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まちの伝言板など
緊急医など

地域の“チカラ”で
　　　　　まちづくり
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　ここは春日井の里山。聞こえるのは風のざわめきや虫の声だけ。木漏
れ日の差し込む自然の中ではまちの喧騒（けんそう）はありません。「森
のたんけんたい」は自然の中で自主保育を続けているサークルです。子
どもたちの気持ちに寄り添いながら、親とスタッフが温かく見守ってい
ます。



　わたしたちの住む春日井は、大規模な開発を行った

高蔵寺ニュータウンをはじめ市街化区域の75％で区画

整理が行われ、それにより、まちなみが新しくなると

ともに、昔から住んでいる人と、引っ越してきた人が

交じり合って新しい地域ができています。そうしたと

き、みんなが快適に暮らしていくには、いろいろな人

の意見や考えを調整しながらまとめていく区・町内会・

自治会をはじめとした地域の活動が欠かせません。 

　ところが近年、こうした地域のつながりが弱まって

います。原因はさまざまですが、核家族化や少子・高

齢化が進んだこと、さらには個人の価値観の多様化に

よって地域のことに目を向けられなくなっていること

などが挙げられます。 

　一方、従来の地域にとらわれず、技術や目的を持っ

た人たちが集まって市民活動を行っている団体が増え

ています。こうした団体は、介護や災害ボランティア

など、専門的な活動を中心に行っていることが多く、

特定の問題に対して力を発揮しています。 

　では、区・町内会・自治会が現状をどう考えている

のか、NPOなどの市民団体はどう地域にかかわろう

としているのか、それぞれの活動から地域の“チカラ”

について考えます。 

広報ナビゲーター 小筆ちゃん 

ママ 

パパ 
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牛山区長　松尾徳輝 

防災訓練 盆踊り大会 写真提供：牛山区 

　わたしが牛山に住み始めてから、40年余りの歳月が

過ぎようとしています。周辺は市の西北部にあってま

だまだ田畑があり、新旧の住宅が点在しています。区

の歴史は古いのですが、今は引っ越してきた世帯が全

体の８割ほどになり、大きく４つの地区に分かれ、27

ある町内会で組織されています。 

　区では年間を通してさまざまな活動を行っています。

防犯・防災や環境・衛生など委員会を設けて行う活動、

文化展や盆踊り、運動会の催しなどです。そんな地域

の活動をするにあたって心掛けていることは、とこと

ん「話し合い」「コミュニケーションづくり」をしてい

くことです。互いに顔を知らなければ何事も始まりま

せん。数多く会合を持つことは大変ですが、自分たち

が暮らすまちの身近な出来事を知ってもらうことで、

さまざまな組織がうまく親睦（しんぼく）と融和が図

られているように思います。 

　また、毎月１回全戸配布の「広報うしやま」は、区

や町内の出来事を身近に知ってもらうための大切な情

報源で、208回の発行を数えます。誌面のロゴマークも

地域で公募するなど、より身近なものとなっています。 

　わたしは、役員をやることで地域のことを知り、皆

さんの顔を覚えてきました。町内会や子ども会など、

地域で組織する団体の役員になるのは、面倒だと思わ

れがちですが、地域の人たちときずなを深める良い機

会になっています。 

 

 

 

 

 

 

　最近は昔に比べ、日ごろから住民同士が顔を合わせ

る機会が少なくなっています。近所を散歩していると、

同じ世代の皆さんとはよく顔を合わせ、あいさつなど

言葉を交わします。しかし、たまに若い人たちとすれ

違っても、正直、地域の人かどうか分かりません。で

きれば、若い人たちとも知り合える機会がもっとある

と良いですね。 

　年をとればとるほど、地域にいることが多くなりま

す。地域に対する愛着や安心感は深まります。世代を

超えた地域のきずなを大切にしていきたいですね。 
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■まちを活性化しよう！ 
　～駆け足で回るエキスパートたち　 
 高蔵寺ニュータウンでは、少子・高齢化が顕著に現れてき

ています。どうしたら子育てや高齢者、障がい者の支援がよ

り具体的・効果的にできるのか、さらにそれはそのまちに合

ったものであるのかを考え、地域住民の力と世代を超えた活

動の必要性を感じてエキスパネットは動き出しました。わた

したちは、ネットワークを駆使して地域の人たちを巻き込み

ながら、機会を見つけてはまちへ出掛け、子育て支援などで

活動した経験を生かし、広報活動や交流会の開催など、その

活動を広げてネットワークをつなげています。そして、スタ

ッフが入手した情報の宝は活動拠点である古民家「和っか」

に詰められ、「まちづくり支援」「障がい児就労支援」「情報

発信」を基本とした事業に生かされています。 

■ネットワークを生かす 
 　区・町内会・自治会や子ども会などの団体には、そこにしかできないことがあります。それぞれが地域の団体

としてその“チカラ”を発揮し、まちづくりに欠かすことのできない重要な役割を担っています。一方、わたした

ちが目指すのは、まちを活性化するためにネットワークを生かして、あ

らゆる所にとけこんでいく媒体としての活動です。世代も交代ではなく

融合。団体や人材も融合。融合し続けることでエキスパネットのネット

ワークも広がっていくと考えています。 

■地域の安全のため、何ができるか 
 平成 １６年、桃花園の有志が懇談する中で、自分たちの手で継続的な地域安

全活動ができないかと考えたのが、発足のきっかけです。現在、１３０人を超え

る地域の人が参加して、ボニターを中心に意欲的に活動しています。 

ボニター…ボランティア＋モニターの造語 

 

