定規
 
申し込み▶ ｢アップルパイ作り｣は10月7日(火)から

｢木目込み人形作り｣は10月8日(水)から
｢古布を使ったバッグ作り｣は10月9日
(木)から、電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
プロが教える｢お片づけ・お掃除法｣～片付けの
3つの基本とエコな掃除法を学ぶ
と き▶ 11月7日(金)・21日(金)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 立島雅代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 10月14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〒487－0013高
蔵寺町3－2－1へ

子育て支援センター
育児講座～パパと遊ぼう
と き▶ 10月25日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 上八田保育園ホール
講 師▶ センター職員
対象・定員▶ 1歳半以上の未就園児と父親(母親同伴

可)・20組(先着順)
申し込み▶ 10月6日(月)午前9時から、☎85－8824へ
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社会福祉協議会　☎85－4321
こころの健康講座
と き▶ ①10月28日(火)午後1時30分～ 3時30分②

11月4日(火)午後1時30分～ 3時30分
講 演▶ ①｢うつ病との共存｣医師・垣内泰久②｢笑

い力を広げよう｣矢野宗宏
定 員▶ 各80人(先着順)
申し込み▶ 10月6日(月)から、市社会福祉協議会(☎

85－4321)へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
用心世代のうつ予防
と き▶ 10月21日(火)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
 
｢高齢者と薬｣～自分の飲んでいる薬知ってます
か？
と き▶ 10月22日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 薬剤師・伊藤久美子
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
 
やってみませんか？身体機能計測と簡単筋力アッ
プ体操
と き▶ 10月23日(木)午後1時15分～ 3時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛職

員
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
 
｢日常生活の中から認知症を予防しよう！ ｣
と き▶ 10月25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▶ グループホーム第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
 
転倒骨折予防教室～家庭でできるレクリエーショ
ン体操
と き▶ 10月26日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ デイケアかちがわ

講 師▶ デイケアかちがわ職員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
 
転倒・骨折予防～気功で免疫力を高め転倒骨折を
予防しましょう
と き▶ 10月29日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 大島ひろ絵
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ

健康推進課　☎85－6170
Ｕターン育児塾～祖父母の育児教室①子どもの食
事やおやつ・遊びについての話を聴く②もく浴実
習やおむつ交換・最近の育児についての講話
と き▶ ①10月22日(水)②10月29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
対象・定員▶ ①市内在住で、1～ 3歳の孫がいる人か

子育てを支援したいと思っている人②市
内在住で、もうすぐ孫ができる人か乳児
(1歳未満)の孫がいる人・各20人(先着順)

 
ママのためのボディデザイン教室～パワーヨガと
子育て中の体重コントロールについて学ぶ
と き▶ 11月4日(火)・11日(火)・18日(火)〈3回〉午

前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住で産後1年を過ぎた40歳未満の

人で、ＢＭＩ〈体重(㎏)÷身長(m)÷身長
(m)〉23.0以上か現在の体重が妊娠前の
体重に戻ってない人・15人(先着順)

 ※託児は2歳未満まで(先着10人)
持ち物▶ タオル
 
中高生の料理教室～今日から使えるおいしいレシ
ピ食のワクワク体験！
と き▶ 11月8日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在学の中学生、高校生・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▶ ｢ママのためのボディデザイン教室｣は10

月6日(月)から、｢Ｕターン育児塾｣は10
月7日(火)から電話で、｢中高生の料理教
室｣は10月15日(水)〈必着〉までにはがき(1
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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

消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～主に小児や乳幼児に対する応急
手当て
と き▶ 11月7日(金)午前10時～午後1時
ところ▶ 消防署北出張所
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・10人(先着順)
申し込み▶ 10月6日(月)から、電話で

児童センター　☎87－6866
父と子あそび広場～おもちゃを作って一緒に遊ぼ
う
と き▶ 11月16日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の幼児(4歳から) ～小学生とそ

の父親・20組(超えたときは抽選)
問い合わせ▶ 10月15日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、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

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▶ 11月の毎週水曜日(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
 
始めてみよう！楽しい体操(てつぼう) ～前まわ
り降り、逆上がりなどができるように練習する
と き▶ 10月31日～ 11月28日の毎週金曜日(11月

21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
 
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▶ 10月31日～ 11月28日の毎週金曜日(11月

21日を除く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
 
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▶ 11月の毎週木曜日(4回)午後6時30分～ 7

時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・35人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
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▶ 11月の毎週金曜日(4回)午前10時45分～

