
　「月の夜は♪、浜に出て♬、みんなでおどろう」ハワイ土産の生地で仕立
てた服に身を包み、生演奏に合わせて笑顔で楽しく練習しているのは、フ
ラダンス同好会「ジンジャー」の皆さん。市の講座を受けたことをきっかけ
に結成し、市内などの福祉施設にボランティアで慰問するなどの活動を行
っています。（今回の表紙は、市民の皆さんの情報で掲載しました。）
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Photo ホット ほっと
春日井まつりの協賛者
イベント出店・出品者の募集
情報最前線

6
9
19

後期市民講座
各種お知らせ
まちの伝言板など

情報最前線

2007
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総合防災訓練を実施します、はあ
とふるライナー（かすがいシティ
バス）快走中



　毎年、夏・ブドウ・秋と3回あるうちの「夏の農
業祭」が開催され、あいにくの雨模様にもかかわ
らず、新鮮な野菜の即売会などを楽しみにして来
た人たちでにぎわいました。
　夏作農産品コンクールでは、県や農協の審査員
が、ずらりと並んだ食べごろのモモや夏野菜の中
から市長賞などの受賞作品を選びました。これら
の農産品も午後には即売され、好評を得ました。

今年の出来栄えは？
（尾張中央農業協同組合春日井中央支店）

高校生、スポーツの夏
（総合体育館ほか）

7/7/1414
㊏

7/14
㊏

宣誓！！

　7月14日（土）から8月上旬まで、市内高校生スポーツ大会が開催され、13
競技23種目で選手たちの熱い戦いが繰り広げられました。
　開会式には約300人が参加し、高蔵寺高校ハンドボール部の服部達哉さん
の力強い選手宣誓で、大会は幕開けしました。
　初日から2日間はハンドボール競技が行われ、
ダイナミックなシュートをはじめ、スピーデ
ィで迫力ある試合が展開されました。

6/27
㊌

7/25
㊌

これがパドルです。

7/26
㊍
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写真提供：春日井青年会議所

7/14
㊏

　カヌーに乗って、水鳥の視点で自然観察をする
講座に、親子5組10人が参加しました。
　陸上で方向転換をするパドルの操作方法など、
基礎的な技術を学んだ後、実際にカヌーで池面に
浮かびました。最初は直進さえも難しく悪戦苦闘。
しかし、子どもたちは大人よりも早く操作のコツ
をつかみ、楽しくアメンボのようにスイスイとこ
いで自然を満喫していました。

アメンボのように…？
（築水池）

　市内39校の小学6年生の代表39人が｢市長を囲ん
でわくわくトーク」に参加し、市長と意見を交わ
しました。
　将来を担う子どもたちの考えを市政に生かそう
と、平成3年から実施している企画で、今回のテ
ーマは「身近に感じる地域のきずな」。災害時など
に限らず、日ごろから身近な人たちとのきずなが
大切なものであると考えている子どもは多く、積
極的に意見を発表していました。市長は一つ一つ
の質問にも丁寧に答え、有意義な時間となった様
子でした。

6/6/2727
㊌

7/21
㊏

　わんぱく相撲の愛知ブロック大会
で上位入賞した、木村真也くん（柏原
小4年）と服部大地くん（中央台小5年）が市長を表
敬訪問し、全国大会（7月29日に東京都・両国国技
館で開催）への出場決定を報告しました。

全国大会へ行ってきます！ 7/7/2525
㊌

7/25
㊌

まわしを取る相撲が
得意な木村くん▶

これがパドルです。これがパドルです。これがパドルです。

▲押し相撲が得意な服部くん

7/7/2626
㊍

7/26
㊍

子どもたちの声を市政に
（鳥居松ふれあいセンター）

木村真也くん服部大地くん
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種　　類 金額(1口) 内　　　容

特別協賛 10万円以上
金額によりパンフレットや啓発塔、スタンプラリーの台紙広告など、複数の方法
で協賛者名を掲載

啓発塔 5万円 まつり啓発用として10月上旬から会場に設置する啓発塔の脚部に協賛者名を掲載
案内看板 5万円 まつり当日の2日間、各会場に会場案内図として設置する看板に協賛者名を掲載
パンフレット 3万円 9万9000部作成し、市内全域に配布

申し込み

▲

8月31日（金）までに、所定の用紙（市民生活課、市ホームページに用意）に記入して、市民生活課内、
春日井まつり実行委員会事務局（☎85－6622）へ

10月20日(土) ～ 21日(日)に市役所とその周辺で行われる一大イベント「春日井まつり」を盛り上げるため、
協賛してくださる企業や団体、個人の皆さんを募集します。ぜひ、ご協力をお願いします。

と き 10/20(土) ～ 11/4(日) 10/20(土) ～ 21(日)

と こ ろ 春見公園 八幡小体育館

出品規定
大輪の部…1口3鉢以内
山菊の部…1口2鉢以内

1人2鉢以内

搬 入 10/19(金)13:00から 10/19(金)15:00から
申し込み 9/28(金)までに、公園緑地課（☎85－6281）へ

種　　類 金額(1口) 内　　　容
記念文鎮 3万円 文鎮裏面に協賛者名を掲載
記念ノート 3万円 ノート（B5）裏面に協賛者名を掲載
記念ファイル 3万円 透明ファイル(A4)に協賛者名を掲載
エコバッグ 3万円 綿製手提げ袋（36㎝×37㎝）に協賛者名を掲載

と き 10/20(土) ～ 21(日)10:00 ～ 16:00
と こ ろ 市庁舎東駐車場・南広場

出店資格
市内に固定した店舗を持ち、常に営業している商業者
（汁が出る物、酒類、ゲーム・くじによる販売などは不可）

出 店 数 20小間（出店は審査により決定、超えたときは抽選）

出 店 料
1小間3万円　※コンセントは1個につき2000円（器具
1台につきコンセント1個）

申し込み 8/31(金）までに、経済振興課（☎85－6246）へ

（まつり開催の2日間、各日2500人が参加するスタンプラリーをはじめ、各イベントの参加記念品として配布します）

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/shiminkeizai/seikatsu/int-c1.html

※昨年まで開催していた、「趣味の手作りショップ」「青空フリーマーケット」は、今年は行いません。
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I N F O R M A T I O N情報最前線

路　　　線 料　　　金 経由する主なバス停
地域連絡線 大人200円、小人100円 高蔵寺駅 － 神領駅 － ＪＲ春日井駅

病院循環線 大人200円、
小人100円　

西部線 二子山公園 － 西部ふれあいセンター － 市民病院
勝川線 二子山公園 － 勝川駅 － 市民病院
北部線 ＪＲ春日井駅 － 市民病院 － 桃山町
東部線 高蔵寺駅北口 － 坂下公民館 － 市民病院