■見守りや声掛けで、優しいまちづくり 
 何が犯罪を抑える力となり、防犯の第一歩になるのか考えたところ、 「活動

が目立つこと」だということになり、遠くからでもよく分かる黄色のベストと

帽子を作りました。 

 負担にならないよう、日常生活に合わせて、買い物や犬の散歩、通勤などの

ついでに「見守りと声掛け」を行ってきました。今では、「黄色のベストは見守る人の身分証明だね」「遠くから見る

と安心するよ」と言われるようになりました。 
 「見守り」や「声掛け」は、隣近所の付き合いのきっかけになり、さらに高齢者や障がい者にも優しいまちづくり

につながると思います。まだまだ、始めたばかりですが、地域の安全のために頑張りたいと思っています。 

まちのエキスパネット 

大正時代に建てられた趣のある古民家 大正時代に建てられた趣のある古民家 

監事　岡田克己 会長　浅井守 副会長　角田晃一 

と こ ろ　大留町５－２９－１６ 
問い合わせ　　５２－７３１５ 

▲
 ▲
 

まちのエキスパネットの活動拠点：古民家「和っか」 
 
 
ホームページ　http://www.0568kasugai.net/̃exspanet

代表　林明代 事務局長　治郎丸慶子 代表　林明代 事務局長　治郎丸慶子 

桃花園安全なまちづくり協議会 
会長　山崎道幸 

納涼パーティー 写真提供：いちょうの会 

サマーフェスタ味美 写真提供：味美ネットワーク 
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大正時代に建てられた趣のある古民家 

