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～もしもの備えは？
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　いつもは勉強やクラブ活動などで忙しい中学生が、青少年ボランティ
アスクールでボランティアの“はじめの一歩”を踏み出しました。夏の厳
しい暑さの中で、市交通児童遊園に展示してある機関車を、手入れして
いる「春日井市D51792蒸気機関車保存会」の皆さんと一緒に、汗を流し
ながら丁寧に磨き上げていました。



新潟県の中越沖地震では、多くの人たちが人的・物的
被害を受けました。そして、亡くなった人の多くが建
物の倒壊や家具の転倒による「圧死」でした。この記
憶に新しい出来事に対して、わたしたちは、他人事の
ように感じたり、ただ怖がったりしているわけにはい

きません。今後起こりうる地震
に備えて、知っておき、やって
おくことがあるはずです。今回
は、万が一の時のために何をど
うすれば良いのか特集しました。 

阪神・淡路大震災以降の主な地震 
（平成１９年８月１日現在） 
気象庁ホームページ、消防庁ホームページより 

兵庫県南部地震 
（阪神・淡路大震災） 
平成７年１月１７日 
最大震度７　Ｍ７.３ 
死者６４３４人　行方不明３人 
負傷者４万３７９２人 
住宅全壊１０万２０５棟 
住宅半壊１０万６９９０棟 

鳥取県西部地震 
平成１２年１０月６日 
最大震度６強　Ｍ７.３ 
負傷者１８２人 
住宅全壊４３５棟 
住宅半壊３１０１棟 

芸予地震 
平成１３年３月２４日 
最大震度６弱　Ｍ６.７ 
死者２人　負傷者２８８人 
住宅全壊７０棟 
住宅半壊７７４棟 

福岡県西方沖地震 
平成１７年３月２０日 
最大震度６弱　Ｍ７.０ 
死者１人　負傷者１０８７人 
住宅全壊１３３棟 
住宅半壊２４４棟 

能登半島地震 
平成１９年３月２５日 
最大震度６強　Ｍ６.９ 
死者１人　負傷者３５９人 
住宅全壊６３８棟 
住宅半壊１５６３棟 

※写真はすべて新潟県中越沖地震の様子です。 
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　平成７年の阪神・淡路大震災から１２年の間に発生し

た地震のうち、主なものでもこれだけ起きています。

大きな地震が起きた時の死者や負傷者の多くは、建物

の倒壊や家具の転倒によるものとなっています。わた

したちの住む地域も東海地震と東南海地震という大地

震がいつ起きてもおかしくないと言われています。東

海地震と東南海地震が連動して起きた場合、建物倒壊

による死者は６０００人を超えると国は予想しています。

大地震はいつ起きてもおかしくない 

十勝沖地震 
平成１５年９月２６日 
最大震度６弱　Ｍ８.０ 
死者１人　行方不明１人 
負傷者８４９人 
住宅全壊１１６棟 
住宅半壊３６８棟 

新潟県中越地震 
平成１６年１０月２３日 
最大震度７　Ｍ６.８ 
死者６７人　負傷者４８０５人 
住宅全壊３１７５棟 
住宅半壊１万３７９４棟 

新潟県中越沖地震 
平成１９年７月１６日 
最大震度６強　Ｍ６.８ 
死者１１人　負傷者１９８７人 
住宅全壊１０５７棟 
住宅半壊1７７２棟 
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突然の地震に慌てないためには普段からの対策が重要です。
特に住宅の倒壊や家具の転倒などは、事前に対策を立て
ていれば、被害の拡大を防ぎ、脱出経路を確保すること
につながります。また、揺れが収まった後すぐに行動で
きるようにするための備えも必要です。 

家具をＬ字金 
具で壁に固定 
してある 

　壁に固定できない場合は、 
　突っ張り棒タイプで固定 
　している 
※くさび状になったゴムや 
　樹脂製品を下にかませる 
　と効果が大きい 

窓ガラスや食器 
棚などガラスが 
入った家具に飛 
散防止フィルム 
をはっている 

重ね家具は金具 
で上下を連結し 
てある 

緊急時の避難場所や 
集合場所などがどこ 
か家族全員が分かる 
ようにしている 

広報ナビゲーター 
小筆ちゃん 
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開き戸には留め金 
具を付けている 

懐中電灯などを各 
部屋の手の届く所 
に置いてある 

寝室には家具を 
置かないか、背 
の低い家具しか 
置いていない 

非常持ち出し袋が 
すぐ持ち出せるよ 
うにしてある 

建築技師　坪井和実 

　避難時に持ち出すと良いもの 

できることから始めよう 
　被災建築物応急危険度判定士として、

新潟県中越沖地震後の柏崎市内で建物

の応急危険度を建物を1件ずつ見て判

定してきました。被害が大きく、倒壊

した建物も多い区域だったのですが、

比較的新しい建物は損傷が軽微でした。

また、建物が無事であっても、家具が

倒れたり、ガラスが割れて飛び散って

いたりして、寝ることができず、昼は家の掃除をして夜は避難所で

寝ている様子を目の当たりにしました。 

　市民の皆さんには、耐震診断や耐震補強工事を行い、建物の倒壊

から身を守ることやガラスに飛散防止シートをはるなどの室内の安

全対策をとるなど、できることから始めてほしいと思います。 

 

飲料水　　　　非常食　　　携帯ラジオ 

懐中電灯　　　現金　　　　衣類 

ライター　　　ヘルメット（防災ずきん） 

軍手　　　　　身分証明書のコピー 

救急薬品（持病がある人は薬手帳のコピー） 
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県の講習を受けて登録された耐震診断員が、
木造住宅の耐震診断を行います。 
対　象　次のいずれも満たす木造住宅の所有
　　　　者 
　　　　　昭和５６年５月３１日以前に着工され
　　　　　た在来軸組構法、伝統構法の住宅 
　　　　　現在居住している住宅 
　　　　　一戸建て住宅や長屋住宅、併用住
　　　　　宅（借家）を含む 
募集棟数　５００棟（先着順） 
申し込み　所定の用紙（建築指導課、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、鷹来・坂下公民
　　　　館、総合福祉センター、グリーンパ
　　　　レス春日井に用意）に記入して、郵
　　　　送か直接、〒４８６－８６８６春日井市役
　　　　所建築指導課（　８５－６３２８）へ 

耐震改修工事にかかる費用の一部を補助しま
す。 
補助額　６０万円を限度に、耐震改修工事費の
　　　　２分の１の額 
対　象　市が実施した木造住宅無料耐震診断
　　　　で、判定値が１．０未満（倒壊する可能
　　　　性がある）と診断された住宅の所有
　　　　者 
対象工事　判定値を１．０以上（一応倒壊しない）
　　　　とする耐震改修工事(ただし、０．７以
　　　　上１．０未満と診断された場合は、階
　　　　別方向別上部構造評点の、判定値に
　　　　０．３を加算した数値以上にする工事） 
募集戸数　７０戸（先着順） 
申し込み　所定の用紙（建築指導課）に記入して、
　　　　直接、春日井市役所建築指導課へ 

震度６以上の巨大地震が突然やってきたとき、最初の数十秒…
もしかしたらたったの数秒で、古い家は崩れ落ちてしまうかも
しれません。わが家の耐震性を知っておきましょう。 

■所得税の税額控除 
対　象　市が行った木造住宅無料耐震診断結果に
　　　　基づき、平成１８年度以降平成２０年１２月ま
　　　　でに市の補助事業により行う耐震改修工
　　　　事（本人が所有し居住している住宅に限る） 
控除額　耐震改修工事費の１０％相当額（２０万円を
　　　　限度） 
 
■固定資産税の減額 
対　象　昭和５７年１月１日以前から所在する住宅で、
　　　　平成１８年１月１日以降に完了した耐震改修
　　　　工事（工事費３０万円以上） 
減額期間　耐震改修工事の完了年度に応じて、１～３
　　　　年間 

※税額の控除や減額については、市などの証明書
　が必要です。 

▲
 

▲
 ▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 ▲
 

木造住宅無料耐震診断 木造住宅耐震改修費補助 木造住宅無料耐震診断 木造住宅耐震改修費補助 

改修が必要 
だと診断 
されたら… 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

耐震改修工事の 
促進税制も 
あります 

耐震診断を装った 
悪質業者に注意してください。 
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木造住宅無料耐震診断 木造住宅耐震改修費補助 

