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Photo ホット ほっと
つかんだ切符！王子製紙都市対抗野球大会出場決定
生活環境の保全に関する条例要綱案について
情報最前線
障害福祉サービス事業所をお知らせします
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各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

子育ての楽しさ、
　　　　　　再発見！

2007
Ｎo.1376
平成19年

　海外居住経験者の皆さんが中心となって活動している国際ボランティ
アグループ「クロスカル」の主催で「世界の料理オーストラリア編」が催さ
れました。オーストラリア人の講師がハイティー（午後のお茶の習慣）に
ついて説明すると通訳され、参加した市民も一緒にケーキやスコーンな
どを作り、おいしそうな出来上がりに満足していました。



近年、核家族化が進み、仕事やさまざまな事情で忙し
い人も多く、子育て＝大変というイメージが強いかも
しれません。しかし、子どもが「子ども」でいる時間
は結構短いものです。今回の特集では、子どもと過ご
す時間の「楽しさ」や「幸せ」を再発見してもらおうと、
広報モニターとその家族に語ってもらったり体験して
もらい、また、この夏のオススメの身近なスポットも
紹介します。 

初めまして！広報ナビゲーター「小筆ちゃん」
のママです。今日は、毎日生き生きと過ご
している皆さんに「子育ての楽しさ」につ
いて、ざっくばらんに語っていただきたい
と思います。それでは、よろしくお願いし
ます。 

 

全員　よろしくお願いしまーす。 
 

笑顔あふれる皆さんですが、どんな毎日を過ご
していますか？ 
 

吉田ママ　わたしは今、5歳と4歳の子どもがいて、
秋に3人目が生まれます。毎日、子どもの保育園への

送り迎えをはじめ、忙しく動いているうちに、あっ

という間に時間が過ぎていきます。 

内村ママ　うちは、6歳と4歳の子どもがいます。吉
田さんと同じで、とにかく時間との戦いで、1日があ

っという間に過ぎちゃいます。でも、時間を作って

夕方に近くの公園へ子どもと遊びに行くこともある

かな。 

 

子どもをすごく「かわいい！」って思うのは
どんなときですか？ 
 

吉田ママ　寝てる時が一番かわいいです（笑）。すごく
しかった後に、子どもの寝顔を見ると「ごめんね～」

って思います。あと、たまに子どもが手紙を書いて

くれるんです。「わたしも勉強頑張るから、ママも元

気な赤ちゃんを産んでね」なんて書いてあったときに

は、感動して思わず抱きしめたくなりますよ。でも、

次の瞬間、散らかしているのを見て、怒っちゃうん

ですけどね（笑）。 

内村ママ　わたしは、何かに一生懸命な姿を見たと
きですね。 

夢中になっている姿は、すごくかわ
いい！ 
吉田ママ　それと、何かやったときの言い訳がすご
く面白いんですよ。例えば、おねしょをしたときに「す

今号より、広報ナビゲーターの小筆ちゃんが特集記事を中心に登場し、さまざまな情報を市民の皆さんに伝える手伝い
をしていきます。よろしくお願いします！ 

「書のまち かすがい」をアピールする筆と、「いつも、みんなの心が『晴れ』ていますように」と願うてるてる坊主が合体したキャラクタ
ーです。名前は多数の応募の中から選んで付けました。応募してくださった皆さん、本当にありがとうございました！！ 

小筆ちゃんママ 

小筆ちゃん 
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広報モニター　内村朋子（東野町） 

広報モニター　吉田佳織（八田町） 

ごく汗をかいたから」って。絶対違うんだけど、頑

張って言い訳をしているので、つい笑ってしまいま

すね（一同大爆笑）。 

 
お父さんたちはどうですか？ 
 

吉田パパ　わたしは、仕事でいつも帰りが遅いので、
子どもたちはもう寝てるんですよね。でも、子ども

の寝顔を見た瞬間に仕事の疲れがふっ飛ぶんです。

だから、休みの日は子どもにベタベタです。 

内村パパ　そうそう、その気持ちよく分かります！ 
 
わたしも含めて、子育てでいろいろ悩んでいる
人たちに、何かアドバイスをお願いします。 

 
吉田ママ　１人目
のときは、やっぱ

りいろいろと不安

でしたよ。人と比

べるとうらやまし

く思えるし「全部

自分でやらなくち

ゃ」と考えるとス

トレスになるので、 

子どもは千差万別
だから、 

人と比べることはやめようって思うよう
になりました。それと、友達とかとしゃべると、気

が楽になりますよね。意外とみんな同じようなこと

が気掛かりになっているんですよ！ 

内村ママ　確かにね～。友達と子育てについて話す
とすっきりするよね。私は時間を見つけてフラワー

アレンジメントをやっていますが、その最中は頭の

中が無になるというか、没頭して何もかも忘れてし

まうことができるかな。 

吉田ママ　最初は、子どもを連れて出掛けることに
遠慮がちでしたね、周りに迷惑がかからないかなあ

とか考えて。でも少しずつチャレンジしたら、うれ

しいことや、いい出会いもあり

ましたよ。 

吉田ママ　子育て中は、大変なことや悩むこともあ
るけど、それ以上に子どもたちが幸せをいっぱい運

んできてくれます。 

楽しかったことや良い部分を見つける
ようにしていくと、いいかもしれませんね。いつも

時間通りに寝ないのに、たまに早く寝てくれたとか、

そういうささやかなことでも、楽しみにできると、

ストレスにならないかも。 

 

子どもに「こうして
ほしいなあ」と思う
ことはありますか？ 
 
内村ママ　健康で成
長していってくれる
のが１番かな。 
吉田ママ　やっぱり
それが１番大事です

よね。 

 
「子どもが子どもでいられる時間」って意外と短
いんですよね。何か「今のうちに」と心掛けてい
ることはありますか？ 
 
吉田ママ　あ！先輩ママによく聞くのですが、最近
は塾通いが低年齢化していることもあって、子ども

が家にいないことが多い。食事の時間もバラバラとか。

そういう話を聞くと、今、なるべく子どもと触れ合

う時間を大切にしたいと思いますね。近所の公園など、

身近なところで、大人とは違った目線で刺激を受け

てもらいたいなあと思っています。 

内村ママ　そうですね。うちも、子どものために何
かしてあげるというよりも、 

親も子どもと一緒に楽しむようにしてい
ます。 

お父さんからも、新米パパに向
けてメッセージをお願いします！ 

 
内村パパ・吉田パパ　 
子どもと遊ぶ時間をたく
さん作ってください！！ 
 

 

 
 
 
 
 
　　「ママ！さっそく遊びに連れてって」 
 
「コラコラまだ仕事中でしょ…（笑）」 

小筆ちゃん 
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子どもの「食べ物の好き嫌い」に頭を悩ませていませんか？ 
子どもたちが好き嫌いをする理由はさまざまですが、「おいしい」「まずい」
というよりは、イメージによることが多いようです。 
そこで、ぜひチャレンジしてほしいのが、「親子で一緒にクッキング」。 
子どもたちは好奇心が旺盛。自分が作ることで｢面白い｣｢楽しい｣という気
持ちが手伝って、嫌いだった物が好きになる「期待大」です。 
※子どもがケガをしないよう、保護者はよく注意を払ってください。 

■材料（6個分）  
　ニンジン…1/2本  
　粉寒天…2ｇ  
　砂糖…50ｇ 
　水…100cc  
　オレンジジュース…100ｇ  
　レモン汁（なくてもよい）…大さじ１ 

■作り方 
１．ニンジンの皮をむき、薄切りにして、 
　　軟らかくなるまで煮る 
２．ゆで汁を捨てて、オレンジジュースと 
　　一緒にミキサーにかける 

４．火を止めて砂糖を溶かし、ピ 
　　ューレ状になったニンジンを 
　　入れて混ぜる 
５．レモン汁を加えて、型に流し 
　　入れる 
６．冷めたら、冷蔵庫で冷やす 

３．鍋に水と粉寒天を 
　　入れ、かき混ぜな 
　　がら１～２分程沸 
　　騰させる 

どろんこ 
キャンディクラブ 
ぞうさんクラブ 
あかつきの会 
にこにこクラブ 
森のたんけんたい 
森のようちえんねっこぽっこ 
FRIENDSFAMILY 
どんぐり会 
チェリーキッズ 
こあらちゃんのマーチ 

絵本や体操、工作などを行う。１７年の歴史がある　※先生は母親による当番制 
親子遊びや親子体操、紙芝居、折り紙などをする　※保育士などが指導 
玉川保育園の地域活動事業がきっかけで生まれたサークル 
講師を中心に、親子でリズム体操やゲーム、絵本の読み聞かせなどを行う 
体操や手遊び、紙芝居などのほか、遠足や運動会も行う 
豊かな自然の中で、五感を使って思う存分遊ぶなど、自主保育をするサークル 
自然の中の散歩や野外料理、にじみ絵、季節の行事など保育スタッフと保護者が自主保育・自主運営している 
音遊びや工作、読み聞かせをするなど、子ども同士や親同士も友達を作って、子育てを楽しめるようにする 
親子で外で遊んだり、おもちゃ遊びや行事、誕生会なども行う 
双子など、多胎児の親のサークル 
自然の豊かな場所や公園、河川敷などで遊ぶ 

身近な地域で活動している子育てサークルの紹介 

１歳～未就園児 
１歳半～未就園児 
　　　　－ 
　　　～未就園児 
１歳半～未就園児 
１歳～小学生 
０～７歳 
６か月～未就園児 
　　　～未就園児 
　　　～未就園児 
０歳～未就園児 

サークル名 対　象 特徴・内容 
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■材料（４人分） 
　ニンジン…1/2本  
　赤ピーマン（パプリカ）…1/2コ  
　ホットケーキミックス…200g 
　ピーナッツ…適量 
　卵…１コ 
　砂糖…大さじ1と1/2 
　オリーブオイル…小さじ1と1/2 
　水…大さじ２ 
　牛乳…150cc

