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シリーズ「地域のチカラでまちづくり」vol.3
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情報最前線
各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

みんなで子育て！
～元気に 育て かすがいっ子

2008
Ｎo.1406
平成20年

「高齢者と子どものふれあいの集い」が高蔵寺地区社会福祉協
議会の主催で行われました。昔から伝わる竹細工やお手玉、
折り紙人形などを作り、伝承遊びを体験。子どもたちは、人
生の大先輩から学び、楽しく交流を図りました。



核家族化や、地域とのつながりが希薄になりつつある社会で、子育て中の親が頼れ
る人もなく、孤立してしまうケースが残念ながら少なくありません。最悪の場合、
虐待で子どもが犠牲になってしまうこともニュースなどで耳にします。でも、そん
な悲しい事件ももしかしたら防ぐことができたのかもしれません。市では、「こんに
ちは赤ちゃん訪問」をスタートさせ、生後4か月までの赤ちゃんがいるすべての家庭
を訪問し、先輩ママとして子育ての悩みや不安を聞き、子育て支援に関する情報提
供を行っています。  
今回の特集では、明るく楽しい子育てができるよう地域のサポート役としての役割
を担う「こんにちは赤ちゃん訪問」を紹介します。 

広報ナビゲーター 
小筆ちゃん 
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このコーナーでは、特色ある活動をしている区・町内会などを
紹介しています。今回は、自主防災に力を入れている石尾台町
内会自治会協議会の役員の皆さんに話を伺いました。

防災に力を入れているそうですね。

　昨年、地域防災体制の確立とともに、防災活動
マニュアルを定めました。いつ、地震が起きても
おかしくない状況ですが、災害が起きた時の初期
段階での外部からの救援は難しいと思われます。
いざという時には、「わが街は自分たちで守る」し
かないわけです。そのためには、普段から地域のかかわりがないと難しいですよね。協議会で行う一大イベ
ントに手作りの夏まつりがありますが、そこへ大勢の人に参加してもらい、コミュニティのつながりや協働・
共助の気持ちを深めてもらう場にしたいと思っています。

具体的にどのような活動をしていますか？ 

　総合避難訓練などを毎年実施しています。また、災害時に最も重要となる「救援」｢救護｣｢援護｣は、住民
から毎年協力者を募り、活動チームを編成しています。今年は約160人の登録がありました。住民皆さんの
共助意識の高さをうれしく思います。

vol.3vol.3

石尾台町内会自治会協議会
「わが街は自分たちで守る」

石尾台町内会自治会協議会はどんな団体で
すか？

　11の町内会・自治会を統括し、約1700世帯・約
4800人が加入しています。この町内会・自治会の
中には、8つの防災組織があり、その統括も行って
います。

これからの課題は何ですか？

　ニュータウンは高齢者がどんどん増えている
まちです。石尾台では65歳以上の人が全体の人
口の25％を占めているので、災害時には高齢者
の援護という面が大きな課題ですね。そして、
いかに組織の世代交代をうまくやっていくかと
いうことです。協議会に青年部を設立して、若
い世代にも積極的に参加してもらえる組織にし
ていくことも考えています。また、地域の皆さ
んそれぞれが、自ら自治活動へ参加する意識を
持ってもらいたいと常に思っています。

松村正夫・石尾台町内会自治会協議会長（左）と役員
の皆さん

総合防災訓練で避難者名簿に記入する参加者
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問い合わせ▶予防課（☎85－6383）

住宅用火災警報器が
あなたの命を守ります！
住宅用火災警報器が
あなたの命を守ります！
平成16年に消防法が改正され、市では平成20年6月1日からすべての住宅に設置が
義務化されましたが、設置している世帯はまだ69.1％でした。住宅用火災警報器
を設置していたため、早く発見でき、火災に至らなかった例が今年だけでも32件
あります（9月17日現在）。まだ設置していない人は、一日も早く設置してください。

住宅用火災警報器は定期的に点検しましょう

　本体の引きひもを引いたり、ボタンを押したりして点検
できるものなど、機種によって異なります。各機種の取扱
説明書を確認してください。

★点検方法

　機器の交換期限は機種によって異なります。各機種の取扱説明書を確認してください。

もし住宅用火災警報器があったら…

★交換期限

平成20年7月16日・
瑞穂通1丁目地内。
建物火災発生、火
元建物を全焼し、
隣接する建物3棟が
類焼。

事例事例事例
住宅用火災警報
器が設置されて
いれば、早期に
発見できて被害
の拡大や火災そ
のものを防げた
かもしれません。

異常警報が出たら交換

ヒモ
タイプ

ボタン
タイプ

ピー
　　
ピーピー

　　
ピー

電池が切れたら電池を交換表示された交換期限がきたら交換

煙の感知機能が正常に作動して
いるかを自動的にチェックし、
異常があれば音やランプなどに
より知らせてくれる自動試験機
能付きのものもあります。

（通常の警報音とは異なる）

ピッ！

ピッ！
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問い合わせ▶市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152）

男女共同参画は家庭や職場、地域など、誰にでも関係のある、暮らしの中での身近なテーマです。誰もが
自分らしく、生き生きと暮らせるように、皆さんもできることから始めてみませんか。

　一人一人が仕事も家庭も、人生を目いっぱい楽しんで、自分らしく生き生きと暮らせるようにするために、
具体的にはどんなことができるでしょうか？毎日の生活の中で、まずはできることから、男女共同参画社
会への第一歩を始めてみましょう！

一人一人一人一人の個性輝くまちをめざしての個性輝くまちをめざして一人一人の個性輝くまちをめざして

　これまで、「男性はこうあるべ
き」「女性はこうあるべき」といっ
た考え方により、男性は一家の大
黒柱として仕事を、女性は良妻賢
母として家事や育児を求められて
きました。しかし、中高年の自殺
や少子化、児童虐待などの社会問
題は、こうした役割への期待に応
えなければという重圧が一因で起
こっているともいわれています。
　最近では、結婚・出産後も働き
たい女性や家事・育児にもっと参
加したい男性も増え、そういった
人が働きやすい環境を整備する企
業も増えてきています。これまで
の枠組みにこだわらず、さまざま
な選択が可能な社会づくりが求め
られています。