　消防や警察などの機関は大災害のときにはその

力が分散され、被災地では迅速な活動ができない

ことが予想されます。こうしたときには地域の人

が互いに協力し合い、救助や消火、避難所の運営

などを行う自主防災会の活動が重要になります。 

　平成16年10月に起きた新潟県中越地震、そして、

最近の新潟県中越沖地震でも多くの地域の人が救

助活動に参加し、命が救われたことは新聞やニュ

ースで紹介されています。 

　このように被災地で行われる「共助」の力は、地

震の被害を食い止めるための有効な手だてとなっ

ています。 

　「共助」に取り組んでいる石尾台自主防災会連合会。

この地域では、互いに災害に対する意識を高めよ

うと自分たちで避難訓練を行うなど、さまざまな

防災活動を行っています。会長の伊豫田　　さん

に聞いてみました。 

 

 
 

 

 

　大きな災害が発生したとき、一番大切

なことは、自分が死なないこと、けがを

しないことです。人を助けるためにもまず、

「自分の命は自分で守る」ことをしなけれ

ばなりません。その上で、一人一人尊い

命を失わないために、地域で何ができる

のか、自分たちで考えていかなければなりません。 

　一刻を争う災害のときには、地域ではさまざま

な支援が必要となります。支援が必要となるのは、

高齢者や障害のある人だけではありません。けが

をすれば誰もが必要となります。そんなときは、

隣や地域のみんなが互いに声を掛け合って、手を

差し伸べる「助け合い」が大切になります。 

 

 

 

　訓練でできないことは、果たして災害が発生し

たときにできるでしょうか？私たちの地域では、

発生したときからスムー

ズに地域が連携して「助

け合い」の活動ができる

ように、防災の骨格にな

るマニュアル作りや、高

齢者が多いことから、救

援・救護のために防災対

策者名簿を作成するなど、

さまざまな状況を想定し

ながら、訓練など防災活

動を進めています。 

　地域の防災の力を高めていくためには、マニュ

アル作りなど骨格だけではなく、自分たちの手で

さらに肉付けしていかなければなりません。日ご

ろから地域で防災について話し合うことや、訓練

を通して、地域の人が互いに顔を合わせ、より顔

見知りになる機会を一つ一つ積み重ねていくこと

が大切です。 

問い合わせ　市民安全課（　８５－６０７２） 

▲
 

写真提供：冨田雅巳（石尾台） 

7



　市内の小学校の少年消防クラブに所属する児童
が、一日消防士になって、市内の大型店舗への立
ち入り調査を体験しました。今回参加したのは、
篠木・鳥居松・八幡小学校の児童14人で、消防長
から一日消防士の辞令を受け取り、清水屋春日井
店へ出向きました。店舗の防火管理者や消防職員
から消火栓や防火扉、屋上で火災が起きたときに
粉末で消火をする設備などの説明を受けた児童た
ちは、職員らにいろいろな質問をするなど、熱心
な様子で見て回っていました。

点検したよ！
一日消防士体験
（清水屋春日井店）

　日ごろから自分の健康状態を知り、メタボリッ
クシンドロームなどを予防してもらおうと、市で
は今年度から市内の商業施設などで「レッツ！健
康チェック」事業を始めました。買い物帰りに参
加した市民の皆さんは、内臓脂肪レベルや体の各
部位の筋肉量、体脂肪量などを測定し、自分の体
の状態を分析していました。また、自分の下肢筋
力を知ることで、転倒防止につながる足指力測定
も行いました。今後も、市民の皆さんが気軽に参
加できるように、市内の商業施設で行う予定です。

7/7/3030
㊊

7/30
㊊

自分の体を知ろう！
（ＴＨＥ　ＭＡＬＬ春日井）

8/8/5
㊐
8/5
㊐

8/13
㊊

8/8/3
㊎
8/3
㊎

　家庭でできる地球にやさしい調理方法を学ぶ、
夏休み子どもエコセミナーが行われ、市内の小学
4～6年生までの児童とその保護者が参加しまし
た。他のメニューの調理で使ったゆで汁でコーン
スープを作ったり、普通は捨ててしまうジャガイ
モの皮をつけたままオムレツに入れたりと、参加
した皆さんは、材料を無駄なく使う調理方法を講
師から教わっていました。また、鍋を火にかける
ときには、火が鍋底からはみださないように加減
することや、水の節約のため、フライパンを紙で
拭いてから洗うなど、調理に必要なエネルギーを
節約することも学んでいました。

クッキングで
エコライフ体験！
（東部市民センター）

岩出竜甫くん 岩出愛未さん 清水一輝くん
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夏祭り

　暑かった夏も終わり、秋の気配が漂うよう
になってきましたが、少し前までは各地域で
盛大に夏祭りが開催されていました。今年も
多くの区・町内会などからご案内をいただき
ましたが、昨年は東部方面へ、今年は西部方
面へお邪魔させていただきました。
　それぞれの夏祭り会場には、大勢の老若男
女の浴衣姿、大きな盆踊りの輪の中には、こ
の日に合わせて久しぶりに訪れたと思われる
お孫さんの手を引き、なんともいえない満面
笑顔のおじいさんおばあさん、やぐらの周り
を走る子どもたち、その上でお囃子（はやし）

の太鼓をたたく小学生など、夏のひとときを
楽しむそれぞれの姿がありました。
　また、ちょうちん山や盆踊り、夜店やゲー
ムコーナーなど、地域地域の歴史が伝わって
くる趣向を凝らした催しにも触れることがで
きました。
　その裏で、汗びっしょりになって運営に携
わっている役員さん、安心・安全や愛のパト
ロールの腕章を付けて会場内を目配りされて
いる人たちの姿もありました。こうして地域
の伝統が、地域の力によって大切に守り受け
継がれていくものと感慨深いものがありまし
たが、一方で参加されない人、参加したくて
もできない人もおられるのではとの思いが胸
をよぎりました。
　いずれにしても、役員の皆さんのお骨折り
と参加される地域の人たちあっての夏祭りで
す。
　「地域のきずな」をあらためて考えさせられ
た夏の夜でした。

7/30
㊊

8/5
㊐

　8月5日（日）に長野県白馬村で行われた全国小中
学生マウンテンバイク大会で、優秀な成績を収め
た3人が市長を表敬訪問し、結果を報告しました。
大会は、アップダウンのあるオフロードコースで
順位を競うレースです。男子中学3年生クラスで
優勝した清水一輝くん（西部中3年）は「日ごろの練
習の成果を発揮できました」と大会を振り返りま
した。また、女子中学生クラスで優勝した岩出愛
未さん（鷹来中2年）は「勝因は最後まであきらめな
かったことです」と話し、小学5年生クラスで準優
勝した弟の岩出竜甫くん（大手小5年）も「とても苦
しかったけど、みんなの応援があったので頑張る
ことができました」と感想を述べていました。

8/8/1313
㊊

情 報 を お 寄 せ く だ さ い ！

　『Photo　ホット　ほっと』では、市内であ
った出来事などを、写真入りで温かい気持ち
になったり、ちょっぴり微笑みたくなったり
する記事も交えてお伝えしています。
　このページに掲載する市民の皆さんの身近
な出来事をぜひ紹介してください。広報担当
者が取材に伺います。　※誌面の都合で掲載
できないこともあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆情報提供は、氏名、連絡先、出来事の内容
などを書いて、手紙かはがき、ファクス、電話、
Ｅメールで、〒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

8/3
㊎

将来の夢は？

マウンテンバイクで
世界で通用する
選手になりたい

岩出竜甫くん岩出竜甫くん岩出竜甫くん 岩出愛未さん岩出愛未さん岩出愛未さん 清水一輝くん清水一輝くん清水一輝くん

ダウンヒルの
世界選手権で
優勝したい

オリンピックに
出て活躍したい

8/13
㊊ 夢を追い求めて・・・
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市民意見（パブリック・コメント）を市民意見（パブリック・コメント）を
募集します募集します

市民意見（パブリック・コメント）を市民意見（パブリック・コメント）を
募集します募集します

市民意見（パブリック・コメント）を
募集します

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

　案は、各担当課（地域水道ビジョン案については配水管理事務所も）、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、市ホームページで見
ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/publiccomment/publiccomment.html

地域水道ビジョン案 生涯学習推進計画案 行政改革大綱第２次改訂案

内 容

水道事業の目指すべき将来像
を実現するための重点的な課
題と具体的な施策などを明示
した「地域水道ビジョン」の素
案を作成しました。

社会や市民ニーズの変化を踏
まえ、生涯学習施策を総合的
・計画的に推進していくため
の計画案を作成しました。

国の地方行政改革の指針や自
治体環境の変化を踏まえ、第
4次行政改革大綱の第2次改
訂案を作成しました。

概 要

○策定の目的と目指すべき将
来像
○水道事業の歩み
○全国の水道事業を取り巻く
状況
○水道事業の現状と課題
○施策目標と展開　など

○策定の目的や計画の位置づ
けと期間
○生涯学習を取り巻く社会的
背景
○生涯学習の現状と課題
○基本目標達成のための具体
的施策　など

○推進期間を平成21年度ま
で2年間延長
○３つの視点、11の基本方
針、31の取り組み、57の
事業で構成
○大綱実施計画を大綱と一体
化
○重点指標などを設定　など