施設連絡線 大人・小人100円
東西線 味美ふれあいセンター － 市役所 － 東部市民センター
南北線 道風記念館 － 市役所 － 福祉の里

※障害者(手帳所持者)・未就学児は無料です。

と　き ▼ 8月26日(日)午前8時～10時45分
ところ ▼石尾台小学校
内　容 ▼ 被害状況の情報収集やライフラインの応急復

旧、集団避難、炊き出し、救出・救護、初期消
火、AED(自動体外式除細動器)を使った応急手
当てなどの訓練、防災用品の展示
※訓練当日の午前7時～11時まで、会場周辺の
交通規制に協力してください。

問い合わせ ▼市民安全課（☎85－6072）

はあとふるライナーは市内の駅や病院、公共施設に接続しています。定額ですので、出掛ける時はぜひ利用し
てください。

問い合わせ ▼交通対策課（☎85－6052）

路線図などは、市ホームページやシティバス時刻表（市の主な施設やバス車内に設置）を見てください。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/kikakutyousei/kotsutaisaku/bus/top.html

市役所前市役所前 市民病院前市民病院前勝川駅前勝川駅前

昨年の訓練の様子



対　象

▲

市内在住か在勤、在学の人

申し込み

▲

９月４日（火）〈必着〉までに、往復はがき（１講座につき１人１枚）に講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話

番号を書いて、各施設へ

※託児付き講座（２歳以上の幼児）の託児希望者と親子講座は、子どもの氏名（ふりがな）・年齢を記入

※持ち物が購入可のときの購入希望者は「購入希望」と記入

※９月１１日（火）に応募者全員に案内を発送します。定員を超えた講座は、９月７日（金）に各施設で抽選を行います。

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

（�９２－８５１１）中央台２－２－１〒４８７－００１１東部市民センター

備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�丹羽省吾　�２０００円　�
５００円　�デジタルカメラ、
ノートパソコン（ある人の
み）　�３０人

１３：３０～
１５：３０

１０／４～１１／２２
の木曜日（８回）

デジタルカメラと撮影の基礎を学ぶ
デジタルカメラ撮
影入門

中

央

公

民

館

�岩田鎭人　�２０００円　�
４０人

１０：００～
１１：３０

１０／６～２／１６の
土曜日（８回）

普段何気なく使っている日本語の面
白さや楽しさを再発見する

日本語がおもしろ
い

�稲葉清美　�２０００円　�
６５００円　�３６人

１０：００～
１２：３０

１０／１１～１／２４
の木曜日（８回）

いろいろな総菜パン・菓子パンを作
る

楽しいお菓子作り
（託児付き）

�けやきフォーラム　�
４０００円　�２００円　�各２０
人　※◯１ ◯２ の別も書いて

◯１ ９：３０
～１１：３０
◯２ １３：３０
～１５：３０

１０／１４～１２／９
の日曜日（８回）

ワードやエクセルとデジタルカメラ
写真の編集について学ぶ初めてのパソコン

講座◯１ ◯２ 

�中部尺八ネット　�２０００
円　�２０００円　�小刀、紙
やすり　�２０人

１４：００～
１５：３０

１０／２７～１２／２２
の土曜日（８回）

竹を採取して、節抜き穴をあけて尺
八を作り、民謡・童謡などの曲を吹
く

尺八を作って吹こ
う

�大島ひろ絵　�１５００円　
�上靴　�３０人

１０：００～
１１：３０

１２／７～１／２５の
金曜日（６回）

緩やかな動作で心身のゆがみを改善
し、細胞活性化免疫力向上を促す

呼吸法とバランス
体操

�２～４歳児と親　�けんこ
うのわ碧の木　�３５組

１０：００～
１１：３０

１０／３～１／３０の
水曜日（８回）

遊びなども交えて、スキンシップを
楽しみながら体操する

お母さんと一緒に
体操ゲーム

鷹

来

公

民

館

�加藤信男　�２０００円　�
５０人

１０：００～
１１：３０

１０／５～１／１８の
金曜日（８回）

万葉人のまなざし・歌と作者に触れ
る万葉集のこころ

�森まさし　�２０００円　�
岩波文庫「今昔物語集」本朝
部（中）〈ない人は９０３円で購
入可〉　�４０人

１４：００～
１５：３０

１０／６～２／２の
土曜日（８回）

平安時代後期の説話集を学ぶ

今昔物語集

�住吉茂美　�１２５０円　�
１万２５００円　�ワイヤーを
切るはさみ　�２０人

１０：００～
１２：００

１０／１１～１２／１３
の木曜日（５回）

バスケットアレンジやハーフムーン
リースなど毎回課題作品を完成させ
る

プリザーブドフラ
ワーアレジメント

�けやきフォーラム　�
４０００円　�２００円　�デジ
タルカメラと取扱説明書　
�２０人

９：３０～
１１：３０

１０／１３～１／２６
の土曜日（８回）

デジタルカメラを使って撮影し、パ
ソコンで編集方法を学ぶデジタル写真講座

�けやきフォーラム　�
４０００円　�２００円　�２０人

９：３０～
１１：３０

１０／１６～１／２２
の火曜日（８回）

ワードやエクセルを学ぶパソコン初級講座

�…対象　�…講師　�…受講料　�…教材費　�…持ち物　�…定員
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備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�浅野純司　�２０００円　�
４０００円　�２５人