11月は市の11月は市の
男女共同参画男女共同参画
推進月間です推進月間です

11月は市の
男女共同参画
推進月間です

男女共同参画…どうして必要なの？男女共同参画…どうして必要なの？男女共同参画…どうして必要なの？

一人一人が輝一人一人が輝くために、できることから始めよう！ために、できることから始めよう！一人一人が輝くために、できることから始めよう！

☆男性も女性も、家事や子育て
　などに協力し合おう！
☆子どもの性別によって役割を
　分担するのではなく、一人一人
　の個性を大切にしよう！

☆地域で助け合い子育てや介護
　を応援しよう！
☆女性もリーダーとし
　て積極的に参加しよ
　う！家族や周りの人
　も協力しよう！

☆仕事と家庭や地域での生活
　など、バランスのとれたラ
　イフプランが立てられるよ
　う、就業環境を整えよう！

家庭で…家庭で…

地域で…地域で…

職場で…職場で…家庭で…

地域で…

職場で…

11 ／ 1（土）～ 6（木）　 レディヤンかすがい
11／ 8（土）～ 12（水）  東部市民センター

11／ 14（金）～ 24（休）　高蔵寺ふれあいセンター
11／ 26（水）～ 30（日）　市役所市民ホール

男女共同参画推進月間パネル展

男女共同参画に関する４コマ
漫画や紙芝居、かるたなどの

展示を行っています

・「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」のどれを優先したいか

・「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」のどれを現実に優先しているか

14.114.1 42.342.3 3.13.1 23.123.1 2.32.3 9.89.8 4.74.70.60.6

32.132.1 23.223.2 5.35.3 22.422.4 3.63.6 7.97.9 4.44.41.11.1

14.1 42.3 3.1 23.1 2.3 9.8 4.70.6

32.1 23.2 5.3 22.4 3.6 7.9 4.41.1

［性別］
女性（1013人）

男性（826人）

3.83.8 32.832.8 3.43.4 25.325.3 2.52.5 16.816.8 14.414.4 1.21.2

7.37.3 26.426.4 4.44.4 27.627.6 5.25.2 14.414.4 16.716.7 1.11.1

3.8 32.8 3.4 25.3 2.5 16.8 14.4 1.2

7.3 26.4 4.4 27.6 5.2 14.4 16.7 1.1

［性別］
女性（1013人）

男性（826人）

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
に関する特別世論調査（内閣府・平成20年6月）

（単位：％）

（単位：％）

…「仕事」優先
…「家庭生活」優先
…「地域・個人の生活」優先
…「仕事」と「家庭生活」優先

…「仕事」と「地域・個人の生活」優先
…「家庭生活」と「地域・個人の生活」優先
…「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」優先
…わからない

希望と現実に差があることが分かります。現実では、男性は「仕事」を、
女性は「家庭生活」を優先している人が最も多くなっています。
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生活環境への配慮

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）、環境保全課（☎85－6217）

Vol.7

都市生活型公害②

騒音・振動への配慮 （第8条）

商業施設などの利用者の義務 （第9条）

○洗濯機や掃除機などは、早朝や深
　夜の使用を控えましょう。
○ピアノやステレオ、テレビなどの
　使用時間に注意を払い、特に早朝
　や深夜においては、音量調整やヘ
　ッドホンなどの使用により極力音
　の発生を控えましょう。
○エアコンの室外機を取り付ける際
　は、隣家からなるべく離れた位置
　に設置するなど周辺の生活環境に
　配慮しましょう。

取り組み例

　調理くずなどの不適正な管理や側溝
などの堆積（たいせき）物などの日常生
活から発生する悪臭で、周辺の生活環
境を損なわないように配慮しましょう。

悪臭への配慮 （第10条）

○浄化槽はにおいの原因となる汚水
　が出る場合があるため、定期的な
　点検と清掃を行いましょう。
○町内会などによる清掃活動に積極
　的に参加し、側溝などの清掃を行
　いましょう。

取り組み例

　ドラム缶や穴を掘っての焼却など、
適合炉以外での焼却は禁止されていま
す。また、法令などで禁止されていな
い燃焼（農家の行う稲わら焼きやどん
ど焼きなどの社会通念上やむを得ず行
う燃焼）であっても、周辺の生活環境
に配慮しましょう。

屋外燃焼行為の禁止 （第11条）

　日常生活で使用する機器から発生す
る音、自動車のアイドリングや荷物の
積み降ろしの音や振動で、周辺の生活
環境を損なわないよう配慮しましょう。

　商業施設など（飲食店、コンビニエ
ンスストア、コイン洗車場など）を利
用するときは、自動車の空ぶかしや駐
車場で騒いだりすることなどにより周
辺の生活環境を損なってはいけません。
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10/10/1212
㊐

10/12
㊐

　市内各地の町内会で秋祭りが行われたこの
日、東野町西第１子ども会が、子どもみこし
を行いました。法被姿の子どもたちは小学6年
生を先頭に拍子木と笛を鳴らし、「ワッショイ、
ワッショイ」と元気な声を上げて、町内を練り
歩きました。

　市内の各種団体と市長が市政について話し合う市
政座談会が行われました。この日懇談したのは、地
域でのスポーツ指導やスポーツ行事の運営協力など
を行っている市体育指導委員の皆さん。会では、「体
育指導委員の存在がまだまだ知られていないのでＰ
Ｒしてほしい」「学校などと連携を深め活発に活動し
ていきたい」などさまざまな意見が出されました。

市政座談会～体育指導委員
（市役所）

9/9/3030
㊋

9/30
㊋

ワッショイの掛け声
秋空に届け

東野町西1丁目東野町西1丁目町内会町内会東野町西1丁目町内会

市民と協働での新しい春日井まつり

　10月には、市内の各地域で多くの祭りが
行われました。ご案内をいただき、それぞ
れの祭りにお伺いいたしました。いずれの
地域も、子どもさんから大人、老人の方ま
で笑顔があふれ、昔からの伝統を引き継い
だその地域の祭りと接することができまし
た。
　春日井市においても、10月18日・19日の
2日間、盛大に春日井まつりが開催されま
した。特に今年は、これまでのまつりから、
「市民の皆さんと協働でつくる新しいまつ
り」が生まれたと思っています。
　とりわけ、青少年団体や文化・ボランテ
ィア団体をはじめとする各分野の市民団
体、また、企業の皆さんには、年明けすぐ

から、イベントの企画について議論を重ね
ていただき、さらには、当日の運営まで手
弁当で頑張っていただきました。｢年齢の大
きく離れた人たちと一緒に太鼓をたたき、
パレードもして、大変いい経験をしました。｣
「野外大揮ごう大会に参加して、参加者全
員で大きな書を完成させる喜びは、忘れる
ことができません。」など、多くの感想が私
のところへ寄せられています。
　このように、これまでにない新しいまつ
りを「市民との協働」でつくり上げ、みんな
で素晴らしい時間と空間を共有することが
できました。ご協力いただきました皆さま、
また、参加くださったすべての皆さまにこ
の紙面を借りまして、心よりお礼を申し上
げます。