募集期間 9月1日(土) ～ 10月1日(月)〈必着〉

提 出 先

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

※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。

FAX

▲

85－6258 

Ｅメール

▲

suiknr@city.kasugai.lg.jp

FAX

▲

85－0991

Eメール

▲

syogaigk@city.kasugai.lg.jp

FAX

▲

83－9988

Eメール

▲

keiei@city.kasugai.lg.jp

問い合わせ 監理課(☎85－6407)
生涯学習スポーツ課

（☎85－6447）
行政経営課（☎85－6063）



◆レッツチャレンジコーナー（雨天は屋内種目のみ）　
子どもから高齢者まで、幅広く楽しめるレクリエーションスポーツをスタンプラリー形式で行います。いろいろ
な種目を体験しよう。
時　間▶午前9時30分～午後1時（受け付けは正午まで）
種　目▶○フリーブロー○ビーンボウリング○カローリング○リングスロー○ストラックアウト○ティーボール

○ディスクゴルフ○ダーツ○サッカーシュート○ＧＧホールインワン
※全種目合格点以上の人（先着100人）には、パーフェクト賞を贈呈します。

◆ドッヂビー体験
時　間▶午後1時30分～ 3時
指　導▶中部大学教授・手塚麻美

◆アーチェリー体験
時　間▶午前10時～午後1時
指　導▶市アーチェリー協会

◆スポーツチャンバラ体験
時　間▶午前10時～午後2時
指　導▶県スポーツチャンバラ協会

◆小学生サッカー教室（雨天中止）
時　間▶午後2時～3時30分
対象・定員▶○小学1～2年生…20人○小学3～4年生…20人

○小学5～6年生…20人（超えたときは抽選）
指　導▶市サッカー連盟

◆小学生軟式野球教室（雨天中止）
時　間▶午後2時～3時30分
対象・定員▶○小学3～4年生…40人○小学5～

6年生…40人（超えたときは抽選）
持ち物▶グローブ
指　導▶市軟式野球連盟

◆幼児体操教室
①平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれ…午前9時15分～10時
②平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれ…午前10時15分～11時
③平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれ…午前11時15分～正午
定　員▶各30人（超えたときは抽選）
指　導▶スポーツインストラクター

申し込み▶9月12日（水）〈必着〉までに、往復はがき（1人1枚）に教室名（幼児体操教室は①～③の別も）、住所、
氏名（ふりがな）、学年（小学生のみ）、電話番号、保護者名を書いて、〒486－8686春日井市役所
生涯学習スポーツ課へ

問い合わせ▶生涯学習スポーツ課(☎85－6452)、総合体育館(☎84－7101)、サンフロッグ春日井(☎56－2277)

お願い
◆体育館を利用する人は、靴を入れる袋を用意してください。
◆温水プールの利用には、水泳帽の着用が必要です。

当日は卓球場、温水プール、
トレーニングルームを開放します。

と　き▶10月8日（祝）午前9時から
ところ▶総合体育館、サンフロッグ春日井

◆水泳ワンポイントアドバイス
時　間▶午前10時～正午、午後1時～3時
対　象▶小学生以上の初・中級者
指　導▶スポーツインストラクター

◆エアロビクス＆ヨガ教室
クラス▶①ソフトエアロビクス…午前9時15分～10時15分

②脂肪燃焼エアロビクス…午前10時45分～ 11時45分
③ヨガ…午後1時～2時

定　員▶各50人（先着順）
受　付▶各クラス開始の1時間前（最初のクラスは午前8時30分から）
指　導▶スポーツインストラクター

11



12

I N F O R M A T I O N情報最前線

12月1日(土)に愛・地球博記念公園(愛知郡長久手町)で開催される愛知万博メモリアル第2回愛知県市町村対抗
駅伝競走大会の出場者を募集します。あなたも懐かしの万博会場を走ってみませんか。

と　き ▼ 10月7日(日)午後2時から(1時から受け付け)〈雨天決行〉
ところ ▼総合体育館
部　門 ▼ ○小学生(男子)…1km○小学生(女子)…1km○中学生(男子)…3km○中学生(女子)…3km○ジュニア(男

子)…4km○ジュニア(女子)…4km○一般(男子)…4km○一般(女子)…4km○40歳以上(男女不問)…4km
対　象 ▼市内在住か在勤の人(平成19年9月1日現在)

※「ジュニア」は昭和62年12月2日～平成4年
4月1日までに、「一般」は昭和62年12月1日
以前に、「40歳以上」は昭和42年12月1日以
前に生まれた人

選考人数 ▼部門ごとに正選手・補欠選手各1人
申し込み ▼ 9月20日(木)〈必着〉までに、はがきに大会名、

部門、住所、氏名、生年月日、勤務先(学
校名)、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所生涯学習スポーツ課(☎85－
6452)へ

選 考 会

市では、この秋より子育て家庭を地域社会全体で支える「子育て家庭優待事業」を開始します。これは県との
協働事業で、妊婦や18歳未満の子どもとその保護者が、協賛店舗などで市が配布する優待カードを提示す
ると、協賛店舗などが独自に設定するさまざまな特典を受けられる事業です。この事業に協賛してくださる
店舗や施設を募集します。

協賛店舗などの特典の例 ▼○商品割引○子どもへのお菓子プレゼン
ト○買物時のカードポイント割り増し○授乳スペースの設
置　など　※特典に対して、市や県の補償はありません。

申し込み ▼所定の用紙(子ども政策課、市ホームページに用意）に記入
して、子ども政策課(☎85－6206)へ　※協賛店舗などには
協賛ステッカーを配布し、市や県のホームページに掲載す
る予定です。また、9月28日(金)までの申込者は、事業の開
始に合わせて優待カードと一緒に配布する一覧表に掲載す
る予定です。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/kodomo/
kosodate/kosodateyutai.html

昨年の大会の様子

協賛ステッカー

愛知万博メモリアル　県市町村対抗駅伝競走大会愛知万博メモリアル　県市町村対抗駅伝競走大会愛知万博メモリアル　県市町村対抗駅伝競走大会愛知万博メモリアル　県市町村対抗駅伝競走大会愛知万博メモリアル　県市町村対抗駅伝競走大会愛知万博メモリアル　県市町村対抗駅伝競走大会愛知万博メモリアル　県市町村対抗駅伝競走大会
の 市 代 表 選 手 選 考 会市 代 表 選 手 選 考 会の 市 代 表 選 手 選 考 会

子育て家庭優待事業子育て家庭優待事業のの協賛店舗協賛店舗などをなどを募集します募集します
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９月１日９月１日
市ホームページ市ホームページがリニューアル！リニューアル！

婚礼式場・ホール・会議室の市民特典（常時）婚礼式場・ホール・会議室の市民特典（常時）

ホテルプラザ勝川 開業8周年記念事業ホテルプラザ勝川 開業8周年記念事業

近年、全国的に児童や生徒に対する痛ましい事件が発生し、市内でも犯罪や声
かけ事案が起きています。市では、子どもたちの安全を守るため、さまざまな
地域でボランティアや地域住民が見守り活動を行っています。皆さんもこのシ
ンポジウムに参加して、考えてみませんか。

と　き ▼ 10月13日(土)午後1時30分～ 4時15分
ところ ▼市民会館
内　容 ▼第1部…講演「みんな地球に生きる人」アグネス･チャン

第2部…子ども太鼓の演奏や寸劇による誘拐や連れ去りの対処方法など
対象・定員 ▼市内在住の人・1100人（車いす席6）〈超えたときは抽選〉

※抽選結果は9月下旬にお知らせします。
申し込み ▼ 9月18日(火)〈消印有効〉までに、往復はがき(1枚2人まで)に代表者の住所・氏名(ふりがな)、電話番号、

参加人数、車いす席利用の人は「車いす利用」と書いて、〒486－8686春日井市役所市民安全課(☎85
－6064)へ
※申し込みは1人(3歳以上)1枚に限ります。参加者には、終了後に記念品を贈呈します。

アグネス・チャン

～いじめや犯罪から子～いじめや犯罪から子どもどもの安全を考えるシンポジウムの安全を考えるシンポジウム
セーフティフォーラム2007セーフティフォーラム2007セーフティフォーラム2007セーフティフォーラム2007セーフティフォーラム2007

