
　「♪里山の田んぼを耕すとき、うんとこどっこいしょ」少年自然の家で
行われた里山体験（田んぼの学校）。田植えの前にみんなで大きな声で歌
いながら、自分たちの足で「しろかき（田んぼをならす作業）」をしました。
秋には楽しい収穫が待っています。
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老人会「松風会」（押沢台） 

ごみ分別の徹底によりごみの量を減
らすことを目的として、平成１９年２
月１日から導入した指定ごみ袋制度。
市民の皆さんの協力により、指定ご
み袋でのごみ出しが定着しました。
その結果、果たして、ごみの量は減
ったのか？今回の特集では、ごみの
量の検証と今後の市の取り組み、も
っとごみを減らすことができないか
を考えていきます。 
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老人会の皆さん　はい。あらためて、市の職員からごみの
量や分別について詳しく説明していただき、よく理解する

ことができました。 

 

 

 

 

老人会の皆さん　わたしの家庭では、以前からごみの分別
はしっかり行っていたので、指定ごみ袋が導入されても、

特に何かが変わったということはありません。 

 

 

 

老人会の皆さん　わたしたちの町内では、以前からごみの
分別や出し方にはかなり意識が高く、ごみの分別は徹底さ

れていました。ただ、指定ごみ袋が導入されて間もないこ

ろは、新聞紙や段ボールなどの資源が燃やせるごみに混ざ

っていることもありましたが、今では燃やせるごみではなく、

資源として出されています。また、それぞれ当番を決めて

いて、ごみが収集された後、ごみステーションにごみが残

っていないかを当番の人が確認しています。万が一、収集

できない旨のシールがはられて残されたごみがあったときも、

当番がそのごみを持ち帰り、仕分けし直して出しています。 

 

 

 

 

老人会の皆さん　ところで、指定ごみ袋を導入して、ごみ
は減ったのですか。 

老人会「松風会」（押沢台） 老人会「松風会」（押沢台） 

市が指定ごみ袋を導入して５か月が過ぎました。今回は押沢
台の老人会「松風会」の皆さんにお話を伺いました。 
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　平成18年度の燃やせるごみの量は前年度

に比べ約900t減少し、資源は約1200t増加し

ました。この要因の一つとして、平成18年1

月から始めた雑がみ収集の効果が挙げられ

ます。ごみの減量と資源の有効利用を図る

ため、燃やせるごみの中からリサイクルで

きる紙をなくしていきましょう。 

※雑がみとは、包装紙やティッシュの箱、封
筒など不要となったリサイクルできる紙全般
のことです。 
●収集しないもの　 
　写真、ビニールコーティング、防水加工さ

れた紙、圧着はがき など（燃やせるごみとし

て出してください） 

（ｔ） 

６０００ 

５０００ 

４０００ 

３０００ 

２０００ 

平成１８年 燃やせるごみ収集量の推移 平成１９年 

１月 

４９１３.１７ 
５１８７.５９ 

４０７０.１４ 

４９２２.０１ 
４３４２.９７ 

４７３９.８４ 
４４９１.０２ 

３７１０.３２ 

２月 ３月 ４月 

（ｔ） 

１５００ 

 

１０００ 

 

５００ 

 

平成１８年 燃やせないごみ収集量の推移 平成１９年 

１月 

１２３０.５３ 

１４５１.８３ 

１０２６.２１ 

１２９３.３５ 

１１３６.５２ １１６８.４７ １１５４.９７ 

９４１.７６ 

２月 ３月 ４月 

　2月の収集量が少ないのは

月の日数が28日しかなく、ご

み収集車の稼働日数が少ない

からです。3～4月は引っ越しの季節でご

みが増加してしまいがちですが、特に3

月は前年に比べ、燃やせるごみと燃やせ

ないごみを合わせて735.87tも減っています。

これはごみ収集車（3t/台）の約245台分も

の減量に成功したことになります。来年

は指定ごみ袋導入の成果がもっと表れて

いるといいですね！ 

　　　　　（２～４月の合計） 
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平成１８年 

資源（飲料缶・飲食用びん・ペットボトル）の収集量の推移 
平成１９年 

１月 

１５２.７７ 
１４４.０７ 

１３０.８５ 
１２３.９０ 

１３９.５６ １４６.２４ 

１６２.５３ 
１４８.９２ 

２月 ３月 ４月 

（ｔ） 

１５００ 

 

１０００ 

 

５００ 

 

（ｔ） 

２００ 

 

１５０ 

 

１００ 

 

５０ 

 

平成１８年 

資源（新聞紙・雑誌・段ボールなど）の収集量の推移 
平成１９年 

１月 

８８４.８８ 
８０５.６５ 

７４７.４７ 

９４７.４０ 

１１０８.８４ 

９３４.６８ 

１２０５.５５ 

９６９.０７ 

２月 ３月 ４月 

　指定ごみ袋導入前は、ごみ

の中に紙類や飲料缶などの資

源が混ざっていることが多く

見られましたが、指定ごみ袋導入後は、

以前より分別の徹底が進み、ごみではな

く資源で出されるようになりました。資

源の収集量が増えていることが分かりま

すね。特に、新聞紙や雑誌、段ボールの

資源量が増えています。今後、飲料缶や

ペットボトルなどの資源も増えてリサイ

クルにつながっていくといいですね。 

　　　　　（２～４月の合計） 

　収集量の増加した資源は、新たな製品など

にリサイクルされ、原材料の削減など環境へ

の負荷が低減されます。収集量の減少したご

みは、クリーンセンターでのごみ処理量の減

少につながり、次のような効果があります。 

○ ごみの焼却に使うための材料経費が少なくなる  
○ 設備の部品などの摩耗・劣化が遅くなり、焼却施設が長く持つ  
○ 焼却灰の埋め立て量が減り、最終処分場の延命につながる 
※ごみ処理にかかる費用については、今後の広報でお知らせし 
　ていく予定です。 
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市民、事業者、市のパートナーシップ
のもと育む「もったいない」精神 
　市民、事業者、市が「もったいない」を意識し、

暮らしや事業活動の中でそれぞれができること

を行うなど、意識の改革につながるための施策

を展開していきます。 

安全で安心なごみ処理体制の
確保 
　廃棄物の適正な循環的利用や処分

のための施設整備を行うとともに、

最終処分場の延命化のための取り組

みを進めていきます。 

市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、ごみ処理の基本方針となる「ご
み処理基本計画」を定めました。 
計画の期間は、平成３０年度を目標とし、５年後の平成２３年度に見直します。 

平成３０年度のごみ減量目標 

http://www.city.kasugai.aichi.jp/kankyou/gomi/keikaku.html
「ごみ処理基本計画」は、ごみ減量推進課、市ホームページ、市役所情報コーナーで見ることができます。 

●平成３０年度の１人１日あたりのごみ排出 
　量を平成１７年度と比べ２５０グラム（※）削減 

●家庭ごみ排出量を平成１７年度と比べ１５％ 
　削減 

●事業ごみ排出量を平成１７年度と比べ２５％ 
　削減 

　※りんご１個分の重さが約250グラムです。 

循環型社会を形成していくため、基本理念の下、次の 

３つの基本方針を定め、総合的な取り組みを進めます。 

基本 
理念 

総合的なごみ減量施策の推進 
◆家庭ごみの減量施策 
　ごみの減量やリサイクルに関する啓発、情報提供、教育な

どを行い、適正な分別排出の促進を図り、家庭ごみの減量に

取り組みます。 

 
◆事業ごみの減量施策 
　排出抑制や分別の徹

底など、ごみに対する

意識を高めるための積

極的な啓発を行うとと

もに、ごみの減量化や

資源化が促進されるよ

うな仕組みづくりに取

り組みます。 

小学生対象の青空教室 内津最終処分場 
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問い合わせ　ごみ減量推進課　　８５－６２２２ 

▲
 

　スーパーなどで買い物の際に渡されるレジ袋は、1

年間に300億枚と言われており、1年間に１人当たり

約300枚使用する計算になります。レジ袋は薄くて軽く、

丈夫で防水性、防湿性にも優れているため、買い物

袋として広く使われています。しかし、

レジ袋を1枚作るのに石油が約20cc必要で

あり、またレジ袋そのものがごみとして

廃棄されているのが現状です。 

　環境省では、容器包装ごみを削減する

ため、マイバッグや風呂敷を持参してレ

ジ袋を断ることを呼び掛けています。 

　買い物の際に、買い物袋やかごを持参

して、レジ袋を削減しましょう。 

■レジ袋削減に向けた店舗での取り組みの一例 

◆マイバッグ（買い物袋）やマイバスケット 

　（買い物かご）の利用 

　　　　　　◆レジ袋を断った場合に、ポイン 

　　　　　　　トなどを提供 

　　　　　　　　◆「レジ袋要りますか？」 

　　　　　　　　　の声掛けの実施 

　　　　　　　　◆レジ袋不要カードの設置 

 

　わたしたちは、市民活動の第一歩として、「買

い物袋持参運動」を実施しています。年に6回、市内のス

ーパーへ出掛けて、買い物に来ているお客さんに「買い物

袋を持参して、レジ袋は必要以上にもらわないようにし

ましょう」という呼び掛けを行っています。 

 

 

　レジ袋を作るためには、たくさんの石油が必

要であり、また、レジ袋をごみとして出すと環境によく

ないこと、さらに「次世代の子どもたちに良い環境を残し

たい」ということからこの運動を始めました。6～7年前は

まだレジ袋は家庭にとって必要なものという意識が強く、

レジ袋をもらうということが習慣になっていました。今は、

市民の皆さんも少しづつ意識が変わってきたようで、買

い物袋を持って行く人も増えてきたように感じます。 

 