10 広報春日井11月1日号



11広報春日井11月1日号

I N F O R M A T I O N情報最前線

市では、市民生活や事業活動に重大な影響を与える計画や条例などの策定・改廃に当たり、趣旨や目的、
内容を案の段階で公表し、皆さんからの意見を募集します。

　計画案は、各担当課、市ホームページ、市役所情報コーナー、坂下出張所、東部市民センター、各ふれ
あいセンター、各公民館、レディヤンかすがい、総合福祉センターで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/publiccomment/publiccomment.html

市 民 意 見 を 募 集 し ま す市 民 意 見 を 募 集 し ま す市 民 意 見 を 募 集 し ま す市 民 意 見 を 募 集 し ま す市 民 意 見 を 募 集 し ま す
パブリックコメント

名 称 産業振興アクションプラン中間とりまとめ案 ＤＶ対策基本計画案

内 容

「にぎわいと活力に満ち、未来に輝くまち」を実現す
るために、春日井商工会議所をはじめとする関連機
関と連携し、地域経済の成長を自立的・持続的なも
のとしていく産業振興の実行計画です。

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の防止やＤＶ
被害者の支援を積極的・効果的に推進するための基
本計画です。

募集期間 11月13日（木）～ 12月12日（金）〈必着〉 11月5日（水）～ 12月5日（金）〈必着〉

提 出 先

直接か郵送、ファクス、Ｅメールに意見、住所、氏名を書いて、〒486－8686春日井市役所各担当課へ（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。

経済振興課（☎85－6247、FAX84－8731、Eメール
sinko@city.kasugai.lg.jp）

市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152、FAX
85－5522、Eメールdanjo@city.kasugai.lg.jp）

農業祭では、市内で生産された農産品のコンクール
や出品物の即売、生産農家による青空市などの催し
があり、生産者と消費者とが触れ合いながら、地元
の農産物を購入できます。そのほかにも、展示やバ
ザーなどの楽しい催しがありますので、ぜひ誘い合
わせて来てください。

生産者と消費者のふれあい生産者と消費者のふれあい生産者と消費者のふれあい生産者と消費者のふれあい
秋の農業祭秋の農業祭秋の農業祭秋の農業祭秋の農業祭

生産者と消費者のふれあい

問い合わせ▶農政課（☎85－6236）

と　き▶11月15日（土）～ 16日（日）
ところ▶尾張中央農協春日井中央支店・不二支店

催し 15日（土） 16日（日）

春
日
井
中
央
支
店

秋作農産品コンクール
出品受付 ▼春日井中央支店7：30～ 8：30

高蔵寺・不二支店8：00～ 8：30
審　査 ▼13：00～

表彰式 ▼13：00～
出品物即売 ▼14：30 ～

（整理券配布は13：30～）

青空市（生産者団体や一般生産
農家による野菜などの即売） 10：00～ 16：00 10：00～ 15：00

ラーメンの試食・販売（試食は
随時） 10：00～ 16：00 10：00～ 15：00

生花などの趣味の作品展 10：00～ 16：00 10：00～ 15：00

盆栽展示会・農機具などの展示 10：00～ 16：00 10：00～ 15：00

バザー（日用雑貨などの販売） 10：30～、13：30～（２回） 10：30～、13：00～（２回）

果樹のせん定教室 　――― 10：00 ～ 11：00（申し込みは
不要のため直接会場へ）不二支店 果樹のせん定教室 　―――
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食育推進計画策定委員会の公開
と き▶ 11月6日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 6人(先着順)
問い合わせ▶ 農政課(☎85－6236)

図書館協議会の公開
と き▶ 11月7日(金)午前10時から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

次世代育成支援対策地域協議会の公開
と き▶ 11月14日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)

地域自立支援協議会の公開
と き▶ 11月17日(月)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)
申し込み▶ 11月4日(火)から、障がい福祉課(☎85－

6181)へ

教育委員会定例会の公開
と き▶ 11月19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)

救急医療対策協議会の公開
と き▶ 11月20日(木)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▶ 健康推進課(☎85－6168)

放置自転車クリーンキャンペーン月間
　11月は放置自転車クリーンキャンペーン月間で
す。自転車は気軽に利用できる便利な乗り物です
が、放置されると、歩行者の通行を妨げ、迷惑と
なります。特に子ども、高齢者、障がい者の皆さ
んが安全に通行できなくなります。このため、市
では、市内の鉄道各駅周辺に、無料駐輪場(一部
有料)を整備しています。放置自転車をなくすた
めにも、駐輪場を利用しましょう。
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6051)

都市計画審議会の公開
と き▶ 11月21日(金)午前9時30分から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 5人(超えたときは抽選)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

就業支援個別相談会を開催します
と き▶ 11月28日(金)午後1時～ 4時
ところ▶ 市役所302・303会議室
内 容▶ 新規学卒者などを対象に就職への個別サ

ポートをする
対象・定員▶ 就業を考えている人かその保護者・6人

(先着順)
申し込み▶ 経済振興課(☎85－6246)へ

特定健康診査
とき・ところ▶12月8日(月)・健康管理センター、

12月10日(水)・保健センター午前9時～正
午

対象・定員▶ 平成21年3月31日までに40 ～ 64歳になる
市民で、市国民健康保険から特定健康診
査の受診券が届いた人(受診券が必要)・
各70人(超えたときは抽選)

申し込み▶ 11月28日(金)〈必着〉までに、はがき(1人
1枚、1会場のみ)に｢特定健診｣、希望日、
住所、氏名(フリガナ)、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)か 〒487－0011中 央 台1－1
－7、保健センター (☎91－3755)〉へ

健康手帳の交付場所が増えました
　市では、自分の健康管理に役立てていただくた
め、40歳以上の希望者に、健康手帳を無料で交付
しています。健康推進課や保健センターに加えて、
10月1日から新たに味美ふれあいセンター、東部
市民センター、高蔵寺ふれあいセンター、坂下出
張所において交付しています。積極的に活用して、
普段から心身の健康管理に努めましょう。
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6172)

郷土誌かすがいを発行
　昔の暮らしや歴史文化など郷土に関すること
(春日井を通る街道、白山信仰、春日井の自然、
中央線の開通するまでの歴史、文化財ボランティ
ア活動など)を紹介した冊子を発行しました。
配布場所▶ 市の主な施設
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/bunka/bunkazai/kyodoshikasugai/
index.html

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)
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新生児訪問
内 容▶ 助産師が家庭訪問し、産婦と新生児の健

康相談をする
対 象▶ 生後28日までの新生児　※里帰りなどの

都合を考慮し2か月まで訪問
申し込み▶ ｢母と子のしおり｣に付いているはがきか

電話で、健康推進課(☎85－6170)へ

文化財特別展｢春日井の古代史事始｣開催
と き▶ 11月5日(水) ～ 16日(日)〈10日(月)を除く〉

午前9時～午後5時(最終日は4時まで)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・ギャラリー
内 容▶ 市内の遺跡から出土した土器などを展示