５．ボールにとき卵、３、４、牛乳、ホット 
　　ケーキミックスを入れて混ぜる 
６．ホットプレートにオリーブオイルを塗り、 
　　中くらいの温度で両面焼く（プツプツと 
　　穴がはじけてから裏返すのがコツ！） 

■作り方 
１．ニンジンは皮をむき、みじん切りにする（皮むき 
　　器で削ってから包丁で切ると小さくできる） 

２．赤ピーマン 
　　はヘタと中 
　　の白い部分 
　　を取り、みじん切りにする 
３．耐熱容器に１と２、砂糖、水、オリー 
　　ブオイルを入れ、５００Ｗの電子レンジ 
　　で３分程度加熱する（鍋で煮てもよい） 

４．ピーナツをすりこ木 
　　で細かくなるように 
　　砕く 

１．ホットケーキミック 
　　スと牛乳とココア 
　　（甘いタイプのもの）を 
　　混ぜ、しぼり袋に入れる 
２．ホットプレート上に好きな絵を描き、しっかり焼き 
　　色が付いたら、パンケーキの具をかけて焼く 

市健康づくり食生活 
改善協議会会長 
宮崎いつ子 

32－5832 
83－5701 
92－0205 
77－9487 
090－5059－8477 
090－9184－6692 
090－8078－1761 
84－8286 
88－4507 
市子育て支援センター 
85－8824

毎週金曜日 
毎週木曜日 
毎週木曜日（第4は除く） 
毎週水曜日（春・夏・冬休みは除く） 
毎週火曜日 
月～土曜日 
月～金曜日 
第1・3火曜日 
毎週月・金曜日 
第2火曜日 
毎週火曜日 

白山小学校 
関田公民館 
押沢台集会所 
総合体育館 
交通児童遊園ほか 
高蔵寺周辺の自然の中 
細野キャンプ場・岩船神社など 
市子育て支援センターほか 
ネオポリス集会所ほか 
市子育て支援センター 
市内の公園など 

味美白山町 
特定しない 
特定しない 
特定しない 
特定しない 
特定しない 
特定しない 
特定しない 
特定しない 
特定しない 
特定しない 

代表者 連絡先 活動日 活動場所 地　区 

問い合わせ　健康推進課（　８５－６１６７） 

▲
 

竹内佐智子 
高橋愛子 
右高令子 
田崎佳子 
永野恵理 
小林直美 
織田敦子 
益田亜希子 
大西由香里 
野村まゆみ 
水草有美 
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子育て中のパパやママに大人気の「かすがいげんきっ子セン
ター」。開放的な雰囲気の交流コーナーや遊戯室などが自由
に利用できます。さあ、気軽に出掛けてみましょう！ 

子どもは浮き輪でプカプカ…
パパやママは水中ウオーキン
グで日ごろの運動不足を解消！ 

ここでは、「子どもを遊ばせる」「子ど
もと遊んであげる」という発想を、「子
どもと一緒に楽しむ」に変えることが
できるスポットを紹介します。 
※施設の利用や持ち物など、制限があります。 

少年自然の家 　９２－８２１１ 

かすがい
 

げんきっ
子センタ

ー 

　３５－３５
０１ 

サンフロ
ッグ春日

井 

　５６－２２
７７ 

浮き輪や動物形のかわいい 
ビート板もあるよ！ 

「あるのは知ってるけど、
個人で行ったことは…」
という人、結構多いの
では？いつでも誰でも
自由に利用できるアス
レチック。本格的なので、大人も
一緒に楽しく遊べます。 

迫力満点のウオータースライダー 
対象　身長120cm以上 

▲
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国の歴史公園１００選
に選ばれた公園。春
はサクラが素晴らし
く花見スポットとし
て有名ですが、夏も
水遊びができてオス
スメです。 

皆さんの身近にある公園。特に夕方に
なると、ベビーカーで散歩する親子や
水遊びをする子どもたちが集まってき
ます。ほんわか、のんびり、過ごして
みませんか。 

市内初登場！縄の遊具
「ザイルクライミング」 

健康器具でパパや
ママもストレッチ
＆リフレッシュ！ 

二子山
公園（

二子町
） 

樋田公園（神領
町） 

泉公園（
大手町）

 

勇助山公園（知多町） 

糸田公園（神領町） 

線路沿いにある公園。
電車が走っていく
のが見えるよ！ 

水林公園（鳥居松町
） 

問い合わせ　公園緑地課（　８５－６２８４） 

▲
 

ハ
ム
ス
タ
ー
が 

み
ん
な
を
待
っ
て
い
る
よ
！ 

木に囲まれた自然あふれる公園！ 
タコのすべり台があるよ！ 

夏はせせらぎで 
水遊びをしよう 
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　中国やオーストラリア、インド、ネパール、フ
ィリピンからの留学生など8人が訪れ、児童たち
とコミュニケーションをとりながら、互いの文化
の理解や関心を高めました。
　「ふれあいタイム」では、1～6年生までの混成で
7つの班に分かれて、各国の「こんにちは」「さよう
なら」という言葉を学んだり、遊びを紹介したり
しました。また、留学生に一つ一つの折り方を教
えながら折り紙ごまを作ってみんなで一斉に回し
たり、けん玉などを作ったりして、国境を越えた
触れ合いを楽しみました。

　白山神社古墳は二子山古墳をはじめとする味美古墳群の一
つで、県の史跡に指定されていますが、これまで発掘調査は
行われていませんでした。初めての発掘調査が今年5～7月に
かけて行われ、市内では3例目の埴輪（はにわ）列が発見され
ました。この日は、現場を一般公開して調査員による遺跡の
説明会が開かれ、参加した市民は発掘調査の成果について興
味深く聞き入っていました。

国際交流タイム
～日本の遊び、教えたよ
（押沢台小学校）

発掘調査現地説明会
（白山神社古墳）

6/6/2727
㊌

6/27
㊌

7/7/7
㊏
7/7
㊏

■…調査地点

白山神社白山神社白山神社

古墳北西部（前方部中段テ
ラス面）に約5㎝間隔で並ぶ
埴輪列を発見。土中に埋設
固定された基底部を中心に
遺存し、内部に多くの破片
が折り重なるように円筒埴
輪と朝顔形埴輪が出土して
いる。

住宅用火災警報器（天井用）

市民球場の熱戦
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　住宅用火災警報器は平成20年5月31日までに設置が義務付けられています。瑞雲保育園の幼年消防クラブ
の子どもたちと大相撲名古屋場所の稽古（けいこ）のため地蔵寺を宿舎としている玉ノ井部屋の力士がＪＲ
勝川駅で街頭ＰＲ活動を行いました。あいにく雨の降る日でしたが、子どもたちは大きな力士と一緒に、
元気いっぱいの大きな声で「設置をお願いします！」と呼び掛けていました。

6/27
㊌

スポーツであつい夏

　先日、小さな公園で朝早くお父さんが、小
学校高学年ぐらいのお子さんにソフトボール
を教えていました。お父さんのノックに必死
でボールを追いかける光景は大変ほほ笑まし
く、親子で一緒になってスポーツに打ち込む
ことの素晴らしさを垣間見た夏のひとこまで
ありました。
　今、まさに夏休み真最中です。各地域では
さまざまな子どもたちのスポーツの大会が行
われています。子ども会が中心となっての球
技大会から中学･高校生の各種のスポーツ競
技など、これまでの練習の成果を思いっ切り
発揮しようと、子どもたちは頑張っていると
思います。

　公園でお父さんと一緒にソフトボールの練
習をしていた子もきっと試合が控えていて、
レギュラーの座をつかみ取ろうと、さらに、
試合に勝ちたいと一生懸命なのだと、勝手に
想像を膨らませてしまいました。
　そして、大人のスポーツの世界では、今月
24日から第78回都市対抗野球大会が始まりま
す。この大会に東海地区の第一代表として、
また、市の代表として地元王子製紙野球部が
出場いたします。3年前の同大会で全国制覇
を果たしたことは、皆さんの記憶に新しいこ
とと思います。
　ぜひ、今回も優勝して春日井市の名前を全
国に知らしめていただきたいと思います。こ
れから、ますます熱い暑い夏になりそうです。

7/7
㊏

7/10
㊋ 設置してね！住宅用火災警報器

（ＪＲ勝川駅）

白山神社

住宅用火災警報器（住宅用火災警報器（天井天井用）用）住宅用火災警報器（天井用）

市民球場の熱戦市民球場の熱戦市民球場の熱戦
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いつも真剣勝負いつも真剣勝負いつも真剣勝負
精一杯精一杯精一杯

負けん野球負けん野球負けん野球

全力プレー全力プレー全力プレー
全球入魂全球入魂全球入魂

負けん野球負けん野球負けん野球

出場決定出場決定
都市対抗野球大会都市対抗野球大会王子製紙王子製紙出場決定出場決定
都市対抗野球大会都市対抗野球大会王子製紙王子製紙出場決定出場決定
都市対抗野球大会都市対抗野球大会王子製紙王子製紙出場決定都市対抗野球大会王子製紙

6月30日（土）に都市対抗野
球大会東海地区代表決定戦
が岡崎市民球場で行われ、
王子製紙硬式野球部はヤマ
ハを11対6の逆転で下し、
東京ドームで行われる都市
対抗野球大会への出場権を
獲得しました。王子製紙は
2年ぶり7回目の出場になり
ます。

　王子製紙にとっては、さまざまなことを考えさせられた昨シーズン。
この経験から今年のチームスローガンを「負けん」と掲げた。冬場から
厳しい練習で「試合に負けない」「自分に負けない」といった技術や精神
力を選手たちは身に付けていった。攻めるときも守るときも攻撃的な
野球で最後まで全力を出し尽くした結果、代表切符を手に入れること
ができた。

　3年前は優勝を経験し、また、
今年は創部50周年でチームとし
ても意地とプライドがあったの
で、代表に決まってホッとして
います。一つの役目が果たせま
したが、ドームへ行くからには、
しっかりとチームを強化してい
きます。本大会に出ることでな
く、負けん野球を続けて一番を
目指していきたいと思います。
社会人野球ファンはもとより、
地元の皆さんの熱い声援をよろ
しくお願いします。