 

　買い物袋持参運動を通して、身近でできる省資

源・ごみ減量が市民の皆さんに広がるよう、これからも

運動を続けていきたいと思います。みんなでごみ削減を

進めましょう。 

市婦人会協議会会長 
遠山  園生 

　市民の皆さんにご協力をいただき、指定ご

み袋によるごみの排出や分別で、ごみの量が

減り､資源の収集量が増えています。 

　しかし、ごみの減量が進む一方でルール違

反ごみも一部見受けられます。ルール違反ご

みは収集されずに残ったままになり、ごみス

テーション周辺に住んでいる人たちや区・町

内会などの役員の皆さんに大変な迷惑となり

ます。みんなで気持ちよくごみステーション

を使うために、一人一人がごみ出しルールや

マナーを守っていただくことが大切です。 

　また、さらにごみの減量化や資源化に取り

組むためにも、なるべくごみを出さないよう、

要らないレジ袋はもらわない、過剰包装は断

る、ものを大切に使うなど一人一人ができる

ことから「もったいない」に取り組むことが

大切です。 

 今後も、市が定めた 「ごみ処理基本計画」

に基づき、市民の皆さんがごみの減量に取り

組みやすい仕組みづくりを進めてまいります

ので、協力をお願いします。 

ごみ減量推進課長 
吉富  孝一 
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時代を先取りしたマイクロエレクトロニクス技術の
研究開発に着手し、現在では変圧器、エンジニアリ
ング、機器の3つの事業部を持つ産業用電気制御機
器メーカー。エレベーター市場で、ドア開閉用光セ
ンサーや赤外線ワイヤレス伝送機器などを供給し、
エレベーター用センサーは国内シェア約70％。

三豊機工株式会社
東野新町1－4－12

東洋電機株式会社
神屋町字引沢1－39

自動車、家電製品等の機能部品の多くは冷間圧造で作
られている。その中で、六角や四角形状の部品は応力
がコーナー部に集中して金型が早期破損してしまう。
それを解決したものが、割型「ダブルヘックス」（世界
特許）で、三豊機工は、その冷間圧造工具の総合メー
カー。

モノ作り3つの要点
　　　気転、気配り、気遣い

代表取締役社長　舟橋宜孝
　　　　モノ作りで心掛けていることは、何でしょう
　　　か？
　モノ作りで大切なことは、目先の利益を考えないで、
お客様のさまざまな声に耳を傾け、それを解決する技
術を開発することです。それが独創的な発想を生み出
す原点であり、大切なことと考えています。
　「どうして割れるなぜ割れる。耳で聞いても答えて
くれぬ。心できいたらささやいた」“三豊流”のこの標
語は、業界に染みついています。

愛着を持つことが財産
代表取締役社長　塩崎敏夫

　　　　御社が持ち続けている理念はどんなものですか？
　エレベーターの安全を受け持つ企業のトップとしては、製品に妥協
はありません。新たな事業のきっかけとなった自社開発の光センサーは、
生みの苦しみがあった分、愛着があります。それだけに、愛着を持っ
て作った製品は、最後まで責任を持ち続けていくことができます。さ
らに、責任を持つことでお客様の満足度が上がり、信頼される大切な
財産となっていきます。

作り中小企業作り中小企業春日井発春日井発 元気元気なモノモノ元気元気なモノモノ元気なモノ
　経済産業省は、全国の中小企業の中から世界に通用する高い技術があり、ユニークな商品を開発した「元気なモ
　市内でも重要な役割を果たしながら、今まであまり知られる機会の少なかった中小企業が平成19年度は4社選ば
　これらの企業のやる気と頑張り、元気さがどこにあるのかを求めて、本間奈々副市長が企業のトップを訪ねました。
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世界最速の段ボールシート製造機械、最新のエコロジー技術の導入で大幅
に廃液を削減した印刷機械など、高い技術力で生産性と環境対応を実現し
ている。顧客ニーズに柔軟に対応した企画提案力・アフターサービスで段
ボール製造機械国内シェア40％を誇り、国内で生産される段ボールの大半
に何らかの形でかかわっている。

株式会社ＩＳＯＷＡ
西屋町66

創業以来セラミックス一筋で、自動車用部品や電子
部品など、複雑形状のセラミックス部品の製造技術
メーカー。その多岐にわたる製品は、さまざまな分
野で幅広く利用されている。特に自動車用酸素セン
サー部品では世界シェア46％、また、電子レンジの
機能部品「マグネトロン」用でも40％製造。

株式会社エージック
上条町3－24

産学連携でクレームゼロ
代表取締役社長　川崎正彦

　　　　企業にとって品質管理とコストダウンは大切なことですが、
　　　この相反することにどのように取り組みましたか？
　製品の品質管理とコストダウンのための技術開発ができないかと、
平成13年から地元中部大学の研究室と「産学連携」で自動寸法検査装置
の開発に取り組みました。現在では外観検査装置も含めて6台の装置
開発に成功しています。「産学」の連携協働は、製品クレームゼロという、
モノ作り企業にとって非常に大きな成果を上げています。

世界一の社風環境を目指して
代表取締役社長　磯輪英之

　　　　斬新なアイデアを生み出すために、どんな会
　　　　社を目指していますか？
　会社は、物事を熱く語れる環境であることがとても
大切なことだと考えています。この環境を生み出すた
めには、社員の満足度を高めていく必要があります。
社員の満足度が上がれば、お客様にも良いサービスが
できると確信しています。
　社員が「こういうことをしてもいい
のかな」とためらわずに自由な考え
方を発信できる「世界一社風の良い
会社」を目指していくことが、私の
強い思いです。

作り中小企業作り中小企業作り中小企業作り中小企業作り中小企業元気なモノ元気なモノ
ノ作り中小企業300社」を、選定しています。
れました。県下では名古屋市の6社に次いで2番目に多い数になります。

本間奈々　副市長
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広告媒体 広報春日井(毎月1日、15日の2回発行) 市ホームページ かすがい市民活動情報サイト

掲載位置

　…掲載
　　位置

裏表紙
※枠位置は市で決定します。

トップページ
http://www.city.kasugai.aichi.jp/
※枠位置は市で決定します。また、
今後、ドメイン変更を予定しています。

トップページ
http://kasugai.genki365.net/
※枠位置は市で決定します。

規　　格 4色刷、縦13㎝×横9㎝

大きさ…縦60ピクセル×横120ピクセル
形式…GIF(アニメ・透過GIF不可)、JPEG、PNG
データ容量…4キロバイト以下
その他…画像のスライス(分割)不可

枠　　数 4枠 5枠 ３枠
作成部数 約9万8000部
掲　載　料 1枠1号当たり8万円(税込み) 1枠月額2万円(税込み) 1枠月額1万円(税込み)

掲載基準
市広告掲載要綱および市広報春日井
広告掲載要領

市広告掲載要綱および市ホームペー
ジ広告掲載要領

市広告掲載要綱および市民活動情報
サイトバナー広告掲載要領

募集対象
9月15日号～平成20年5月15日号
※15日号のみの掲載です。

9月1日～平成20年3月31日

アクセス件数

月間約4万8000件　(平成18年4月か
ら平成19年3月までの平均値)

月間約2000件　(平成19年4月から5月
までの平均値〈平成19年4月3日開設〉)

※トップページのみのアクセス件数です。また、このデータは参考であり、
毎月のアクセス件数を保証するものではありません。

申し込み

7月2日(月)から、申込書(市ホームペ
ージに用意)に必要事項を記入して、
広告原案を添えて、次の広告代理店
へ提出
○㈱中日アド企画(一宮市、☎0586－
71－7200)、○木野瀬印刷㈱(西本町、
☎31－3118)

7月2日(月) ～ 31日(火)〈必着〉までに、
申込書(市ホームページに用意)に必要
事項を記入して、広告原案を添えて、
市役所執務時間中に直接か郵送で、
〒486－8686春日井市役所広報広聴
課(☎85－6037)へ

7月1日(日) ～ 31日(火)〈必着〉までに、
申込書(市ホームページ、かすがい市
民活動情報サイトに用意)に必要事項
を記入して、広告原案を添えて、さ
さえ愛センター執務時間中に直接か
郵送で、〒486－0837春見町3番地、
ささえ愛センター (☎56－1943)へ
※休館日の受付はできません。

※応募者多数の場合は、審査後、抽選により決定します。
問い合わせ 広報広聴課(☎85－6036) 広報広聴課(☎85－6037) ささえ愛センター (☎56－1943)

市では、所有する資産を広告媒体として活用し、新たな自主財源を確保するため、有料広告を募集しています。
今回は、広報春日井、市ホームページ、かすがい市民活動情報サイトへの広告を募集します。
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詳しくは、ホームページを見てください。
http://www.city.kasugai.aichi.jp/shityositu/koho/koujigyou.html

〈次の広告媒体についても現在、広告募集中〉
○清掃車両の車体の一部(清掃事業所☎84－3211)　　　　○勝川駅前地下駐車場壁面(管理指導課☎85－6637)

※ホームページは9月にリニューアルする予定です。



　　 ダンス　de GO! GO!
秋空の下、日ごろ練習した成果をぶつけてみませんか（踊り・曲の規定は特にありません）
と　き▶10月21日（日）午後1時10分～ 2時10分
ところ▶市役所北側ステージ
対　象▶市内在住か在勤、在学の人か春日井にかかわりがある人で、