■定年後の居場所を求めて 
　同じ世代の人が一斉に入居してまちができた昭和４０年代の高蔵寺ニュータウン。

高森台１～３丁目地区も例外ではありませんでした。時がたち、企業戦士が定年

退職して家で過ごすようになると、近所に住んでいる人が誰だか分からず、地

域に自分たちの居場所がないことに気付きました。そして、平成１２年に高森台

西部集会所ができたことをきっかけに、ここを拠点とした高齢者のための会を

結成しようという機運が高まって「いちょうの会」ができました。結成に至った

経緯から、男性の数が女性を上回っているのが特徴になっています。 

■自然体で老後を上手に 
 活動を重ね、お互いを知るうちに分かったのは、みんな何十年も仕

事をしてきたその道のベテランだということです。活動の中で何か問

題があっても、誰がリーダーということなく、自然といろいろな人か

ら良い意見が出てきます。会としては、月１回の例会や旅行、隔月の会

報作成などをしていますが、気の合う仲間たちで、ゴルフや囲碁・将

棋など６つの同好会を作って活動の場が広がっています。中でもパソコ

ンは素人同然から自分たちで勉強し、会のホームページを開設するま

でになりました。すべて手作りで、準備などもみんなで協力し合いながら行う、こういった機会を重ねることで「こ

れまでと違った充実がある」「人の輪ができて楽しい」と話す会員が多くなりました。笑顔が増えた人も多いですね。

老いを上手に生きるために、いつまでも楽しくて笑顔あふれる地域のサロンであることを願っています。 

　ホームページ　http://www.me.ccnw.ne.jp/ityounokai/

■次世代につながるまちづくり 
　まちづくりを考える核となっているメンバーは「味美人」です。一人一人の連携を大切にし、まちづくりのシン

ポジウムや祭りの開催、広報事業などを行っています。中でも、毎年8月末開催の「サマーフェスタ味美」は、一度

中断しましたが、地域の人の温かい見守りもあって、より多くの人に参加してもらえる「自分たちの、自分たちの

手による、自分たちの祭り」としてよみがえりました。この祭りは、さま

ざまな団体が参加して一つにまとまり、地域がつながる場となっています。 

 わたしたちネットワークは、子どもや孫が「住み続けたくなるまち味美」

であり続けるため、次世代につながるまちづくりを考え、活動し続けて

いきます。 

　ホームページ　http://www.ajiyoshi.net

味美ネットワーク 

監事　岡田克己 会長　浅井守 副会長　角田晃一 監事　岡田克己 会長　浅井守 副会長　角田晃一 

 ■ネットワーク誕生 
　発足は、味美商店街の活性化を考えることがきっかけで

した。しかし、商店街を発展させるだけにとどまらず、ま

ちの活性化やまちづくりなど、味美地域全体のことを考え

なければと感じ、職種にこだわらず、まちづくりに興味の

あるすべての人が参加し、活動できるネットワークがここ

に誕生しました。 

代表　林明代 事務局長　治郎丸慶子 

いちょうの会 
会長　山本武男 

納涼パーティー 写真提供：いちょうの会 納涼パーティー 写真提供：いちょうの会 

サマーフェスタ味美 サマーフェスタ味美 写真提供：味美ネットワーク 写真提供：味美ネットワーク 

5



　地域で行われている活動はさまざまです。しかし、

互いがどんなことをしていて、どんなことに困ってい

るか分からず、連携が取れていないことが多くありま

す。また、ほかの地域で活動しているボランティアの

技術や人材を活用したいと思っても連絡をどうとって

いいか分からないということもあります。地域がまと

まり、暮らしやすいまちにするために、いろいろなと

ころにある力と力を結びつけることが重要になってい

ます。 

　こうした地域の活動をスムーズに行えるように、4

月にささえ愛センターがオープンしました。ささえ愛

センターでは、登録されたNPO団体などの活動内容

を紹介し、地域での活動と結びつける「場」を提供し

ています。 

NPO・ 
ボランティア 

個人 

子ども会など 

区・町内会・自治会 

ささえ愛センター 
と こ ろ　春見町３ 
問い合わせ　　５６－１９４３ 

１０月２７日（土）に地域 
づくりの講座が開か 
れます。詳しくは２１ペ 
ージを見てください。 

▲
 ▲
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　市は、地域の住民と協働して地域の形成を進め

ていくとともに、地域住民の声にこれまで以上に

耳を傾けることが必要と考えています。 

　まちづくりを支える市民活動の核は、区・町内

会・自治会です。これらの組織の活性化を図り、

地域の力を向上させるためには、地域住民と市が

スクラムを組んでまちづくりを推進していくこと

が必要です。そのため市では今年度、町内会活性

化研究委員会を設置して調査・研究を進めていま

す。 

　また、区・町内会・自治会と市をつなぐパイプ

役である区長町内会長連合会では、そのあり方な

どを考えていく検討会を発足しました。 
町内会活性化研究委員会 

問い合わせ　市民活動推進課（　８５－６６１７） 

▲
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　市内に在住しているフィリピンや中国など国籍
や在日歴もさまざまな外国人が、日本の生活に早
く解け込むために、日本の文化や言葉を一生懸命
勉強しています。ＫＩＦ（春日井国際交流会）の会
員を中心としたボランティアの皆さんが中心とな
って講師を務め、読み書きの練習など、学びたい
内容によってグループに分かれて行われていま
す。この教室は9月から中央公民館で始まりまし
た。

にほんご、たのしい
（中央公民館）

　明治33年（1900年）の国鉄中央線開通時に設置さ
れた勝川駅のプラットホームは、赤レンガを「イ
ギリス積み」という工法で構築していました。昨
年度のＪＲ中央線高架化工事によって取り壊され
たホームの歴史ある赤レンガは、勝川駅周辺まち
づくり協議会が一部を大事に保存してきましたが、
家庭にも残してもらうおうと、「勝川駅ホーム赤
レンガはぎ取り隊」を募集しました。当日は、ガ
ーデニングが好きな家族などが集まり、当時の勝
川駅の面影を赤レンガに思い浮かべながら、感慨
深く各家庭に持ち帰りました。

9/9/2
㊐
9/2
㊐

歴史の重さ、大事にします
（松新町）

9/9/2
㊐
9/2
㊐

9/6
㊍

直衣姿の市長
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始球式

　王子製紙が、東京ドームで開催の都市対抗
野球大会に春日井市の代表として出場しまし
た。1回戦はそれぞれの市の代表者が始球式
を行う慣例から、わたしに役が回ってきまし
た。初めての経験です。
　従来どのような格好で各地の首長が始球式
に臨んでいるのかと担当に聞いたところ、ワ
イシャツ姿がほとんどであるとのこと。それ
なら、春日井を全国に知っていただくせっか
くの機会です。冗談で、小野道風の直衣（の
うし）姿やサボテンのぬいぐるみを着たらど
うか、と言ったらすぐに「小野道風のいでた
ちでの始球式」の了承を取り付けてしまいま
した。いざとなると、恥ずかしさと直衣姿で
投げることができるのかと、心配になってき
ましたが、何としてでも春日井のＰＲをした

いという気持ちが勝り、「書のまち春日井」の
のぼりを立て、たすきがけで臨むことにいた
しました。
　当日は、無事に始球式を務めることができ、
終わった今では春日井を少しでもアピールで
きたのでは、と満足しています。
　試合は1・2回戦と劇的なサヨナラ勝ちでベ
スト8に輝き、優勝こそできませんでしたが、
全国に王子製紙と春日井市の名を知らしめる
ことができました。
　来年も、王子製紙野球部には、ぜひ都市対
抗野球大会に出場して、再び黒獅子旗を持ち
帰ってくれることを期待すると同時に、出場
の折には、いろいろ工夫して、再度全国の舞
台で春日井をアピールしたいと思っています。

9/2
㊐

9/2
㊐

　市内の桃山町や大泉寺町は巨峰の産地として知られています。学校給食に地産地消として取り入れていた
巨峰を、今回は収穫から体験することで、より食に対する興味を持ってもらおうと、桃山町にある尾関農園
の協力によって、初めて収穫体験が行われました。
　西山小学校の4年生約40人は、尾関さんから栽培方法などについての話を聞いた後、はさみで丁寧に枝か
ら切り取り、重さ・長さ・糖度を測りました。実際に自分たちの手で収穫した巨峰を早速味見した児童たちは、
「おいしい！」「甘い！」と満足した様子。この巨峰は7日と13日に分けて小中学校の給食に出されました。

初秋の実り
（桃山町）

9/9/6
㊍
9/6
㊍

始球式

直衣姿の市長直衣姿の市長直衣姿の市長
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I N F O R M A T I O N情報最前線

平成18年4月に高齢者虐待防止法が施行されました。すべての高齢者が尊厳ある高齢期
を過ごせるように、それぞれの地域や現場で高齢者虐待についての認識を深め、高齢者
虐待のない社会を目指して市民の皆さんも一緒に取り組んでいきましょう。