～いじめや犯罪から子どもの安全を考えるシンポジウム

と　き ▼ 9月1日(土) ～ 17日(祝)
対　象 ▼市内在住か在勤の人　※免許証や保険証な

ど住所や勤め先を確認できるものを持参
対象レストラン ▼地下1階「日本料理はなのき」「バーステラ」、

1階「カフェレストラン ソレイユ」
内　容 ▼対象レストランを利用した人に、利用金額

の半額を金券でキャッシュバック(500円券
と1000円券で満たない場合は切り捨て）

金券利用期間 ▼ 9月18日(火) ～ 12月31日(月)
利用方法 ▼対象レストランで飲食したときに料金の50

％以内で利用可能　※ケーキなどのテイク
アウトは対象外

婚礼式場・ホール・会議室の市民特典（常時）婚礼式場・ホール・会議室の市民特典（常時）
対　象 ▼市内在住か在勤の人
内　容 ▼○婚礼式場…料理・飲物10％割引など○ホ

ール・会議室…20 ～ 80％割引

問い合わせ▶ホテルプラザ勝川(☎36－2311)

ホテルプラザ勝川 開業8周年記念事業ホテルプラザ勝川 開業8周年記念事業
～勝川開発㈱から市民の皆さんへ～勝川開発㈱から市民の皆さんへ

市民感謝企画 ～50％金券キャッシュバック

勝川開発㈱は、市や市内企業などからの出資による
第三セクターで、ホテル運営会社とともにホテルの
管理運営を行い、8周年を迎えました。そこで、市
民の皆さんへ感謝を込めて記念事業を開催します。

より使いやすいホームページに全面リニューアル
します。

○「いざというときに（災害などの緊急時に必
要な情報を掲載）」「市長の部屋」を新設しま
す

○ライフシーン別に知りたい情報を探しやす
くします

○音声読み上げ機能を導入します

○「よくある質問コーナー」を新設します

○「アンケート機能」を新設し、市民サービス
の向上を図るため、市政に対する皆さんの
声を聴けるようにします

市ホームページ市ホームページががリニューアル！リニューアル！

問い合わせ▶広報広聴課(☎85－6037)

携帯用ホームページも
開設します

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
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9月10日は下水道の日
　｢下水道　水も地球も　リフレ
ッシュ ｣を標語に掲げて、下水
道の整備と普及促進を目指し、
全国一斉に啓発活動が展開され
ます。
　市でも、公共下水道のパネル
や排水設備の模型、雨水貯留タ
ンクなどの展示を行います。
と き▶ 9月5日(水) ～ 11日(火)〈土・日曜日は除く〉
 午前8時30分～午後5時(最終日は正午まで)
ところ▶ 市役所市民ホール
問い合わせ▶ 下水管理課(☎85－6349)

9月10日は屋外広告の日
　広告塔や広告板、広告旗などの屋外広告物を、無秩
序、無制限に掲示すると、まちの美観や環境を損なう
ことになります。
　屋外広告物を出すときは、事前に相談して設置基準
を順守し、まちの景観との調和を図りましょう。
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6265)

篠原土地区画整理事業地内等の丁目地番変更
　篠原土地区画整理事業は、9月14日(金)に換地処分の
公告がされます。このため、9月15日(土)から熊野町の
一部で丁目・地番が変わります。
　詳しくは、9月15日号広報春日井でお知らせします。
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6268)

環境審議会の公開
と き▶ 9月21日(金)午後3時から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 9月5日(水)から、環境政策課(☎85－6216)へ

水道事業運営研究会の公開
と き▶ 9月27日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所1002会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 9月12日(水)から、監理課(☎85－6407)へ

潮見坂平和公園墓所区画内管理のお願い
　墓所区画内は各使用者の管理となりますので、除草
や清掃などを心掛け、植木の枝葉などが近隣の人の迷
惑にならないようにしてください。
問い合わせ▶ 潮見坂平和公園事務所(☎84－4444)

平成19年度子ども会活動補助金追加受付
　現在、活動している地域子ども会で、平成19年度の
子ども会活動補助金の申請が未提出の団体に、9月28
日(金)まで、追加で受け付けを行います。　※交付条
件あり
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)
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ひとりで悩まないで　ＤＶ相談
　ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)とは、一般的
には｢夫や恋人など親密な関係にある、またはあった
男性から女性に対して振るわれる暴力｣のことをいい
ます。どんな理由があろうとも暴力は決して許される
ものではありません。まずは相談してください。
と き▶ 月～金曜日午前9時～正午、午後1時～ 4時
ところ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－6296)

バリアフリーへの改善に助成金を交付
　高齢者や障害者を含むすべての人が利用しやすいま
ちづくりを推進するために、既存の民間施設の改善に
要する費用の一部を助成します。
対象施設▶ 平成7年4月1日以前(一部を除く)に建てられ

た、不特定多数の人が利用する店舗や飲食店、
理美容店、遊技場、病院、旅館など

対象工事▶ 県｢人にやさしい街づくりの推進に関する条
例｣の措置基準に適合する次の工事(未着工の
ものに限る)○建物へのアプローチとそれに続
く建物内の段差解消(床上げやスロープの設置
など)○出入口や通路などの拡幅○主要出入口
の自動扉化○便所の改造(手すりの設置や洋式
化など)○障害者用便所の設置○障害者に配慮
した案内表示の設置

助成率▶ 助成対象経費の2分の1以内
助成限度▶ 100万円
問い合わせ▶ 福祉課(☎85－6176)

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

ふれあい広場
と き▶ ①9月5日(水)・19日(水)②9月12日(水)・26日(水)

午前10時～ 11時
内 容▶ 親子で触れ合い遊びを楽しみながら友達づく

りをする
対 象▶ 市内在住の①6か月～ 1歳児②2 ～ 3歳児とそ

の保護者
持ち物▶ バスタオル(①のみ)
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センター (☎

35－3501)

世界のバリアフリー絵本展
と き▶ 9月5日(水) ～ 11日(火)〈10日(月)は休館日〉午

前9時～午後8時(最終日は5時まで)
内 容▶ 日本国際児童図書評議会(ＪＢＢＹ)から借り

た世界各国の障害がある子どもたちのための
手話付き絵本、触る絵本、点字の絵本など80
冊を展示

ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

子育て広場
と き▶ 9月7日～ 12月14日の毎週金曜日午前10時～

11時30分(第5週、祝休日を除く)
内 容▶ 体操や手遊び、おもちゃの製作、季節の行事

などを行う
対 象▶ 市内在住の未就園児とその保護者
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

わくわく工作ランド
と き▶ 9月8日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 紙粘土を使って小物を作る
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童セン

ター (☎87－6866)
協 力▶ チルドレン

子ども劇場
と き▶ 9月8日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 紙芝居｢ちいさなジャンボ｣、｢アンパンマン｣

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
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廃棄自転車の部品提供
と き▶ 9月9日(日)午前10時～正午
内 容▶ ベル、サドル、タイヤなどの提供(部品の取り

外しは各自)
定 員▶ 12人程度(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)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 9月9日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ ○壊れたおもちゃの修理(部品は実費)○不用

になったおもちゃ (使える物に限る)の交換　
※修理できない物もあり

ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)

ひよこ教室
と き▶ ①9月13日(木)②9月20日(木)③9月27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)

市民美術展覧会市長賞受賞作品巡回展
西部ふれあいセンター
と き▶ 9月14日(金) ～ 28日(金)午前9時～午後5時〈14

日(金)は午前10時から、最終日は午後2時30分
まで、18日(火)・25日(火)は休館〉

東部市民センター
と き▶ 9月29日(土) ～ 10月12日(金)午前9時～午後5時

(最終日は午後4時まで)
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

プレイランド
と き▶ 9月15日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 縄遊びをする
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

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 9月16日(日)午前9時～正

午受け付け、午後2時～
3時か9月23日(祝)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▶ 9月16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)

敬老会で長寿を祝う
と き▶ 9月17日(祝)午前10時～正午
ところ▶ 総合体育館
内 容▶ 式典と津軽三味線と民謡ショー
対 象▶ 市内に住所がある昭和2年12月31日以前に生

まれた人　※案内状は民生委員を通して配布
敬老金▶ 市…80歳以上3000円、県…数え100歳3万円
問い合わせ▶ 福祉課(☎85－6176)

昼コン｢フィギュアの世界｣
と き▶ 9月8日(土)午後2時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ アンサンブル・ヴィヴァーチェ
曲 目▶ プッチーニ｢トゥーランドットより『誰も寝て

はならぬ』｣、ショパン｢ノクターン第2番｣な
ど

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

アトリウムの祭典｢アトの秋祭り｣
と き▶ 9月15日(土)午前10時～午後6時、16日(日)午前

11時～午後5時
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合唱やフラダン

ス、オカリナ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)
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将棋大会
と き▶ 9月24日(休)午前9時～午後4時
内 容▶ トーナメント方式で将棋を指す
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の小学4年生以上の人・