1チーム2～40人程度まで

春日井の秋の風物詩「春日井まつり」を今年も開催します。たくさんの催
しの中で、事前に申し込みが必要なものを紹介します。皆さん奮って応
募してください。

みんな・DE・おどろ舞　夢きらフェスタ（コンテスト）
春日井まつりのテーマ曲「夢・きらきら ホープタウン春日井」の軽快なリズムに乗って、楽しく踊りましょう
〈賞金、参加賞あり〉
と　き▶10月21日（日）午後2時20分～ 3時50分
ところ▶市役所北側ステージ
対　象▶市内在住か在勤、在学の人か春日井にかかわりがある人で、1チーム10～40人程度まで
※「夢・きらきら ホープタウン春日井」のCDと踊りの基本型のビデオは、実行委員会事務局で貸し出しします。

道風平安朝行列
と　き▶10月21日（日）
役・人員▶小野道風…男性1人、小野小町…女性1人、

文官・女官・若武者・稚児など…約100人
対　象▶市内在住か在勤、在学の人か春日井にかか

わりがある人（稚児は4歳以上）

童謡の広場
童謡や歌唱を会場の皆さんと一緒に歌いましょう
と　き▶10月20日（土）午後1時から
ところ▶市民会館
対　象▶市内在住か在勤、在学の人がいる家族かグ

ループで説明会に参加できる人

ボランティア
と　き▶10月20日（土）～ 21日（日）
ところ▶春日井まつり会場
主な仕事▶駐輪場と駐車場の誘導・整理や会場周辺の

清掃、パレードの沿道警備など

パフォーマンス出演者
と　き▶10月20日（土）～ 21日（日）
ところ▶市役所内ステージ、ふれあい広場、中央公園内ステージ
演　目▶マジックやダンス、大道芸など

申し込み▶7月31日（火）〈必着〉までに、所定の用
紙（市民生活課、各ふれあいセンター、
各公民館に用意）に必要事項を記入し
て、〒486－8686春日井市役所市民生活
課内、春日井まつり実行員会事務局
（☎85－6622・FAX85－5522）へ
※いずれも応募者多数の場合は事務局
で選考します。

とき▶10月20日（土）
～21日（日）

NEW
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　市内を流れる生地川を花でいっぱいにして、ま
ちの美化につなげようと、市商店街連合会が松原
小学校の児童やボランティアの皆さんの協力を得
て、コスモスの種をまきました。参加した児童た
ちは、「早く秋になって、満開のコスモスを見て
みたい」と待ち遠しい様子でスコップで穴を掘っ
ていました。

　昨年までの「くらしに活（い）かす生活展」と「リ
サイクルフェア」を統合した「かすがいエコライフ
フェア」が開催されました。消費者グループの食
生活についての研究発表や暮らしに役立つ情報な
どの各コーナーは、たくさんの市民でにぎわいま
した。また、環境にやさしいアクリルたわし作り
のコーナーでは、皆さん熱心に体験していました。花をいっぱい咲かせよう

（ふれあい緑道）

6/1
㊎

体験！エコライフ
（市役所市民ホールなど）

6/8㊎
～9㊏

　市児童虐待防止推進事業の一環として児童虐待
防止シンポジウムが開催され、多くの市民の皆さ
んが参加しました。児童虐待を素材にした映画「長
い散歩」の上映後に行われたパネルディスカッシ
ョンでは、この映画を制作した映画監督の奥田瑛
二さんや市長らが児童虐待の実態や予防の必要性
など意見を出し合いました。その中で奥田さんが
「児童虐待をなくすためには、周りの協力が必要です。おかしいと思ったら迷わず通報することが大切です。」
と訴え、市民の皆さんは真剣に聞き入っていました。

6/8㊎
～9㊏ みんなで防ごう、児童虐待

（東部市民センター・市民会館）

一生懸命に積み上げた土のう

みんなで協力、簡易担架の搬送

給水給食訓練は任せて
（さかしたおかみさん会などの皆さん）
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田植え

　梅雨入り間近という日の夕方、久しぶりに
落合公園から大池緑地、善光寺橋公園へと散
歩しました。すでに苗が植えられた田の真っ
青な景色に目を奪われ、水田にそよぐ心地よ
い風に心を癒やされながらのひとときであり、
幼いころの思い出が浮かんできました。
　子どものころ、田植えの時期となると、家
族総出の大仕事でした。私は、手伝うという
よりも、服を汚したり、植えた苗を踏んだり
して、足手まといの方が多かったのですが、
そんな私の姿になぜか父も母もにこにこして
いました。その父の黙々とげたの付いた道具
で軽々と田起こしする姿にあこがれたり、日
も暮れようとしている時に雲を見て、風を感

じて明日の天気を当てる祖父に感心したり、
日も沈み田んぼから帰ると休む間もなく夕飯
の支度をする母、まさに農繁期でした。
　この田植えの風景もずいぶん変わりました。
腰を曲げての幾日もの重労働が、機械化され
た今では、半日や1日で田植えが終わり、田
植えの時期もひと月以上早くなったようです。
　先月の中ごろ、大学の田植え祭に参加させ
ていただきましたが、田植えを初めて経験す
る子どもたち、若者に混じって昔を懐かしむ
お年寄りの姿がそこにはありました。
　私も懐かしみ、自然の一部である田んぼの
役割をあらためて感じたひとときでした。
　稲に、お米に、ご飯に感謝！

　坂下区自主防災会と坂下区の皆さんが、坂下神
社内にある公園で大災害の発生を想定した防災訓
練を行いました。訓練は今年で12回を数えました。
「みんなのまちはみんなで守る」という地域での防
災意識が非常に高い地域の一つで、参加した皆さ
んは、給水給食訓練をはじめ、救出訓練や救護訓
練など、互いに声を掛け合いながらてきぱきと行
動し「備える」意識を高めていました。

6/3
㊐ 災害に強い地域を目指して

（坂下町）

一生懸命に積み上げた土のう一生懸命に積み上げた土のう一生懸命に積み上げた土のう

みんなで協力、簡易担架の搬送みんなで協力、簡易担架の搬送みんなで協力、簡易担架の搬送

給水給食訓練は任せて給水給食訓練は任せて
（さかしたおかみさん会などの皆さん）（さかしたおかみさん会などの皆さん）

給水給食訓練は任せて
（さかしたおかみさん会などの皆さん）
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I N F O R M A T I O N情報最前線

申し込み▶看護師採用試験は8月3日(金)〈必着〉までに、それ以外は7月27日(金)〈必
着〉までに、市販の履歴書と免許証、健康診断書(市民病院管理課、ホー
ムページに用意)を直接(土・日曜日、祝休日を除く)か郵送で、〒486－
8510鷹来町1－1－1、春日井市民病院管理課(☎57－0046)へ　※卒業見込
みの人は免許証の代わりに卒業見込み証明書と成績証明書、健康診断書
は学校で受けた最新のもので可

※給料は、平成19年4月1日現在の額で、地域手当を含みます。給料のほか、扶養、住居、通勤、期末・勤勉
手当などをそれぞれの条件に応じて支給します。

8月1日(水)から、老人保健医療と国民健康保険前期高齢受給者医療の一部負担金の割合を、平成19年度市
県民税の課税所得により見直します。一定以上の所得者(課税所得145万円以上)は3割、それ以外の人は1割
(平成20年4月から前期高齢受給者は2割)の負担となります。その際、一定以上の所得者で、平成18年中の
収入額が次の基準に該当する人は、申請により一部負担金の割合か自己負担限度額が変更となります。なお、
対象となる人には申請書を郵送しますが、課税内容の変更などにより該当しなくなる場合もあります。

問い合わせ▶昭和8年9月30日以前生まれの人は、生活医療課(☎85－6194)　　　　　　　
　　　　　　昭和8年10月1日から昭和12年8月1日生まれの人は、国保年金課(☎85－6158)

※1　老人保健医療受給者の対象人数は、同一世帯において老人保健医療受給者と70歳以上の人の人数
の合計です。国民健康保険前期高齢受給者の対象人数は、同一世帯において老人保健医療受給者と
70歳以上の国民健康保険加入者の人数の合計です。

※2　自己負担限度額の一般とは外来の個人ごとの限度額が1万2000円、入院と世帯ごとの限度額が4万
4400円の区分です。

負担区分 申請により「一部負担金の割合」が変更となる場合
(3割→1割)

申請により「自己負担限度額が一般」に変更となる場
合※2

2人以上 520万円未満 621万円未満

1人　　 383万円未満 484万円未満

対象人数※1

職　　種 採　用 人　員 受　験　資　格 給料月額 試　　　　験

看護師

平成20年
４月1日 70人程度

昭和33年4月2日以降に生まれた人
で、免許を取得している(平成20年
5月までに取得見込みの)人

大卒
約23万4000円
短大3卒
約22万8000円
短大2卒
約22万1000円

8月11日(土)午前9時から、市民
病院で、性格検査、面接試験

平成19年
10月1日 若干名 昭和32年10月2日以降に生まれた

人で、免許を取得している人

薬剤師
平成19年
10月1日

1人
昭和55年10月2日以降に生まれた
人で、免許を取得している人

大卒
約21万5000円

1次…8月4日(土)午前9時30分
から、市民病院で、教養・適性
試験、性格検査

2次…9月1日(土)に、市民病院
で面接試験

診療放射線技師 1人
大卒
約21万5000円

短大3卒
約20万3000円

臨床工学技士

平成20年
4月1日

1人
昭和56年4月2日以降に生まれた人
で、免許を取得している(平成20年
5月までに取得見込みの)人

理学療法士 1人

作業療法士 1人

対象となる世帯の基準収入対象となる世帯の基準収入額（平成18年中）（平成18年中）対象となる世帯の基準収入額（平成18年中）

ホームページ　http://www.city.kasugai.aichi.jp/shiminbyoin/jimu/saiyo/H1910_2004.html
平成20年4月1日採用の看護師採用試験は、ほかの日程でも実施する予定があり、8月1日号広報でお知らせします。
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回 開催日 テ　　ー　　マ 講　　　　　師