１０：００～
１１：３０

１０／４～１／２４の
木曜日（８回）

お茶の美味（おい）しい入れ方と、歴
史や効能、効果について学ぶ。７種
類の日本茶のテイスティング付

美味（おい）しく飲
める普段の日本茶

知

多

公

民

館

�光田とし子　�２０００円　
�不用になった着物をほど
いてスチームアイロンをか
けたもの、裁縫道具　�２０
人

１０：００～
１１：３０

１０／１０～２／１３
の水曜日（８回）

たんすで眠ったままの着物でブラウ
スやベストを作る

着物のリフォーム

�２歳以上の未就園児とそ
の保護者　�けんこうのわ
碧の木　�上靴　�３５組

１０：００～
１１：３０

１０／１０～２／１３
の水曜日（８回）

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

親子ふれあい体操

�宮地桂子　�２０００円　�
４０人

１０：００～
１１：３０

１０／１２～２／１５
の金曜日（８回）

竹取物語の原文を読んで、物語最古
の祖をたずねる竹取物語

�福森是次　�２０００円　�
３００円　�複音ハーモニカ
（一般的な上下２段のハーモ
ニカ）　�２０人

１０：００～
１１：３０

１０／１３～１／２６
の土曜日（８回）

ハーモニカを歌うように呼吸しなが
ら演奏し、ノスタルジックな魅力を
味わう

ハーモニカ教室 
（初級）

�村中治彦　�２０００円　�
４０人

１０：００～
１１：３０

１０／２３～３／１１
の火曜日（８回）

名古屋城から中山道伏見宿に至る４０
�の木曽街道にまつわる史跡や伝説
を学ぶ

街道と旅「木曽街
道を歩く」

�浅井栄子　�２０００円　�
３０人

１０：００～
１１：３０

１０／２～２／５の
火曜日（８回）

脳に快い刺激を与えて活性化すると
同時に、場面を生き生きと読み聞か
せる

脳が活性化する音
読講座

坂

下

公

民

館

�近藤真由美　�２０００円　
�２０人

１４：００～
１５：３０

１０／３～１１／２１
の水曜日（８回）

緊張を解きほぐし、体が楽になる
「フット・リフレクソロジー」の基本
と東洋医学の考え方を学ぶ

東洋医学ときょう
から役立つ「足つ
ぼ」講座

�大石三恵　�２０００円　�
６０００円　�２４人

１０：００～
１３：００

１０／５～１／２５の
金曜日（８回）

愛情を込めた手作りのスローフード
をゆっくり作ってゆっくり食べる

スローフードを楽
しむ

�丹羽兌子　�２０００円　�
講談社学術文庫「唐詩」（な
い人は１２０８円で購入可）　
�４８人

１０：００～
１１：３０

１０／１１～２／１４
の木曜日（８回）

白居易・杜牧などの中唐・晩唐の味
わい深い漢詩を読む唐詩を楽しむ

�市聴覚障害者福祉協会　
�１２００円〈全日本聾唖（ろう
あ）連盟出版局「入門新手話
教室」〉　�３０人

１３：３０～
１５：００

１０／１３～１２／２２
の土曜日（１０回）

手話を通じて障害者への理解を深め、
手話で日常のあいさつができるよう
に学ぶ

初心者のための手
話講座

�白石栄史　�２０００円　�
２５５０円（「１００万人の日本
語」）　�２０人

１０：００～
１１：３０

１０／１３～１／２６
の土曜日（８回）

外国人に日本語を日本語で教えるポ
イントとノウハウを学び、日本語教
師の基礎を習得する

日本語教師養成講
座（入門編）

�河添芙美子　�２０００円
�２５００円（額代は除く）　�
はさみ　�２０人

１０：００～
１１：３０

１０／５～１／２５の
金曜日（８回）

美しい景色を刺しゅうして楽しむ刺しゅうで風景画
のミニ額づくり東

部
市
民
セ
ン
タ
ー

�梶田悦堂　�２０００円　�
２５人

１０：００～
１１：３０

１０／９～１／２２の
火曜日（８回）

暮らしの中の俳句の作り方を学ぶやさしい俳句のつ
くりかた

�Ｎ・Ｔ囲碁同好会　�
２０００円　�２０人

１０：００～
１１：３０

１０／１０～１１／２８
の水曜日（８回）

囲碁の基礎を楽しく学ぶ囲碁入門～初級編

�森まさし　�２０００円　�
８４０円　�５０人

１４：００～
１５：３０

１０／１０～１／２３
の水曜日（８回）

地獄・極楽物語を絵入り本で楽しく
学ぶ往生要集を読む

�近藤徳和　�２０００円　�
小筆（筆ペン、鉛筆も可）、
半紙　�３０人

１０：００～
１１：３０

１０／１５～１／２１
の月曜日（８回）

般若心経などを写経する
写経のてほどき

�堀内八重子　�２０００円　
�上靴　�２５人

１０：００～
１１：３０

１０／２２～１２／１０
の月曜日（８回）

ゆったりとした動作と呼吸法で心身
のリフレッシュを図る

太極拳で元気な毎
日
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備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�梅村彩楓　�１５００円　�
小筆、半紙（いずれもかな
用、ない人は小筆１２００円、
半紙６５０円で購入可）、硯、
墨、下敷き　�２０人

１０：００～
１１：３０

１０／５～１２／２１
の金曜日（６回）

初めての人にも、分かりやすく「か
な」の世界に触れるやさしい「かな」を

始めましょう
味
美
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�８か月～１歳未満児（受講
開始時点で）とその母親　
�小島まゆみ　�１２組　※
子どもの名前と生年月日も
書いて

１０：００～
１２：００

１０／９～１０／３０
の火曜日（４回）

タッチケアで子育てを楽しむ

ベビーマッサージ
教室（１０月期）

�３～７か月児（受講開始時
点で）とその母親　�小島
まゆみ　�１２組　※子ども
の名前と生年月日も書いて

１０：００～
１２：００

１１／６～１１／２７
の火曜日（４回）ベビーマッサージ

教室（１１月期）

�三浦茂　�２０００円　�
１０００円　�はさみ、カッタ
ー、木工用接着剤、丸鉛筆
�２４人

１０：００～
１１：３０

９／２７～１／２４の
木曜日（８回）

紙を使って小物入れや、立体線画な
どの作品を作る楽しい紙工作高

蔵
寺
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�武田みどり　�２０００円　
�上靴　�４０人　※託児は
６人まで

１０：００～
１１：３０

１０／１～１１／２６
の月曜日（８回）

歩く動きを中心としたエアロビクス
と、体幹部の深層筋肉に働きかける
ピラティスを行う

エアロビクス＆ピ
ラティス（託児付
き）

�村中治彦　�２０００円　�
６０人

１０：００～
１１：３０

１０／３～１／３０の
水曜日（８回）

幕末・明治維新の激動の時代の春日
井の歴史について、史跡と人物を中
心に学ぶ

春日井の歴史～幕
末・明治維新の春
日井歴史探訪

�２歳以上の未就園児とそ
の保護者　�大石公也　�
上靴　�各３０組　※◯１ ◯２ の
別も書いて

◯１ １０：００
～１０：５０
◯２ １１：１０
～１２：００

９／２１～１２／７の
金曜日（８回）

ゲームなどを通して集団への解け込
みと友達づくりをするふれあい親子体操

◯１ ◯２ 
南
部
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�いのぐち泰子　�２０００円
�岩波文庫「平家物語（２）」
（ない人は８４０円で購入可）
�６０人

１０：００～
１１：３０

１０／２７～２／９の
土曜日（８回）

富士川の合戦と奈良炎上を読む

平家物語

�日本手打ちそば保存会　
�１０００円　�２６００円　�持
ち帰り容器（ふた付き）　�
各２０人　※◯１ ◯２ の別も書い
て

９：３０～
１２：３０

１０／２０～１１／１７
の土曜日（４回）

そば打ちを体験する
手打ちそば教室◯１ 

１２／１～２／２の
土曜日（４回）手打ちそば教室◯２ 

�２歳以上の未就園児とそ
の保護者　�山下里恵　�
上靴　�各４５組　※◯１ ◯２ の
別も書いて

◯１ １０：００
～１０：４０
◯２ １１：００
～１１：４０

１０／３～１２／５の
水曜日（８回）

集団でのリズム遊びを通して規律や
協調性を身に付け、友達づくりをす
る

親子でリトミック
◯１ ◯２ 

西
部
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�森幸代　�２０００円　�
６４００円　�上靴　�３６人

１０：００～
１３：００

１０／１０～１２／１９
の水曜日（８回）

焼きたてのおいしい手作りパンを習
う手づくりパン教室

�近藤信子　�１５００円　
�ハンドタオル、スカート
（ギャザー）　�２０人

１０：００～
１１：３０

１／１８～２／２２の
金曜日（６回）

初心者でも楽しめる、癒やしのフラ
ダンスを習う初級フラダンス教

室

8
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行政評価委員会の公開
と き▶ 8月23日(木)午後3時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 企画課(☎85－6032)