と　き ▼ 10月13日（土）午後2時から
ところ ▼総合福祉センター
講　演 ▼「高齢者の権利擁護を考える～虐待のない高齢社会に向けて」弁護士・熊田均
対象・定員 ▼市内在住の人・400人（先着順）

熊田均
問い合わせ▶介護保険課(☎85-6196)

高齢者虐待防止講演会高齢者虐待防止講演会を開催開催しますします高齢者虐待防止講演会高齢者虐待防止講演会を開催開催しますします高齢者虐待防止講演会を開催します

平成20年度から、生後4か月までの赤ちゃんがいる家庭に、市の一定の研修を受けた専門の
スタッフ「こんにちは赤ちゃん隊」が訪問して、皆さんの育児の不安や悩みなどを聞き、市の
子育て支援に関する情報などをお知らせする事業が始まります。支援が必要な家庭には、こ
んにちは赤ちゃん隊と市が連携を取りながら適切なサービスを提供していきます。

対象・定員 ▼市内在住で、20 ～ 60歳で子育て支援や社会参加、地域活動などに興味や意欲があり、全日程出
席可能な人・100人（先着順）

申し込み ▼10月5日（金）～ 31日（水）に、健康推進課（☎85－6170）へ

養成講座の日程
回　数 月　日 時　間 内　容 会　場

1 11／ 7（水）

9:30
～
12:00

開講式
最近の育児状況について

健康管理　
　センター

2 11／ 19（月） 子どもの心身の発達について
子どもの栄養・食育

3 12／ 7（金） 児童虐待防止と子育て支援

4 12／ 14（金） 子どもの心の発達と家族関係

5 1／ 16（水） コミュニケーションの方法

6 1／ 21（月） 訪問の模擬体験

7 2／ 12（火） 修了式
地域の情報の確認

こんにちは赤ちゃん隊養成講座受講者を募集しますこんにちは赤ちゃん隊養成講座受講者を募集しますこんにちは赤ちゃん隊養成講座受講者を募集しますこんにちは赤ちゃん隊養成講座受講者を募集しますこんにちは赤ちゃん隊養成講座受講者を募集しますこんにちは赤ちゃん隊養成講座受講者を募集しますこんにちは赤ちゃん隊養成講座受講者を募集します
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問い合わせ▶市民病院(☎57-0057)

申込書の配布
と　き ▼ 10月17日(水)～ 27日(土)午前9時～午後5時〈20日(土)、

27日(土)は正午まで、21日(日)を除く〉　
ところ ▼第1希望の保育園
対　象 ▼①保護者などが昼間、家庭外で仕事をしている②保

護者などが昼間、家庭内で家事以外の仕事をしてい
る(内職の場合は３歳以上に限る)③母親が出産予定
④保護者などが病気療養中⑤保護者などが病人の看
護をしている世帯の未就学児
※世帯の状況や定員などにより、入園できない場合
があります。

受け付け・面接
と　き ▼ 11月5日(月) ～ 22日(木)の保育園が指定する日時
ところ ▼第1希望の保育園

※児童の面接は、受け付け後に再度実施する場合が
あります。
(注) 柏原西保育園(平成20年4月新規開園)希望の場合
は、勝川北部保育園にて申込書の配布と受け付け、
面接を行います。また、勝川北部保育園は、建て替
え工事のため平成20年4月から1年間休園します。

心身に障がいがあるか特別な対応が必要な児童の入園
対　象 ▼前記の①～⑤のいずれかに該当し、集団保育が可能

な3歳以上(平成20年4月1日現在)の未就学児　
対象園 ▼第三・西部・桃山・玉川・坂下南・松原・藤山台・

味美・神領・岩成台・追進・柏原・柏井・第二そだ
ち保育園
※藤山台・追進保育園は心身に障がいがある児童の
新規受け入れ保育園です。児童の状況と施設・設備
内容により入園調整をする場合があります。

問い合わせ ▼いずれも保育課(☎85－6202)へ
※今年度、途中入園を希望していて、申込書を提出
している人か今後提出予定の人も、来年度分を提出
してください。また、幼稚園に申し込みをしている
人は、保育園に申し込みはできません。

市民病院からのお知らせ市民病院からのお知らせ市民病院からのお知らせ市民病院からのお知らせ市民病院からのお知らせ

保育園名 対象 ところ 電話 最長保育時間

公　
　
　
　

立

第一 6か月から 弥生町 81－2006

7：30～18：30

第二 6か月から 上田楽町 81－3044
第三 6か月から 篠木町5 81－2641
西部 1歳6か月から 宮町 31－3242
桃山 6か月から 桃山町１ 81－3073
玉川　　 6か月から 玉野町 51－2606
高座 5か月から 高蔵寺町北3 51－2605 7：00～19：00
出川 6か月から 出川町3 51－0031

7：30～18：30

坂下南 6か月から 坂下町4 88－0034
坂下北 6か月から 明知町 88－0073
外之原 3歳から 外之原町 91－1781
上八田 6か月から 八田町2 81－2269
松原 6か月から 東野町2 81－6025
白山 1歳6か月から 味美白山町2 31－6622
(注)勝川北部 31－8893
牛山 1歳6か月から 牛山町 31－5002