1 8/2(木)
開講式

人材育成コンサルタント・松田照美
もっと楽になるために～今話題のジェンダーを知る

2 8/8(水) 働くママ、僕たちこう思ってるよ～子どものキモチ 名古屋大学教授・村瀬聡美

3 9/6(木) 自分を見つめて～私の可能性再発見！ NPO法人セルフディフェンスコミュニケーション開発・
青嶋宮央

4 9/20(木) 先輩にコツを聞く！～実際に再就職してみて NPO参画プラネット理事・重原惇子

5 10/4(木) お金が貯まる！～上手なライフプランニング ファイナンシャルプランナー・大西尚美

6 10/18(木) 知っておいてソンはない！～働く女性のための労働法基
礎知識 社会保険労務士・吉岡規子

7 11/11(日) かすがい男女共同参画市民フォーラムに参加

8 11/15(木)
夫・家族・身近な人々とのよりよい関係がよりよい未来
を拓く！～イキイキとした私の人生をデザインしよう！ NPO法人NIED・国際理解教育センター理事・伴和子
閉講式

時 間▶午前10時～正午
ところ▶レディヤンかすがい
対象・定員▶市内在住のおおむね45歳以下の女性・20人(超えたときは抽選)
申し込み▶7月18日(水)〈必着〉までに、はがきかファクス、Eメールに講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、

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

ところ▶市役所、文化フォーラム春日井、レディヤンかすがいなど
定 員▶各コース50人(超えたときは抽選)
申し込み▶7月18日(水)〈必着〉までに、所定の用紙(市民安全課、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、各公民館に用意）かはがき、Eメールに、コース名、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内、安全なまちづくり協議会事
務局(☎85－6064、Eメールanzen@city.kasugai.lg.jp)へ

春日井安全アカデミーの受講生を募集します春日井安全アカデミーの受講生を募集します春日井安全アカデミーの受講生を募集します春日井安全アカデミーの受講生を募集します春日井安全アカデミーの受講生を募集します春日井安全アカデミーの受講生を募集します春日井安全アカデミーの受講生を募集します

と　き 内　容 講　師
7/29(日)
14：00～
15：30

市民が活用できる防災
情報 東京大学教授・小出治

8/11(土)
14：00～
15：30

災害と地域社会 日本赤十字社参事・堀
乙彦

8/28(火)
14：00～
15：30

被災者の心のケア～阪
神大震災における試み
とボランティア

京都大学防災研究所巨
大災害研究センター教
授・林春男

10/5(金)
14：00～
15：30

東海・東南海地震と耐
震対策

名古屋大学大学院教授・
福和伸夫

11/9(金)
14：00～
15：30

人と人とがつながり合
う街づくり～人と情報
と空間のあり方を探る

ライフ・カルチャー・
センター代表取締役・
澤登信子

12/3(月)
14：00～
15：30

高校生に学ぶ中越大震
災

富士常葉大学教授・重
川希志依

12/8(土)
14：00～
15：30

新潟県中越地震と阪神・
淡路大地震

長岡造形大学教授・平
井邦彦

防災コース
と　き 内　容 講　師

7/29(日)
14：00～
15：30

子そだち安全学を求めて～春
日井から学んだこと

日本女子大学教授・
清永賢二

9/3(月)
14：00～
15：30

子どもの「こころ」の居場所づ
くり

日本大学大学院教
授・尾田清貴

9/25(火)
14：00～
15：30

安全・安心な家づくり 積水ハウス設計本
部次長・篠原惇理

10/28(日)
14：00～
15：30

子ども力を高める安全教育の
内容とその方法～シチズンシ
ップを視座に

日本女子大学大学
院講師・宮田美恵
子

11/11(日)
14：00～
15：30

子どもを取り囲む有害環境～
環境浄化のための地域安全ボ
ランティアの役割

中央大学教授・藤
本哲也

11/23(祝)
14：00～
15：30

実践的市民安全学入門 国際交通安全学会
専務理事・石附弘

12/8(土)
14：00～
15：30

街頭犯罪と照明～安全・安心
まちづくりのために

日本防犯設備協会
特別委員・須谷修
治

生活安全コース
「安全学部」基礎教養課程
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市民アンケート調査に協力してください
　市では、都市計画マスタープランを策定するため、
都市の現状や課題、これからのまちづくりについての
アンケート調査を7月に実施します。アンケート用紙
が届いた人は、調査に協力をお願いします。また、市
ホームページでもアンケート調査を実施していますの
で、意見や提案などを寄せてください。
ホームページ　http://www.city.kasugai.aichi.jp/kense
tsu/seisaku/tokei/toshimasu.html
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

合併処理浄化槽への転換～補助金増額
　生活排水による河川などの公共水域の水質汚濁を防
止するため、単独処理浄化槽やくみ取り便槽を設置し
ている人は、家庭からの生活排水をすべて処理する合
併処理浄化槽へ転換しましょう。
　公共下水道認可区域外で、専用住宅に10人槽以下の
合併処理浄化槽を設置する、または、単独処理浄化
槽およびくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に
は、補助制度があります。また、合併処理浄化槽への
転換を促進するため、今年度から転換の補助金を増額
していますので利用してください。　※申請時期や工
事完了期日、施工形態などにより補助できない場合あ
り
問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6217)

妊産婦・新生児訪問
内 容▶ 助産師が家庭訪問し、妊産婦健康相談と育児

相談をする
対 象▶ 妊産婦と生後28日までの新生児
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

総合計画審議会の公開
と き▶ 7月5日(木)午前10時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 企画課(☎85－6048)

差し押さえ財産の公売を実施
差し押さえ不動産の公売
と き▶ 7月10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(☎85－6082)
差し押さえ物品のインターネット公売
公売物品▶ 陶磁器や絵画など10品(予定)
参加申し込み▶7月12日(木)午後1時～ 26日(木)午後5時
物品下見会▶ 7月20日(金)午前10時～午後3時に市役所303会

議室
入札期間▶ 7月31日(火)午後1時～ 8月2日(木)午後1時30分
市ホームページ
http://www.city.kasugai.aichi.jp/zaisei/syunou/
koubai000.html
官公庁オークション(参加申し込みや入札方法など)
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/　※春日井市の情
報は7月12日(木)午後1時から掲載(予定)
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6656)　※いずれも市税完納な

どにより中止の場合あり

7月11日～20日は夏の交通安全運動
飲酒運転を撲滅しよう
○飲酒運転撲滅キャンペーン〈7月12日(木)〉○県下一斉
飲酒運転撲滅キャンペーン〈7月13日(金)〉
若者の無謀運転をなくそう
○無謀運転追放キャンペーン〈7月11日(水)・14日(土)〉
子どもや高齢者を交通事故から守ろう
○高齢者世帯訪問〈7月12日(木)・17日(火)〉○シルバー
リーダー講習会〈7月13日(金)〉○幼児交通安全教室〈7月
19日(木)〉
めいわく駐車を追放しよう
○めいわく駐車追放キャンペーン〈7月19日(木)〉
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

認可保育園の建設と運営事業者募集説明会
　子育て支援施策の一環として、出川町8丁目地内の
市有地を有償で貸し付けて、認可保育園の建設と運営
をする事業者を募集します。これに伴い説明会を開催
します。
と き▶ 7月20日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所302会議室
対 象▶ 社会福祉法人か学校法人
問い合わせ▶ 保育課(☎85－6205)

図書館は夏休み期間中開館します
　図書館(本館)は、夏休み期間中〈7月21日(土) ～ 8月31
日(金)〉の休館日も休まずに開館します。
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市高齢者総合福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 7月24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)
申し込み▶ 7月9日(月)から、福祉課(☎85－6184)へ

次世代育成支援対策地域協議会の公開
と き▶ 7月25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▶ 7月11日(水)から、子ども政策課(☎85－6206)

へ
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市民納涼まつりの場所取りを禁止します
　納涼まつりを7月28日(土)に落合公園で開催します。
会場での場所取りは、公園利用者への迷惑となります
ので全面禁止にします。開催日当日までにレジャーシ
ートなどがあった場合は撤去・没収します。
問い合わせ▶ 市民生活課内、納涼まつり実行委員会事務局

(☎85－6622)

松河戸土地区画整理事業の審議会委員選挙
投票日▶ 8月26日(日)　※立候補者が定数内の場合は、

投票を実施せず
投票できる人▶6月12日(火)現在の土地所有者か借地

権者で、選挙人名簿に記載されている人○共
有の場合…代表者1人　※共有者全員がそれ
ぞれ別に単独の所有権(借地権)を持っている
ときは、この共有にかかる選挙権はなし○法
人の場合…その法人の指定する人○不在者投
票、代理投票は不可○選挙権についての年齢
制限なし

選挙人名簿の縦覧
と き▶ 7月5日(木) ～ 18日(水)〈毎日〉午前8時30分～

午後5時15分　※この選挙人名簿に記載漏れ
や誤りがある場合は、縦覧期間中に文書で市
長への異議申し出が可

立候補の受付
と き▶ 8月4日(土) ～ 13日(月)〈毎日〉午前8時30分～

午後5時15分
立候補できる人▶8月26日(日)現在、20歳以上で、選挙

人名簿に記載されている人　※所有権者から
選挙される委員の候補者と、借地権者から選
挙される委員の候補者とに、同時になること
は不可

ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6313)　