9月の献血
とき ところ

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

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

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

市介護認定審査会連絡会議の公開
と き▶ 9月3日(月)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▶ 介護保険課(☎85－6197)

町名等審議会の公開
と き▶ 9月5日(水)午後1時30分から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(超えたときは抽選)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6268)

歯ッスルエイジの歯科健診
と き▶ 9月13日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
内 容▶ 歯科医師による歯科健診、歯科衛生士による

ブラッシング指導、口腔(こうくう)機能向上
体操〈唾液(だえき)腺マッサージなど〉

対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人・20人(先着順)
申し込み▶ 8月20日(月)から、健康推進課(☎85－6164)へ

特別少年相談
と き▶ 9月8日(土)・15日(土)午後1時～ 5時
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ 非行にかかわる問題行動で悩んでいる少年や

保護者を対象とした電話相談(☎85－7871)や
面談

問い合わせ▶ 少年センター (☎85－6153)

水道事業運営研究会の公開
と き▶ 8月31日(金)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▶ 監理課(☎85－6407)

自分史相談
　市には、全国の自治体で唯一の日本自分史センター
があり、文章の書き方から出版まで、自分史に関する
相談に応じています。
と き▶ 毎週火・金曜日午後1時～ 5時　※1人45分で

要予約
ところ▶ 日本自分史センター (文化フォーラム春日井

内)
相談員▶ 火曜日…安藤紀夫、金曜日…平岡俊佑
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

就業支援講習会
医療事務講習
と き▶ 10月2日(火) ～ 12月13日(木)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▶ 医療事務の初級を学ぶ
定 員▶ 60人(超えたときは抽選)
パソコン講習(初級)
と き▶ 10月10日(水) ～ 12月12日(水)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を学ぶ
定 員▶ 40人(超えたときは抽選)
パソコン講習(中級)
と き▶ 10月17日(水) ～ 12月19日(水)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▶ ワード書式設定やＭＯＳ検定試験対策、ビジ

ネス文書作成法を学ぶ
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
経理事務講習
と き▶ 10月18日(木) ～ 12月20日(木)午 前10時30分 ～

午後3時10分
ところ▶ 名古屋経営会計専門学校(名古屋市千種区)
内 容▶ 簿記の基本と企業会計などを学ぶ
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
 
対 象▶ いずれも母子家庭の母か寡婦で、全日程(各18

回)参加できる人
申し込み▶ いずれも8月22日(水)〈必着〉までに、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(☎85－6229)へ

主 催▶ 県母子寡婦福祉連合会
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危険物取扱者試験
月 日▶ 10月14日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
内 容▶ 乙種1 ～ 6類、丙種
受験料▶ 乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 9月10日(月) ～ 19日(水)に、受験願書〈消防本

部、消防署、各出張所で8月27日(月)から配布〉
に記入して、郵送か直接、消防試験研究セン
ターへ

予備講習会
と き▶ 10月4日(木)午前9時30分～午後4時30分
ところ▶ 県勤労会館(名古屋市昭和区)
費 用▶ 受講料4000円、教材費2800円(テキストのみの

購入も可)
問い合わせ▶ いずれも予防課(☎85－6387)

勤労青少年ホーム利用者の範囲が変更
　条例で定められている勤労青少年ホームを利用でき
る勤労青少年の範囲が、｢30歳未満｣から｢35歳未満｣に
なりました。
問い合わせ▶ レディヤンかすがい(☎85－4188)

グリーンパレス春日井改修工事
　結婚式場廃止に伴い、10月末まで改修工事を行い、
工事期間中は一部会議室が利用できません。なお、11
月1日(木)からリニューアルオープンの予定です。
問い合わせ▶ グリーンパレス春日井(☎84－0381)

お話の部屋
と き▶ 8月19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)

夜コン｢ホッとカフェ一号店｣
と き▶ 8月24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
内 容▶ ピアニカやギターで心にしみる曲を演奏する
出 演▶ 8suns(エイトサンズ)
曲 目▶ アーレン｢Ｏver the Ｒainbow｣、ＢＥＧＩＮ

｢涙そうそう｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

映画会
と き▶ 8月26日(日)午後1時30分～ 3時30分
題 目▶ ｢ロード・オブ・ザ・リング｣(アニメ)
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)

｢レゾナンツ｣  マリンバコンサート
と き▶ 8月25日(土)午前11時～正午
内 容▶ 10周年記念企画｢マリンバ5台による合奏｣
出 演▶ 小柳協、水野聡子、山下里恵、柴田汐都、脇

田知佳、刈谷仁美 
曲 目▶ ｢展覧会の絵｣、｢カントリーロード｣、｢いの

ちの名前(『千と千尋の神隠し』より)｣ほか
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎33－

0808)

夏休みこども劇場
と き▶ 8月25日(土)午前10時30分～正午
内 容▶ ブラックパネルシアターによる歌と話を楽し

み、立体カードを作る
出 演▶ グループゆう
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
持ち物▶ はさみ、のり
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎33－

0808)

味美地域文化芸能祭
と き▶ 9月2日(日)午前10時30分～午後3時
内 容▶ 味美地域で文化活動をしている14グループに

よる文化芸能の発表会
ところ・問い合わせ▶味美ふれあいセンター (☎31－

3522)

ミニコンサート～ハンドベル演奏
と き▶ 9月9日(日)午後3時～ 3時20分
出 演▶ ベル春日井
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センター (☎

35－3501)
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再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 9月2日(日)午前9時～午後1時30分受け付け、2

時から抽選(立ち会いが必要)
対 象▶ 市内在住の人
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)
 ※配達は1点1000円で、1階玄関まで(共同住宅

は、1階敷地部分まで)

郷土館茶会｢長月｣
と き▶ 9月2日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※大垣共立銀行春日井支店の駐車場

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

囲碁大会
と き▶ 9月16日(日)午後2時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・10人(先着順)
ところ・申し込み▶8月21日(火)午前9時から、かすが

いげんきっ子センター (☎35－3501)へ

紙芝居とお話を聞く会9月の開催日
ところ とき

文化フォーラム春日井(赤ち
ゃんのためのおはなし会)

14(金)・28(金)11：00～

図書館
1(土)・8(土)・15(土)・22(土)
15：00～、5(水)11：00～、
12(水)・19(水)・26(水)15：30～

東部市民センター
7(金)・14(金)・21(金)・28(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 8(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 8(土)14：00～
南部ふれあいセンター 19(水)15：30～
西部ふれあいセンター 8(土)・22(土)11：00～
知多公民館 5(水)15：30～
鷹来公民館 8(土)13：30～
坂下公民館 1(土)14：00～
中央公民館 8(土)11：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市民ソフトテニス大会
と き▶ 9月17日(祝)午前9時から〈予備日9月23日(祝)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア・Ａ級・Ｂ級・女子ダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1組)一般・大学生1200円、高校生1000