し、春日井の古代史の一端を紹介
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

ひよこ教室
と き▶ ①11月6日(木)②11月13日(木)③11月20日

(木)午前10時～ 11時
内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して友

達づくりと育児相談をする
対 象▶ 市内在住の①0歳児②1歳児③2 ～ 3歳児

といずれもその保護者
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)

子ども劇場
と き▶ 11月8日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ ペープサート｢てぶくろ｣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

昼コン｢クラリネットと弦楽四重奏の対話｣
と き▶ 11月8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▶ 長谷川雪乃(バイオリン)、原沙登子(バイ

オリン)、加瀬眞望子(ビオラ)、外山純子
(チェロ)、玉井真紀子(クラリネット)

曲 目▶ モーツァルト｢クラリネット五重奏曲 イ
長調｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

フリーマーケット
と き▶ 11月16日(日)午前10時～午後3時
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※クリーンセンター駐車場の利
用可

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 11月9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▶ 11月9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)

アニメひろば
と き▶ 11月9日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ ｢アンパンマンまじょのくにへ｣｢三びき

の子ぶた｣｢星のコスモス｣
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)

夜コン｢Ｈo－Ｂo Ｏrchestra｣
と き▶ 11月14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▶ 古井麻美子(バイオリン)、石川園恵(ビオ

ラ)、鈴木康史(チェロ)、望月康弘(コント
ラバス)、森隆一郎(ホルン)、織田真里江
(クラリネット)、野村智恵(ファゴット)

曲 目▶ ベートーべン｢七重奏曲 変ホ長調｣、ロ
ッシーニ｢弦楽のためのソナタ｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

グリーンピアコンサート
ハーモニカコンサート
と き▶ 11月16日(日)午後1時～ 1時30分
出 演▶ ハーモニカグループ｢エクテモア｣
曲 目▶ ｢百万本のバラ｣｢里の秋｣｢北上夜曲｣など
春日井男声合唱団コンサート
と き▶ 11月16日(日)午後2時～ 2時45分
出 演▶ 春日井男声合唱団
曲 目▶ ｢Ａmazing Ｇrace｣｢少年時代｣｢大きな

古時計｣など　※全曲アカペラ
ヴィオリラコンサート
と き▶ 11月23日(祝)午前11時～正午
出 演▶ アフェット
曲 目▶ ｢自由｣｢北の国から｣｢ドレミの歌｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)
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お話の部屋
と き▶ 11月16日(日)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居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)

市制65周年市文化協会文化展
と き▶ 11月18日(火) ～ 24日(休)午前10時～午後

4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 美術、技芸、茶華道などの各加盟団体と

特別出展(県文連美術展入賞者)などによ
る作品展　※午前10時～午後3時には呈
茶席(400円)もあり

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)
主 催▶ 市文化協会

ふれあい広場
と き▶ ①11月19日(水)②11月26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)

白鳥で体験！アウトドア・冬
と き▶ 12月25日(木)午前7時30分～ 27日(土)午後

4時(2泊3日)
ところ▶ ウイングヒルズ白鳥リゾート(岐阜県郡

上市)
宿 泊▶ ホテルヴィラウイング
内 容▶ スキーかスノーボードの実習やかまくら

作り、天然温泉入浴、クリスマス会など
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・44人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 参加料2万6800円(往復交通費、食費、宿

泊費、傷害保険料などを含む)　※貸し
切りバスを使用。レンタルスキーなどは
実費

申し込み▶ 11月20日(木)〈必着〉までに、往復はがき
に住所、氏名(ふりがな)、性別、学校名
と学年、電話番号、スキーかスノーボー
ドのどちらか(経験の有無も)を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
(☎84－7101)へ　※参加決定者とその保
護者には、12月9日(火)午後7時から総合
体育館で説明会を開催

春日井まつりの新曲の踊りの講習会
　65周年を機会に子どもから大人、高齢者までみ
んなが楽しむことができる曲と踊りを制作しまし
た。この踊りの講習会を開催し、レディヤン祭で
披露します。
と き▶ ①練習日…11月22日(土)午後1時～ 3時、

11月29日(土)午後3時～ 5時、12月6日(土)
午後1時～ 3時、12月7日(日)午後3時～ 5
時②発表日…12月13日(土)午前11時30分
ごろ

ところ▶ レディヤンかすがいほか
申し込み▶ 11月4日(火)から、市民生活課(☎85－6616)

へ

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 11月23日(祝)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)

なつかしの映画劇場
と き▶ 11月28日(金)午前10時～正午
題 目▶ ｢忍ぶ川｣
出 演▶ 加藤剛、栗原小巻ほか
ところ・問い合わせ▶知多公民館(☎32－8988)

スローゴルフ大会
と き▶ 11月29日(土)午後1時30分～ 3時
内 容▶ ゴルフのルールで輪投げを楽しむ
対 象▶ 市内在住の小学生
定 員▶ 20人(先着順)
ところ・申し込み▶11月6日(木)午前9時から、交

通児童遊園(☎81－1301)へ

ビデオ鑑賞
と き▶ 11月30日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢ピーターラビット｣
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)

学習農園の塾生
　野菜を中心とした作物の栽培について、学識経
験者などの講義や農家や専門家などからの指導を
受けながら知識や技術を身に付け、農業の担い手
や農業を支援する人を養成します。
と き▶ 平成21年1月～ 12月
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ところ▶ 大泉寺町字大池下地内
内 容▶ 年間32回の講座と実習場所での栽培実習
費 用▶ 受講料8000円　※傷害保険料、苗、肥料

代などは実費徴収
対象・人員▶ 市内在住で、農業に関心があり、知識や

技術を習得したい人や農業を支援したい
人で、年間を通して活動できる人・25人
(超えたときは抽選)

申し込み▶ 11月25日(火)〈必着〉までに、申込書(農
政課、市ホームページ、各ふれあいセン
ター、東部市民センターに用意)に記入
して、農政課(☎85－6236)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/sangyo/nougyo/gakusyu.html

グリーンピア春日井　☎92－8711
器を彩るドライフラワー教室
と き▶ 11月29日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 岩崎菅子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、持ち帰り用の袋
 
みろくの森自然観察会～みろく山から内津の山々
を歩く
と き▶ 11月30日(日)午前9時30分～午後4時　
 ※雨天の場合は午前中のみ研修室で講義
講 師▶ 波多野茂
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 弁当、水筒、帽子
 