参加料▶大人3500円、中学生以下1000円（交通費と
入場料を含む）

定　員▶160人（先着順）
申し込み▶8月3日（金）～ 16日（木）午前9時～午後5時に、総合体育館

（☎84－7101）か商工会議所（☎81－4141）へ　※8月16日
（木）午後5時までに、参加料を申し込み先に支払ってくだ
さい。総合体育館は月曜日、商工会議所は土・日曜日が休
みです。
初戦に勝つと、次の試合にも応援バスを出します。

監督　棚橋祐司
～Ojiseishi Baseball ～負けん野球

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

都市対抗野球大会in東京ドームの市民応援団募集
大　会
開催期間

 8月24日（金）
 ～ 9月4日（火）

大会編

練習編

つかんだ切符！つかんだ切符！つかんだ切符！つかんだ切符！つかんだ切符！つかんだ切符！つかんだ切符！

かすがいOJIオージェイアイで
あなたも応援

生活環境の保全に関する
　　　　　　条例要綱案について
生活環境の保全に関する
　　　　　　条例要綱案について
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いつも真剣勝負
精一杯

負けん野球

全力プレー
全球入魂

負けん野球

出場決定
都市対抗野球大会王子製紙出場決定都市対抗野球大会王子製紙出場決定都市対抗野球大会王子製紙

つかんだ切符！つかんだ切符！つかんだ切符！

市民意見（パブリック・コメント）
の募集

　市民の日常生活から発生す
る生活排水による河川の水質
汚濁や生活騒音などの「都市
生活型公害」に対する市民の
取り組みを求めます

•生活排水による水質汚濁の
防止
•合併処理浄化槽への転換
•騒音、振動による生活環境
への配慮　など

市では、社会経済活動や生活様式の変化に伴う都市生活型公害や地球温暖化などの地球環境問題への取り組み、
また事業所などからの公害の防止に関する対策などを盛り込んだ新たな条例の制定を進めています。
平成18年7月に、「生活環境の保全に関する条例制定の基本方向｣について環境審議会に諮問し、今年3月に答申を
受けました。市はこれを受け、条例要綱案をまとめました。この条例要綱案について皆さんの意見を募集します。

　条例要綱案と環境審議会からの答申は、環境政策課、市役所情報コーナー、坂下出張所、東部市民センター、
各ふれあいセンター、各公民館、市のホームページで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/kankyou/kankyou/h-youkouan.html
　意見は、8月1日（水）～ 31日（金）〈必着〉までに、郵送かファクス、Ｅメールに住所、氏名を書いて、〒486－
8686春日井市役所環境政策課（☎85－6217、ＦＡＸ84－8731、Ｅメールkansei@city.kasugai.lg.jp）へ
※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。

条例要綱案の概要

意見の提出について

生活環境生活環境の保全保全に関するする
　　　　　　条例　　　　　　条例要綱案要綱案についてについて
生活環境生活環境の保全保全に関するする
　　　　　　条例　　　　　　条例要綱案要綱案についてについて
生活環境の保全に関する
　　　　　　条例要綱案について

都市生活型公害
への取り組み

　温室効果ガスによる地球温
暖化などの「地球環境問題」に
対応するために、市・市民・
事業者の責務を明確にし、そ
れぞれが自主的に取り組むこ
とを求めます

•温室効果ガス（二酸化炭素
やメタン、フロンガスなど）
の排出抑制
•資源、エネルギーの有効利
用
•自動車公害の防止　など

地球環境問題
への取り組み

　「春日井市公害防止に関す
る指導要綱」を基に、事業者
による河川などの公共用水域
への着色水や土砂などの流出
防止、資材置き場の適正管理
などを盛り込みます

•水質汚濁の防止
•騒音、振動の防止
•土壌、地下水の汚染の拡散
の防止　など

事業所の公害
への対策

11
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I N F O R M A T I O N情報最前線

市民の皆さんから応募のあった美術作品を、間近に見て楽しむことができる美術展覧会を開催します。皆さ
んの力作をぜひ鑑賞してください。また、市民展審査会員による作品解説「ギャラリートーク」も行います。

問い合わせ▶かすがい市民文化財団(☎85－6868)

※日時や講師などは、都合により変更の可能性あり。また、彫塑工芸部門のギャラリートークは行いません。
　ホームページ　http://www.lib.city.kasugai.aichi.jp/zaidan/

と　き ▼ 8月18日（土）～ 26日（日）午前9時～午後4時30分（最終日は4時まで）
ところ ▼市役所10 ～ 12階、文化フォーラム春日井・視聴覚ホールなど
部　門 ▼洋画・版画、書、日本画、写真、彫塑工芸

と こ ろ 部　　門 8月18日（土） 8月19日（日） 8月25日（土） 8月26日（日）

市役所10階 洋画・版画
午前11時～ 久谷 一男 小林 笑子 後藤 勉 後藤  勉

午後2時～ 久谷 一男 小林 笑子 後藤 勉

市役所11階 書
午前11時～ 中村 立強 津田 濤鶴 小川 大樸 岩田 文堂

午後2時～ 後藤 幽泉 河野 春園 梅村 彩楓

市役所12階 日本画
午前11時～ 遠山 幸男 千村 俊二 森脇 正人

午後2時～ 安達 英志郎 星野 哲弘

文化フォーラム春日井・
視聴覚ホール

写  真
午前11時～ 樋口 正明 奥村 克己 安藤 宏幸 長谷川 永美

午後2時～ 伊藤 滋 樋口 正明 樋口 正明

市では現在、今後のまちづくりの指針となる「新長期ビジョン（第五次総合計画）」の策定に向けて準備を進め
ているところです。このたび、計画案がまとまりましたので、その内容
をお知らせし、市民の皆さんの意見を募集します。

　計画案は、企画課、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、レディヤンかすがい、総合福祉
センター、市ホームページで8月3日（金）から見ることができます。

新長期ビジョン新長期ビジョン（第五次総合計画）案について（第五次総合計画）案について
市民意見市民意見（パブリック・コメント）（パブリック・コメント）を募集しますを募集します

新長期ビジョン新長期ビジョン（第五次総合計画）案について（第五次総合計画）案について
市民意見市民意見（パブリック・コメント）（パブリック・コメント）を募集しますを募集します

新長期ビジョン（第五次総合計画）案について
市民意見（パブリック・コメント）を募集します

募 集 期 間 8月3日（金）～ 9月3日（月）〈必着〉

提 出 方 法

郵送かファクス、Ｅメールに、住所、氏名を書いて、
〒486-8686春日井市役所企画課
（FAX83-9988、Eメールkikaku@city.kasugai.lg.jp）へ

※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。

問い合わせ 企画課（☎85-6048）

計画案の概要計画案の概要計画案の概要計画案の概要

序　　論
○計画策定の趣旨
○本市を取り巻く課題　など

基本構想
○都市の将来像　　　○目標年次
○想定する将来人口や土地利用の
　方向性
○まちづくりの目標　など

基本計画
○目標達成のための具体的な施策
　　　　　　　　　　　　　など

計画案の概要

月　日
時　間

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

看護師

平成20年
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

9月8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

申し込み▶8月31日（金）〈必着〉までに、市販の履歴書、免許証の写し、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・日曜日を除く）か郵送で、〒486－8510鷹来町1－1－1、春日井市民病院管
理課（☎57－0046）へ

　　　　※卒業見込みの人は免許証の代わりに卒業見込み証明書と成績証明書が必要。健康診断書は学校で
受けた最新のもので可

※給料は、平成19年4月1日現在の額で、地域手当を含む。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

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/shiminbyoin/jimu/saiyo/H1910_200402.html

書聖・小野道風にちなんで毎年開催される道風展は、全国各地からたくさん
の作品が寄せられる、我がまち伝統の書道展です。今年も皆さんの力作を待
っています。

部　門
▲

一般…漢字・かな・近代詩文・少字数・小品　学生…条幅・半紙（各
部門とも1人1点）

作品の搬入

▲

学生…10月1日（月）午前9時30分～午後4時、一般…10月2日（火）午前
9時30分～正午に、中央公民館内、道風展事務所（〒486－0913柏原
町1－97－1）へ　※郵送の場合は、9月24日（休）～ 30日（日）必着

展　示

▲ ○

春日井会場…10月27日（土）～ 11月4日（日）に、文化フォーラム春日井、市役所、道風記念館、観
音寺（松河戸町）○名古屋会場…11月6日（火）～ 11日（日）に、県美術館（名古屋市東区）　※名古屋会
場は、一般部特別賞受賞作品と学生部文部科学大臣奨励賞のみ

部　門 仕　上　寸　法 作　品　規　格 出品料

一　般

漢字・かな
・近代詩文
・少字数

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

5000円

小　品 小画仙全紙2分の1以下 裏打ち仮巻でも可 3000円

学　生
条　幅

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

1300円

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

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

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

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内、道風展事務局(☎85－6868)



障害者自立支援法に基づいて、障害福祉サービス利用の支給決定がされた人は、都道
府県知事の指定を受けた指定事業所と契約してサービスを利用することができます。
現在、市内と春日井市近郊の事業所は次のとおりです。利用するときは、事前にサー
ビス内容などを各事業所へ確認してください。