円、中学生800円
申し込み▶ 8月31日(金)〈必着〉までに、はがきに大会名、

種目、2人の住所・氏名・年齢・電話番号を
書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体
育館へ

問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎82－3835)

市民環境フォーラム
　家計にも優しく身近な地球温
暖化対策について学び、話題と
なった映画｢不都合な真実｣を見
て、環境保全のために何ができ
るのかを考えます。
と き▶ 9月22日(土)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
内 容▶ ○かすがい環境賞表彰○講演｢実践しよう！

お得で豊かなエコライフ｣環境ジャーナリス
ト・富永秀一○映画｢不都合な真実｣○富永秀
一とのふれあいトーク

定 員▶ 250人(要整理券)
入場整理券▶ 8月17日(金)から、環境政策課、レディヤンか

すがい、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などで配布

問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6216)

　　富永秀一

秋季硬式テニス大会
と き▶ 9月24日(休)午前9時から〈予備日9月29日(土)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子ダブルス…一般・壮年(45歳以上)、女子

ダブルス…一般
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、大会当日までに今

年度の連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 9月15日(土)〈必着〉までに、往復はがきに大

会名、種目、2人の住所・氏名・年齢・電話
番号を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、
総合体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－4827)



12

市営駐車場の指定管理者
　勝川駅前に設置している市営駐車場の管理を行う法
人などの団体(指定管理者)を募集します。
施設名称▶ 勝川駅前地下駐車場、勝川駅南口立体駐車場
施設概要▶ 駐車台数…勝川駅前地下駐車場201台(自走式

98台、機械式103台)、勝川駅南口立体駐車場
73台(自走式)、入出庫時間…両駐車場とも、
午前6時～ 0時

指定期間(予定)▶平成20年4月1日～平成23年3月31日
業務概要▶ 駐車料金の徴収、設備などの運転監視・保守

点検、清掃などに関する業務　※管理業務の
範囲や基準などについての詳細は、条例およ
び規則に規定

募集要項▶ 勝川地区総合整備室管理指導課で配布中
 ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp

/katigawaseibi/kanrishidou/chusha－
shiteikanri.html

申し込み▶ 9月7日(金)までに、管理指導課(☎85－6637)へ

絵手紙募集～絵手紙で参画
　家事や育児、仕事など身近な生活の中での男女共同
参画に関する出来事を、ジェンダーに敏感な視点でと
らえた絵手紙を募集します。※ジェンダーとは、社会
的性別のことで、生物学的な性別ではなく、社会的・
文化的に形成された性別のこと
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
賞 ▶ 最優秀賞、優秀賞、入選　※入賞作品をホー

ムページに公表、入賞者は11月11日(日)のか
すがい男女共同参画市民フォーラムで表彰

申し込み▶ 9月14日(金)〈消印有効〉までに、はがきかは
がきサイズの用紙で、裏面に作品、表面に
住所、氏名(ふりがな)、電話番号、在勤・在
学の人は勤務先か学校名を書いて、〒486－
8686春日井市役所市民活動推進課内、かすが
い男女共同参画市民フォーラム実行委員会事
務局｢絵手紙｣係へ　※複数応募可。手書きで、
絵と文字両方で作成。作品は自作で未発表の
ものに限る。著作権は市に帰属し、応募作品
は返却しません

問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－6152)

社会福祉事業団臨時職員の登録者
職 種▶ 福祉施設職員(デイサービスなどの介護職やホ

ームヘルパー、保育士、看護師、事務職など)
 ※職種により、時給や年齢制限が異なる
勤務時間▶ 午前8時30分～午後5時(原則週5日)
登録有効期限▶平成20年3月31日
申し込み▶ 市社会福祉事業団(☎84－1011)へ

フリーマーケットの出店者
と き▶ 10月7日(日)午前10時～午後3時
対 象▶ 市内在住で商業者でない人
販売品目▶ 家庭での不用品(営利目的の物は不可)
小間料▶ 1小間(250㎝×150㎝)1000円
小間数▶ 50小間(超えたときは抽選)
ところ・申し込み▶8月31日(金)〈必着〉までに、往復

はがき(1グループ・1家族につき1枚)に代表者
の住所・氏名・電話番号、参加人数、販売品
目を書いて、〒480－0304神屋町1－2、エコ
メッセ春日井(☎88－5006)へ

中央公民館　☎33－1111
手打ちそば講習会
と き▶ 9月8日(土)・15日(土)〈2回〉午前10時～正午
講 師▶ 日本手打ちそば保存会　
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・36人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料500円、材料費1300円
 
楽しく親子でリトミック
と き▶ 9月の毎週金曜日(4回)午前10時30分～ 11時30

分
講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児(2歳以上)とその保護者・

35組(超えたときは抽選)
 
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布ぞうりを
編む
と き▶ 9月7日(金)・14日(金)〈2回〉①午前9時30分～

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

きは抽選)
費 用▶ 受講料各500円、教材費各100円
持ち物▶ 5cm×130cmの布30枚、裁縫用具、はさみ
 
申し込み▶ いずれも8月25日(土)〈必着〉までに、往復は

がき(1人1枚)に講座名(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
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坂下公民館　☎88－5555
和菓子～大和イモで作る本格薯蕷(じょうよ)まんじゅ
う
と き▶ 9月28日(金)午前9時30分～ 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(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費600円
申し込み▶ 8月31日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号を書いて、〒480－0305坂下町4－250
－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
簡単に出来るおやつ作り教室～スコーン、シフォンケ
ーキなど
と き▶ 9月～ 10月の第2・4金曜日(4回)午前10時～午

後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円、教材費3200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▶ 8月21日(火)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
パソコン講座～デジタルカメラ写真の編集と活用
と き▶ 9月8日～ 29日の毎週土曜日(4回)午後1時30分

～ 3時30分
 
パソコン初級～ワードやエクセルを中心に学ぶ
と き▶ 9月9日～ 30日の毎週日曜日・祝日(4回)午前9

時30分～ 11時30分
 
講 師▶ いずれもけやきフォーラム
対象・定員▶ いずれも市内在住か在勤、在学でキーボード

操作ができる人・各20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料各2000円、教材費各200円
申し込み▶ いずれも8月26日(日)〈必着〉までに、往復は

がき(1人1枚1講座のみ)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

エコメッセ春日井　☎88－5006
余り布で作るミニタペストリー
～ぶどうの額絵を作る
と き▶ 9月6日(木)・13日(木)〈2

回〉午前10時～ 11時30
分

講 師▶ 伊藤美枝子
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1300円
持ち物▶ 裁縫道具、目打ち、ピンセット、木工用ボン

ド
申し込み▶ 8月18日(土)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
知っておきたい法律講座～離婚と子どもの問題・お金
の問題を考える
と き▶ 9月11日(火)午前10時～正午
講 師▶ 弁護士・杉浦宇子
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)　※託児あり
費 用▶ 受講料250円
 