32人(先着順)
ところ・申し込み▶9月4日(火)から、知多公民館(☎32

－8988)へ

市民弓道大会
と き▶ 9月30日(日)午前9時から
種 目▶ 一般の部・高校の部…個人・団体戦(1チーム3

人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上の人
費 用▶ 参加料(1人)100円
持ち物▶ 弓道具
ところ・申し込み▶9月10日(月)〈必着〉までに、はが

きに大会名、種目、住所、氏名、年齢、電話
番号、級位か段位を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市弓道協会・久保田(☎090－5101－6687)

新人戦卓球大会
と き▶ 9月30日(日)午前9時から
種 目▶ 男子・女子の部
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人(市民卓球大会・

一万人卓球大会を除く卓球連盟の過去の大会
で3位までの入賞者は除く)

費 用▶ 参加料一般500円、高校生300円、中学生200
円

持ち物▶ ユニフォーム、ゼッケン
ところ・申し込み▶9月19日(水)〈必着〉までに、はが

きに大会名、種目、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▶ 市卓球連盟・野田(☎34－1655)

ビデオ鑑賞
と き▶ 9月30日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢三匹の子ぶた｣
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)

家庭介護のためのハートフルケアセミナー
と き▶ 10月2日(火)・9日(火)・19日(金)〈3回〉午前10

時～午後4時(初日は午前9時30分から)
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 家庭での介護技術を習得するための講義と実

習を行う
対 象▶ 市内在住で介護技術を身に付けたい人
定 員▶ 40人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 9月21日(金)までに、はがきに講座名、住所、

氏名、電話番号を書いて、〒486－8686春日
井市役所福祉課(☎85－6176)へ

市民登山大会
と き▶ 10月13日(土)午前6時～ 14日(日)午後8時
ところ▶ 大菩薩嶺(山梨県甲州市・北都留郡丹波山村)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の小学生以上の人(小中

学生は保護者同伴)・38人(超えた場合は説明
会で抽選)

費 用▶ 参加料2万5000円
持ち物▶ 登山用具一式
説明会▶ 9月19日(水)午後7時30分から、総合体育館で
申し込み▶ 9月14日(金)〈必着〉までに、はがきに大会名、

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▶ 市山岳会・丹羽(☎080－6950－7318)

市民カラオケ大会出場者募集
と き▶ 10月21日(日)午後2時から
ところ▶ 市民会館
対象・定員▶ 市内在住でプロの歌手でない人・25人〈超え

たときは、9月22日(土)午前10時から文化フォ
ーラム春日井で公開抽選〉

申し込み▶ 9月13日(木)〈消印有効〉までに、往復はがき
(1人1枚)に曲目とその歌手名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒486－
8686春日井市役所文化課(☎85－6079)へ

主 催▶ 市文化協会
※当日は、テープかＣＤ(複製不可)を要持参

コンテナガーデニング展の作品
規 格▶ ○置くタイプの寄せ植えで、一人で持ち運び

できる○横幅、奥行きが60㎝程度まで○使用
植物は5種類以内　※器材は市販、オリジナ
ルを問わず

募集点数▶ 60点(1人2点まで)
申し込み▶9月26日(水)〈必着〉までに、はがきかファク

スに出品数、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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かすがい市民文化財団職員
勤 務▶ 午前8時30分～午後5時15分　※勤務時間が変

更となる場合あり
職種・人員▶ スタッフ職・5人程度
内 容▶ ①主に舞台芸術の事業②主に展覧会の事業③

主に文化講座の事業
休 日▶ 4週間で8日(休館日となる月曜日を含む)、年

末年始(12月29日～ 1月3日)
申し込み▶ 9月20日(木)までに、所定の用紙(かすがい市民

文化財団、ホームページに用意)に記入して、
郵送か直接、〒486－0844鳥居松町5－44かす
がい市民文化財団(☎85－6846)へ　※郵送の
場合は9月15日(土)〈消印有効〉

 ホームページ　http//www.lib.city.kasugai.
aichi.jp/zaidan/

エコメッセ春日井　☎88－5006
ネクタイのリフォーム～小物を入れる袋を作る
と き▶ 9月15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・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 裁縫用具
 
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▶ 9月16日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市婦人会協議会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4㎏のぼかしを入れるビニール

袋、ぞうきん
 
包丁の研ぎ方教室～包丁の研ぎ方を学ぶ
と き▶ 9月23日(祝)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 小川隆平
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、ぞうきん2枚
 
申し込み▶ いずれも9月4日(火)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
もったいないを家庭から～裂き織りで布ぞうりを作る
と き▶ 9月27日(木)、10月4日(木)〈2回〉午後1時30分

～ 3時
講 師▶ 多崎恵美子
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▶ 教材費100円
持ち物▶ Ｔシャツ2枚・カッター 2枚・ブラウス2枚の

いずれか1点
 

リフレッシュヨーガ入門
と き▶ 10月5日～ 11月23日の毎週金曜日・祝日(8回)

午後1時30分～ 3時
講 師▶ 井坂津矢子
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)
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ マットまたはバスタオル
 

さばずし1本づくり～伝統的な春日井の食文化にふれ
る
と き▶ 10月10日(水)午前10時～正午、10月12日(金)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 三上稲子
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、教材費1500円
持ち物▶ 万能ばさみ、新聞紙1枚
 

子育てママのための“からだとココロ”のサポートセミ
ナー
と き▶ ①10月4日(木)②10月11日(木)③10月18日(木)④

10月25日(木)午後1時30分～ 3時
内 容▶ ①｢知っていますか？自分のからだ～妊娠｣②

｢子育てと私Ⅰ～子育てが辛くなることって
ない？ ｣③｢知っていますか？身近な婦人科の
病気｣④｢子育てと私Ⅱ～子どもも大事、私も
大事｣

講 師▶ ①③医師・斎藤洋子②④水野三佐子
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1000円
 
申し込み▶ ｢もったいないを家庭から｣は9月12日(水)、そ

れ以外は9月15日(土)〈必着〉までに、往復は
がき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号、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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少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢秋の気配を感じよう｣
と き▶ 9月21日(金)午前10時～ 11時30分
対 象▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・15組(先着順)
費 用▶ 受講料280円
 
秋発見・自然観察と芋煮会
と き▶ 9月23日(祝)午前9時30分～午後2時
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会会員
対象・定員▶ 参加自由(小学3年生以下は保護者同伴)・80人

(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料(1人)550円
 
申し込み▶ ｢あそびむしくらぶ｣は9月4日(火)から電話で、

｢秋発見・自然観察と芋煮会｣は9月18日(火)〈必
着〉までに、往復はがきに講座名、住所、参
加者全員の氏名、年齢、電話番号を書いて、
〒487－0031廻間町1102－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～みろく山から内津の山々を歩
く
と き▶ 9月22日(土)午前9時30分～午後4時　※雨天時

は、午前中研修室で講義
講 師▶ 波多野茂
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 弁当、水筒、帽子
 
おしゃれ園芸教室～ローボール型の鉢を使ったカラー
リーフの混植
と き▶ 10月14日(日)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 坂梨一郎
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用ばさみ
 
申し込み▶ ｢みろくの森自然観察会｣は9月4日(火)から電

話で、｢おしゃれ園芸教室｣は9月18日(火)〈必
着〉までに、往復はがき(1人1枚)に教室名、住
所、氏名(ふりがな)、電話番号を書いて、〒487
－0001細野町3249－1へ

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会～マツの剪定(せんてい)方法を学ぶ
と き▶ 10月6日(土)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 加藤繁明
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
持ち物▶ 剪定ばさみ

プリザーブドフラワー講習会～ローズやアップルなど
のフルーツで、ギフトボックスのオブジェを作る
と き▶ 10月7日(日)午前10時～正午
講 師▶ 家田真里
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3750円
持ち物▶ ワイヤーを切るはさみ、延長コード(2 ～ 3m)、

木工用ボンド
 
申し込み▶ 9月15日(土)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号を書いて、〒486－0817東野町字落合
池1へ

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
楽しい絵手紙教室～小池邦夫の絵手紙の世界を学ぶ
と き▶ 10月2日・16日・30日、11月13日・20日・27

日の火曜日(6回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 佐藤重夫
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1500円、教材費1000円
持ち物▶ 水彩画用具、筆洗いバケツ
申し込み▶ 9月18日(火)〈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)、年齢、電
話番号を書いて、〒480－0304神屋町字引沢
57－1へ

ハーモニー春日井　☎88－0677
初心者の着物着付け教室
と き▶ 10月5日～ 11月23日の毎週金曜日・祝日(8回)

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

も5本
申し込み▶ 9月4日(火)から、電話で
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リサイクル裂き織り～空き箱とおはしで古着の花瓶敷
きを織る
と き▶ 10月3日(水)・17日(水)〈2回〉午前9時30分～正