障害福祉サービス事業所を障害福祉サービス事業所を
お知らせしますお知らせします

実施事業

▲

居…居宅介護、乗…乗降介助、訪…重度訪問介護、行…行動援護

西　
　
　
　
　
　
　

部

名　　　称 所　在　地 電話番号 実施事業
介護センター花の木かちがわ 旭町2－12　コーポNOZAKI NO.1 101号室 34－7666 居・訪
有限会社ヘルプステーションのどか 旭町3－9－5 36－5055 居・訪
サンユーメディカル訪問介護事業所 大手町1－187－1 89－0622 居・訪
高齢者生協ヘルプサービスぬくもり 大手町3－11－12 82－9554 居・訪
ヘルパーステーション望 柏原町2－183－1 87－6718 居・訪
心の泉春日井ヘルパーステーション 柏原町3－239 87－3722 居・訪
桃の木訪問介護事業所 上田楽町3449－19 57－0343 居・訪
株式会社コムスン勝川ケアセンター 下条町2－1－20　安藤貸店舗1階西側 87－5661 居・訪
ヘルパーステーションパル 篠木町5－2476－1　カーサ・日新篠木306号 89－8665 居・訪
株式会社福祉の里春日井営業所 篠木町8－2867－5 85－5982 居・乗・訪・行
ホームヘルプサービス第2春緑苑 下津町500 56－9152 居・訪
アイネット介護サービス 上条町1－21－1 85－5062 居・訪
にじのさと春日井サービスセンター 神明町20　林店舗 35－3961 居・訪
訪問介護サービスもみじ 鳥居松町2－212 87－6301 居・訪
ナイスサポート介護支援センター 鳥居松町4－71 89－3378 居・乗・訪・行
ニチイケアセンター春日井 鳥居松町5－78　名北セントラルビル1階 87－6165 居・訪
ワンワールド居宅介護事業所 如意申町1－7－2 35－6331 居・乗・訪
じゃがいも畑春日井介護サービス 如意申町2－30－1 35－4008 居・乗・訪
介護サービスオリーブ 如意申町4－8－3 32－9674 居・乗・訪
わくわくスローライフ 東野町1－3－30 56－0107 居・訪・行
障害者支援センターライフ空間 東野町2－15－3 89－0402 居・訪
あった介護ステーション 東野町10－11－11 87－5077 居・訪
アニモ 町屋町3784－1 56－6051 居・訪
訪問介護シルバーでらまめ 南下原町754 56－8834 居・訪
介護サービス・ホームルーム 大和通1－7－26 36－0136 居・訪
ふらっとヘルパーステーション 四ツ家町字二ツ杁43－1 32－2311 居・乗・訪

東　
　
　
　
　

部

名　　　称 所　在　地 電話番号 実施事業
合資会社ゆうゆうヘルプサービス 石尾台5－14－6 91－2110 居・訪
春日井まごころ訪問介護事業所 岩成台5－2－34 94－6260 居・訪
特定非営利活動法人太助・ネット 押沢台3－2－6 92－5666 居・乗・訪
特定非営利活動法人ワーカーズかすがい 高蔵寺町2－67 53－3731 居・訪
有限会社ひかり介護サービス 高蔵寺町北1－8 52－3570 居・訪
ニチイケアセンター高蔵寺 白山町4－7－1 53－2621 居・訪
市第一介護サービスセンター 大泉寺町1054－1 84－7219 居・訪
NCPみらい 高森台6－6－3 91－6036 居・訪
れすぱ 出川町5－27－10 52－2190 居・乗・訪・行
じゃがいも友愛介護事業所 出川町8－19－11 51－1147 居・乗・訪
春緑苑ヘルパーステーション

廻間町字神屋洞703－1
88－8303 居・訪

ヘルパーステーションようわ 88－0363 居・訪・行
平和介護センター 東野町西3－2－11 86－3433 居・訪
いきいき介護サービスセンター 細野町3119－2 94－5225 居・訪

県県指定事業所一覧指定事業所一覧

訪 問訪 問 系系
日中活動系

短 期 入 所
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障害福祉サービス事業所を
お知らせします

県指定事業所一覧

訪 問 系

問い合わせ▶福祉課(☎85－6186)

市　
　
　
　
　

外

名　　　称 所　在　地 電話番号 実施事業
じゃがいも畑介護サービス 北名古屋市弥勒寺西3－14 23－4008 居・訪
介護ステーションひまわり 小牧市入鹿出新田字村東225－1 41－1711 居・訪
フレンドサポートサンフレンド 小牧市大字大山字岩次208－3 47－1181 居・訪・行
ハートランド小牧の杜 小牧市大字大山字岩次208－8 78－1911 居・訪
チェリッシュ介護ステーション 小牧市大字上末3121 79－0428 居・訪
介護センターはなたば 小牧市北外山2278－1 42－0750 居・訪
にじのさと小牧センター 小牧市桜井本町128 42－2720 居・訪
福祉の幸小牧訪問介護事業所 小牧市下末1586－4 73－7399 居・訪
訪問介護事業所ひめ 小牧市城山1－5－1　サンハイツ中央台E－803 47－5757 居・訪・行
居宅介護事業所Let'sまんめんの笑み 瀬戸市すみれ台4－5 0561－48－7294 居・訪・行
みのり訪問介護センター 名古屋市北区楠2－301　宝楠ハイツ301号 052－902－9314 居・訪
シンセイライフ 名古屋市北区丸新町405　グリーンハイツ小川105号 052－909－5085 居・訪・行
あんず屋 名古屋市中区栄5－26－39　タカシマ名古屋ビル603号 052－261－7272 居・訪・行
生活支援センター森のどんぐり 名古屋市守山区城土町276－4 052－793－0032 居
ちあホームヘルプサービス 名古屋市守山区中志段味南原2686－493 052－739－2077 居・訪
訪問介護かえで 名古屋市守山区中志段味字吉田洞2911－359 052－736－6045 居・訪・行

実施事業

▲

生…生活介護、就…就労移行支援、Ｂ…就労継続支援Ｂ型、児…児童デイサービス

市　
　
　
　
　

内

名　　　称 所　在　地 電話番号 実施事業
夢の家 明知町字西追分1030－1 93－9102 生
ファミリーサポート 朝宮町3－10－13 56－7922 児
市福祉作業所 浅山町1－2－61 83－2955 生・Ｂ
ゆうゆう倶楽部デイサービス 石尾台5－14－6 91－2110 児
市第二希望の家 岩成台3－3－6 92－5410 生・児
市第一希望の家 王子町3 84－4343 生・児
児童デイサービス事業所こもれびあん 押沢台4－5－19 94－5634 児
ドリーム＆ホープ 小野町5－64 84－9913 児
児童デイサービス桃の木フレンズ 上田楽町3449－19 57－0343 児
すごろくクラブ 上条町6－2397－4 56－9123 児
ワーカー鷹来 鷹来町4888－1 87－7760 Ｂ
NCPあいあい 高森台6－6－3 91－6036 児
児童デイくまたんクラブ 中央台1－2－2　サンマルシェ南館B1階 92－5481 児
さくら館 出川町5－27－10 52－2190 児
はさま 廻間町字神屋洞703－1 88－0363 生・就

市　

外

名　　　称 所　在　地 電話番号 実施事業
児童デイサービス事業所あんず屋 尾張旭市吉岡町2－12－19 052－776－5559 児
健生児童デイサービス 名古屋市緑区神沢3－303－1　1階 052－878－6621 児
ちあふる 名古屋市守山区中志段味字南原2686－493 052－739－2077 児

市　
　
　
　

内

名　　　称 所　在　地 電話番号
夢の家 明知町字西追分1030－1 93－9102
県心身障害者コロニーこばと学園

神屋町713－8 88－0811

県心身障害者コロニーはるひ台学園
県心身障害者コロニー養楽荘
県心身障害者コロニー春日台授産所
県心身障害者コロニー中央病院
県心身障害者コロニー緑の家
あすなろ 高蔵寺町北1－143 52－2696
養和荘

廻間町字神屋洞703－1
88－0322

春日苑 88－5593
障害者支援センターライフ空間 東野町2－15－3 89－0402

市
外

名　　　称 所　在　地 電話番号
サンフレンド 小牧市大字大山字岩次208－3 47－1181
指定短期入所事業所ハートランド小牧の杜 小牧市大字大山字岩次208－8 78－1911

日中活動系日中活動系

短 期 入短 期 入 所所
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市ホームページのURL(アドレス)を変更
　市ホームページは、8月1日よりURLの一部を「aichi.jp」
から「lg.jp」に変更します。リンク設定などをしている
場合は、URLの変更をお願いします。
(旧) http://www.city.kasugai.aichi.jp/
(新) http://www.city.kasugai.lg.jp/
問い合わせ▶ 広報広聴課(☎85－6037)

8月1日～7日は水の週間
　わたしたちの生活に欠かすことのできない水は、限
りある資源です。近年、春から夏にかけての雨量が十
分でないため水不足となることが多く、ダムの貯水量
が不足すると、より一層の節水が求められます。一人
一人の心掛けと工夫で、水を大切にしましょう。
問い合わせ▶ 監理課(☎85－6406)

松河戸土地区画整理審議会委員選挙について
　松河戸土地区画整理審議会委員選挙の立候補届と立
候補推薦届を受け付けます。
と き▶ 8月4日(土) ～ 13日(月)〈毎日〉午前8時30分～

午後5時15分
ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6313)

都市計画審議会の公開
と き▶ 8月8日(水)午前10時から
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)

市障害者施策推進協議会の公開
と き▶ 8月22日(水)午後2時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 8月7日(火)から、福祉課(☎85－6184)へ

農地の調査票を提出してください
　8月1日現在で、各農家の農地所有状況や耕作状況を
調査しています。この調査を基に農地基本台帳を整備
し、証明や農業委員選挙資格などの基礎資料とします
ので、8月10日(金)までに必ず提出してください。
問い合わせ▶ 市農業委員会(☎85－6237)

鳥居松ふれあいセンターの利用停止
　鳥居松ふれあいセンター、ささえ愛センターは工事
のため、8月10日(金) ～ 15日(水)〈予定〉まで利用でき
ません。
問い合わせ▶ 鳥居松ふれあいセンター (☎56－5451)、ささ

え愛センター (☎56－1943)

国県障害者手当現況届などの提出
　特別児童扶養手当・県在宅重度障害者手当受給者に
所得状況届を、特別障害者手当などの受給者に現況届
を8月3日(金)に郵送します。必要事項を記入して、8月
13日(月) ～ 9月10日(月)に提出してください(郵送可)。
問い合わせ▶ 福祉課(☎85－6186)