7：30～18：30
藤山台 5か月から 藤山台3 91－3854
小野 6か月から 小野町5 81－1255
味美 6か月から 味美町3 31－9583
神領 6か月から 神領町 81－7287 7：00～19：00
岩成台 6か月から 岩成台6 91－2557

7：30～18：30前並 6か月から 四ツ家町　 32－2199
追進 6か月から 追進町1 32－8525
貴船 5か月から 貴船町 83－5737 7：00～19：00
下津 6か月から 下津町 83－9880

7：30～18：30
柏原 6か月から 柏原町5 84－1890
大手 6か月から 大手町3 84－0811
瑞穂 6か月から 瑞穂通8 81－4321
(注)柏原西 5か月から 柏原町1 － 7：00～19：00

私　
　
　
　

立

春日井 1歳から 八事町1 81－3821
7：30～18：00瑞雲 1歳6か月から 大和通1 31－4405

柏井 1歳6か月から 柏井町5 84－1210
神屋 6か月から 神屋町 88－1796 7：30～18：30

第一そだち 生後57日目から
1歳5か月まで 藤山台4 91－7356 7：00～19：00

高森台 1歳6か月から 高森台9 91－9860 7：30～18：00
第二そだち 1歳6か月から 岩成台8 92－5551

7：00～19：00あさひにこにこ 6か月から2歳まで 鷹来町 86－5337
天使みつばち 生後57日目から 朝宮町２ 35－5010

※最長保育時間は、延長保育時間を含んだ平日の時間です。    
※対象は、平成20年４月１日現在の年齢です。

診療費のクレジットカード利用開始
10月1日(月)から、入院や外来の診療費、診断書など
の文書作成に掛かる費用の支払いにクレジットカード
が利用できるようになりました。
利用可能なカード ▼ JCB、VISA、Master、AMEX(ア

メックス)

がん相談支援センターを開設
「がん」に対する知識を深めたい人や、治療法に対する
疑問、不安がある人は気軽に相談してください。
※相談は無料ですが、診療行為が必要となる場合は一
般診療扱いとなります。
持ち物 ▼健康保険証
申し込み ▼ 月～金曜日午前9時～午後4時30分(祝休日は

除く)〈予約制〉に、ケースワーカーか看護師
(予約専用☎57－0684)へ

平成20年度保育園入園申し込みを開始平成20年度保育園入園申し込みを開始
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I N F O R M A T I O N情報最前線

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。市では、高齢者などの皆さんが購入
された火災警報器を、市から委託を受けた市社会福祉協議会の職員が、無料で取り付けます。

対　象 ▼次のいずれかに該当し、自分では取り付けが困難な世帯○65歳以上のひとり暮らしの世帯○65歳以上のみ
の世帯○障がい者のみの世帯○65歳以上の人と障がい者のみの世帯

申し込み ▼住宅用火災警報器取付申請書（介護保険課に用意）に記入して、介護保険課（☎85－6196）へ

寝室 階段 台所

取り付け場所

問い合わせ▶健康推進課(☎85－6168)

流行前にインフルエンザワクチンの接種を受けると、発病の予防と重症化防止が期待できます。特に慢性の呼吸器
疾患や心臓病、腎不全、糖尿病などがある高齢者がインフルエンザにかかった場合、重症化する確率が高いため、
医師と相談の上、接種されることを勧めます。

期　間 ▼10月20日(土) ～ 12月28日(金)〈予約制〉
ところ ▼市内の指定医療機関　※直接医療機関に問い合わせてください。
接種料金 ▼1000円(1回目のみ、2回目以後の接種は全額自費)

※対象者で病院の窓口で申請した生活保護受給者は無料
※接種の日に下の表の対象に該当していないと、公費負担はなし

※市外の施設に入所している人でその施設で接種する場合は、公費負担の対象になり
ませんが、予防接種健康被害救済制度の対象となる場合があるため、接種前に健康推
進課まで問い合わせてください。
持ち物 ▼住所、氏名、生年月日が確認できる公的な発行物（健康保険証、老人医療受

給者証、介護保険被保険者証、運転免許証など）

　火災警報器は配線工事
を伴わない煙感知式を購
入してください。家電量
販店やホームセンターな
どで購入できます。
※悪質な訪問販売に注意
してください。

インフルエンザインフルエンザ
基礎知識基礎知識

QQ&&ＡＡ
A39度以上の発熱や激しいせき、のどの強い痛み、関節
痛や筋肉痛などの強い症状が特徴です。高齢になると、
体力も免疫力も低下してくるため、初めは何となく調
子が悪い程度でも、脱水症状を伴って急激に悪化する
こともあります。また、肺炎・気管支炎などの合併症
を引き起こすこともあります。

A帰宅したら、うがいや手洗いをしましょう。十分な栄
養と睡眠を取り体力を高め、疲労や睡眠不足の時は、
人混みへの外出を控えましょう。また、空気が乾燥す
ると、のどの粘膜の防御機能が低下しインフルエンザ
にかかりやすくなるため、外出時はマスクをし、室内
では適度な湿度(50～60％)を保つようにしましょう。

Qインフルエンザの症状は？ Qインフルエンザの予防法は？

接種当日の年齢 対　　　　象
65歳以上 市民で、接種を希望する人（接種の義務はありません）

60 ～ 64歳
市民で、心臓・じん臓・呼吸器の機能障がいや、ヒト免疫不全ウイ
ルス（HIV）により免疫の機能に障がいがあり、身体障がい者１級程
度の人（身体障がい者手帳か医師が認めた診断書の写しが必要）