申し込み▶ いずれも11月5日(水)から、電話で

かすがい市民文化財団　☎85－6868
文房四宝(紙・筆・墨・硯)に親しむシリーズ講座
④王朝の雅・かな料紙の魅力～金箔(ぱく)や銀箔、
型染めの技法を使って、平安料紙風の年賀状を作
る
と き▶ 12月13日(土)午後1時～ 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 村上翠亭、大東文化大学准教授・高城弘

一
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2800円
申し込み▶ 11月25日(火)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクスに講座名、住所、氏名、電話番号、
年齢を書いて、〒486－0844鳥居松町5－
44、ＦＡＸ82－0213へ

落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会～クリスマスのリー
スを作る
と き▶ 11月23日(祝)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▶ クラフト用はさみ、2 ～ 3mの延長コー

ド、持ち帰り用の袋
 
園芸講習会～ツバキの上手な育て方を学ぶ
と き▶ 11月30日(日)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 佐藤晴美
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350円、教材費1650円
持ち物▶ 園芸用ばさみ、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも11月15日(土)〈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

かすがいげんきっ子センター
工作教室～トールペイント
と き▶ 12月20日(土)午後2時～ 3時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生と中学生・10

人(超えたときは抽選)
費 用▶ 材料費300円
申し込み▶ 11月15日(土)〈消印有効〉までに、往復は

がき(きょうだいでの申し込みは連名可)
に講座名、住所、氏名(ふりがな)、学校名、
学年、保護者名、電話番号を書いて、〒486
－0945勝川町8－2858－1(☎35－3501)へ

東部市民センター　☎92－8511
クリスマスケーキづくり(託児付き) ～イチゴを
使ったクリスマスケーキを作る
と き▶ 12月8日(月)午前10時～午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、21cmのケーキが入

る容器
申し込み▶ 11月20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、託児(2歳以上の未就学
児)希望者は子どもの名前と年齢を書い
て、〒487－0011中央台2－2－1へ
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レディヤンかすがい　☎85－4188
卓球入門～卓球の基本を楽しく学ぶ
と き▶ 11月23日～ 12月21日、平成21年1月11日

～ 25日の日曜日(8回)午前10時～ 11時30
分

講 師▶ 野々山容充
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2000円
持ち物▶ ラケット、運動靴(上履き用)
 
冬を楽しむガーデニング(託児付き) ～新春に飾
りたいハンギングバスケット作り
と き▶ 11月29日(土)午前10時～正午
講 師▶ 八木昌子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ 花ばさみ、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも11月13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、｢冬を楽し
むガーデニング｣の託児(2歳以上の未就
学児)希望者は子どもの氏名(ふりがな)と
年齢を書いて、〒486－0844鳥居松町2－
247へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
医食同源！カラダがよろこぶ薬膳料理～普段使い
の食材や漢方食材、雑穀で5品を作り、病気予防
のポイントなども学ぶ
と き▶ 11月20日(木)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 大塚和美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費750円
持ち物▶ エプロン、バンダナ(髪留め用)、ふきん2

枚
申し込み▶ 11月5日(水)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
クリスマスオーナメントを作ろう～ジンジャーク
ッキーや自然素材のオーナメントを作る
と き▶ 11月30日(日)午前10時～午後3時
対象・定員▶ 幼児や小学生を含む家族やグループ・15

組(約50人)〈超えたときは抽選〉
費 用▶ 参加料(1人)1200円(昼食代含む)
申し込み▶ 11月17日(月)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、全員の住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0031
廻間町1102－1へ

ささえ愛センター　☎56－1943
ＮＰＯ・ボランティア初歩講座～体験先を選んで
市民活動体験を行い、ボランティアなどの市民活
動に参加するきっかけづくりにする
とき・ところ▶○セミナー (自由参加)…11月15日

(土)午後1時30分～ 3時30分・鳥居松ふれ
あいセンター○活動体験期間…11月16日
(日) ～ 12月14日(日)・体験先

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
申し込み▶ 11月5日(水) ～ 12月7日(日)に電話かファ

クス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電
話番号、ファクス番号かＥメールアドレ
スを書いて、ＦＡＸ56－4319、Ｅメール
katsudo@city.kasugai.lg.jpへ

エコメッセ春日井　☎88－5006
和布で来年のえとを作る～うしの置物
と き▶ 11月19日(水)・26日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 丹羽ちず子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費1200円
持ち物▶ 裁縫用具、黒糸、木工用接着剤、ピンセ

ット(ある人のみ)
 
押し絵教室～来年のえと(うし)のミニカレンダー
を作る
と き▶ 11月20日(木)・27日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 中野綾子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ はさみ、目打ち、洗濯挟み10個、タオル、

手芸用接着剤、ピンセット
 
落ち葉のたい肥づくり～庭木の落ち葉などを使っ
たたい肥の作り方を学ぶ
と き▶ 11月29日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 広川雄三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
 
申し込み▶ いずれも11月5日(水)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
干支(えと)の押絵～来年のえと｢丑(うし)｣の押し
絵を作る
と き▶ 11月19日(水)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 武田貴澄
定員・対象▶ 市内在住か在勤、在学の人・35人(先着順)
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
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ワード応用講座～Ｗordで案内文やチラシなどを
作る
と き▶ 12月2日～ 23日の毎週火曜日(4回)午後1

時30分～ 3時30分
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学でパソコン初級講

座を受講したことのある人・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▶ ｢干支(えと)の押絵｣は11月5日(水)から電

話で、｢ワード応用講座｣は11月21日(金)
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

消防本部　☎85－6383
甲種防火管理新規講習
と き▶ 12月12日(金) ～ 13日(土)午前9時30分～午

後4時30分
ところ▶ 総合体育館
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、防火管理者が必要な

防火対象物で、受講後防火管理者になる
予定の人・80人(先着順)

費 用▶ 教材費1500円　※講習日の受け付け時に
購入

申し込み▶ 12月9日(火)までに、顔写真1枚(縦3cm×
横2.5cm)を持って、予防課へ。郵送申し
込みの場合は事前に電話連絡が必要

味美ふれあいセンター　☎31－3522
クリスマスリース作り(託児付き) ～生のモミな
どを使っておしゃれに作ります
と き▶ 11月28日(金)午前10時～正午
講 師▶ 久保秋子
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250円、教材費2750円
持ち物▶ はさみ(細いワイヤーが切れるもの)
申し込み▶ 11月13日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に(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｢託児希望｣と子どもの氏名(ふ
りがな)と年齢を書いて、〒486－0958西
本町1－15－1へ

社会福祉協議会　☎85－4321
災害救援ボランティアコーディネーター養成講座
と き▶ ①11月22日(土)午前10時～午後4時②11

月23日(祝)午前10時～午後4時③12月6日
(土)午後1時～ 4時

ところ▶ ①②レディヤンかすがい③総合福祉セン
ター

対象・定員▶ 全日程に参加し、受講後に災害救援ボラ
ンティアコーディネーターとして活動で
きる人・20人(超えたときは抽選)