午
講 師▶ 矢野美代子
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)
費 用▶ 教材費200円
持ち物▶ 裁縫道具、空き箱(硬くて丈夫なもの)、30㎝

定規、古布50㎝四方程度
 
クラフト講座～小さなランプ
と き▶ 10月6日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 村田祐一郎
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250円、教材費1000円
持ち物▶ 30㎝定規、スティックのり、木工用ボンド、

新聞紙1刊
 
申し込み▶ いずれも9月15日(土)〈必着〉までに、往復は

がき(1人1枚)に講座名、住所(在勤・在学の人
はその所在地と名称も)、氏名(ふりがな)、電
話番号を書いて、〒480－0305坂下町4－250
－1へ

東部市民センター　☎92－8511
木目込み干支(えと)作り～来年の干支｢子｣(ねずみ)を
作る
と き▶ 10月の毎週木曜日(4回)午前9時30分～ 11時30

分
講 師▶ 荻田捷子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費2500円
持ち物▶ 木目込みべらか目打ち
申し込み▶ 9月11日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号を書いて、〒487－0011中央台2－2－1
へ

交通児童遊園　☎81－1301
将棋教室～駒の並べ方や動かし方を学ぶ
と き▶ 9月16日～ 11月25日の第3・4日曜日(6回)午後2

時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・14人(先着順)
申し込み▶ 9月5日(水)午前9時から、電話で

坂下公民館　☎88－5555

鷹来公民館　☎84－7071
赤飯作り教室
と き▶ 10月5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
 
癒やしのフラダンスを楽しもう
と き▶ 10月5日・19日、11月2日・16日の金曜日(4回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 近藤信子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ スカート(ギャザー )、ハンドタオル
 
申し込み▶ ｢癒やしのフラダンスを楽しもう｣は9月5日　

(水)から、｢赤飯作り教室｣は9月6日(木)から、
電話で

時 間▶午前10時30分～正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・48人(超えたとき

は抽選)
費 用▶受講料1500円
申し込み▶9月15日(土)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号を書いて、〒486－0947知多町4－64－
1へ

知多公民館　☎32－8988
名古屋学院大学連携講座 (6回) ～「新時代のアジアを
たどる」－東アジア回廊のゆくえ
月　　日 講 演 内 容 講　師

10／ 6(土)
歴史に見るアジアの中の日本～「元
寇」と「倭寇」をどう考えるか

曽我良成

10／ 20(土)
中国の経済発展と日本～中国巨大
市場と東アジア共同体への展望

庵原孝文

11／ 3(祝)
自然と暮らす～アジアにおける少
数民族の文化と社会

木村光伸

11／ 17(土)
アジアの新しい経済発展とは～自
然のエネルギーで村おこし町おこし

和田幸子

12／ 1(土)
東南アジアの人々～フィリピンを
中心に

佐竹眞明

12／ 15(土)
ロシア連邦プーチン時代のシベリ
ア・極東～その光と影

家本博一
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健康推進課の介護予防教室☎85－6166
転倒骨折予防～誰でもできる転倒予防
と き▶ 9月8日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 理学療法士・尾形忠
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
 
手先を使って認知症予防～折り紙で金のしゃちほこを
作ろう
と き▶ 9月8日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春日井
講 師▶ 丹羽兌子
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
 
認知症の人への対応～こんなときどうする！？
と き▶ 9月12日(水)午前10時～正午
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 梶田憲生
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
 
筋力アップ！らくらくボールエクササイズ
と き▶ 9月19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
講 師▶ 筧千代子
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
 
認知症予防～書いてみよう作ってみよう
と き▶ 9月27日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 地域包括支援センター春緑苑職員　
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－8303)へ

健康推進課　☎85－6167
パパタッチ教室～お父さんのためのベビーマッサージ
教室
と き▶ 9月30日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
講 師▶ 小島まゆみ
対象・定員▶ 市内在住の2～ 6か月児とその保護者(父親の

みの参加も可)・12組(超えた時は抽選)
持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル

高齢者筋力向上トレーニング教室
と き▶ 10月2日～ 12月25日の毎週火・金曜日〈11月23

日(祝)を除く24回〉午前10時～ 11時30分
ところ▶ 第一介護サービスセンター
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上で、次のすべてに該当す

る人○介護保険法による要介護認定と要支援
認定を受けていない○医師からトレーニング
を禁止されていない○全日程参加できる・10
人(保健師による事前面接あり)

費 用▶ 受講料1000円(傷害保険料などを含む)
 
レッツ・ママビクス～妊婦さんのための運動教室
と き▶ 10月4日(木)・11日(木)・18日(木)〈3回〉午後1

時30分～ 3時
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 藤原由美子
対象・定員▶ 市内在住の妊娠経過良好の16 ～ 35週(教室期

間中)の妊婦・20人(先着順)　※申し込み後に
郵送する主治医意見書の用紙に医師の許可を
得ることが必要(費用は自己負担)

持ち物▶ 主治医意見書(初回のみ)、母子健康手帳、上
靴

 
男性の料理教室～簡単においしくできる料理
と き▶ 10月4日(木)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・20人(先着順)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、三角きん
 
申し込み▶ ｢レッツ・ママビクス｣｢男性の料理教室｣は9

月5日(水)から、｢高齢者筋力向上トレーニン
グ教室｣は9月6日(木)までに電話で、｢パパタ
ッチ教室｣は9月13日(木)〈必着〉までに、往復
はがき(1組1枚)に教室名、住所、参加者全員
の氏名、電話番号を書いて、〒486－8686春
日井市役所健康推進課へ

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
足心ヨーガ健康教室～足心ヨガで体と心を癒やす
と き▶ 10月4日～ 11月8日の毎週木曜日(6回)午後1時

30分～ 3時
講 師▶ 井坂津矢子、春見重美
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ バスタオル
申し込み▶ 9月18日(火)〈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)、年齢、電
話番号を書いて、〒480－0304神屋町字引沢
57－1へ
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総合福祉センター　☎84－3611
視覚障害者対象の初心者パソコン講座～音声読み上げ
ソフトを使って
と き▶ 10月6日～ 11月10日の土曜日〈11月3日(祝)を除

く5回〉午前10時～正午
講 師▶ アクセスサポート春日井
対象・定員▶ 市内在住の視覚障害者(身体障害者手帳のある

人)・5人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 9月15日(土)までに、電話で　※障害程度など

の聞き取りによる調整あり

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▶ 10月10日(水)午後1時～ 4時
ところ▶ ハーモニー春日井
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人(中学生以上)・30

人(先着順)
申し込み▶ 9月5日(水)から、電話で

児童センター　☎87－6866
ハンディキャップがある幼児と保護者の会～親子で遊
んで交流を深めよう
と き▶ 9月～ 12月の第3金曜日(4回)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住のハンディキャップがある幼児とそ

の保護者
申し込み▶ 電話で、常時受け付け

市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座～パパと遊ぼう
と き▶ 10月13日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ センター職員
対象・定員▶ 市内在住の2歳以上の未就園児とその父親(母

親同伴可)・20組(先着順)
申し込み▶ 9月6日(木)午前9時から、電話(☎85－8824)で

サン・アビリティーズ春日井
車椅子テニス講座
と き▶ 9月8日・29日、10月20日・10月27日の土曜日(4

回)午前10時～正午
講 師▶ 上級障害者スポーツ指導員
対象・定員▶ 車椅子を使用している身体障害者・10人(先着

順)
持ち物▶ 上靴、ラケット
 
レクリエーション講座
と き▶ 9月13日・27日、10月11日・25日、11月29日、

12月20日の木曜日(6回)午後7時～ 9時
講 師▶ 市体操連盟
対象・定員▶ 障害者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
 
カローリング講座
と き▶ 9月19日、10月3日・17日、11月7日・21日、

12月5日の水曜日(6回)午後7時～ 9時
講 師▶ 日本カローリング協会指導員
対象・定員▶ 障害者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ いずれも9月5日(水)から、電話かファクス(☎

84－2611、ＦＡＸ84－3005)で

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▶ 10月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 南部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000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▶ 10月の毎週金曜日(4回)午前9時30分～ 10時30

分
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
 
癒やしのストレッチ体操～心身ともにリフレッシュ
と き▶ 10月の毎週金曜日(4回)午前11時～正午
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
 
ヨガ～心と体のバランスを整える
と き▶ 10月3日～ 24日の毎週水曜日(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・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(テニス)～テニスを通じて運動機能
を高める
と き▶ 10月3日～ 31日の毎週水曜日(24日を除く4回)
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午後4時30分～ 5時30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
 
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▶ 10月の毎週木曜日(4回)午後6時30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
キッズエアロビクス～子ども向けのエアロビクス
と き▶ 10月の毎週金曜日(4回)午後6時30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在園、在学の年長～小学2年生・