　インフルエンザワク
チンは接種してから効
果が現れるまでに2週
間ほどかかり、その効
果が十分に持続する期
間は約5か月とされて
います。12月から3月
に流行することが多い
ため、12月中旬にはワ
クチンの接種を終える
ようにしましょう。

ワクチンの
効果的な接種時期

購入された住宅用火災警報器を取り付けます購入された住宅用火災警報器を取り付けます購入された住宅用火災警報器を取り付けます購入された住宅用火災警報器を取り付けます購入された住宅用火災警報器を取り付けます

665歳以上の歳以上の希望者希望者は、公費負担は、公費負担で接種が受けられます接種が受けられます65歳以上の希望者は、公費負担で接種が受けられます65歳以上の希望者は、公費負担で接種が受けられます
インフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせ
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ホテルプラザ勝川は、市が出資する第三セクター・勝川開発（株）の子会社です。今回は平成18年度の損益計算書
と営業推移で、ホテル事業の経営状況をお知らせします。
平成18年度経営状況
　平成18年度決算は、徹底的なコストの削減の結果、営業利益で約1600万円の黒字になりましたが、借入金の利息
支払いのため当期利益は約300万円の赤字になりました。しかし、さらなる財務構造改革の結果、平成19年5月にす
べての借入金を解消し、今年度末には当期利益の黒字化を目指しています。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/kachigawa/kachi_seibi/kachi_kai.html

文化芸術活動サポートプログラムを利用してください
　ホテルプラザ勝川では、市内で活動する文化芸術団体が、食事をしながら発表会などをする場合に、会
議室や宴会場を開放しています。年末年始やお盆などの閑散期に限り、30人以上、飲食代1人4000円（昼間は
3000円）以上で、6時間まで利用できます。
　また、1階ロビーを展示スペースとして、1団体につき1週間程度、無料で利用できます。
問い合わせ ▼ホテルプラザ勝川(☎36－2331)

問い合わせ▶管理指導課(☎85－6636)

　今年度も、ホテルプラザ勝川は、市民の皆さんの交流拠点となるよう、9月に開催した8周年記念イベントなど新
しい企画を計画して、地域に密着した営業努力を続けてまいります。

ルネックの6階にあるスポーツクラブのアスレチックジムが広く使いやすくなりました。話題の「乗馬フィッ
トネス機器」など新しい器具も導入しました。日ごろの運動不足解消や健康づくりに利用してください。なお、
2時間まで勝川駅前地下駐車場、勝川駅北立体駐車場の駐車サービスがあります。

利用時間 ▼平日（午前10時～午後10時）、土曜日（午前10時～午後
8時）、日・祝休日（午前10時～午後7時）、そのほか臨
時休館あり　※水曜日、年末年始、お盆は休館

利用料金 ▼

問い合わせ▶ルネックスポーツクラブ(☎34－6300)

ルネック会員 パスポート会員 ビジター
料金 月額4200円 月額3675円 1回1050円
入会金 3150円 －
※10月30日（火）までは、入会金無料キャンペーン中
※ルネック会員は、インストラクターの指導を受ける
ことが可能

営業推移
（百万円）

平成11 （年度）

１０２４
１０７０ １０７８ １１６２ １０１８ ９７８

７０１

－３２３

－４４２
－４０４ －２５９

－２７７

１５１２支出

収入

利益

１４８２ １４２１ １２９５ １１２６ １０２5
１０１４

１００４
１００１

１２ １３ １４ １５ １６ １7 １8

1500

1000

500

0

－500 －１４８ －11 －3

（単位：百万円）
営業収益
営業費用 
　営業利益
営業外収益
営業外費用
　経常利益 
　税引前当期利益
　法人税等
　当期利益 

1000
984
16
1
18
－1
－1
2

－3

損益計算書（Ｈ18.4.1～19.3.31）

勝川駅周辺地区公益施設

ルネックスポーツクラブルネックスポーツクラブがリニューアルオープンリニューアルオープンルネックスポーツクラブがリニューアルオープン

ホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせします
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総合計画審議会の公開
と き▶ 10月11日(木)午前10時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 企画課(☎85－6048)

環境審議会の公開
と き▶ 10月19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)
申し込み▶ 10月4日(木)から、環境政策課(☎85－6216)へ

水道事業運営研究会の公開
と き▶ 10月30日(火)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 10月15日(月)から、監理課(☎85－6407)へ

｢障害｣の表記が｢障がい｣に変わります
　一般的に漢字の｢害｣の字は｢そこなう｣｢わざわい｣な
どの否定的な意味があるため、障がい者の人権を尊重
するという観点から、法律名や例規に使用する場合な
どを除き、市では10月から、｢障害｣の表記を｢障がい｣
に変えます。
問い合わせ▶ 福祉課(☎85－6186、ＦＡＸ84－5764)

歯ッスルエイジの歯科健診
と き▶ 10月25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▶ 10月4日(木)から、健康推進課(☎85－6164)へ

義援金のお礼
　災害に対する義援金募集活動を行ったところ、熊
本県大雨災害に20万2887円、新潟県中越沖地震災害に
173万8132円が寄せられました。この義援金は日本赤
十字社を通じて被災者の救援に役立たせていただきま
す。
問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)