申し込み▶ 11月17日(月)〈必着〉までに、所定の申込
書(市社会福祉協議会、市民安全課、さ
さえ愛センターに用意)に記入して、郵
送かファクス、Ｅメールで、〒486－
0857浅山町1－2－61、ＦＡＸ84－3933、
Ｅメールsyakyo@circus.ocn.ne.jpへ

消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当て
と き▶ 12月6日(土)午前9時～正午
ところ▶ グリーンパレス春日井
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 11月5日(水)から、電話で

健康推進課　☎85－6170
性差医療シリーズ講演第2弾～女性医師から更年
期を乗り切り生き生きと人生を送るための話を聞
く
と き▶ 11月30日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 産婦人科医・斎藤洋子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・70人(先着順)
 
親子の楽しい料理教室～今日から料理名人！？リ
トルシェフの挑戦
と き▶ 12月13日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(超

えたときは抽選)
費 用▶ 参加料(1人)大人400円、子ども300円
 ※大人1人につき子ども2人まで
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ、バンダ

ナ可)、ふきん、子どもは上靴
 
申し込み▶ ｢性差医療シリーズ講演｣は11月4日(火)

から電話で、｢親子の楽しい料理教室｣は
11月17日(月)〈必着〉までに、はがき(1組
1枚)に教室名、住所、参加者全員の氏名、
年齢、電話番号を書いて〒486－8686春
日井市役所健康推進課へ
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子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座～絵本の楽しみ方を知る
と き▶ 12月5日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 石田見子
対象・定員▶ 1歳6か月以上の未就園児とその保護者・

30組(先着順)
申し込み▶ 11月7日(金)午前9時から、☎85－8824へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
栄養満点！手打ちうどんを作ろう！
と き▶ 11月11日(火)午前9時30分～正午
ところ▶ 鷹来公民館
講 師▶ 管理栄養士・山崎彩子、石関みつ子
費 用▶ 材料費150円
定 員▶ 20人(先着順)
持ち物▶ エプロン、ふきん、めん棒(ある人のみ)
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
 
健康体操やヨガで健やかな毎日を！
と き▶ 11月12日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 平野喜久子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
 
元気でいきいき健康体操～口腔(こうくう)編、身
体編
と き▶ 11月15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▶ 河瀬サヨ子、近藤貞子
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
 
お口の健康について
と き▶ 11月20日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑
講 師▶ 歯科医師・森道徳
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
 
変形性膝関節症～家庭でできる簡単リハビリ体操
と き▶ 11月27日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 理学療法士・大竹浩史
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ

栄養士さんから学びませんか？～バランスの良い
食事について
と き▶ 11月28日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 管理栄養士・田中里奈
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ

市民病院　☎57－0057
市民公開講座①｢専門医から学ぶ排尿障害｣②｢知
って役立つ検査のはなし｣
と き▶ 12月6日(土)午後1時～ 3時
講 師▶ ①市民病院泌尿器科医長・福原信之②市

民病院臨床検査技師
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▶ 11月26日(水)〈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

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩凝り・腰痛予防のスト
レッチ体操や簡単な軽運動
と き▶ 12月3日～ 24日の毎週水曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
 
ボクシングエクササイズ～ボクシングの動きを取
り入れたエアロビクスで、シェイプアップを図る
と き▶ 12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

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200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▶ 12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
 
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▶ 12月の毎週金曜日(4回)午後6時～ 7時
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対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 2年生・30人(超えた
ときは抽選)

費 用▶ 受講料1000円
 
にがて克服！楽しい体操(マット) ～後転、開脚
前転などができるように練習する
と き▶ 12月の毎週金曜日(4回)午後7時30分～ 8

時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は11月5日(水)

午前9時から電話で、それ以外は11月15
日(土)〈必着〉までに、往復はがき(1教室
につき1枚のみ)に教室名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号、勤務先か学
校名と学年を書いて、〒486－0804鷹来
町4196－3へ

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▶ 11月13日(木)午後1時～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料300円　※別途、プール利用券の

購入が必要
 
クロールを覚えよう(2か月コース)～クロールの
基本をマスターする
と き▶ 11月27日～平成21年1月29日の毎週火・

木曜日(12月30日、平成21年1月1日・13
日を除く16回)①午後4時30分～ 5時30分
②午後5時45分～ 6時45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8000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▶ 12月3日～ 24日の毎週水曜日(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
 
シェイプアップアクア～お腹まわりの筋肉をたく
さん使い、脂肪燃焼を目指した水中エアロビクス
と き▶ 12月3日～ 24日の毎週水曜日(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
 
一般水泳教室～クロールの基本をマスターする
と き▶ 12月3日～平成21年1月28日の毎週水曜日

(31日を除く8回)午後1時～ 2時
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
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は11月5日(水)

午前9時から電話で、それ以外は11月15
日(土)〈必着〉までに、往復はがき(1教室
1枚)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4286へ

12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(先

着順)
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。5日(金)の
午後、6日(土) ～ 7日(日)は休講。29日(月)
～ 31日(水)は休館日のため休み
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



20 広報春日井11月1日号

市体育協会の講座
ミニバスケットボール教室
と き▶ 11月～平成21年3月の月3回程度午後7時

～ 9時15分
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 小学生
費 用▶ 受講料(1か月)3000円
持ち物▶ 上靴
問い合わせ▶ 市バスケットボール協会・安藤(090－

3447－0698)
 

ジョギング教室
と き▶ ①11月16日(日)②12月7日(日)午前9時から

(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
費 用▶ 参加料中学生以上300円、小学生100円
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・土屋(☎83－8787)
 

硬式テニス初心者教室
と き▶ 11月23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、在学で小学4年生以上

の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット、テニスシューズ、

弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
 

硬式テニス室内初心者教室
と き▶ 12月3日(水)・10日(水)・17日(水)〈3回〉

午後6時30分～ 9時
ところ▶ 総合体育館
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2000円
持ち物▶ 硬式テニスラケット、上靴
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
 
申し込み▶ ｢ミニバスケットボール教室｣は11月11日

(火)午後7時から、保護者同伴で直接、総
合体育館で、｢ジョギング教室｣は当日午
前8時30分から会場で、｢硬式テニス初心
者教室｣は11月15日(土)〈必着〉までに、
｢硬式テニス室内初心者教室｣は11月22日
(土)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

勝南にぎわい市
と き▶ 11月8日(土) ～ 9日(日)午前9時～午後3時

(雨天中止)
ところ▶ 勝川駅南口ビル前
内 容▶ フリーマーケットと新鮮朝市(なくなり

次第終了)
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)