アロマテラピー入門～自然の香りのアロマテラピー精
油を使って、フェイス・ソープと化粧水を作る
と き▶ 9月14日(金)・21日(金)〈2回〉午前10時～ 11時

30分
講 師▶ 冨田奈緒子
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)　※託児あり
費 用▶ 受講料500円、教材費2000円
持ち物▶ 20 ～ 30cmのステンレス製のボール(料理用

可)、ハンドタオル
 
バドミントン入門
と き▶ 9月14日～ 11月23日(10月26日を除く毎週金曜

日・祝日)〈10回〉午前10時～ 11時30分
講 師▶ 丹羽忠司
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2500円
持ち物▶ ラケット
 
申し込み▶ いずれも8月30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、託児希望者は｢託児希望｣と
子どもの氏名(ふりがな)・年齢(2歳以上の未就
学児)を書いて、〒486－0844鳥居松町2－247
へ
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かすがいげんきっ子センター 
科学遊び～空気の力を利用したオモチャ作り
と き▶ 10月7日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 加納弘雅
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・20人(超えたとき

は抽選) 
費 用▶ 材料費200円
 
工作教室～ビーズでブレスレットを作る
と き▶ 10月14日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(超えたときは抽選)
費 用▶ 材料費200円
 
申し込み▶ 8月31日(金)〈消印有効〉までに、往復はがき

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

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

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

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

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～山野草の植替え
と き▶ 9月9日(日)午前9時30分～正午
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
 
園芸教室～草花・鉢花類の秋から冬の管理
と き▶ 9月15日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 土屋照二
定 員▶ 40人(先着順)

費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ 8月18日(土)から、電話で

消防本部　☎85－6383
甲種防火管理新規講習
と き▶ 9月12日(水) ～ 13日(木)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

文化フォーラム春日井　☎85－6868
県美術館の出前講座～クリムトやボナールなどの西洋
絵画の楽しみ方をスライドを交えて紹介
と き▶ 10月5日(金)午後7時～ 8時
講 師▶ 県美術館主任学芸員
定 員▶ 45人(先着順)
ところ▶ 文化フォーラム春日井
申し込み▶ 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(ＦＡＸ82
－0213)へ

市文化協会の講座
初心者の詩吟講座～漢詩、現代詩などで人生の再チャ
レンジを吟詠
と き▶ 9月の毎週水曜日(4回)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 西尾岳禮
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)
申し込み▶ 8月24日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)

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

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
転ばぬ先の介護予防の楽しい話
と き▶ 8月23日(木)午前10時30分～正午
ところ▶ 第三介護サービスセンター
講 師▶ 医師・小林由樹
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 市社会福祉事業団地域包括支援センター (☎

56－8611)へ
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健康推進課　☎85－6170
パパママ教室～①｢妊娠｣妊娠中の生活・口腔(こうく
う)衛生②｢分娩(ぶんべん)｣呼吸法・妊婦体操③｢新生
児｣育児と栄養
と き▶ ①9月5日(水)②9月12日(水)③9月19日(水)〈3回〉

午前9時30分～正午
ところ▶ 保健センター
定 員▶ 30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳(①のみ歯ブラシ、手鏡)
 

日曜パパママ教室～保健師による保健指導・もく浴指
導
と き▶ 9月9日(日)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 初妊婦とその夫・50組(先着順)　※妊婦疑似

体験コーナーあり
持ち物▶ 母子健康手帳
 

モグモグ健康教室～赤ちゃんの健康と離乳食について
学ぶ
とき・ところ▶9月6日(木)午前10時～ 11時30分・西部

ふれあいセンター、9月20日(木)午前10時～ 11
時30分・保健センター

対象・定員▶ 平成19年4月～ 5月生まれの乳児(第1子)とその
保護者・各30組(先着順)

持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル、おんぶひも(ある
人のみ)

 

カミカミ健康教室～赤ちゃんの健康と離乳食について
学ぶ
と き▶ 9月6日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 平成18年11月～ 12月生まれの乳児(第1子)とそ

の保護者・45組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳、子ども用歯ブラシ
 

メタボリックシンドロームについて学ぼう
と き▶ 9月9日(日)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 健康管理センター
講 師▶ 市民病院内科部長・佐々木洋光
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・80人(先着順)
 

健康体操教室～リズムに合わせた体操や家庭でできる
簡単な体操
と き▶ 9月19日～ 10月31日の毎週水曜日(7回)午後1時

30分～ 3時
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
講 師▶ 市体操連盟健康体操部指導員
持ち物▶ 上靴

食育のすすめ教室
と き▶ 9月19日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1 ～ 5歳の子どもがいる

保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
 
申し込み▶ ｢メタボリックシンドロームについて学ぼう｣

は8月17日(金)から、｢健康体操教室｣、｢食育
のすすめ教室｣は8月20日(月)から、｢日曜パパ
ママ教室｣は8月21日(火)から、｢モグモグ健康
教室｣は8月23日(木)から、｢カミカミ健康教室｣
は8月24日(金)から、電話で　※｢パパママ教
室｣は常時受け付け

消防本部　☎85－6374
救命講習会～①新ガイドラインによる心肺蘇生(そせ
い)法②ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を使った応急手
当てや、傷病者の管理方法を学ぶ上級講習
と き▶ ①9月2日(日)午後0時30分～ 3時②9月29日(土)

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

30人②40人(先着順)
申し込み▶ 8月20日(月)から、電話で

市体育協会の講座
少林寺拳法の護身術教室～簡単な護身術の習得
と き▶ 9月8日～ 29日までの毎週土曜日(4回)午前9時

30分～ 11時30分
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 500円(スポーツ保険料)
ところ・申し込み▶8月20日(月)〈必着〉までに、はが

きに講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を
書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体
育館へ

問い合わせ▶ 市少林寺拳法協会・大鹿(☎52－2300)
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定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 9月3日(月) ～ 7日(金)午前8時30分～午後5時
登録される人▶昭和62年9月2日までに生まれ、平成19

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

登録基準日▶ 平成19年9月1日
登録日▶ 平成19年9月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－5111)

春日井都市計画道路の変更について
と き▶ 市役所執務時間中
内 容▶ 鷹来線、河北線、名栗桜佐線、桜佐歩線、熊

野歩線の告示
ところ・問い合わせ▶都市政策課(☎85－6264)

市税等の納期限・納税相談
市県民税2期・国民健康保険税3期・介護保険料2期
　納期限は8月31日(金)です。最寄りの金融機関やコン
ビニエンスストアで納付してください。また、便利な
｢口座振替｣を利用してください。口座振替の人は、預
貯金残高を確認してください。
日曜収納・納税相談窓口
と き▶ 8月26日(日)午前9時～正午、午後1時～ 4時
ところ・問い合わせ▶いずれも収納課(☎85－6111)

17日 ( 祝 )・24日 ( 休 ) は一部を除き各相談とも休みます。

月の生活相談9
この情報は毎月15日号で掲載しています。

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 3(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 4(火)

消 費 生 活 月～金曜日

13：00～
16：00

行 政 11(火)・25(火)