古い｢明かり｣をさがしています
　昭和30年代以前の照明器具(ち
ょうちんやカンテラなど)を収集
しています。品物の大小は問い
ませんので、持っている人は連
絡をお願いします。　※状態に
よっては断る場合あり
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

ふれあい広場
と き▶ ①7月4日(水)②7月11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)

わくわく工作ランド
と き▶ 7月7日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 牛乳パックを利用して紙すきをする
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

アトリウムの祭典｢アトの夏祭り｣
と き▶ 7月7日(土)午後2時から、8日(日)午前11時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ さまざまな音楽団体による民謡や尺八、合唱

やギターなどの演奏発表会
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

七夕会
と き▶ 7月7日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 大型紙芝居と絵本の読み聞かせをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)
出 演▶ かえるの子

七夕コンサート
と き▶ 7月7日(土)午後7時～ 8時30分
出 演▶ アンサンブルリベルタ〈山田典山(尺八)、竹田

和子(琴)、松山登(シンセサイザー )〉
曲 目▶ ｢花ふぶき｣｢ジュピター ｣｢リベルタンゴ｣など
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎33－

0808)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 7月8日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ ○壊れたおもちゃの修理(部品は実費)○不用

になったおもちゃ (使える物に限る)の交換　
※修理できない物もあり

ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 7月8日(日)午前10時～正午
内 容▶ ベル、サドル、タイヤなどの提供(部品の取り

外しは各自)
定 員▶ 12人(先着順)
持ち物▶ 工具
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)
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ひよこ教室
と き▶ ①7月12日(木)②7月19日(木)③7月26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)

記念に残そう！ファミリー撮影会
と き▶ 7月14日(土)午前9時～ 10時
内 容▶ 子どもがプールで泳いだり遊んだりする様子

をカメラやビデオで撮影する
定 員▶ 10グループ(1グループ7人まで)〈先着順〉
費 用▶ 参加料1グループ500円　※別途、プール利用

券の購入が必要
申し込み▶ 7月4日(水)午前9時から、サンフロッグ春日井

(☎56－2277)へ

夏の農業祭・農産品コンクール
と き▶ 7月14日(土)午前10時から(コンクール出品物の

即売は午後3時から)
ところ▶ 尾張中央農業協同組合春日井中央支店(八田町

1)
内 容▶ 市内で生産された桃などの農産品の審査と即

売、生産農家による青空市
問い合わせ▶ 農政課(☎85－6236)

プレイランド
と き▶ 7月14日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ ジャンケンゲームをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)、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▶ レク指導者クラブピエロ

子ども劇場
と き▶ 7月14日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 大型紙芝居｢じろりじろり｣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▶ おはなしの会、ロゴス腹話術研究会

昼コン｢ファミリーコンサート2007｣
と き▶ 7月14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▶ コンサートグループ｢花の詩｣
曲 目▶ サンサーンス｢動物の謝肉祭｣、ハチャトリア

ン｢剣の舞｣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
と き▶ ①7月14日(土)午後1時30分～ 2時30分②7月15

日(日)午後1時30分～ 2時15分
出 演▶ ①春日井東高校音楽部ボーカルアンサンブル

②ハーモニカグループ｢エクテモア｣
曲 目▶ ①｢Ｉ'll Ｆollow Ｔhe Ｓun｣｢谷茶前節｣｢ロマ

ンチストの豚｣など②｢北の国から｣｢百万本の
バラ｣｢昴｣など

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92－
8711)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 7月15日(日)午前9時～正午受け付け、午後2時

～ 3時か7月21日(土)引き渡し
定 員▶ 40人(先着順)　※今まで利用したことがない

人で1人1点に限定
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)

お話の部屋
と き▶ 7月15日(日)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 紙芝居と絵本の読み聞かせをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

アニメひろば
と き▶ 7月15日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ ｢アンパンマンとみずうみひめ｣、ディズニー

名作ビデオ｢ホリディ・グーフィー ｣
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▶総合福祉センター内、児童セン

ター (☎87－6866)

フリーマーケット
と き▶ 7月22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

ビデオ鑑賞
と き▶ 7月22日(日)午後2時～ 3時30分
題 目▶ ｢ピングー 3｣
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)

サマーキャンプ　2007
と き▶ 8月11日(土)午前10時～ 15日(水)午後2時(4泊5日)

※参加決定者と保護者には、8月5日(日)午前
10時から事前説明会あり

内 容▶ テントに泊まってカヌー体験やハイキング、
キャンプファイアー、天体観測、野外炊事な
どの自然を体験する

対象・定員▶ 小学4 ～ 6年生、中学生・48人(超えたときは
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抽選)
費 用▶ 参加料1人1万1100円(食費、宿泊費を含む)
ところ・申し込み▶7月18日(水)〈必着〉までに、往復

はがきに催し名、住所、氏名・学年・電話番
号を書いて、〒487－0031廻間町1102－1、少
年自然の家(☎92－8211)へ

映画｢コーラス｣
と き▶ 9月30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▶ 寄宿学校の子どもたちと、彼らに歌を教えた

音楽教師が織り成す感動のストーリー (日本
語字幕)

入場料▶ 1000円、ペア1700円(全自由席、3歳以上有料)
入場券▶ 7月13日(金)から、文化フォーラム春日井・文

化情報プラザで販売　※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)

広報キャラクター (ナビゲーター )の名前
　｢広報春日井｣に新しいキャラクター (ナビゲーター )
が誕生します。特集などの誌面に登場し、好奇心いっ
ぱいに、記事を分かりやすく伝えます。ぜひ、かわい
い名前を考えて、応募してください。
　応募者の中から抽選で粗品を進呈します。※応募作
品は未発表のものとし、著作権などはすべて市に帰属
応募方法▶ 7月12日(木)〈必着〉までに、はがきかファク

ス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番
号、ナビゲーターの名前とその理由を書い
て、〒486－8686春日井市役所広報広聴課(☎
85－6036、ＦＡＸ84－7421、Ｅメールkoho
＠city.kasugai.lg.jp)へ　

げんきっ子会議～集まれ！こども幸せ発明家
と き▶ 11月24日(土)午前10時～ 11時30分　※リハー

サルは11月10日(土)午前10時～正午
内 容▶ ｢ぼくもわたしもみんなもニコニコ♪しあわ

せになれるものはなあに？ ｣をテーマに、市
長と楽しく交流する

対象・定員▶ 市内在住の年長児～小学6年生・30人(超えた
ときは抽選)

ところ・申し込み▶7月25日(水)〈消印有効〉までに、
はがきかファクスに住所、氏名(ふりがな)、
学校名(園名)・学年、保護者名、電話番号を
書いて、〒486－0945勝川町8－2858－1、か
すがいげんきっ子センター (☎35－3501、Ｆ
ＡＸ34－1121)へ

市の臨時職員の登録者
職種・賃金(時給)▶①一般事務・800円②司書・900円

③現業員・1000円④用務員・870円⑤看護師・
1270円⑥保健師・1370円⑦社会福祉士・1270
円⑧国民健康保険推進員・800円(能力給有)〈交
通費を1通勤につき200円支給〉

対 象▶ 18歳以上(学生を除く)で、週25時間以上勤務
できる人(一般事務は、ワードかエクセルがで
きる人)

登録有効期間▶平成19年12月31日(月)まで
申し込み▶ 市販の履歴書と資格の写し(⑤⑥⑦のみ)を持

って、人事課(☎85－6021)へ

地域防犯組織支援事業補助
内 容▶ 防犯活動パトロール用品の購入などの補助
対 象▶ 区・町内会や自治会などが中心となって、そ

の地域内にあるボランティア団体などの参加
を得て地域ぐるみで設立された自主防犯組織

補助額▶ 5 ～ 25万円(その地域の世帯数に応じて予算の
範囲内で交付)

申し込み▶ 7月10日(火)から、所定の用紙(市民安全課に
用意)に記入して、直接、市民安全課(☎85－
6064)へ

男女共同参画プラン報告書に対する意見
　｢かすがい男女共同参画プラン｣に関する施策につい
て、平成18年度事業実績と平成19年度事業予定を取り
まとめましたので、皆さんの意見を聞かせてください。
提出された意見は今後の施策の参考にしますが、意見
に対する個別の回答はしません。報告書は、男女共同
参画室、市役所情報コーナー、レディヤンかすがい、
東部市民センター、各ふれあいセンター、各公民館、
市ホームページで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.aichi.jp/shimi
nkeizai/shiminsuishin/danjo/mfplan/houkoku.html
提出先▶ 7月31日(火)〈必着〉までに、郵送かファク

ス、Ｅメールに氏名、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所市民活動推進課男
女共同参画室(☎85－6152、ＦＡＸ85－5522、
danjo@city.kasugai.lg.jp)へ

頭の筆で、書道や
絵を描くのが得意。
「てるてる坊主」と
して、みんなの心
や天気を"晴れ"に
してきたことが評
価され、８月から
広報誌作成の手伝
いをすることに。
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南部ふれあいセンター　☎85－7878
ゆかたの着付け教室
と き▶ 7月15日(日)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 長谷川仲子
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250円
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、肌着、腰ひも4本、タオル3本、

前板
 
盆踊り講習会～ ｢ゆかたdeブギウギ｣｢花火音頭｣など
と き▶ 7月16日(祝)午後1時～ 3時
講 師▶ 熊谷豊勝女
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人　※自由参加
持ち物▶ うちわ、上靴
 
和太鼓入門
と き▶ 7月29日、8月5日・12日・19日の日曜日(4回)

午後1時～ 4時
講 師▶ 春日井川添太鼓愛好会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の小学4年生～ 50歳の