小牧岩倉ごみ処理施設環境影響評価方法書
　小牧岩倉衛生組合環境センターごみ処理施設更
新事業に係る環境影響評価方法書を公表します。
また、環境保全の見地からの意見を受け付けます。
と き▶ 11月11日(火) ～ 12月10日(水)〈土・日曜

日、祝休日(坂下公民館は休館日)を除く〉
午前8時30分～午後5時15分

ところ▶ 環境保全課、坂下公民館
意見提出▶ 12月24日(水)〈消印有効〉までに、住所、

氏名を記入して、〒485－8650小牧市堀
の内1－1、小牧市環境交通部廃棄物対策
課(☎0568－76－1187)へ

認知症に関する市民講座を始めます
　地域住民と保健・医療・福祉関係者・行政など
の連携により、認知症の人とその家族を支える仕
組みを作り出すことを目的に｢春日井市認知症地
域連携の会｣が設立されました。この会では、市
民の皆さんが認知症について正しい知識を身に付
け、理解を深められるように、毎月市民講座を開
催していきます。
と き▶ 11月15日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ 「認知症とは何か？」
講 師▶ 医師・柴山漠人
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)か市認知症地域

連携の会事務局あさひが丘ホスピタル
(☎88－0284)

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 11月21日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 音楽療法｢いろいろな楽器を使って楽し

みましょう｣
講 師▶ 音楽療法士・須崎弘子
対象・定員▶ パーキンソン病や脊髄(せきずい)小脳変

性症などの神経系難病患者とその家族・
30人(先着順)

申し込み▶ 11月4日(火) ～ 18日(火)に、県春日井保健
所(☎31－2188)へ
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｢愛知県多重債務者相談強化月間｣無料相談
　サラ金やクレジットの借金で悩んでいる人に、
弁護士、司法書士、相談員などが答えます。秘密
は厳守します。
と き▶ 11月16日(日)午前10時～午後3時
ところ・問い合わせ▶中央県民生活プラザ(名古

屋市中区三の丸3－1－2自治センター 1
階、☎052－962－5100)

相談方法▶ 電話か面談

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▶ 平成21年1月7日(水) ～ 3月11日(水)〈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、仕事

に使う報告書などの作成を学ぶ
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)
パソコン講習(中級)
と き▶ 平成21年1月13日(火)～ 3月16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▶ ワードやエクセルの応用、検定試験対策

と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▶ 平成21年1月14日(水)～ 3月19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▶ 医療事務の基礎を学ぶ
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)
申し込み▶ いずれも11月4日(火) ～ 25日(火)〈必着〉

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

炎症性腸疾患患者・家族教室
と き▶ 12月6日(土)午前10時～正午
ところ▶ 県春日井保健所
内 容▶ ○講演｢炎症性腸疾患の治療の最新情報｣

藤田保健衛生大学病院消化管内科医師・
長坂光夫○体験者発表と意見交換

対象・定員▶ 潰痬(かいよう)性大腸炎やクローン病患
者とその家族・35人(先着順)

申し込み▶ 11月5日(水) ～ 28日(金)に、県春日井保健
所(☎31－2188)へ

全国一斉女性の人権ホットライン強化週間
　11月17日(月) ～ 23日(祝)までの1週間を｢女性の
人権ホットライン｣強化週間として、夫やパート
ナーからの暴力、職場などにおけるセクシャル・
ハラスメント、ストーカー行為といった情勢をめ
ぐる様々な人権問題に関する相談に応じます。相
談内容の秘密は固く守られますので、ひとりで悩
まず、気軽に相談してください。
と き▶ 11月17日(月) ～ 21日(金)午前8時30分～午

後7時、11月22日(土) ～ 23日(祝)は午前10
時～午後5時

女性の人権ホットライン▶☎0570－070－810(全
国共通)

問い合わせ▶ 名古屋法務局人権擁護部(☎052－952－
8111)〈内線1470〉

定年準備セミナー in 春日井
中高年のための無料セミナー参加者募集
と き▶ 11月29日(土)午前9時30分～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ ○ライフプランの必要性○退職後の主な

手続きと基礎知識(厚生年金、雇用保険、
健康保険)

対象・定員▶ おおむね45歳以上の人(夫婦や人事担当
者の参加も可)・50人(先着順)

申し込み▶ 11月4日(火)から、県雇用開発協会あい
ち高齢期雇用就業支援コーナー (☎052－
218－5651)へ

自衛官募集
試験日▶ ①12月14日(日)②平成21年1月10日(土)

〈予定〉
種 目▶ ①2等陸・海・空士②陸上自衛隊高等工

科学校生徒(仮称)
応募資格▶ ①18歳以上27歳未満の男子②15歳以上17

歳未満の男子で中学校卒業者か中等教育
学校の前期課程修了者(平成21年3月卒業
見込み含む)(予定)　※平成21年4月1日現
在

申し込み▶ 願書を請求の上、①12月12日(金)〈必着〉
②11月1日(土) ～平成21年1月6日(火)〈必
着〉(予定)までに、〒485－0025小牧市
春日寺1－1、自衛隊愛知地方協力本部小
牧地域事務所(☎73－2190)へ　※②は平
成21年4月から採用を予定していますが、
関係する法律の改正を前提としており、
改正され次第、自衛官募集ホームページ
などで詳細をお知らせし、受け付けを開
始します。

 ホームページ　http://www.mod.go.jp/
pco/aichi/



万 人

万

朗読発表会
とき▶11月12日（水）午後１時30分～ 3時30分　
ところ▶文化フォーラム・視聴覚ホール　内容
▶「新京脱出」「未来いそっぷ」「不断草」「不機嫌
の椅子」などの作品の朗読を行う　問い合わせ
▶かすがい朗読研究会・林（☎51－5865）
･･････････････････････････････････････････
世界の料理・フランス編
とき▶11月15日（土）午前10時～午後3時　とこ
ろ▶東部市民センター　内容▶フランス料理を
習うと同時にフランスの文化にも触れ、国際交
流を図る　対象・定員▶中学生以上の人・32人
（先着順）　費用▶参加料1000円　申し込み▶電
話かファクスで、住所、氏名、電話番号、年齢
を書いて、クロスカル・稲熊（☎・ＦＡＸ92－
1239）へ
･･････････････････････････････････････････
春日井の教育を語る市民のつどい
とき▶11月16日（日）午後1時～ 4時30分（0時30
分開場）　ところ▶レディヤンかすがい　講演
▶「子育て、教育、ここにある希望」三上満　定
員▶150人(先着順)　問い合わせ▶長縄（☎31－
8017）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