県盲ろう者通訳介助者養成講習会
と き▶ 10月5日～平成20年2月29日の毎週金曜日(19

回)午後1時～ 4時
ところ▶ 健身会館(名古屋市熱田区)
対象・定員▶ 盲ろう者福祉に深い理解があり、盲ろう者通

訳介助者として活動する意欲のある人・20人
費 用▶ 教材費のみ実費
申し込み▶ 8月24日(金)までに、福祉課(☎85－6188)へ
実施団体▶ 社団法人愛知県身体障害者福祉団体連合会、

愛知盲ろう者友の会
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緑の相談員による出前診断
と き▶ 毎月第2・4木曜日午前10時～午後4時
内 容▶ 病害虫の対策や庭木の手入れのほか、植物に

関する相談(要予約)
申し込み▶ グリーンピア春日井(☎92－8711)へ

来年度の私立幼稚園入園願書を配布
　9月1日(土)から、来年度の私立幼稚園入園願書を各
幼稚園で配布します。(※の園は9月3日(月)から)
対 象▶ 3歳児(平成16年4月2日～ 17年4月1日生まれ)、
 4歳児(平成15年4月2日～ 16年4月1日生まれ)、
 5歳児(平成14年4月2日～ 15年4月1日生まれ)
申し込み▶ 10月1日(月)から、各幼稚園へ(満3歳児の入園

については、幼稚園により受け入れ態勢が違
うため、入園希望の幼稚園へ問い合わせが必
要)
幼稚園 所在地 電話

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

ヤング健診(基本健康診査)
とき・ところ▶9月10日(月)・健康管理センター、12日

(水)・保健センター午前9時～ 10時30分受け付け
対象・定員▶ 市民で、健診日に18 ～ 39歳の人(今年度の当

選者を除く)・各70人(超えたときは抽選)
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

申し込み▶ 8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

養護学校体験入学
春日台養護学校
月 日▶ 9月12日(水)、10月11日(木)
対 象▶ 知的な発達に遅れや情緒に障害のある子ども

とその保護者
申し込み▶ 春日台養護学校(☎88－0811)へ
小牧養護学校
月 日▶ 9月14日(金)、10月25日(木)
対 象▶ 手足の不自由な子どもとその保護者
申し込み▶ 小牧養護学校(☎73－7661)へ
問い合わせ▶ いずれも学校教育課(☎85－6444)

レッツ！健康チェック
と き▶ 8月5日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ ザ・モール春日井(六軒屋町)
対 象▶ 18歳以上の人
内 容▶ 血管年齢測定、体成分分析(内臓脂肪などのチ

ェック)、足指力測定ほか
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6172)

ビデオ鑑賞
と き▶ 8月12日(日)午後2時～ 3時30分
題 目▶ ｢ピングー 4｣
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)

道風の書臨書優秀作品展
と き▶ 8月14日(火) ～ 9月2日(日)午前9時～午後4時30

分
内 容▶ これまでに開催した道風の書臨書作品展の中

から、優秀作品を一堂に展示
観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

昼コン｢子どもの頃のお話｣
と き▶ 8月18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▶ つつみあつき(クラリネット・語り)、梶田美

香(ピアノ)
曲 目▶ プーランク｢小象ババールの物語｣、小塚憲二

｢パリの街角｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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記念に残そう！ファミリー撮影会
と き▶ 8月19日(日)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▶ 8月4日(土)午前9時から、サンフロッグ春日井

(☎56－2277)へ

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 8月19日(日)午前9時～正午受け付け、午後2時

～ 3時か8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)

市ピアノコンクール予選会
と き▶ 8月25日(土) ～ 26日(日)

午前10時から(予定)
ところ▶ 市民会館
入場料▶ 500円(全自由席、3歳未

満入場不可)
入場券▶ 8月3日(金)から、文化フ

ォーラム春日井・文化
情報プラザ、東部市民
センターで販売

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

硬式テニス大会(団体戦)
と き▶ 9月9日(日)午前9時から〈予備日9月16日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 1チーム6人の3ダブルス(男女混合も可)
対 象▶ 全員市内在住か在勤、在学で、大会当日まで

に今年度の連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1チーム)4000円
申し込み▶ 9月1日(土)〈必着〉までに、往復はがきに大会

名、チーム名、参加者全員の住所・氏名、返
信用はがきに代表者の住所・氏名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－4827)

クロリティー大会
と き▶ 9月9日(日)午後2時～ 4時
内 容▶ クロリティー (輪投げに似たスポーツ)を楽し

み、勝敗を競う
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶8月5日(日)午前9時から、かすがい

げんきっ子センター (☎35－3501)へ

ヤング・ジョブ・キャラバン
　若者の就職を総合的に支援するため、35歳未満の若
者(大学生、短大生など含む)とその家族を対象に、小
牧市と合同で開催します。
と き▶ 9月21日(金)午前11時～午後5時
ところ▶ ホテルプラザ勝川
内 容▶ ①公共職業安定所主催の就職面接会②専門家

による個人相談③職業適性診断④就職対策セ
ミナー (②④のみ定員20人で要予約)
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp
/shiminkeizai/keizaishinko/pdf/yang－
job.pdf

申し込み▶ 8月6日(月) ～ 9月14日(金)に、経済振興課(☎85
－6246)へ

劇団四季ミュージカル｢ふたりのロッテ｣
と き▶ 10月7日(日)午後2時から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 劇団四季
入場料▶ 中学生以上…Ｓ席5250円、Ａ席3500円、3歳

～小学生…Ｓ席3150円、Ａ席2000円(全席指定)
入場券▶ 8月11日(土)から、文化フォーラム春日井・文

化情報プラザ、劇団四季で販売　※かすがい
市民文化財団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)

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

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

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

問い合わせ▶ 市水泳協会・藤江(☎81－1884)　
区　分

種　目
5～ 6年生の部
男子・女子

4年生以下の部
男子・女子

自由形 50ｍ・100ｍ 50ｍ

平泳ぎ 50ｍ・100ｍ 50ｍ

背泳ぎ 50ｍ・100ｍ 50ｍ

バタフライ 50ｍ・100ｍ 50ｍ

個人メドレー 200ｍ 200ｍ

フリーリレー 200ｍ(50ｍ×4人) 200ｍ(50ｍ×4人)

メドレーリレー 200ｍ(50ｍ×4人) 200ｍ(50ｍ×4人)
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アトリウムの祭典｢アトの祭り｣出演団体
と き▶ 冬…12月23日(祝)、春…3月29日(土) ～ 30日(日)
内 容▶ フェスティバル形式の音楽発表会
費 用▶ 運営協力費(1団体)5000円
ところ・申し込み▶8月23日(木)までに、所定の用紙(文

化フォーラム春日井・文化情報プラザ、市民
会館、市役所情報コーナー、東部市民センタ
ー、各ふれあいセンター、各公民館などに用
意)に記入して、かすがい市民文化財団へファ
クス(ＦＡＸ82－0213)し、8月30日(木)午後7時
から文化フォーラム春日井で抽選会に参加

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

子ども芸術大学　動いた！墨絵アニメ体験
内 容▶ 和紙に墨で絵を描き、アニメーションをつく

るワークショップ
と き▶ 10月13日(土) ～ 14日(日)午後1時～ 4時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 横須賀令子(アニメーション作家)
対象・定員▶ 2日間とも参加できる、県内在住か県内の小

中学校に通う小学生4年～中学生・30人(応募
者多数の場合は抽選し、9月中に結果をはが
きにて通知)

費 用▶ 参加料1000円
申し込み▶ 9月21日(金)〈必着〉までに往復はがきに講座

名、住所、保護者と参加者の氏名、電話番号、
学校名、学年を書いて、〒486－0844鳥居松
町5－44、かすがい市民文化財団｢墨絵アニメ
体験｣係へ

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

作品例｢まぼろし｣1981年

ファミリー・サポート・センターの会員
　ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助
を受けたい人(依頼会員)と、子育ての援助をしたい人(援
助会員)とがお互いに助け合う会員組織です。
対 象▶ ○依頼会員…0歳～小学6年生の子どもがいる

市内在住か在勤、在学の人○援助会員…市内
在住の自宅で子どもを預かることができる人

入会金▶ 500円　※講習会の受講が必要。資格や経験、
性別、年齢は不問。活動に当たって、依頼会
員は援助会員にセンターが定めた報酬の支払

いが必要
会員になるための講習会
と き▶ 9月10日(月)午後1時～ 5時
内 容▶ 子どもの体と病気、心理、安全と応急手当て

など、会員活動に必要な知識を学ぶ
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 8月12日(日) ～ 26日(日)に、証明写真(縦4㎝×

横3㎝)2枚と印鑑を持って、かすがいげんきっ
子センター内、ファミリー・サポート・セン
ター (☎35－3516)へ

市市民サービス公社臨時職員
内 容▶ 市内の公園などの維持管理作業と施設管理
対象・人員▶ 昭和18年4月2日以降に生まれ、普通自動車免

許がある人・若干名
勤 務▶ 午前9時～午後5時(月14日程度)
採 用▶ 9月1日
試 験▶ 面接…8月17日(金)
賃 金▶ 作業…時給1000円、施設管理(ボート管理含む)

…時給800円 (交通費を1通勤につき200円支給)
ところ・申し込み▶8月14日(火)〈土・日曜日を除く〉

までに、市販の履歴書に記入して、本人が直
接、落合公園管理棟都市公園事務所(☎56－
0414)へ

男女共同参画情報紙｢はるか｣広告
広告媒体▶ かすがい市男女共同参画情報紙｢はるか｣vol.19

10月1日号
掲載枠数▶ ①2枠②1枠
掲載方法▶ 1色刷(色指定不可)、①縦30mm×横80mm②

縦60mm×横80mm
掲載位置▶ 裏表紙
掲載基準▶ 市広告掲載要綱およびかすがい市男女共同参

画情報紙｢はるか｣広告掲載要領による
作成部数▶ 5000部
掲載料▶ ①2万円②4万円
申し込み▶ 8月31日(金)までに、申込書(市ホームページか

らダウンロード可)に必要事項を記入し、広告
の案を添えて、市民活動推進課男女共同参画
室(☎85－6288)へ
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp
/shiminkeizai/shiminsuishin/danjo/haruka/
koukoku.html