人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円、教材費700円
 
申し込み▶ いずれも7月4日(水)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
夏休みボトルシップ教室～ビンの中にジャンク(中国
風の船)を浮かべる
と き▶ 7月23日(月)・24日(火)〈2回〉午前10時～正午
講 師▶ 鷲野章三
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生・20人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ カッターナイフ、ピンセット、はさみ、洗濯

挟み3個、割りばし1膳
 
夏休み親子パン作り～かわいい動物などのパンを作る
と き▶ 7月31日(火)午前10時～午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住の小学生の親子・15組(超えたときは

抽選)
費 用▶ 教材費1組800円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
夏休み親子ふれあい手話教室～手話でゲーム、昔話な
どを楽しむ
と き▶ 7月30日～ 8月20日の毎週月曜日(4回)午後1時

30分～ 3時30分
講 師▶ 市聴覚障害者福祉協会

対象・定員▶ 市内在住の小中学生の親子・20組(超えたとき
は抽選)

 
申し込み▶ いずれも7月10日(火)〈必着〉までに、往復は

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

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
夏休み親子でシーボーンアート作り教室～貝殻を使っ
て動物や花などを作る
と き▶ 7月26日(木)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 木造峰子
対象・定員▶ 市内在住の5歳児～小学校4年生とその保護者

・20組(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費1人500円
申し込み▶ 7月11日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1組1枚)

に教室名、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

味美ふれあいセンター　☎31－3522
夏休み子どもお菓子作り～クレープ(チョコレート・
生クリーム)
と き▶ 7月26日(木)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住の小学3年生以上・20人(先着順) 
費 用▶ 教材費800円(飲み物付き)　
持ち物▶ エプロン、ふきん
申し込み▶ 7月4日(水)から、電話で

西部ふれあいセンター　☎33－0808
夏休みのお菓子作り教室～チョ
コチップ入りのマフィン
と き▶ 7月27日(金)午前10時～

午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住の小学3年生～

中学生・36人(先着順)
費 用▶ 教材費800円(飲み物付き)
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん、持ち帰り用の

箱
申し込み▶ 7月6日(金)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
夏の寺小屋～読書感想文の書き方を学ぶ
と き▶ 7月21日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 加藤淳二
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・40人(先着順)
持ち物▶ 感想文を書きたい本を読んでから持参
 
科学遊び｢スライム｣～洗濯のりが変身！
と き▶ 7月28日(土)午前10時～ 11時30分
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講 師▶ 加納弘雅
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同伴)・

10人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 好みの色の絵の具、筆、透明の500mlペット

ボトル2本
 
親子でプリザーブドフラワー～花飾りの時計
と き▶ 8月4日(土)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の小学2 ～ 6年生とその保護者・20

組(超えた場合は抽選)
費 用▶ 教材費2500円
持ち物▶ グルーガンか木工用ボンド、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢親子でプリザーブドフラワー ｣は7月13日(金)

〈必着〉までに、往復はがき(1組1枚)に講座名、
住所、親子の氏名(ふりがな)、学校名、学年、
電話番号を書いて、〒480－0305坂下町4－
250－1へ、それ以外は7月4日(水)から、電話
で

中央公民館　☎33－1111
ヒコーキを作って飛ばそう～紙ヒコーキやプロペラヒ
コーキ
と き▶ 7月29日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 溝渕泰史
対象・定員▶ 市内在住の小学生・15人(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 木工用接着剤、はさみ
 
夏休み親子パン作り
と き▶ ①8月2日(木)②8月3日(金)午前10時～午後0時

30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の幼児～小学生とその保護者・各15

組(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費1人400円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、15cm四方の持ち帰り

用の箱
 
申し込み▶ ｢ヒコーキを作って飛ばそう｣は7月15日(日)

〈必着〉、｢夏休み親子パン作り｣は7月22日(日)
〈必着〉までに、往復はがき(1人・1組1枚)に講
座名(｢夏休み親子パン作り｣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

ささえ愛センター　☎56－1943
青少年ボランティアスクール
とき・ところ▶①7月25日(水)午後1時30分～ 4時・ささ

え愛センター②7月26日(木) ～ 8月6日(月)・各
体験先③8月7日(火)午前10時～午後3時30分・

グリーンパレス春日井
内 容▶ ①ボランティア、ＮＰＯの入門講座とボラン

ティアグループの活動紹介②ボランティア活
動体験③ボランティア活動体験の発表や障害
児と料理を通しての交流

講 師▶ ＮＰＯ法人あっとわん、ボランティアコーデ
ィネーターなど

対象・定員▶ 市内在住か在学の中学生～大学生・30人(先着
順)

申し込み▶ 7月4日(水)から、電話かファクス、Ｅメール
に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、Ｆ
ＡＸ56－4319、Ｅメールkatsudo@city.kasug
ai.lg.jpへ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
いきいき合唱講座
と き▶ 9月7日(金)・20日(木)、10月12日(金)・26日(金)、

11月9日(金)・16日(金)・30日(金)、12月7日(金)
・14日(金)・20日(木)〈10回〉午後2時～ 4時　
※修了演奏会は12月22日(土)

ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 瀬川高代
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上の人・50人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 受講料6000円(教材費込み)
申し込み▶ 7月31日(火)〈消印有効〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名、電話番号、年齢を書
いて、〒486－0844鳥居松町5－44へ

市文化協会の講座
長唄と三味線～三味線の持ち方や弾き方、唄う方法を
学ぶ
と き▶ 8月1日・8日・22日・29日の水曜日(4回)午前

10時～正午
ところ▶ 南部ふれあいセンター
講 師▶ 杵屋彌之友
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・12人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 教材費2200円(ひざゴム、指すりがない人は別

途700円)
持ち物▶ 三味線(ない人には貸し出し可)、ひざゴム、

指すり、日本手ぬぐい
申し込み▶ 7月18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)、電話番号
を書いて、〒486－8686春日井市役所文化課(☎
85－6079)へ
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環境政策課　☎85－6216
クッキングで学ぼう！エコライフ
と き▶ 8月3日(金)午前10時～午後1時
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 調理に必要なエネルギーを節約しながら地球

にやさしい料理を作り、エコレシピを書く
講 師▶ 矢野忍
対象・定員▶ 市内在住の小学4 ～ 6年生とその保護者・30

人(先着順)
申し込み▶ 7月4日(水)から、電話で

経済振興課　☎85－6246
ニートサポーター研修
と き▶ 8月8日(水)午後2時～ 4時
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ ニートといわれる若年者の支援を行うため、

理解・知識・見識などを深める
講 師▶ 深谷潤一
対 象▶ ニート支援に関心がある人
申し込み▶ 7月9日(月) ～ 27日(金)に、電話で

図書館　☎85－6800
読書感想文書き方教室
と き▶ 7月16日(祝)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 学校図書館研究会
対象・定員▶ 市内在住の小学生(1 ～ 4年生は保護者同伴)・

1 ～ 2年生…34組、3 ～ 4年生…50組、5 ～ 6
年生…40人(先着順)

申し込み▶ 7月6日(金)午前9時から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
広告紙で作る小物入れ
と き▶ 7月14日(土)午 前10時 ～

11時30分
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学

の人・24人(先着順)
持ち物▶ 厚めの広告紙25枚
 
生ごみのリサイクル～生ごみをＥＭ菌でたい肥にする
ぼかし作り
と き▶ 7月21日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ なずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4kgのぼかしを入れるビニール

袋、ぞうきん
 
申し込み▶ いずれも7月4日(水)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
木片で作るおもちゃ教室
と き▶ 7月21日(土)、22日(日)、27日(金)、28日(土)、

29日(日)午前10時～正午か午後1時30分～ 3時
30分

講 師▶ 牧野辰雄、トイビレッジ虹の森
対象・定員▶ 4歳児～小学6年生・各20人(先着順)
費 用▶ 教材費各1000円
 
夏休みこども教室～動物の飼育体験
と き▶ ①8月4日(土)②8月8日(水)③8月18日(土)午前10

時～午後2時
講 師▶ 中川亜耶人
対象・定員▶ 小学1～ 3年生・各10人(超えたときは抽選)
持ち物▶ 長靴、弁当、軍手(ある人のみ)
 
夏休み親子教室～押し花を使ったハンドミラー
と き▶ 8月7日(火)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 山本啓子
対象・定員▶ 小学1～ 6年生とその保護者・15組(先着順)
費 用▶ 教材費1組1800円
持ち物▶ ピンセット、はさみ、カッターナイフ
 
申し込み▶ ｢夏休みこども教室｣は7月17日(火)〈必着〉ま

でに、往復はがき(1人1枚)に教室名(①②③の
別も)、住所、氏名、学年、電話番号を書いて、
〒487－0011細野町3249－1へ、それ以外は7
月4日(水)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢虫を見ようつかまえよう｣
と き▶ 7月20日(金)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・15組(先着順)
費 用▶ 受講料280円
持ち物▶ 虫かご、虫取りあみ
 
築水池カヌー体験～水鳥の視点で自然観察
と き▶ 7月21日(土)①午前②午後、22日(日)③午前④

午後、28日(土)⑤午前⑥午後、29日(日)⑦午前
⑧午後　※午前は9時15分～正午、午後は1時
～ 3時45分

対象・定員▶ 小学4 ～ 6年生とその保護者・各5組(超えたと
きは抽選)

費 用▶ 受講料1人2000円
 
申し込み▶ ｢あそびむしくらぶ｣は7月4日(水)から、電話



23

で、｢築水池カヌー体験｣は7月13日(金)〈必着〉
までに、往復はがきに講座名、希望講座番号
(①～⑧のうち第3希望まで)、住所、氏名、年
齢(学年)、電話番号を書いて、〒487－0031廻
間町1102－1へ