古い｢明かり｣を探しています
　古い照明器具を収集しています。明かりに関する物
であれば何でも結構です。　※状態によっては断る場
合あり
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

差し押さえ財産のインターネット公売を実施
公売物品▶ 不動産、動産(絵画など15品程度)
参加申し込み▶10月4日(木)午後1時～ 18日(木)午後5時
物品(動産)下見会▶10月16日(火)午前10時～午後3時・

市役所303会議室
入札期間▶ ○不動産…10月23日(火)午後1時～ 29日(月)午

後1時○動産…10月23日(火)午後1時～ 25日(木)
午後1時30分

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/koubai
/index.html
官公庁オークション(参加申し込みや入札方法など)
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/　※春日井市の情
報は10月4日(木)午後1時から掲載予定
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6656)　※市税完納などにより

中止の場合あり

シルバー優待証明カードを交付
　このカードを提示すると、各施設が優待料金で利用
できます。
対 象▶ 市内在住の60歳(名古屋港水族館・ポートビル、

南極観測船ふじは65歳以上)の人
施設名 利用料金

サンフロッグ春日井・温水
プール

200円

サンフロッグ春日井・トレ
ーニング室

100円か回数利用券1枚(回数利用
券11枚つづり1000円)

道風記念館 無料
○名古屋港水族館 1000円
○名古屋港ポートビル
○南極観測船ふじ

無料

申し込み▶ 6か月以内に撮影した顔写真(縦3㎝×横2.5㎝、
ポラロイドは不可)、住所・氏名・生年月日が
確認できる物(健康保険証や運転免許証など)
を持って、本人が直接、福祉課(☎85－6176)
へ　※坂下出張所、東部市民センター、味美
・高蔵寺ふれあいセンターでは受け付けのみ
可(カードは後日郵送)。○印の施設は、この
カードを提示しなくても、運転免許証、健康
保険証など県内在住で65歳以上であることを
証明できるものを提示すれば、シルバー優待
を受けることが可能

市男女共同参画情報紙｢はるか｣を発行
配布場所▶ 市民活動推進課男女共同参画室、市の主な施

設
 ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp

/sankaku/danjo/kasugaiharuka/index.html
問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－6152)
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高齢者に通院乗車券を交付
対 象▶ 市内に住所がある70歳以上で、医療機関に通

院している人
交 付▶ 6か月に1回、はあとふるライナー回数券、Ｊ

Ｒ東海バス回数券、名鉄乗車券のうち1種類
申し込み▶ 印鑑、診察券、年齢を確認できるもの(健康保

険証など)を持って、本人が直接、地区の民生
委員へ

問い合わせ▶ 福祉課(☎85－6176)

ヤング健診(基本健康診査)
とき・ところ▶11月12日(月)・健康管理センター、14

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▶ 10月12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

私立高校の授業料補助
対 象▶ 10月1日現在、私立高校に在籍する生徒の授

業料負担者で、市内在住の①生活保護を受け
ている人②市民税非課税の人③市民税課税総
所得額が200万円以下の人④市民税課税総所
得額が200万円を超え500万円以下の人

補助額(年額)▶①2万3000円②1万8000円③1万6000円④
1万4500円

申し込み▶ 11月30日(金)までに、授業料補助申請書兼請
求書(教育委員会総務課、東部市民センター、
各ふれあいセンター、坂下出張所に用意)に記
入して、教育委員会総務課(☎85－6437)へ　
※平成19年1月2日以降に転入した人は、所得
証明書(課税総所得額が分かるもの)が必要

リサイクルプラザ情報を活用してください
　家庭で不用になった家具や電気製品などを有効に活
用しませんか。エコメッセ春日井内の｢リサイクルプ
ラザ情報掲示板｣では、無償の不用品の譲渡の情報を
紹介しています。不用品を提供できる人、譲渡を希望
する人は、連絡してください。
対象者▶ 市内在住で、不用品の提供者は品物を3か月

間保管できる人　※品物は修理の必要のない
物に限定

取り扱わない物▶ガス・石油暖房器具、布団、タオル類、
靴、本、レコード、ＣＤ、オートバイ、貴金
属類、動植物、不動産など

問い合わせ▶ エコメッセ春日井(☎88－8999)

ふれあい広場
と き▶ ①10月3日(水)・17日(水)②10月10日(水)・24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)

松河戸区画整理保留地公開抽選のお知らせ
と き▶ 10月29日(月) ～ 11月2日(金)午前8時30分～午

後5時
資 格▶ 次のいずれも満たす人○納税義務を怠ってい

ない○保留地購入代金の契約時に一括で納入
できる○未成年者、成年被後見人、被保佐人、
被補助人、復権を得ていない破産者でない人

 ※法人についても準ずる
注意事項▶○契約者と登記の名義人は申込者です○売却

する保留地は、土地区画整理事業が完了する
まで登記できません○売却する保留地は、す
べて現状のまま引き渡しとなります○購入し
た保留地は、登記されるまで原則、転売でき
ません○土地代金については、保留地ローン
制度があります

申し込み▶抽選参加申込書（都市整備課、市ホームペー
ジ、東部市民センター、各ふれあいセンター、
坂下出張所、市役所情報コーナーに用意）に
必要事項を記入して、抽選保証金10万円を添
えて都市整備課へ　※抽選保証金は公開抽選
後（当選者は契約締結後）、銀行振り込みで返
金