40人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料800円

ジュニアヒップホップ～子ども向けのヒップホップ
と き▶ 10月の毎週土曜日(4回)午前10時45分～ 11時45

分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・40人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料800円
 
フラダンス～フラの曲で楽しく踊る(初心者向け)
と き▶ 10月6日～ 11月24日の毎週土曜日・祝日(8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2400円
 
すこやか幼児体操(①年中②年長)～体操や遊びを通じ
て運動機能を高める
と き▶ 10月20日～ 11月17日の毎週土曜日〈11月3日

(祝)を除く4回〉①午前9時30分～ 10時30分②午
前10時45分～ 11時45分

対象・定員▶ 市内在住か在園の①平成14年4月2日～ 15年4
月1日②平成13年4月2日～ 14年4月1日に生ま
れた幼児・各30人(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料各800円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は9月4日(火)午前9時

から電話で、それ以外は9月15日(土)〈必着〉
までに、往復はがき(1教室につき1枚のみ)に
教室名(①②の別も)、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号、勤務先か園名か学校名と学
年を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3へ

市体育協会の講座
市民弓道教室
と き▶ 9月28日～ 11月2日の毎週月・金曜日〈10月8日

(祝)を除く10回〉午前10時～正午

ところ▶ 王子製紙弓道場(王子町)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上の人・8

人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料6000円(協会年会費を含む)
持ち物▶ 弓道具(ない人には貸し出し可)
問い合わせ▶ 市弓道協会・久保田(☎090－5101－6687)
 
硬式テニス初心者教室
と き▶ 9月30日(日)午前9時～午後4時
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の小学4年生以上の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット、テニスシューズ、弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－4827)
 
申し込み▶ ｢市民弓道教室｣は9月7日(金)〈必着〉までには

がきに、｢硬式テニス初心者教室｣は9月22日
(土)〈必着〉までに往復はがきに、教室名、住所、
氏名、年齢、電話番号、経験年数(硬式テニス
初心者教室のみ)を書いて、〒486－0804鷹来
町4196－3、総合体育館へ

10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)　※金

曜日10時45分からのスタンダードエアロビク
スは10月5日～ 12月28日までの期間限定の開
催、9日(火)は休館日のため休講
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ
ビクス

10：45
～

11：45

スタン
ダード
エアロ
ビクス

ソフト
エアロ
ビクス

スタン
ダード
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
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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…9月14日(金)午後1時～ 2時②応用編

…9月19日(水)午後1時～ 2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
 
泳法が選べる一般水泳教室～平泳ぎかバタフライ
と き▶ 9月26日～ 10月19日の水・金曜日(8回)午後1時

～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の16歳以上の人・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～クロールの基本を覚える　
と き▶ ①9月27日～ 10月25日の火・木曜日(10月9日

を除く8回)午後5時～ 6時②10月3日～ 26日の
水・金曜日(8回)午後5時～ 6時

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4000円
 
クロールで50mにチャレンジ～クロールの泳力を身
に付ける
と き▶ 9月27日～ 10月25日の火・木曜日(10月9日を

除く8回)午後6時15分～ 7時15分　
対象・定員▶ 15m以上泳げる市内在住の小学生・20人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
アクアビクス～水の抵抗をたくさん使っての水中エア
ロビクス
と き▶ 10月3日～ 31日の水曜日(24日を除く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
 
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▶ 10月3日～ 31日の水曜日(24日を除く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
 
親子で幼児水泳～親子で水慣れやバタ足、浮き身など
の基本を覚える
と き▶ 10月3日～ 26日の水・金曜日(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人必要)・20組(超えたときは抽
選)

費 用▶ 受講料5000円
 
平泳ぎを覚えよう～平泳ぎの基本を覚える
と き▶ 10月3日～ 26日の水・金曜日(8回)午後6時15分

～ 7時15分
対象・定員▶ 15m以上泳げる市内在住の小学生・20人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
親子で水中運動～スキンシップを図りながら、水の中
で楽しく体を動かす
と き▶ ①10月4日～ 11月1日の木曜日(10月25日を除

く4回)午前9時45分～ 10時30分②10月4日～ 11
月1日)の木曜日(10月25日を除く4回)午前10時
45分～ 11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)・各25組(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料1600円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は9月4日(火)午前9時

から電話で、それ以外は9月15日(土)〈必着〉
までに、往復はがきに教室名(①②の別も)、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、勤
務先か学校名と学年を書いて、〒486－0804
鷹来町4286へ

熊野桜佐土地区画整理事業環境影響評価書
　市街化区域への編入や土地区画整理事業、用途地域
の都市計画決定に併せて縦覧します。
と き▶ 9月4日(火) ～ 10月3日(水)の執務時間中
ところ・問い合わせ▶県都市整備課(☎052－961－

2111)か都市整備課(☎85－6306)、都市政策課
(☎85－6264)

公立春日井小牧看護専門学校学校祭
あなたの体もメタボリックシンドロームでは？
と き▶ 9月8日(土)午前9時30分～午後3時30分
ところ▶ 公立春日井小牧看護専門学校(八田町)
内 容▶ オープンキャンパスや健康教室、バザー、模

擬店など
問い合わせ▶ 公立春日井小牧看護専門学校学校祭実行委員

会(☎84－5611)
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相談時間変更のお知らせ
　9月1日(土)から障害者生活支援センターかすがいの
相談時間が、火～土曜日の午前9時～午後4時30分に変
わります。　※面接は予約優先、訪問は要予約、上記
時間以外は電話転送
問い合わせ▶ 障害者生活支援センターかすがい(☎87－

6401)

全国一斉｢子どもの人権110番｣強化週間
　いじめや虐待など、子どもの人権にかかわる悩み事、
心配事などの相談に応じます。相談内容についての秘
密は固く守られますので、一人で悩まずに気軽に相談
してください。
と き▶ 9月17日(祝)～21日(金)午前8時30分～午後7時、

9月22日(土) ～ 23日(祝)午前10時～午後5時
子どもの人権110番▶☎0120－007－110(フリーダイ

ヤル)
問い合わせ▶ 名古屋法務局人権擁護部(☎052－952－8111

〈内線1470〉)

春日井・小牧就職面接会
と き▶ 9月21日(金)午後1時30分～ 4時
ところ▶ ホテルプラザ勝川
内 容▶ 企業ごとのコーナーで、企業担当者と面接が

できる　※ヤング・ジョブ・キャラバン同時
開催

対 象▶ 大学や短期大学、専門学校など新規卒業予定
者や若年者

問い合わせ▶ 春日井公共職業安定所(☎81－5167)

神経系難病患者家族教室
と き▶ 9月21日(金)午後2時～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター
講演・実技▶ ｢家でできるリハビリについて｣
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・30人(先着順)
講 師▶ 市民病院理学療法士・岡崎誉
申し込み▶ 9月5日(水)から、県春日井保健所(☎31－2188)

へ

シニアワークプログラム受講者募集
家事援助・介護援助
と き▶ 10月30日(火) ～ 11月3日(祝)午前10時～午後3

時
ところ▶ レディヤンかすがい
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歳代前半の人・25人(超えたときは抽
選)

申し込み▶ 9月28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登録会員の
有無、受講終了後の目的(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、〒460－0001名古
屋市中区三の丸3－2－1、県東大手庁舎6階、
県シルバー人材センター連合会(☎052－961－
9521)へ

2・3級福祉住環境コーディネーター検定
と き▶ 11月25日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井(予定)
受験料▶ 2級6300円、3級4200円
申し込み▶ 9月11日(火) ～ 10月12日(金)〈土・日曜日、祝

休日を除く午前10時～午後6時〉に、検定セン
ター (☎03－3989－0777)へ

 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

あいちの柱プレゼント事業
内 容▶ 在来工法木造住宅に使用する柱材10万円分を

無償で提供する
対 象▶ 次のいずれも満たす住宅○申請者が居住する

ために県内に新築する○延べ床面積が109㎡
以上○間柱を含む全ての柱に県森林組合連合
会が供給する認証された三河材を使用○年度
内に棟上げを完了

募集戸数▶ 100棟(先着順)
問い合わせ▶ 県森林組合連合会(☎052－961－9156)か県林

務課(☎052－954－6444)
 ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.pref.aichi.jp/

rinmu/

知ってますか？警察相談♯9110
　警察では、全国共通の警察相談ダイヤルで、犯罪な
どの被害を防止するための相談や生活の安全と平穏に
関する相談に応えています。
　相談員が一緒に問題解決の糸口を探したり、専門の
相談機関を案内したりします。秘密は堅く守られます
ので、安心して相談してください。
と き▶ 月～金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前9時