法 律(面 接 の み、 予 約 制) 水・金曜日
な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 5(水)

登 記(面 接 の み、 予 約 制) 14(金)

不 動 産 取 引 28(金)

建 築 火曜日

ところ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

いじめ・不登校相談
とき ところ 電話

月～金曜日　9：00～ 12：00
13：00～ 16：00

中央公民館 34－8400

児童虐待防止相談・母子自立相談
とき ところ 電話

月～金曜日　9：00～ 17：00 子ども政策課 85－6208

※上記以外の緊急連絡は、市役所宿直室(☎81－5111)
へ

年金相談
とき ところ 電話

第3水曜日　10：00～ 12：15
13：00～ 16：00

東部市民センター 92－8511

月～金曜日　9：00～ 17：00 国保年金課 85－6160

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

民生相談
日・曜日 時間 電話

家 庭 児 童 火～土曜日

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

84－4600

内 職 火曜日
10：00～
12：00、
13：00～
15：00

84－4612

母 子 就 業
第1・3金曜
日

85－6208

心 配 ご と 火曜日
84－4611こ と ぶ き 結 婚(40

歳 以 上 の 人 の み)
水曜日

あ ゆ み(知 的 障 害 児・
面 接 の み、 予 約 制)

第2・4水曜
日

10：00～
12：00

88－0811
(春日台養
護学校)

ふ れ あ い カ ウ ン セ
リ ン グ(電 話 の み)

水曜日 10：00～
15：00

92－3000
金曜日 84－4611

身 体 障 害 者 水曜日
13：00～
16：00

84－4612

ところ▶ 総合福祉センター (☎84－3611)

乳幼児健康・母乳・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間 定員

14(金)
健康管理セ
ンター 10：00～

11：00
各16人

27(木)
保健センタ
ー

内 容▶ 健康・育児・母乳・歯科相談(要予約)、身体
計測(午前10時～ 11時)

持ち物▶ 母子健康手帳
申し込み▶ 健康推進課(☎85－6170)へ　※身体計測のみ

の人は予約不要、電話相談は随時受け付け
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レディヤンかすがい相談室
曜日 時間 電話

女性の悩み相談(家庭のも
めごとや結婚・離婚、家
族や職場の人間関係、ド
メスティック・バイオレ
ンス、性別による差別的
扱い、セクシュアルハラ
スメント、不安や悩み　
など)

火曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－7871
水～金曜日

13：00～
16：30

第2・4土曜
日

10：00～
12：00

女性のための法律相談
(面接のみ、予約制)

第1・3土曜
日

10：00～
12：00

85－4188
(予約
9：00～
17：00)

若者就業支援相談(職業適
性診断、就職支援など)
〈予約制〉

第1木曜日
13：00～
16：00

85－4401
(予約　85
－4188
9：00～
17：00)

※18日(火)・25日(火)の女性の悩み相談は休み。若者就
業支援相談の予約は相談日の2日前まで、開催日以外
の木曜日に2人以上の申し込みがあった場合は実施

生涯学習相談
とき ところ 電話

月～金曜日　9：00～ 16：00 生涯学習スポーツ課 85－6448

1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

4(火)・11(火) 保健センター 10：00～
11：0018(火)・25(火) 健康管理センター

内 容▶ 身体計測、健康・育児相談(予約不要)　※4日
(火)と25日(火)は卒乳の、11日(火)と18日(火)は
救急蘇生(そせい)法の講話もあり

対 象▶ 平成18年9月生まれの子ども
持ち物▶ 母子健康手帳
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6170)

育児相談
とき ところ 電話

月～金曜日
9：00～ 16：00

子育て支援センター 85－8824
神屋子育て支援セン
ター

88－8333

火～日曜日
9：00～ 19：00

かすがいげんきっ子
センター

35－3192

月～金曜日
9：30～ 16：00

全公私立保育園 各保育園

水曜日(電話のみ)
9：00～ 16：00

児童センター 87－6866

※かすがいげんきっ子センターは17日(祝)・24日(休)は
行い、18日(火)・25日(火)は休み
※公私立保育園のところ・電話は保育課(☎85－6205)
へ

青少年の相談室
とき 電話

青少年の悩み相談・心の電話
かすがい(電話のみ)

月～土曜日
15：00～ 19：00

82－7830

青少年の悩み相談・青少年Ｅ
メール相談(Ｅメールのみ)

24時間受け付け
下記相談
先へ

少年相談(少年の非行化などの
問題)

月～金曜日
 9：00～ 12：00、
13：00～ 16：00

81－2288
(少年セン
ター )

少年サポートセンター春日井
(少年非行などの悩み)
〈面接は予約制〉

月～金曜日
 9：30～ 16：00

56－7910
(市役所南
館2階)

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

総合健康相談
とき ところ

5(水)・19(水)　
10：00～ 12：00

保健センター

10(月)　
9：00～ 17：00

健康推進課

内 容▶ 保健師による心と体の健康、栄養、介護など
の相談

申し込み▶ 健康推進課(☎85－6172)へ　※電話相談は、
健康推進課で市役所執務時間中に対応

持ち物▶ 健康手帳(持っている人)

介護相談
とき ところ

3(月)　13：30～ 15：30
(要予約、当日予約可)

市役所相談室105

申し込み▶ 介護保険課(☎85－6182)へ

外国人相談
日・
曜日

時間 ところ 電話

英語・タガロ
グ語

5(水) 9：00～
12：00、
13：00～
16：00

市役所相談
室105

85－6579
(相談日のみ)

中国語 12(水)

スペイン語 19(水)

ポルトガル語 26(水)

内 容▶ 行政サービスに対する疑問や不安についての
相談
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心の健康福祉相談(面接のみ、予約制)
とき ところ 電話

第2・4木曜日
14：00～ 16：00

福祉課 85－6186

内 容▶ 精神科医と臨床心理士による個別相談

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

6(木)・20(木)　
10：00～ 16：00

高齢者などの居宅

申し込み▶ 相談日の1週間前までに、介護保険課(☎85－
6196)へ

ささえ愛センター相談
日・曜日 時間 電話

ボ ラ ン テ ィ ア 火～金曜日 10：00～
12：00
13：00～
16：00

56－1943
84－3600ＮＰＯ(面接のみ、予約制)

12日(水)・
22日(土)

※ボランティア相談は、18日(火)・25日(火)は休み

9月の県春日井保健所
とき

食事療法相談(複数の疾患を
持つ人)〈面接は予約制〉

11(火)13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 20(木)9：30～ 11：00
精神保健福祉相談
メンタルヘルス相談(自殺、
ひきこもり、うつなど心の
健康相談)

月～金曜日
9：00～ 12：00、
13：00～ 16：30

エイズ検査 毎週火曜日　9：30～ 11：00
骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日　10：00～ 15：00

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

kasugai－hc/

9月の多重債務者相談
とき ところ 電話

20(木)・23(祝)
13：00～ 16：00

鳥居松ふれあいセン
ター

080－
3289－
7704

内 容▶ 多重債務者のための生活再建相談(相談員・Ｎ
ＰＯ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)〈予約制〉