消防本部　☎85－6383
乙種防火管理講習会
と き▶ 7月20日(金)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1450円　※講習日の受け付け時に購入
申し込み▶ 顔写真1枚(縦3cm×横2.5cm)を持って、予防

課へ

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
足指・爪ケア～健康維持のためのフットケア
と き▶ 7月7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

(牛山町)
講 師▶ 第2グレイスフル春日井職員
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル春日

井(☎32－1117)へ
 
転倒骨折予防教室～楽しく元気な自分づくり体操
と き▶ 7月18日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 酒井美枝子
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 市社会福祉協議会地域包括支援センター (☎

87－5377)へ
 
認知症って何？認知症にならないためには
と き▶ 7月18日(水)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームグレイスフル春日井(桃山

町)
講 師▶ 医師・堀澤増雅
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日井(☎

89－2391)へ
 
夏バテ予防の食生活
と き▶ 7月18日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑(下津町)
講 師▶ 管理栄養士・石河しのぶ
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－9166)

へ
 
転倒骨折予防教室～体が動くとき・動かなくなった時
と き▶ 7月21日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 理学療法士・木下浩一
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
 
タオルストレッチで転倒予防・腰痛予防
と き▶ 7月27日(金)午前10時～正午
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 小西佳子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛(☎51－

1840)へ
 
音楽で心と身体を動かす
と き▶ 7月31日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 音楽療法士・福永万里子、河合みづゑ
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

健康推進課　☎85－6167
Ｕターン育児塾～祖父母の育児教室
と き▶ 7月25日(水)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
内 容▶ もく浴実習やオムツ交換、最近の育児につい

ての講話
対象・定員▶ もうすぐ孫ができる人か乳児(1歳未満)の孫が

いる人・20人(先着順)
 
親子の楽しい料理教室
と き▶ 7月25日(水)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 鷹来公民館
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(先着順)
費 用▶ 参加料親子2人1組700円(2人目の子どもは追加

で300円必要)　※危険防止のため保護者1人に
つき子ども2人の参加受付は4組まで

持ち物▶ エプロン、布きん、三角きん、子どもは上靴
 
講演～子どもの生きる力を育てる“食育”
と き▶ 8月4日(土)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 名古屋短期大学教授・小川雄二
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(先着順)　

※託児10人可(先着順)
 
申し込み▶ ｢講演｣は7月4日(水)から、｢親子の楽しい料理

教室｣は7月5日(木)から、｢Ｕターン育児塾｣は
7月6日(金)から、電話で
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消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～新ガイドラインによるＡＥＤ(自動
体外式除細動器)を使った応急手当て
と き▶ 8月5日(日)午前9時～正午
ところ▶南部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上の人・30

人(先着順)
申し込み▶ 7月6日(金)から、電話で

8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)　※土

曜日10時45分からのソフトエアロビクスは9
月29日までの期間限定の開催
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

ソフト
エアロ
ビクス

ソフト
エアロ
ビクス

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

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～効果的なフォームを身に付け
る
と き▶ ①基本編…7月10日(火)午前9時～ 10時②基本

編…7月23日(月)午前9時～ 10時③応用編…7月
30日(月)午前9時～ 10時

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各20人(先着順)
費 用▶ 受講料300円　※別途、プール利用券の購入

が必要
シェイプアップアクア～体の引き締めを目指した水中
エアロビクス
と き▶ 8月20日～ 31日の毎週月・金曜日(4回)午前9時

～ 10時
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1600円
 
クロールを覚えよう(短期)
と き▶ 8月27日(月) ～ 30日(木)〈4回〉午後6時～ 7時30

分
対象・定員▶ 10m泳げない市内在住の小学生・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は7月4日(水)午前9時

から電話で、それ以外は7月15日(日)〈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

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩凝り・腰痛予防ストレッチ
や簡単な軽体操
と き▶ 8月10日～ 31日の毎週金曜日(4回)午前10時～

11時30分
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
 
ヨガ～心と体のバランスを整える
と き▶ 8月1日～ 29日の毎週水曜日(8月15日を除く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・50人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
いきいき運動教室(転倒予防！筋力向上編)～転倒予防
につながる運動を学ぶ
と き▶ 8月3日～ 24日の毎週金曜日(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
 
キッズエアロビクス～子ども向けのエアロビクス
と き▶ 8月3日～ 24日の毎週金曜日(4回)午後6時30分

～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在園、在学の年長児～小学2年生・

40人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料800円
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太極拳(初心者向け)～基本の8動作を行い健康増進を
図る
と き▶ 8月4日～ 25日の毎週土曜日(4回)午後2時30分

～ 3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
 
ボクシングエクササイズ～ボクシングの動きでエアロ
ビクス
と き▶ 8月9日～ 30日の毎週木曜日(4回)午後6時30分

～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
小学生の球技入門(野球)～野球の基礎を楽しく学ぶ
と き▶ 8月21日～ 30日の毎週火・木曜日(4回)午後3時

15分～ 4時15分
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800円
 
小学生の球技入門(サッカー ) ～サッカーの基礎を楽
しく学ぶ
と き▶ 8月21日～ 30日の毎週火・木曜日(4回)午後4時

45分～ 5時45分
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800円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は7月4日(水)午前9時

から電話で、それ以外は7月15日(日)〈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4196－3へ

春日井都市計画下水道の変更(案)
と き▶ 7月17日(火) ～ 31日(火)の市役所執務時間中
ところ・問い合わせ▶下水管理課(☎85－6347)　※7月

17日(火)から31日(火)まで、市長あてにこの案
についての意見書の提出可

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
内 容▶ 平成19年1月1日以前からある住宅のバリアフ

リー改修工事(補助金などを除く自己負担額
が30万円以上)を平成19年4月1日から平成22年

3月31日までに行った場合、翌年度の固定資
産税額を100㎡相当分まで3分の1減額します。
※新築軽減や耐震改修軽減との同時軽減なし

居住要件▶ 65歳以上の人か要介護認定・要支援認定を受
けている人、障害者のいずれかの人が居住す
る住宅(賃貸住宅は除く)

工事要件▶ ○廊下の拡幅○階段のこう配の緩和○浴室の
改良○便所の改良○手すりの取り付け○床の
段差の解消○引き戸への取り替え○床表面の
滑り止め化

申し込み▶ 工事明細書と写真などの関係書類を添付し、
改修後3か月以内に資産税課(☎85－6105)へ

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 7月20日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢神経系難病の理解と療養生活について大切

なこと｣
対象・定員▶ パーキンソン病や脊髄小脳変性症などの神経

系難病患者とその家族・50人(先着順)
講 師▶ 市民病院神経内科第二部長・寺尾心一
申し込み▶ 7月4日(水)から、県春日井保健所(☎31－2188)

へ

介護支援専門員実務研修受講試験
月 日▶ 10月28日(日)
受験資格▶ 県内在住か在勤で、保健・医療・福祉の各分

野で合計5年以上(一部10年以上)の実務経験が
ある人

願 書▶ 7月1日(日) ～ 31日(火)に、介護保険課、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、総合福祉センタ
ー、ルネックで配布

申し込み▶ 7月5日(木) ～ 31日(火)に、県社会福祉協議会(☎
052－231－3224)へ

個別労働関係紛争に係るあっせん制度
　労使間の解雇や賃金、配置転換などの労働条件など
に関するトラブルの解決を手伝います。あっせんは無
料で労働者個人、使用者どちらからでも利用できます。
申し込み▶ 県労働委員会事務局総務調整課(調整グルー

プ)〈☎052－954－6833(直通)〉へ



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

味美ふれあいセンター

高蔵寺ふれあいセンター

坂下公民館
レディヤンかすがい

エコメッセ春日井

知多公民館
グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉
市役所市民サロン

（☎31ー3522）

（☎51－0002）

（☎88－5555）
（☎85－4188）

（☎88－5006）

（☎32－8988）

（☎92－8711）

（☎85－6073）

7／1（日）～14（土）
7／1（日）～25（水）
7／10（火）～19（木）
7／3（火）～14（土）
7／3（火）～22（日）
7／4（水）～29（日）
7／4（水）～29（日）
7／5（木）～16（祝）
7／6（金）～8（日）
7／13（金）～16（祝）
7／8（日）～14（土）

写真展
シーボーンアート作品展
水彩画展
稲穂会作品展
伝統の伊勢型紙作品展
ボトルシップ展
パッチワークキルト展
水彩画作品展
カントリークラフト作品展
FREE SPACE煌作品展
水墨画作品展

味美カメラクラブ
木造峰子
レインボークラブ
写友稲穂会
春日井伊勢型紙同好会
春日井ボトルシップ同好会
丹羽ちず子
水曜パレット会
カントリークラフト愛好会
FREE SPACE煌と青空の家
おんこ水墨画クラブ

不登校からの出発～パネルディスカッションと相
談会
とき▶7月14日（土）午後1時～4時30分　ところ▶
高蔵寺ふれあいセンター　内容▶不登校の若者や
父母の心理支援を行い、進路をアドバイスする　
対象▶市内在住の人　定員▶30人（先着順）　申し
込み▶7月13日（金）までに、電話かファクスに住所、
氏名、電話番号を書いて、ＮＰＯ法人こころとま
なびどっとこむ・岩田（☎052－452－1136・ＦＡＸ
052－452－1138）へ
････････････････････････････････････････････
ＮＰＯ法人ワーカーズかすがい映画会
とき▶7月22日（日）午後1時30分から（0時30分開
場）　ところ▶東部市民センターホール　題目▶
「フラガール」　定員▶500人（先着順）　入場料▶
800円（当日は200円増し）　申し込み▶7月21日
（土）までに、電話かファクスに氏名、電話番号、
人数を書いて、ＮＰＯ法人ワーカーズかすがい
（☎・ＦＡＸ53－3731）へ
････････････････････････････････････････････
けやき福祉会記念行事
◯和太鼓グループ志多らコンサート
とき▶8月4日（土）午後6時から（5時30分開場）
ところ▶市民会館　定員▶1000人（先着順）　入場
券▶けやきの家で販売中　入場料▶大人3000円、
小学生以下1500円（当日は500円増し、3歳以下ひ
ざ上のみ無料）　申し込み▶電話かファクスに催
し名、住所、氏名、電話番号、人数を書いて、け