～午後5時
相談専用電話▶♯9110〈ダイヤル回線と一部のIP電話

は(☎052－953－9110)〉

地上アナログテレビ放送終了のお知らせ
　現行の地上アナログテレビ放送は、地上デジタル放
送への移行に伴い、平成23年7月24日までに終了しま
す。
ホームページ　http://www.dpa.or.jp/
問い合わせ▶ 総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相

談センター (☎0570－07－0101)



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン

高蔵寺ふれあいセンター

アスティ高蔵寺
坂下公民館
味美ふれあいセンター
レディヤンかすがい

エコメッセ春日井

ルネックギャラリー

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉

知多公民館
落合公園管理棟

（☎85－6073）

（☎51－0002）

（☎85－6079）
（☎88－5555）
（☎31－3522）
（☎85－4188）

（☎88－5006）

（☎34－6800）

（☎92－8711）

（☎32－8988）
（☎56－0414）

9／1（土）～7（金）
9／9（日）～15（土）
9／1（土）～11（火）
9／13（木）～25（火）
9／1（土）～13（木）
9／2（日）～14（金）
9／2（日）～15（土）
9／5（水）～17（祝）
9／5（水）～29（土）
9／5（水）～29（土）
9／6（木）～11（火）
9／7（金）～9（日）
9／14（金）～17（祝）
9／12（水）～23（祝）
9／14（金）～21（金）

火曜会水彩画展
油彩クラブ作品展
障害者の趣味の作品展
ふれあい水彩画作品展
和紙絵展
水墨画作品展
アートフラワー展
創作アップリケ展
草木染展
癒やしの水墨画展
サン・アート展
秋の山野草展
カンアオイと柄もの植物展
春日井知多川柳クラブ色紙展
植物画展

火曜会
油彩クラブ
ゆとり健康院の仲間たち
ふれあい水彩画同好会
社団法人日本和紙絵画芸術協会
春友水墨会
花蔓会
綾の会
矢野美代子
水墨画クラブ（竹尾光範グループ）
サン・アート会員
春日井山草会
東海葵会
春日井知多川柳クラブ
植物画同好会（彩花・四季の花）

春日井水墨画協会展
とき▶9月4日（火）～9日（日）　ところ▶文化フォ
ーラム春日井　内容▶春日井水墨画協会会員によ
る156点の作品展示会　問い合わせ▶平林（☎31－
8543）
････････････････････････････････････････････
根っこのこ子育てのつどい
とき▶①9月11日（火）②10月16日（火）午前10時～11
時30分　ところ▶レディヤンかすがい　内容▶子
育て中の母親の話を聞き、講師から子育てに関す
るさまざまなヒントやアドバイスをもらう①ここ
ろを育てる食事～早寝・早起き・朝ごはん②親子
でキレない生活づくり～くじけない心の育て方　
定員▶各30人（先着順）　申し込み▶9月3日（月）か
ら、電話かファクスに催し名（①②の別も）、住所、
氏名、電話番号を書いて、服部（☎090－8555－7876、
ＦＡＸ85－0016）へ
････････････････････････････････････････････
いきいきコーラス春日井定期演奏会
とき▶9月22日（土）午後2時から（1時30分開場）　
ところ▶市民会館　内容▶市内の60歳以上の人で
構成する「いきいきコーラス春日井」による定期演
奏会　曲目▶「ドラえもんのうた」「涙そうそう」
「芭蕉布」など　定員▶1100人（先着順）　問い合わ

ところ

15:00～16:00

16:05～17:05

18:30～19:30

19:35～20:35

レディヤンかすがい

初級Ⅱ

中級Ⅱ

初級Ⅰ

初級Ⅱ

木
（10/18～）

初級Ⅱ

初級Ⅱ

中級Ⅰ

初級Ⅰ

水
（10/17～）

初級Ⅰ

中級Ⅱ

金
（10/19～）
初級Ⅱ

中級Ⅰ

火
（10/16～）

曜日
時間

鳥居松ふれあいセンター

せ▶野々山（☎81－1032）
････････････････････････････････････････････
ハングル語講座
とき▶10月～平成20年9月の毎週木曜日午後7時～
8時30分　ところ▶春日井商工会議所（鳥居松町5）
内容▶基礎からハングル語を学ぶ　定員▶30人
（先着順）　受講料▶1か月4000円（別途教材費2500
円が必要）　申し込み▶9月4日（火）から、韓国民
団春日井支部（☎81－4508）へ
････････････････････････････････････････････
姉妹都市市民の会「英会話講座(後期)」
とき▶10月～3月（週1回1時間）〈20回〉　内容▶外
国人講師から姉妹都市の概要や英会話を学ぶ　受
講料▶2万円　※別途教材費と市民の会年会費1000
円が必要　定員▶各10人(超えたときは抽選)　申
し込み▶9月10日(月)〈消印有効〉までに、往復は
がき（1人1枚）に第2希望までのクラス名・曜日・
時間と住所、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内、姉妹都市市
民の会事務局(☎85－6033)へ

万 人

万

平成19年度がん征圧スローガン

早期発見・早期治療のため
にもがん検診を！
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9／1

9／8

9／15

9／2

9／9

●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。

がんは日本人の死亡原因の第1位です。中でも、近年、食生活の欧米化（高カロリー、高脂肪、野菜の摂取不足）
などにより、前立腺がんや乳がんが急増しています。この機会に正しい知識と理解を深めましょう。

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 （＋2536）30万万4613人
世帯数 12万395世帯 （＋2211）

（　）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

☎51－5552

☎89－3388

☎85－0077

☎84－3060

☎91－3755

☎31－4358

☎35－2203

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

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）

白山外科クリニック（白山町5）

はやかわクリニック（下市場町6）

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）

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

浅田レディースクリニック（松新町1）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

〈平成19年8月1日現在〉

健 康 9月は
がん征圧月間です
9月は
がん征圧月間です

■…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。

前立腺がん
前立腺が老化して起こる前
立腺肥大とは違い、何らか
の要因が加わって、細胞が
がん化するものであると考
えられています。初期では
ほとんど自覚症状がありま
せんが、血液検査（ＰＳＡ
検査）で、早期に発見する
ことができます。

乳がん
原因はさまざまですが、高齢出産
や出産経験がないなど、女性ホル
モン（エストロゲン）の影響を受け
やすいと、リスクが高くなるとい
われています。30歳を過ぎたら、
毎月生理の約1週間後に、また閉
経後の人は日を決めて、乳房にし
こりや皮膚のくぼみなどがないか
自分で調べてみましょう。

平成平成19年度がん征圧スローガン年度がん征圧スローガン平成19年度がん征圧スローガン
「まず受けて　次に伝える　がん検診」

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6172）

がんの早期発見・早期治療
のために、年に1度は必ず
検診を受けるようにしまし
ょう。市では各種がん検診
（胃・肺・大腸・子宮・乳・
前立腺）を実施しています。

早期発見・早期治療のため早期発見・早期治療のため
にもがん検診を！にもがん検診を！
早期発見・早期治療のため
にもがん検診を！
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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

カメムシ科
マルシラホシカメムシ

　体長6㎜ほどで体全体が丸味を帯びています。また、背中に一対の丸くてよ
く目立つ白い斑紋があり、この白斑紋を星に見立てて名前が付けられています。
　羽化直後は紅色をしていますが、時間がたつにつれ茶褐色に変わります。
　野山の開けた所を好むようで、草むらなどでは普通に見掛けることができま
す。イネ科のチガヤ・エノコログサなどを中心に雑草類の茎や葉、若い果実か
ら汁を吸い生活をしています。ときには、稲の穂から吸汁して斑点米を発生さ
せることもあり、害虫として嫌われています。
　冬越しは単独成虫で、草木の根際に潜り込んで行い、暖かい日には活動することもあります。
　よく似た種のシラホシカメムシは体に丸味がないことや、白斑紋が本種より目立たないこと、さらに、ト
ゲシラホシカメムシは両肩の突起が鋭く尖っていることなどで、区別することができます。

然春 日 井 の 自

NHK総合テレビ
『サラリーマンNEO』の
「サラリーマン体操」やNHK教育テレビ
『からだであそぼ』の「こんどうさんちの体操」

でおなじみのコンドルズが
ついに春日井に登場！

ところ▶市民会館
入場料▶S席5000円、A席3500円、学生券2000円（全席指定、未就学児不可）

※学生券は公演当日に座席を指定する引換券で、午後4時30分から

座席指定券と交換（市民会館にて学生証の提示が必要）

入場券▶9月8日（土）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

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

男性のみのダンス・カンパニー「コンドルズ」、学ランを舞台衣装に、ダンス、映像、演奏、コントや人形劇まで盛り
込むステージは、緻密（ちみつ）でハイスピード！　今回は、最近の公演からえりすぐった「ベスト版」を披露します！！

エルドラド
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