グリーンピアギャラリー展示作品
と き▶ 10月～平成20年3月(11月は除く)のうち1か月

間
内 容▶ 自然を対象とした絵画や写真などの展示

※四つ切りサイズで15枚ほど展示可能
申し込み▶ 8月27日(月)〈必着〉までに、往復はがきに希

望月、ジャンル、住所、氏名、電話番号を書
いて、〒487－0001細野町3249－1、グリーン
ピア春日井(☎92－8711)へ
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東部市民センター　☎92－8511
夏の児童画教室～夏の楽しい思い出を絵にする
と き▶ 8月21日(火) ～ 22日(水)〈2回〉午前9時30分～

11時30分
講 師▶ 和田秀一
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(超えたときは抽選)
持ち物▶ 四つ切りか八つ切りの画用紙、クレヨン、パ

ステル水彩画用具
申し込み▶ 8月13日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)

に教室名、住所、氏名(ふりがな)、学年、電
話番号を書いて、〒487－0011中央台2－2－1
へ

味美ふれあいセンター　☎31－3522
夏休み子ども絵画教室
と き▶ 8月23日(木)午前10時～正午
講 師▶ 瀬尾昭夫
対象・定員▶ 市内在住の小学生(3年生以下は保護者同伴)・

20人(先着順)　
持ち物▶ 四つ切り以下の画用紙、クレヨンか水彩画用

具、新聞紙
申し込み▶ 8月6日(月)から、電話で

西部ふれあいセンター　☎33－0808
夏休み思い出画教室～心に残った夏の出来事を描く
と き▶ 8月19日(日) ～ 20日(月)〈2回〉午前9時30分～

11時30分
講 師▶ 新井直子
対象・定員▶ 市内在住の小学生・30人(先着順)
持ち物▶ 四つ切り画用紙、クレヨンか水彩画用具
申し込み▶ 8月3日(金)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
使わなくなったハンカチでブローチ作り教室
と き▶ 9月6日(木)午前9時30分～ 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・20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費500円
持ち物▶ 綿の使わなくなったハンカチ1枚、先のとが

ったピンセット、木工用ボンド、はさみ、
30cmの定規

 
和菓子｢栗きんとん｣作り教室
と き▶ 9月7日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 渡辺平八郎
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、教材費600円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚

古布と染布で旅が楽しくなるバッグを作ろう
と き▶ 9月14日、10月12日・26日、11月9日・23日、

12月14日の金曜日・祝日、午前10時～ 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1500円、教材費7000円
持ち物▶ 裁縫用具、定規
 
申し込み▶ ｢古布と染布で旅が楽しくなるバッグを作ろ

う｣は8月7日(火)から、｢和菓子『栗きんとん』
作り教室｣は8月8日(水)から、｢使わなくなっ
たハンカチでブローチ作り教室｣は8月9日(木)
から、電話で

文化フォーラム春日井　☎85－6868
一字書自分史～筆字で自分を表現しよう
と き▶ 9月24日(休)午前10時～午後3時
講 師▶ 書家・中村立強、中部大学教授・古瀬順一
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 9月5日(水)〈必着〉までに、はがきかファクス

に講座名、住所、氏名、年齢、性別、電話番
号を書いて、〒486－0844鳥居松町5－44、か
すがい市民文化財団(☎85－6868、ＦＡＸ82－
0213)へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの夏剪定(せんてい)
と き▶ 8月18日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 北健司
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
園芸教室～秋冬野菜の栽培
と き▶ 8月25日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森田隆史
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ いずれも8月4日(土)から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
夏休み親子折り紙教室～恐竜を
折る
と き▶ 8月26日(日)午前10時～

11時30分
講 師▶ 丹羽兌子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とそ

の保護者・12組(先着順)
費 用▶ 教材費(1組)100円
持ち物▶ のり、サインペン(ある人のみ)
申し込み▶ 8月4日(土)から、電話で
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レディヤンかすがい　☎85－4188
家族ふれあい教室～音遊びで親子のふれあいを学ぶ
と き▶ 8月25日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 右髙せつ子
対象・定員▶ 市内在住の3歳以上の未就学児と保護者・20

組(超えたときは抽選)
 
親子おもしろ科学教室～いろいろな見る道具を作っ
て、肉眼で見えない世界をのぞいてみよう
と き▶ 8月25日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 中部大学教授・岡島茂樹
対象・定員▶ 市内在住の小学2～ 6年生と保護者・12組(超

えたときは抽選)
費 用▶ 教材費(1組)500円
 
夏休み親子料理教室～スパゲティ・簡単スープ・チョ
コレートケーキを作る
と き▶ 8月26日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学生と保護者・12組(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 教材費(1人)600円
 
申し込み▶ いずれも8月12日(日)〈必着〉までに、往復は

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

交通児童遊園　☎81－1301
夏の工作教室～ひもを使って飾り結びのアクセサリー
やキーホルダーを作る
と き▶ 8月18日(土)午後2時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人
ところ・申し込み▶8月5日(日)午前9時から、電話で

市民安全課　☎85－6064
子ども安全アカデミー～連れ去り防止や逃げ方の学習
やロープ結索などを学ぶ
と き▶ 9月15日(土)午前9時30分～午後3時
ところ▶ 市役所11階
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生・50名(超えたとき

は抽選)
申し込み▶ 8月17日(金)〈必着〉までに、はがきに保護者

の住所・氏名(ふりがな)・電話番号、児童の
氏名(ふりがな)・学年を記入し、〒486－8686
鳥居松町5－44へ

市文化協会の講座
みんなとふれあう楽しい演歌～リズムや母音、メロデ
ィの大切さを学ぶ
と き▶ 9月1日(土)・8日(土)・15日(土)〈3回〉午前10時

～ 11時30分

ところ▶ 中央公民館
講 師▶ 逵幸彦
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▶ 教材費1000円
申し込み▶ 8月20日(月)〈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

ささえ愛センター　☎56－1943
ＮＰＯって何？～ＮＰＯとボランティアについて学ぶ
と き▶ 8月25日(土)午後1時～ 2時30分
講 師▶ 藤岡喜美子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
申し込み▶ 8月3日(金)から、電話かファクス、Ｅメール

に住所、氏名、電話番号を書いて、ささえ愛
センター (ＦＡＸ56－4319、Ｅメールkatsudo
@city.kasugai.lg.jp)へ

サン・アビリティーズ春日井
バドミントン講座
と き▶ 8月14日～ 9月4日の毎週火曜日(4回)午後7時～

9時
講 師▶ 市バドミントン連盟　
対象・定員▶ 障害者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴、ラケット
申し込み▶ 8月2日(木)から、電話かファクス(☎84－2611、

ＦＡＸ84－3005)で

総合福祉センター　☎84－3611
要約筆記奉仕員養成講座～手話が分からない耳の不自
由な人のために、書いて伝えるボランティアを養成
と き▶ 9月4日～ 12月25日の毎週火曜日(10月2日を除

く16回)午前10時～正午
講 師▶ 要約筆記春日井ブレンド
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費1050円
申し込み▶ 8月12日(日)〈必着〉までに、往復はがきに講

座名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0857浅山町1－2－61へ
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市子育て支援センター (上八田保育園内)
子育てサロン～親子のふれあい遊び
とき・ところ▶①9月5日(水)・12日(水)・19日(水)〈3回〉

・知多公民館②10月3日(水)・10日(水)・17日(水)
〈3回〉・総合体育館③11月1日(木)・15日(木)・
29日(木)〈3回〉・保健センター、午前9時30分
～ 11時30分④9月26日(水)・知多公民館⑤10月
24日(水)・総合体育館、午前10時～ 11時30分

対象・定員▶ ①～③市内在住の2歳以上の未就園児とその
保護者④⑤市内在住の4～ 12か月の未就園児
とその保護者・①25組②③30組④⑤15組(超え
たときは抽選)

申し込み▶ 8月10日(金)〈必着〉までに、往復はがきに講
座名(①～⑤の別も)〈いずれか1つ〉、住所、
親子の氏名(ふりがな)、子どもの生年月日、
電話番号を書いて、〒486－0849八田町2－13
－6(☎85－8824)へ

健康推進課　　☎85－6167
Ｕターン育児塾～祖父母の育児教室(もく浴実習やオ
ムツ交換、最近の育児についての話など)
と き▶ 8月22日(水)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
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▶ 8月23日(木)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 南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(先着順)

※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

費 用▶ 参加料(1組)700円(2人目の子どもは追加で300
円必要)

持ち物▶ エプロン、ふきん、三角きん、子どもは上靴
 
申し込み▶ ｢親子の楽しい料理教室｣は8月7日(火)から、

｢Ｕターン育児塾｣は8月9日(木)から、電話で

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
口腔(こうくう)ケアで介護予防～誤嚥(ごえん)性肺炎
を予防しよう
と き▶ 8月9日(木)午前10時～正午
ところ▶ 第2グレイスフル春日井
講 師▶ 歯科医師・伊神毅
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
 
転ばないための体づくり
と き▶ 8月10日(金)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
 
そろばんを使って、頭の体操！！
と き▶ 8月29日(水)午前10時～正午
ところ▶ 西山ふれあいの家
講 師▶ 小林義美
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
 
10年後の身体にタイムスリップ～疑似体験してみよ
う
と き▶ 8月30日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 地域包括支援センター春緑苑職員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－8303)へ

市民病院　☎57－0057
子どもの感染症あれこれ～小児科専門医から学ぶはし
か、インフルエンザなどの感染症の予防と治療方法
と き▶ 9月15日(土)午後1時～ 3時
講 師▶ 市民病院小児科第二部長・河邊太加志
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)　※託児あり
申し込み▶ 8月31日(金)〈必着〉までに、往復はがきに講