11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
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▶ 11月8日～ 29日の毎週土曜日(4回)午前10

時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・40人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
すこやか幼児体操(①年長②年中) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 11月22日～ 12月20日の毎週土曜日(12月6

日を除く4回)①午前9時30分～ 10時30分
②午前10時45分～ 11時45分

対象・定員▶ 市内在住か在園の①平成14年4月2日～
15年4月1日②平成15年4月2日～ 16年4月
1日に生まれた幼児・各30人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は10月4日(土)

午前9時から電話で、それ以外は10月15
日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1教
室につき1枚のみ)に教室名(①②の別も)、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
勤務先か園名か学校名と学年を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3へ
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11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分からのスタンダ
ードエアロビクスは12月23日まで、水曜
日午前10時45分からのヨガは12月24日ま
で、金曜日午後6時30分からのヨガは12
月26日までの期間限定の開催。※3日(祝)
・24日(休)は9時15分から脂肪燃焼エアロ
を開催。4日(火)・25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

スタン
ダード
エアロ
ビクス

ヨガ
ソフト
エアロ
ビクス

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

ヨガ

20：00
～

21：00

ソフト
エアロ
ビクス

ダイナ
ミック
エアロ
ビクス

スタン
ダード
エアロ
ビクス

ヒップ
ホップ

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室(基本編) ～水の特性を理
解しながら、効果的なウオーキングをマスターす
る
と き▶ 10月17日(金)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
 
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▶ 11月の毎週水・金曜日(8回)午後5時～ 6

時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・30人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
クロールで50mにチャレンジ～クロールで
50m泳げるフォームをマスターする
と き▶ 11月の毎週水・金曜日(8回)午後6時15分

～ 7時15分
対象・定員▶ 15m以上泳げる市内在住の小学生・20人

(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
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▶ 11月の毎週木曜日(4回)午前9時20分～ 10

時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
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▶ 11月の毎週木曜日(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
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は10月4日(土)

午前9時から電話で、それ以外は10月15
日(水)〈必着〉までに、往復はがきに教室
名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話
番号、勤務先か学校名と学年を書いて、
〒486－0804鷹来町4286へ

市体育協会の講座
初心者卓球教室
と き▶ 10月18日～ 11月8日の毎週土曜日(4回)午

後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 知多公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の初心者・50人(先

着順)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ ラケット、上靴
問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎34－1655)
 
硬式テニス初級者教室
と き▶ 11月3日(祝)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、在学の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット、テニスシューズ、

弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(090－3939－4827)
 
申し込み▶ ｢初心者卓球教室｣は10月8日(水)〈必着〉

までに、｢硬式テニス初級者教室｣は10月
25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(硬式テニス初級者教室のみ)を書
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いて、〒486－0804鷹来町4196－3、総合
体育館へ

春日井都市計画大手町梨子池地区計画の決定
と き▶ 市役所執務時間中
ところ▶ 都市政策課(☎85－6265)

まちづくり交付金事業の事後評価原案の公表
　松河戸地区及びＪＲ神領駅周辺地区で実施し
た｢まちづくり交付金事業｣の事後評価原案を公表
し、意見を募集します。
と き▶ 10月1日(水) ～ 31日(金)午前8時30分～午

後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
ところ▶ 都市整備課、市ホームページ、市役所情

報コーナー
意見提出▶ 10月31日(金)までに、郵送かファクス、

Ｅメールに住所、氏名、意見を書いて、
〒486－8686春日井市役所都市整備課(☎
85－6311、ＦＡＸ83－2960、Ｅメール
toshikai@city.kasugai.lg.jp)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/machi/kukaku/machiko.html

春日井都市計画生産緑地地区の変更案
と き▶ 10月14日(火) ～ 28日(火)の市役所執務時

間中
ところ・問い合わせ▶都市政策課(☎85－6264)　

※この案についての意見書は、10月14日
(火) ～ 28日(火)に、市長あてに提出する
ことが可能

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▶ 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・1人

試 験▶ 小論文(テーマ｢私の教育観｣400字詰め原
稿用紙5枚程度)と面接(日時は後日連絡)

ところ・申し込み▶10月6日(月) ～ 17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、直接公立春
日井小牧看護専門学校(八田町2－38－1、
☎84－5611)へ