やきの家（☎93－0621、ＦＡＸ88－2858）へ
◯現代国際巨匠絵画展
とき▶8月25日（土）～27日（月）午前10時～午後7時
（最終日は6時まで）　ところ▶ホテルグランドテ
ィアラ春日井高砂殿（東野新町）
････････････････････････････････････････････
逵歌謡協会発表会
とき▶7月15日（日）午前9時30分開演（9時開場）　
ところ▶坂下公民館　内容▶秋山涼子を迎えての
会員の歌と踊りの発表　問い合わせ▶逵（☎・ＦＡＸ
88－3166）
････････････････････････････････････････････
多重債務者相談
とき▶第3木曜日・第4日曜日午後1時～4時〈要予
約〉　ところ▶鳥居松ふれあいセンター　※7月22
日（日）のみ、レディヤン春日井　内容▶多重債務
者のための生活再建相談　※秘密は厳守　相談員
▶ＮＰＯ法人「クレサラあしたの会」司法書士、ボ
ランティアスタッフ　持ち物▶契約書など関係書
類　申し込み▶クレサラあしたの会（☎080－3289
－7704）
････････････････････････････････････････････
チャリティーバレーボール大会
とき▶8月19日（日）午前9時から　ところ▶総合体
育館　内容▶市婦人バレーボール同好会ルールで
対戦する　※チーム編成は当日抽選で決定　参加
料▶1人1000円（弁当代を含む）　※参加料のうち
300円を市社会福祉協議会へ寄付　対象▶43歳以
上の女性　申し込み▶7月31日（火）までに、市婦
人バレーボール同好会・井上（☎32－4578）へ

万 人
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7／7

7／14

7／8

7／15

●公道
平日（午前8時30分～午後5時15分）…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。

熱中症とは、暑い環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調整がうまくできず体温が著
しく上昇した状態になったりすることで、特に7月下旬から8月上旬に症状が出やすくなります。適切な予防
法を知って、防ぎましょう。

・屋外では日陰を選んで歩いたり、帽子や日傘を差す
・小まめに水分や塩分補給をする（水分、塩分制限をさ
れている人は、あらかじめ医師に相談しておく）

・クーラーの効いた室内など涼しい場所へ避難する
・水分補給をし、体を冷やし医療機関へ受診する

緊 急 医

火 災 情 報水 道 修 繕
☎0180－995－999

急患に限ります。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。
7月から当分の間、市薬剤師会による薬の相談は休みます。

平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日

人　口 （＋2368）30万4283人
世帯数 12万100世帯 （＋2086）

（　）内は前年同日比

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
内科・小児科・外科
内科・小児科

外科

内科・小児科・外科
内科・小児科

産婦人科

歯科

☎84－3060
☎84－3060

☎85－0077

☎84－1811

☎84－3060
☎91－3755

☎51－8222

☎75－3882

☎84－3060
県小児救急電話相談 ☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

診 療 時 間 帯

人口と世帯数の動き

健康管理センター（柏原町5）
健康管理センター（柏原町5）
在宅緊急医
あさひ病院（下原町）
在宅緊急医
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）
在宅緊急医
産科婦人科七原（白山町2）
在宅緊急医
ミナミ産婦人科（小牧市）
健康管理センター（柏原町5）

〈平成19年6月1日現在〉

健 康 熱 中 症 に 注 意 し よ う ！熱 中 症 に 注 意 し よ う ！

■…診療時間帯

※乳幼児や高齢者は特に熱中症になりやすいので
　注意しましょう。 問い合わせ▶健康推進課（☎85－6169）

●体温が急に高くなる
●頭痛がする
●めまい、吐き気がする
●応答がいつもと違い、
　呼びかけに反応がない

防ぐためには・・・

応急処置

熱中症の
危険信号

7月から、平日夜間の緊急医が「在宅緊急医」から「健康管理センター」へ、診療時間も午後9時～11時30分に変わります。
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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。

古紙配合率100％再生紙を使用しています

ハムシ科
ヤナギハム

　体長8㎜くらい、体はオレンジ色で10対の黒い斑紋があります。
体色・斑紋の数は個体によってかなり違いがあります。
  食草であるヤナギの芽が吹き出す春先には、越冬した成虫が葉の
裏に卵を産み付けます。5月下旬ごろから羽化が始まり、ときには、
鈴なりになっているところを見かけます。
  幼虫は、テントウムシの幼虫とイモムシを足して2で割ったよう
な姿をしていて、成虫と同じように黒い斑紋があります。面白いのは、
脱皮や羽化するとき、葉の裏や小枝に尻をくっつけ、逆さにぶら下
がる習性があることです。
  また、この幼虫を好物として食べるカメノコテントウムシも近くで見かけることができます。

然春 日 井 の 自

①おおきなペーパーわんこを作ろう！
と　き▶7月22日（日）午後1時30分～3時30分
ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内　容▶参加者全員で大きなペーパーわんこを作る

※会期中、作品として展示

②～④オリジナルペーパーわんこを作ろう！
と　き▶②8月1日（水）午後1時30分～3時30分③8月8日

（水）午前10時～正午④8月8日（水）午後2時～4
時　

ところ▶文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内　容▶絵の具を塗って自分だけのペーパーわんこを

作る
参加料▶②～④各300円
••••••••••••••••••••••••
対象・定員▶いずれも幼児～小学生（小学4年生以下は保護

者同伴）・各30人（超えたときは抽選）
申し込み▶いずれも①7月10日（火）②～④7月20日（金）

〈必着〉までに、はがきかファクスに、ワーク
ショップ名（①～④の別も）、住所、氏名（保
護者も）、学年、年齢、性別、電話番号、
FAX番号を書いて、〒486－0844鳥居松町5－
44、かすがい市民文化財団（☎85－686 8、
ＦＡＸ82－0213）へ

••••••••••••••••••••••••
　　　　◯ペーパーわんこ工作コーナーや絵本の読み聞かせコ

　ーナーもあります

入場料▶入場料▶大人大人350円、高校生以下円、高校生以下150円（当日円（当日150円増し）、円増し）、
未就学児無料未就学児無料

入場券▶入場券▶7月1日（日）から、文化フォーラム春日井・文日（日）から、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化情報プラザ、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※かすがい市民文化財団では、代金引換サー
ビスありビスあり

助　成▶助　成▶（財）せとしん地域振興協力基金（財）せとしん地域振興協力基金
協　力▶協　力▶王子製紙（株）、王子製紙（株）、王子チヨダコンテナー王子チヨダコンテナー（株）（株）、

（株）Too、（株）ポプラ社、（株）ガレージフィ（株）Too、（株）ポプラ社、（株）ガレージフィ
ルム、ぺんてる（株）ルム、ぺんてる（株）

入場料▶大人350円、高校生以下150円（当日150円増し）、
未就学児無料

入場券▶7月1日（日）から、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
※かすがい市民文化財団では、代金引換サー
ビスあり

助　成▶（財）せとしん地域振興協力基金
協　力▶王子製紙（株）、王子チヨダコンテナー（株）、

（株）Too、（株）ポプラ社、（株）ガレージフィ
ルム、ぺんてる（株）

と　き▶と　き▶8月1日（水）～日（水）～12日（日）日（日）
午前午前10時～午後時～午後5時（入館は時（入館は4時30分まで）分まで）
※会期中は月曜日も開館※会期中は月曜日も開館

ところ▶文化フォーラム春日井ところ▶文化フォーラム春日井

と　き▶8月1日（水）～12日（日）
午前10時～午後5時（入館は4時30分まで）
※会期中は月曜日も開館

ところ▶文化フォーラム春日井

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

関連ワークショップ

夏休み展覧会

　ペーパーわんことは、絵本作家・イラストレーターの　ペーパーわんことは、絵本作家・イラストレーターの
いしかわこうじが作り出す紙製の小さな犬のことです。いしかわこうじが作り出す紙製の小さな犬のことです。
作り方は簡単なのに、豊かな個性と温かみのある表情が魅作り方は簡単なのに、豊かな個性と温かみのある表情が魅
力的な作品です。力的な作品です。
　今回は、おなじみの小さなペーパーわんこが、ペーパー　今回は、おなじみの小さなペーパーわんこが、ペーパー
にゃんこやペーパーライオンなどを連れてやってきます。にゃんこやペーパーライオンなどを連れてやってきます。
　大人から子どもまで誰もが夢中になる、色彩豊かな世界　大人から子どもまで誰もが夢中になる、色彩豊かな世界
を楽しんでください。を楽しんでください。

　ペーパーわんことは、絵本作家・イラストレーターの
いしかわこうじが作り出す紙製の小さな犬のことです。
作り方は簡単なのに、豊かな個性と温かみのある表情が魅
力的な作品です。
　今回は、おなじみの小さなペーパーわんこが、ペーパー
にゃんこやペーパーライオンなどを連れてやってきます。
　大人から子どもまで誰もが夢中になる、色彩豊かな世界
を楽しんでください。
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