座名、住所、氏名、年齢、電話番号、託児希
望者は｢託児希望｣と子どもの氏名(ふりがな)、
年・月齢(6か月以上)を書いて、〒486－8510
鷹来町1－1－1、市民病院管理課へ

かすがいげんきっ子センター 
ファミリークッキング～三色おはぎ
と き▶ 9月23日(祝)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の人・4家族(超えたときは抽選)　※

1家族4人まで
費 用▶ 材料費(1人)300円
申し込み▶ 8月15日(水)〈消印有効〉までに、往復はがき(1

家族1枚)に講座名、住所、参加者全員の氏名、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0945勝川
町8－2858－1(☎35－3501)へ

児童センター　☎87－6866
あそび体験教室～おもしろ遊びをみつけよう
と き▶ 9月9日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ 県児童総合センター (愛知郡長久手町)
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加費200円
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幼児のびのび教室～楽しい親子遊び
と き▶ 9月12日・19日、10月3日・10日・24日、11月

7日の水曜日(6回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ チルドレン
対象・定員▶ 市内在住の平成16年4月～ 17年3月生まれの未

就園児とその保護者・30組(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料300円、材料費300円

申し込み▶ いずれも8月15日(水)〈必着〉までに、往復は
がき(1人1枚)に教室名、住所、電話番号、｢あ
そび体験教室｣は氏名(ふりがな)、学校名と学
年、保護者の氏名、｢幼児のびのび教室｣は親
子の氏名(ふりがな)、子どもの生年月日を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

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…8月7日(火)午前9時～ 10時②基本編

…8月10日(金)午前9時～ 10時③応用編…8月21
日(火)午前9時～ 10時

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

入が必要
 
親子で幼児水泳～水慣れやバタ足、浮き身などの基本
を覚える
と き▶ 8月30日～ 10月18日毎週木曜日(8回)午後4時～

4時45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の幼児とその保護者(幼児1人

につき保護者1人が必要)・20組(超えたときは
抽選)

費 用▶ 受講料5000円
 
親子で水中運動～スキンシップを取りながら、水の中
で楽しく体を動かす
と き▶ 9月の毎週水曜日(4回)午前9時45分～ 10時30分
対象・定員▶ 市内在住の2 ～ 3歳でおむつが外れている幼

児とその保護者(幼児1人につき保護者1人が必
要)・25組(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料1600円
 
一般水泳教室
と き▶ 9月の毎週水・金曜日(8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・20人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料6000円

クロールを覚えよう
と き▶ ①9月の毎週水・金曜日(8回)午後5時～ 6時②9

月の毎週水・金曜日(8回)午後6時15分～ 7時15
分

対象・定員▶ 10m泳げない市内在住の小学生・各30人(超え
たときは抽選)

費 用▶ 受講料各4000円
 
水中運動～ウオーキングやレクリエーションなどで楽
しく体を動かす
と き▶ 9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1600円
 
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい水中エアロビク
ス
と き▶ 9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1600円
 
水中ダンベル＆アクア～ダンベル運動とアクアビクス
を組み込んだ水中エアロビクス
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前9時20分～ 10時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1600円

3か月集中スペシャルダイエット教室～減量のための
正しい運動方法や、生活習慣についての知識を学ぶ
と き▶ ①9月5日～ 12月12日の隔週水曜日②9月6日～

12月13日の隔週木曜日③9月7日～ 12月14日の
隔週金曜日④9月12日～ 12月19日の隔週水曜
日⑤9月13日～ 12月20日の隔週木曜日⑥9月14
日～ 12月21日の隔週金曜日午前9時～正午(2
回目以降は午前9時～ 10時、10時～ 11時、午
前11時～正午のいずれか選択可)

講 師▶ 健康運動指導士・トレーニング指導士
費 用▶ 受講料各5000円(トレーニング室使用時は、別

途トレーニング利用券の購入が必要)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各3人(超えたと

きは抽選)
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は8月4日(土)午前9時

から電話で、それ以外は8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、｢3か月集中スペシャルダイエット教室｣
は体脂肪率か身長・体重も書いて、〒486－
0804鷹来町4286へ
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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▶ 9月の毎週水曜日(4回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 坂下公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
 
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▶ 9月の毎週木曜日(4回)午前10時～ 11時
ところ▶ 福祉の里レインボープラザ
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
 
はずんで！ボールエクササイズ～エクササイズボール
で楽しく体を動かす
と き▶ 9月の毎週水曜日(4回)午前10時45分～ 11時45

分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
ジュニア養成教室(硬式テニス)～基礎から応用までを
楽しく学ぶ
と き▶ 9月6日～ 10月25日の毎週木曜日(8回)午後7時

～ 8時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料3000円
 
ヨガ～心と体のバランスを整える
と き▶ 9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・50人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
ソフトステップ～ステップ台を使ったエアロビクス
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午後6時30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・35人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
にがて克服！楽しい体操(てつぼう運動)～てつぼうの
にがて意識をなくそう
と き▶ 9月の毎週金曜日(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①小学1～ 2年生②小学3～ 6年生

・各30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料各800円

申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は8月4日(土)午前9時
から電話で、それ以外は8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4196－3へ

9月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各50人
費 用▶ 受講料(1回)300円　※回数券3000円(11枚つづ

り)あり
申し込み▶ 当日、教室開始の1時間前から受け付け(午前

の最初の教室は、8時30分から)
ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)　※土

曜日10時45分からのソフトエアロビクスは29
日までの期間限定の開催、2日(日)、18日(火)、
25日(火)は休講
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

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

市体育協会の講座
ソフトボール教室～日本リーグの参加チーム所属選手
による技術指導
と き▶ 8月25日(土)午前9時～午後4時
ところ▶ 落合公園(雨天時はグリーンパレス春日井)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
持ち物▶ グローブ、弁当(雨天時は上靴)
申し込み▶ 当日会場で
問い合わせ▶ 市ソフトボール連盟・山田(☎91－4384)

｢愛知県史を語る会｣の参加者募集
　県では、瀬戸窯の歴史にスポットをあてた愛知県史
｢別編 窯業2 中世・近世 瀬戸系｣の刊行にあたり愛知
県史を語る会を開催します。
と き▶ 9月8日(土)午後1時～ 4時30分
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ところ▶ 県図書館(名古屋市中区)
定 員▶ 200人(先着順)
講 演▶ ｢日本窯業の礎～瀬戸窯｣名古屋大学名誉教授

・楢崎彰一、愛知学院大学教授・藤澤良祐　
ほか

申し込み▶ 8月1日(水)から、県総務部法務文書課県史編
さん室(☎052－972－9173)へ

シニアワークプログラム受講者募集
庭木管理
と き▶ 9月23日(祝) ～ 27日(木)午前10時～午後3時
ところ▶ グリーンピア春日井
対象・定員▶ 積極的に就職活動をする人で、県内在住の健

康的な60歳代前半層の人・20人(超えたときは
抽選)

申し込み▶ 8月24日(金)〈必着〉までに、はがきに講座名、
住所、氏名(ふりがな)、生年月日、年齢、性
別、電話番号、シルバー人材センター会員登
録の有無、受講終了後の就業等目的(㋐正規で
の就職㋑臨時や短期的就職㋒シルバー人材セ
ンターでの就業㋓そのほか)を書いて、〒486
－0845春日井市瑞穂通1－186、市シルバー人
材センター (☎84－3515)へ

統合失調症等家族教室
と き▶ ①8月21日(火)②8月28日(火)③9月4日(火)午後1

時30分～ 3時30分
ところ▶ 小牧市ふれあいセンター (小牧市)
対象・定員▶ 春日井市か小牧市在住で、統合失調症等と診

断された人の家族・30人(先着順)　※原則、3
日間とも参加できる人

講 演▶ ①｢統合失調症ってどんな病気？～急性期の
治療から寛解期まで｣小牧市民病院精神科デ
イケアセンター部長・野方晋②｢家族の対応
の仕方について知ろう｣東春病院社会療法科
科長・伊藤要③｢地域の社会資源について知
ろう｣春日井市職員・小牧市職員

申し込み▶ 県春日井保健所(☎31－2188)へ

特別養護老人ホームの入所者
施 設▶ 特別養護老人ホーム春日井樹の里(四ツ家町)

※全室個室・ユニット型で子育て支援｢つど
いの広場｣を併設

開 設▶ 平成20年4月1日(予定)
対象・定員▶ 原則、市内在住で、介護保険の要介護認定が

要介護1以上の人・100人
申し込み▶ 9月3日(月) ～ 11月30日(金)に、春日井樹の里

開設準備室(☎33－3222)へ
 ※要電話予約、郵便による申し込みなどは不

可

あいちマザーズハローワーク
　子育てしながら就職を希望する人を支援するため、
国の職業紹介機関として｢あいちマザーズハローワー
ク｣を設置しています。職業の相談や紹介、キャリア
カウンセリング、再就職に必要な情報を得たり、各種
セミナーへ参加したりできます。
と き▶ 月～金曜日午前8時30分～午後5時15分、土曜

日午前10時～午後5時(祝休日、年末年始は休
み)

ところ▶ 住友生命ビル(名古屋市中村区)
問い合わせ▶ あいちマザーズハローワーク(☎052－581－

0821)

親子見学会参加者募集
　県では、水資源に関心を持っていただくため、独立
行政法人水資源機構と共催で、阿木川ダムなどを訪ね
る見学会を開催します。
と き▶ 8月19日(日)午前8時50分に県庁(名古屋市中区)

集合(小雨決行〉
ところ▶ 阿木川ダム(岐阜県恵那市)ほか
対象・定員▶ 県内在住か在学の小学4 ～ 6年生とその保護

者(2人一組)・20組(超えたときは抽選)
持ち物▶ 弁当、水筒
申し込み▶ 8月9日(木)〈必着〉までに、はがきかファクス、

Ｅメールに住所、親子の氏名・生年月日、電
話番号を書いて、〒460－8501愛知県地域振
興部土地水資源課(☎052－954－6118、ＦＡＸ
052－961－3293、Ｅメールtochimizu@pref.ai
chi.lg.jp)へ
ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/tochimizu/