自殺防止対策ポスターコンクール2008
　壮年期(30 ～ 50代)男性の自殺防止対策ポスター
を募集します。　
応募作品▶ 壮年期男性の自殺防止につながるキャッ

チフレーズを組み入れたポスター。Ｂ3
判または四つ切の画用紙、ケント紙など
を縦に使用し、表現方法、画材は自由　
※自作で未発表のもの

応募資格▶ 県内在住か在勤、在学の人
賞 ▶ 最優秀賞(1人)賞状、副賞(図書カード5万

円分)、優秀賞(4人)賞状、副賞(図書カー
ド5千円分)　※最優秀作品をポスターと
して1000部作成し、管内の事業所、公共
機関に配布予定。採用作品の著作権は県
春日井保健所に帰属し、応募作品は返却
しません。

応 募▶ 11月30日(日)〈消印有効〉までに応募票(県
保健所ホームページに用意)に記入して
作品の裏面に添付し、直接か郵送で〒486
－0927柏井町2－31県春日井保健所健康
支援課(☎31－2188)へ　

 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/
iryofukushi/kasugai－hc/

県立高等技術専門校訓練生募集
科 目▶ 名古屋校…①業務ソフトウェアコース②

組込みソフトウェアコース(ともにシス
テム設計科)③建築デザイン科、岡崎校
…④メカトロニクス科、東三河校…⑤木
造建築科

対象・定員▶ ①～④高等学校卒業(卒業見込みを含む)
程度の学力を有する30歳以下の人⑤中学
校卒業(卒業見込みを含む)程度の学力を
有する30歳以下の人・①③④⑤20人②10
人

入校日▶ 平成21年4月8日(水)
問い合わせ▶ 県就業促進課産業人材育成室(☎052－954

－6364)
 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/

shugyo/
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広瀬光治先生と編み物仲間を増やそう
とき▶11月3日（祝）正午～午後4時30分　ところ
▶東部市民センターホール　内容▶会員の作品
展示と広瀬光治先生の作品展示と講演、変わり
素材による指編みのマフラー　定員▶500人（先
着順）  費用▶受講料大人1000円（教材費含む）、
子ども（小学3年生～中学生）500円　申し込み▶
10月15日（水）〈必着〉までに、はがきに住所、氏
名、電話番号、年齢を書いて〒487－0033岩成
台9－6－3、「編み物仲間を増やそう」イベント
実行委員会・南野（☎92－3182）へ

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

東部市民センター (☎92－8511) 10／1(水)～7(火) 出張生活展 市消費生活展実行委員会

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 10／1(水)～15(水) 民俗企画展「昔懐かしの蓄音機とレコード展」 文化財課

坂下公民館 (☎88－5555) 10／2(木)～14(火) 坂下書道同好会展 坂下書道同好会

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
10／3(金)～30(木) 老楽（おいらく）の折り紙作品展 老楽会

10／3(金)～30(木) 高蔵寺花の会作品展 高蔵寺花の会
鷹来公民館 (☎84－7071) 10／4(土)～17(金) 秋の書展 無玄会

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

10／5(日)～13(祝) コンテナガーデニング展 コンテナガーデニング展応
募者

10／10(金)～13(祝) 創作紙粘土展 創作紙粘土愛好会
市役所市民サロン (☎85－6073) 10／7(火)～12(日) 市制65周年事業植物画展 植物画同好会
知多公民館 (☎32－8988) 10／9(木)～21(火) ペン習字すみれ会作品展 ペン習字すみれ会

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 10／11(土)～23(木) 春緑苑デイサービスセンター作品展
春緑苑デイサービスセンタ
ー

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。

ワークライフバランス推進セミナー
と き▶ ①11月12日(水)②11月26日(水)午後1時30分

～ 4時
ところ▶ ミッドランドスクエア(名古屋市中村区)
内 容▶ 仕事と家庭の両立支援のためのワーク・

ライフ・バランスの推進についての具体
的な取り組み事例情報提供、パネルディ
スカッションを行う

定 員▶ 各80人(先着順)
申し込み▶ 尾張県民事務所産業労働課(☎052－961

－8346)へ

労働講座
と き▶ 10月24日(金)午後1時30分～ 4時30分まで
ところ▶ 小牧勤労センター (小牧市大字上末)
内 容▶ ｢改正パートタイム労働法について｣｢中