持ち物▶ 契約書など関係書類
問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

9月の認定産業医による健康相談
とき ところ

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

対 象▶ 従業員50人未満の事業所の事業主と従業員
問い合わせ▶ 春日井小牧地域産業保健センター (☎82－

9900)　※精神科医による｢心の健康｣電話相談
にも随時対応

珠算・段位認定検定
と き▶ 10月28日(日)
費 用▶ 受験料1級2040円、2級1530円、3級1330円、段

位2550円
ところ・申し込み▶8月30日(木) ～ 9月19日(水)に、顔

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

日商2級販売士検定
と き▶ 10月3日(水)
費 用▶ 受験料5500円
ところ・申し込み▶8月20日(月) ～ 9月6日(木)に、春日

井商工会議所(☎81－4141)へ

自衛官募集
試験日▶ ①10月14日(日)②11月3日(祝) ～ 4日(日)③11月

10日(土) ～ 11日(日)
種 目▶ ①看護学生②防衛医科大学校学生③防衛大学

校学生
応募資格▶ ①高卒(見込み含む)18歳以上24歳未満②③高

卒(見込み含む)18歳以上21歳未満　※応募資
格は平成20年4月1日現在

申し込み▶ 願書を請求の上、9月7日(金) ～ 28日(金)〈必着〉
までに、自衛隊愛知地方協力本部小牧地域事
務所(☎73－2190)へ

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

県職員による労働相談
内 容▶ 職場での悩み事や困り事など、何でも気軽に

相談
と き▶ 午前9時～午後5時30分(土・日曜日、祝休日、

年末年始を除く)
相談方法▶ 面談か電話
ところ・問い合わせ▶県尾張事務所産業労働課(☎052

－961－8070)



展 示
と こ ろ と き 展示名 出品者

南部ふれあいセンター
高蔵寺ふれあいセンター
ルネックギャラリー
坂下公民館

レディヤンかすがい

市役所市民サロン
鷹来公民館
西部ふれあいセンター

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉

落合公園管理棟

（☎85－7878）
（☎51－0002）
（☎34－6800）
（☎88－5555）

（☎85－4188）

（☎85－6073）
（☎84－7071）
（☎33－0808）

（☎92－8711）

（☎56－0414）

8／15（水）～29（水）
8／15（水）～9／5（水）
8／17（金）～21（火）
8／17（金）～30（木）

8／17（金）～9／2（日）

8／22（水）～26（日）
8／22（水）～9／5（水）
8／22（水）～9／13（木）
8／24（金）～26（日）
8／30（木）～9／2（日）
8／31（金）～9／2（日）

日本の野鳥写真展
楽しい紙工作展
中部中学校第11回生同窓展
Ｈ2クロッキー会作品展

てんとう虫のサンバⅡとバー
ニング

伍人絵画・彫刻展
オリジナルパンフラワー展
古沢みつま絵画展
古典園芸植物展
秋の七草展
秋の書とミニ盆栽展

春日井バードフォトクラブ
三浦茂
中部中学校昭和33年卒業生
Ｈ2クロッキー会

大竹実、春日井ジャック＆ベ
ティ

伍人展の会
パンフラワー同好会
古沢光磨
春日井古典園芸同好会
稲沢植木研究会
春日井ミニ盆栽会、雅友会

アート・リー＆アンサンブル・リベルタジョイン
トコンサート｢典藝｣
とき▶9月1日（土）午後6時30分から（6時開場）　と
ころ▶名古屋市芸術創造センター（名古屋市東区）
内容▶和太鼓アーティストのアート・リーと琴や
尺八、シンセサイザーのコンサート　定員▶500
人（先着順）　入場料▶高校生以上3000円（当日は
500円増し）、6歳～中学生1500円　申し込み▶電
話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、
人数を書いて、竹田（☎・ＦＡＸ82－2659、Ｅメー
ルkazu923510‒koto@me.ccnw.ne.jp）へ
････････････････････････････････････････････
幸田バレエ教室発表会
とき▶9月2日（日）午後2時開演　ところ▶市民会
館　内容▶クラシックバレエの発表会（第1部…
クラシックバレエ小品集、第2部…コッペリア
全3幕）　問い合わせ▶幸田（☎84－9264）　
････････････････････････････････････････････
にほんごきょうしつ
とき▶9／2～23のにちようび（4かい）10：00～
12：00　ところ▶ちゅうおうこうみんかん　たい
しょう▶しないざいじゅうのしょうがくせいいじ
ょうのがいこくじん　ひよう▶1かい100えん　も
うしこみ▶9 ／ 2（にちようび）9：30～ちょくせつ、
ちゅうおうこうみんかんで　といあわせ▶あんど

う（☎31－3895）
････････････････････････････････････････････
ＮＰＯ法人設立記念和太鼓コンサート　転輪太鼓
｢勝閧｣
とき▶9月16日（日）午後2時30分～5時（予定）　と
ころ▶市民会館　入場券▶市民会館、サークルＫ
・サンクスで販売中　入場料▶2000円（当日は500
円増し）　問い合わせ▶転輪太鼓事務局（☎93－
9383）
････････････････････････････････････････････
バウンドテニス講習会
とき▶9月の毎週水曜日（4回）午前9時30分～正午
ところ▶総合体育館　内容▶硬式テニスより小さ
なコートで、軟式より硬いゴムボールをラケット
で楽しく打ち合う　参加料▶300円　持ち物▶バ
ウンドテニス用ラケット（貸し出し可）、上靴　申
し込み▶武田（☎090－9901－0151）へ
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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

地域経済
NO.3

～｢春日井そだち｣事業展開で事業系ゴミの減量に貢献～

事業系古紙リサイクルで
　　　環境にやさしいまちづくり！

　環境問題が深刻化している今日、春日井商工会議所では、市
内の事業所から排出される紙ゴミの減量と、リサイクル意識の
向上を目指して「春日井そだち」事業を実施しています。
　｢春日井そだち｣とは、毎月第2・4金曜日に市内29か所の拠点
で回収した古紙を王子製紙春日井工場の協力で再生したリサイ
クル商品のことです。市内の商店街などで販売していますので、
皆さんもリサイクルの輪に参加してみませんか？
問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

●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。

☎0180－995－999

火 災 情 報水 道 修 繕

（　）内は1月からの累計

まちの動き 〈平成19年6月〉

（72件）7件
（4人）1人

（5444件）828件
火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

8／18

8／25

9／1

緊 急 医

平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日

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

☎82－7258

☎85－0077

☎51－5552

☎84－3060

☎91－3755

☎31－5252

☎41－6260

☎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

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

梶田整形外科（六軒屋町2）

あさひ病院（下原町）

白山外科クリニック（白山町5）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

山田産婦人科（柏井町2）

エンゼルレディースクリニック（小牧市）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

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。

■…診療時間帯

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。

8／19

8／26
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