■訂正
　7月15日号14ページ「交通児童遊園の手品教室」の
記事で、電話番号に誤りがありました。正しくは、
☎81－1301です。おわびして訂正いたします。

私が選ぶ…地域一番店コンクール
　市内の魅力的な店を推薦してください。　※大型店
やチェーン店などは対象外
応 募▶ 10月31日(水)〈消印有効〉までに、はがきか封

書、ファクス、Ｅメール、投票専用用紙に推
薦する店の名前・所在地・推薦理由、自分の
住所・氏名・年齢・性別・職業・電話番号を
書いて、〒486－8511鳥居松町5－45、春日井
商工会議所(☎81－4141、ＦＡＸ81－3123、Ｅ
メールmaster@kcci.or.jp)へ　※応募は1人1店
までとし、高校生未満は応募不可。また、応
募した人の中から抽選で50人に、優秀賞に選
ばれた店で利用できる3000円分の買い物券を
進呈

主 催▶ 春日井商工会議所、市商店街連合会



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

味美ふれあいセンター

坂下公民館

エコメッセ春日井

アスティ高蔵寺
市役所市民サロン
高蔵寺ふれあいセンター
知多公民館

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉

ルネックギャラリー
鷹来公民館

（☎31ー3522）

（☎88－5555）

（☎88－5006）

（☎85－6079）
（☎85－6073）
（☎51－0002）
（☎32－8988）

（☎92－8711）

（☎34－6800）
（☎84－7071）

8／1（水）～15（水）

8／2（木）～14（火）

8／2（木）～30（木）

8／4（土）～16日（木）
8／6（月）～12（日）
8／8（水）～27（月）
8／9（木）～21（火）

8／10（金）～12（日）

8／11（土）～15（水）
8／12（日）～19（日）

大正・昭和の「子どものおもちゃと
文具展」

あざみの家作品展
不用材料利用電車模型展
ミシン刺繍（刺しゅう）展
自分流水彩展
木曽街道見どころ展
書道作品展
水彩画作品展

サギソウと山野草展

日本画笹尾純春個展
夏の山野草展

文化財課

あざみの家
沢村武昭
鈴木智
自分流水彩展の会
市文化財友の会
高蔵寺青楊会書道クラブ
知多水彩画クラブ

春日井山草会

笹尾純子
青紅会

国際理解短歌コンテスト～国際理解をタンカで斬
る！
部門▶大学生・一般、高校生、中学生　※自作で
未発表のものに限る　申し込み▶9月28日（金）〈必
着〉までに、封書かはがき、ファクス、Ｅメール
に作品、住所、氏名（本名でふりがなも）、年齢、
職業（学生の場合は学校名、学年）、電話番号、メ
ールアドレスを書いて、〒487－8501松本町1200、
中部大学国際関係学部（☎51－1111、ＦＡＸ52－
1325、 Ｅメールtanka@office.chubu.ac.jp）「短歌コ
ンテスト」係へ　主催▶中部大学国際関係学部
ホームページ　http://www.chubu.ac.jp
････････････････････････････････････････････
かすがい人形劇フェスティバル
とき▶8月12日（日）①午前10時30分～正午②正午
～午後2時③午後2時～ 3時30分④午後3時30分～ 4
時　ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホー
ル、交流アトリウム　内容▶①劇団「とんとんと
ん」と劇団「むすび座」による人形劇②作って遊ぼ
うコーナーと劇団「手風琴」によるパネルシアター
③劇団「じゃんけんぽん」と「たいらじょう」による
人形劇④作って遊ぼうコーナー　入場料▶①③は
1公演につき大人1000円、小学生以下500円（前売
りは大人800円、3歳～小学生400円）　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▶さくらぶ
んこ（☎91－8152）
････････････････････････････････････････････
おじんの童話会「もずの心」上演会
とき▶8月31日（金）午後1時30分開演（1時開場）　
ところ▶総合福祉センター大ホール　内容▶童話
作家による語りと影絵を使った幻想的な世界を楽
しむ　入場料▶800円　定員▶500人（先着順）　問
い合わせ▶松山イルカクラブ（☎・ＦＡＸ34－
2225）　主催▶春日井学童保育ネットワーク
････････････････････････････････････････････
ルネッサンスシティ勝川納涼音楽祭
とき▶8月18日（土）午後4時～9時　ところ▶勝川
駅前公園　内容▶市民音楽連盟の10団体によるさ
まざまな音楽とギャラクシー・エキスプレス・ク
ルーのミニライブ　問い合わせ▶松新開発・日置
（☎32－2955）
････････････････････････････････････････････
「電動カート手作り教室」開催
とき▶8月26日（日）午後1時～ 28日（火）午前11時
30分　ところ▶少年自然の家　内容▶夏休みの宿
題はこれで決まり！電動カートを組み立てて、自
動車と地球温暖化の関係も学ぼう　対象・定員▶
小学2年生以上（大人のみの参加も可）・30人（先着
順）　費用▶5000円（2泊3日の食費と教材費）　問
い合わせ▶日本ＥＶクラブ愛知・井戸田（☎090－
9892－4087、ＦＡＸ81－7787、Ｅメールjevca@
gamma.ocn.ne.jp）

万 人

万
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8／4

8／11

8／5

8／12

●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。

8月は気温、湿度ともに高く、食中毒の起こりやすい時季です。次の原則を守って食中毒を予防しましょう。
特に乳幼児や高齢者は体の抵抗力が弱く、食中毒にかかると重症になりやすいので注意しましょう。

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。

平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日

人　口 （＋2420）30万4407人
世帯数 12万198世帯 （＋2113）

（　）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

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

☎35－6877

☎85－0077

☎84－3060

☎91－3755

☎76－2603

☎82－2161

☎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

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）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

あさひ病院（下原町）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

みわレディースクリニック（小牧市）

米本レディスクリニック（篠木町1）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

〈平成19年7月1日現在〉

健 康 食 中 毒 予 防 の ３ 原 則食 中 毒 予 防 の ３ 原 則

■…診療時間帯

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6168）

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。

1
細菌を付けない

●小まめに手洗いする

●調理場や食器類は普段から
清潔にする 2

細菌を増やさない

●生鮮食品は、早い時期の調
理を心掛ける

●調理後の食品は、室温で長
く放置しない 3

細菌を殺菌する

●十分に加熱する（目安は75
℃以上を1分以上）

●調理器具は、小まめに消毒
する
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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

ツユクサ科
ヤブミョウガ

　ヤブミョウガというと、食用にするミョウガの仲間と勘違いされ
そうですが、葉がミョウガに似ていてヤブに生えることから命名さ
れたもので、ミョウガ（ショウガ科）とは全く別のツユクサ科の植物
です。葉の付き方がミョウガとは違いますし、花はまるで異なって
いて、食べることはできません。
8～9月に茎の上の方に花序（花の集まり）を出して白色の小さな花

を付け、薄暗いヤブの中でもよく目立ちます。花が終わると5㎜く
らいの球形の実を結びます。熟した実は光沢のある黒色で、虫刺されの薬になるといわれています。
　アジアやオーストラリア、アフリカ、中米の熱帯・亜熱帯・暖帯に分布し、分布の北限に当たる日本では
ヤブのほかに樹林下や林縁など、昼間でも薄暗い場所を好んで生えます。

然春 日 井 の 自

春日井シンポジウム

日本の食文化に歴史を読む
ー東海の食の特色を探るー

参加料▶2日間3000円（1日のみの場合は2500円、資料集代を含む）
定　員▶1100人（先着順）
申し込み▶8月1日（水）～10月26日（金）までに、はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番号、希

望参加日、交流レセプション参加希望者は「レセプション参加」と書いて、〒486－0913柏原町1－97－1、
春日井市役所文化財課（☎33－1113、ＦＡＸ34－6484、Ｅメールbunkazai@city.kasugai.lg.jp）へ　
※詳しくはホームページ・パンフレット(市役所情報コーナー、市の主な施設に用意)を見てください。
http://www.city.kasugai.lg.jp/kyoikuiinkai/bunkazai/gui-h1_1.html 
※あいち簡易電子受付サービスからも申し込みができます。
https://www3.shinsei.e-aichi.jp

各地域の特色ある食文化（民俗学）や、記紀や日記、紀行文に見られる食（歴史学）、遺跡から出土する食（考
古学）などさまざまな立場から東海地域の食の歴史について探求します。

記念講演▶小泉武夫（東京農業大学教授）

講　演▶森浩一（同志社大学名誉教授）

野本寛一（近畿大学名誉教授）

八賀晋（三重大学名誉教授）

和田萃（京都教育大学名誉教授）

名久井文明（岩手大学非常勤講師）

日比野光敏（名古屋経済大学短期大学部准教授）

野村史隆（鳥羽市職員）

誌上参加▶山下勝年（知多古文化研究会会員）

脇田雅彦（日本民具学会会員）

三上稲子（名古屋聖霊短期大学名誉教授）

大下武（市職員）

◆第◆第1部　講演部　講演◆第1部　講演
と　きと　き▶11月10日（土）日（土）午後午後1時～時～4時30分と　き▶11月10日（土）午後1時～4時30分
◆第2部　講演・記念講演・座談会部　講演・記念講演・座談会◆第2部　講演・記念講演・座談会
と　きと　き▶11月11日（日（日）午前午前10時～時～午後午後4時50分時50分と　き▶11月11日（日）午前10時～午後4時50分
ところ▶ところ▶市民会館市民会館ところ▶市民会館

◆関連企画◆関連企画◆◆関連企画◆
◆交流レセプション
と　き▶11月10日(土)午後5時30分～7時
ところ▶ホテルプラザ勝川 
参加料▶6000円
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