小企業退職金共済制度について｣｢知って
おきたい就業規則の基礎と運用｣

対象・定員▶ 中小企業の労使関係者・60人(先着順)
問い合わせ▶ 県尾張事務所産業労働課(☎052－961－

8346)



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

10／4

10／11

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

☎89－3388

☎84－1811

☎84－3060

☎91－3755

☎41－6260

☎31－4358

☎35－2203

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

はやかわクリニック（下市場町6）

田代クリニック（鳥居松町4）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

エンゼルレディースクリニック（小牧市）

明子ウエルネス・クリニック（八光町3）

浅田レディースクリニック（松新町1）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

10／5

10／12

10／13

健 康 ～秋の味覚サツマイモを使った
手軽な一品を紹介

～秋の味覚サツマイモを使った
手軽な一品を紹介

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。

読書の秋、スポーツの秋、そして食欲の秋！今が旬の食べ物というと、サツマイモ、柿、クリ、キノコ、
サンマ、アジ･･･たくさん思い浮かびますね。旬はその食材が一番おいしい時季であり、一番栄養価が
高くなります。そして、収穫の多い時期にも当たるので安価に手に入れることができます。ぜひ、い
ろいろな場面で旬の食材を見て、かいで、味わって季節を楽しんでみてください。

●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（☎85－6167）

旬を楽しもう!旬を楽しもう!

使う食材はカボチャに替えてもいいですし、
カレー風味にしてみてもおいしいですよ

サツマイモ1本(300g)、
バター 24ｇ、砂糖6ｇ、
しょうゆ大さじ 1と
1/2、かつお節小1/2袋

材　料▶ ①サツマイモは皮付きのままいちょう切りにして水
にさらしておく。
②水気をふいて、バターで両面を香ばしく焼く。
③竹ぐしが通るようになったら砂糖を入れ、なじん
だらしょうゆを回しかけて全体に絡め、かつお節を
振って全体にあえる。　　※参考書籍：「食生活」

作り方▶
サツマイモのバターしょうゆ炒め（4人分）

★ポイント★
サツマイモはじっくり焼くと甘味が引き出されます。

人　口 （＋1627）

世帯数
30万万6556人
12万2561世帯 （＋1967）

（　）内は前年同日比

まちの動き

（　）内は1月からの累計

（76件）

（8人）

（7416件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

10件
902件

2人

平成20年8月31日現在　
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カタバミ科
オッタチカタバミ

　北米原産の帰化植物で、和名の由来は、カタバミが地面をはうのに対して、
茎が立ち上がることによっています。高さも20～50㎝とかなり大きく、枝を
放射状に伸ばします。葉柄の先についた３つの小葉はあまり展開せず、一見
しおれかけたように見えることがあります。開花後に花の柄が下を向くこと、
茎に白い毛が多いことなどもカタバミと見分けるポイントです。
　カタバミは農地周辺の草地などによく見られますが、オッタチカタバミは
都市の道端・中央分離帯・河川の堤防などに生育しています。図鑑に載っていない場合もあり、比較的
新しい帰化植物であると考えられます。日本国内で最初に認識されたのは1960年代といわれていますが
2000年代に入るころから急速に増え始めました。早春から咲くカタバミと違い、サクラが散った後から
咲き出します。花期は長く、夏を過ぎて秋ごろまで花を咲かせます。

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。

人がつくる、ひと。

人にとって最も身近でありながら、
ときに理解しにくい存在「人」をテ
ーマにした現代美術展覧会。彫
刻家・人形作家・マネキン作家
らがそれぞれの「人」を作ります。

えりも、欠田誠、北川宏人、小出ナオキ、
白水ロコ、棚田康司、津村耕佑、松田光司、
保井智貴　※会期中、作家によるギャラリ
ートーク・ワークショップがあります。
大人500円、高大生300円（前売100円引き）
※中学生以下無料
11月28日（金）まで文化フォーラム春日井・
文化情報プラザ、チケットぴあで販売中　
※かすがい市民文化財団では代金引換サー
ビスあり
芸術文化振興基金
市、市教育委員会
かすがい市民文化財団
（☎85－6868）

出品作家▶

入場料▶

前売券▶

助　成▶
後　援▶
問い合わせ▶

「追想追想」2001：」2001：松田光司松田光司「追想」2001：松田光司

「あかいくつ」2007：えりも
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