坂下公民館 (☎88－5555) 11／2(日)～13(木) 華千会書道展 華千会

エコメッセ春日井 (☎88－5006) 11／2(日)～29(土)
リサイクル和紙工芸展 伊倉末子
俳句付き癒しの写真展 落合兼博

味美ふれあいセンター (☎31－3522)
11／5(水)～8(土) 春日井ミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会
11／11(火)～21(金) 味美日本画クラブ作品展 味美日本画クラブ

鷹来公民館 (☎84－7071) 11／6(木)～16(日) ネイチャーフォト写真展 ネイチャーフォト愛好会

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

11／7(金)～9(日) カンラン展 春日井古典園芸同好会

11／11(火)～13(木) クリスマスの楽しい小物たち展 ねむの花工房

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 11／8(土)～20(木) 自分流水彩画展 自分流水彩画展の会
高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 11／10(月)～24(休) 楽しい折り紙展 ひまわりの会
ルネックギャラリー (☎34－6800) 11／13(木)～16(日) 小さな絵の展覧会 今井佳寿女と一木会

レディヤンかすがい (☎85－4188)
11／13(木)～18(火) 生活出張展 市消費者生活展実行委員会
11/14(金)~12/17(水) 木目込み人形作品展 木目込み人形クラブ

裁判員制度による公開模擬裁判
とき▶12月6日（土）午後1時30分～ 3時30分（1時
開場）　ところ▶レディヤンかすがい　内容▶
来年から始まる裁判員制度を知るための講演と
公開模擬裁判　定員▶250人（先着順）　申し込
み▶11月15日（土）までに、電話かファクスに住
所、氏名、電話番号を書いて、市婦人会協議会
・遠山（☎・ＦＡＸ82－6821）へ

あなたも情報発信しませんか？

　掲載申請書は市ホームページからダウ
ンロードできます。掲載希望号発行日の1
か月前までに申請書に記入して、郵送か
ファクスで、〒486－8686春日井市役所広
報広聴課（☎85－6036、FAX84－7421）へ
ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/shinsei/shinsei/koho/koho.html
※市の後援等がある催しを掲載します。
申し込みの際に後援等の決定通知書の写
しを提出してください。
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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

11／1

11／8

11／15

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

☎33－8011

☎34－1166

☎81－1303

☎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（若草町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）

大林産婦人科医院（高山町1）

アルファクリニック（朝宮町1）

森永産婦人科（八事町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

11／2

11／3

11／9

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。

肝炎を起こす原因にはいろいろありますが、わが国ではそのほとんどが肝炎ウイルスによるものとさ
れています。自覚症状がないことが多く、放置すると肝硬変や肝がんへと進行する恐れがあるため、
感染の早期発見・早期治療が重要です。過去に肝炎ウイルス検診を受けたことのない人は、一度は受
けましょう。

●公道
平日（午前8時30分～午後5時15分）…水道工務課
☎85－6420
土・日曜日、祝休日、夜間…市役所宿直室☎81
－5111
●宅地内（有料）
終日…市管工事業協同組合（☎83－8288）か市指
定給水装置工事事業者
※アパート、マンションなどの水道施設の修繕
については、事前に管理者に確認してください。

☎0180－995－999

火 災 情 報水 道 修 繕

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6172）

肝炎ウイルス検診を受けましょう肝炎ウイルス検診を受けましょう

ところ▶
対　象▶

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/shindan/sitei_iryoukikan.html

人　口 （＋1819）

世帯数
30万6444人
12万2393世帯 （＋2051）

（　）内は前年同日比

まちの動き

（　）内は1月からの累計

（82件）

（8人）

（8248件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

6件
832件

0人

平成20年9月30日現在　

市内の指定医療機関　
40歳の人か41歳以上で次のいずれかに該当す
る人○当該年度の健康診査において肝機能異
常を指摘された人○過去に当該肝炎ウイルス
検診に相当する検診を受けたことがない人

市の検診の対象者以外の人でも春日
井保健所で検査を受けることができ
ます。詳しくは春日井保健所（☎31－
2188）に問い合わせてください

23広報春日井11月1日号



ジャノメチョウ科
クロヒカゲ

　羽を広げると5㎝強ほど。表面はくすんだ暗褐色ですが、裏面に
は目玉模様を取り巻くように青紫色に輝く帯があり、とても美し
いです。
　年3～ 4回発生し、4～ 11月上旬まで見られます。暗い所を好む
ようで、幼虫の食草となるササ類が多い都市近郊の雑木林や山地
の樹林帯の林道沿いなど、広い範囲でよく見掛けます。朝夕に活動する傾向があり、機敏な飛び方を
します。湿地で水を吸ったり、樹液や獣ふんの汁を吸ったりしていますが、時には花にも来ることが
あります。羽を広げて止まることは少なく、日光浴をするときぐらいです。
　よく似た種に、ヒカゲチョウ(ナミヒカゲ)がいますが、クロヒカゲの方が地色が濃いことや後羽の裏
面の黒条が目玉模様を回り込むように「く」の字型に大きく折れ曲がっていることで区別できます。

然春 日 井 の 自

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

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

今年も市少年消防クラブ防火作品を募集したところ、ポスター245点、習字761点が寄せられ、次の4点
が市少年消防クラブ運営指導協議会の会長賞に選ばれました。

市少年消防クラブ防火作品市少年消防クラブ防火作品を紹介しますを紹介します市少年消防クラブ防火作品市少年消防クラブ防火作品を紹介しますを紹介します市少年消防クラブ防火作品市少年消防クラブ防火作品を紹介しますを紹介します市少年消防クラブ防火作品を紹介します

少年のころから、正しい火災予防の知識
と技術を身に付け、将来、火災予防を習
慣として実行する社会人になってもらう
ために、昭和42年に発足しました。現在、
54クラブ（市内小学校39校・中学校15校）、
総員964人が登録しています。主な活動は、
県消防学校への1日入校や1日消防士によ
る防火対象物の立ち入り検査、総合防災
訓練や消防出初式への参加などです。

市少年消防クラブって何？

水野梨沙（山王小5） 大田結子（小野小6）

習字
の部

ポスター
の部

防火作品入賞作品の展示防火作品入賞作品の展示防火作品入賞作品の展示
市役所1階市民ホール　　
西部ふれあいセンター
東部市民センター
高蔵寺ふれあいセンター

11／7（金）～14（金）
12／2（火）～7（日）
12／9（火）～15（月）
12／16（火）～23（祝）

※そのほか、消防長賞や特別賞の作品はホー
ムページでも見ることができます。
ホームページ　http://www.city.
kasugai.lg.jp/syobo/yobo/
kasaiyobo/bfc/boukasakuhin.html

浜川茉莉江（上条小5） 三谷奏（高座小6）

問い合わせ▶予防課（☎85－6383）
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