公開抽選▶11月7日(水)午後2時から、市役所801会議室
処分地と処分価格
整理番号 画地番号 地積(㎡） 処分価格(円)

① 31－7 141.33 918万6450
② 41－2 158.32 1678万1920
③ 77－12 195.76 2251万2400

※U字側溝蓋などは、都市整備課の指示に基づいて、
購入者負担で施行
※地積に変化が生じた時は、処分価格の㎡単価で精算
ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/
kukaku/horyuuchisyobun/syobunoshirase.html
問い合わせ▶ 都市整備課(☎85－6306)



16

わくわく工作ランド
と き▶ 10月6日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 身近な空き箱で動く自動車を作る
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

西部ふれあいセンター芸能発表会
と き▶ 10月7日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ 同好会や地域で活動している団体による日本

舞踊や民踊、大正琴、社交ダンスなどの発表
会

作品展
月 日▶ 10月7日(日) ～ 14日(日)
内 容▶ 水彩画や墨彩画、水墨画、絵手紙、生け花な

どの作品展
茶会
と き▶ 10月7日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券300円、当日券350円
問い合わせ▶ 西部ふれあいセンター (☎33－0808)

ひよこ教室
と き▶ ①10月11日(木)②10月18日(木)③10月25日(木)

午前10時～ 11時
内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して、友達

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

ずれもその保護者
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童セン

ター (☎87－6866)

子ども劇場
と き▶ 10月13日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 大型紙芝居｢きつねとごんろく｣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

おたのしみ会
と き▶ 10月13日(土)午前10時～ 11時
内 容▶ 人形劇やパネルシアターを楽しむ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童セン

ター (☎87－6866)
協 力▶ 名古屋経済大学・児童文化研究会

戦没者追悼式
と き▶ 10月24日(水)午前9時30分～ 10時30分
ところ▶ 市民会館　※公共交通機関を利用してくださ

い
問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 10月14日(日)午前10時～正午
内 容▶ ベル、サドル、タイヤなどの提供(部品の取り

外しは各自)
持ち物▶ 工具
定 員▶ 12人程度(先着順)
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 10月14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)

内津文化財祭
と き▶ 10月14日(日)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 御舞台(おまいだい)など指定文化財の展示、

茶会、歌会(短歌、俳句、川柳)　※短冊は当
日会場で配布。作品は境内で1月19日(土)まで
展示。呈茶券(400円)は当日会場で販売

文化財講話｢内々神社庭園｣～日本人の自然観
と き▶ 10月14日(日)午前9時50分～ 10時50分
講 師▶ 名古屋造形芸術大学教授・岡田 憲久
｢すみれ塚｣俳句・短歌ポストに投句しよう
内 容▶ 俳句・短歌を作って境内にある投句ポストに

入れる　※応募作品の中から優秀作品を選出
し発表

応募期間▶ 11月21日(水)まで
ところ▶ いずれも内々神社(内津町)
問い合わせ▶ いずれも文化財課(☎33－1113)

市菊花大会
と き▶ 10月20日(土) ～ 11月4日(日)午前9時～午後5時

(最終日は正午まで)
ところ▶ 春見公園(春見町)
内 容▶ 菊の展示や野外風景花壇、菊づくり相談所
問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6281)

市こども相撲大会
と き▶ 10月21日(日)午前9時30分～正午(午前8時30分

～ 9時受け付け)
競技方法▶ 男女別トーナメント方式
対 象▶ 市内在住か在学で保護者の同意のある小中学

生　※当日は引率者の同伴が必要
持ち物▶ 水着か体操服
ところ・申し込み▶10月18日(木)〈必着〉までに、はが

きに大会名、学校名と学年、氏名(ふりがな)、
性別、保護者の住所・氏名、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▶ 市相撲連盟・加藤(☎090－4852－1403)
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合同相談会
　10月15日(月) ～ 21日(日)の秋の行政相談週間に合わ
せて、合同相談会を行います。
と き▶ 10月17日(水)午前10時～午後3時
ところ▶ 市役所11階

相談名 内容

行政
道路や交通、公害など行政に対す
る意見や要望

交通事故(予約制)
慰謝料や損害賠償などの請求方法
や示談の進め方など

総合年金
国民年金や厚生年金の受給資格、
年金の算定など

法律(予約制)
相続や契約、借地借家など民事に
関する法律問題

生涯学習
子どもの教育や自己の学習のため
の相談など

消費生活 商品の契約や販売などのトラブル

なやみごと人権
家庭や隣近所でのもめ事や困り
事、悩み事など

登記(予約制)
土地や家屋の測量、相続など登記
手続き全般

市税 市税全般
こころの健康福祉 心の健康に関すること
一般 市の仕事に対することなど

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

市クラブ対抗バドミントン大会
と き▶ 10月21日(日)午前8時から
種 目▶ 男女ランク別の団体リーグ戦(1チーム6～8人)

※ランク別は主催者の一任とする
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人、連盟登録クラブ
費 用▶ 参加料(1チーム)6000円
ところ・申し込み▶10月12日(金)〈必着〉までに、はが

きに大会名、代表者の住所・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▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152－
0266)

一般男子・女子ソフトテニス選手権大会
と き▶ 10月28日(日)午 前9時 か ら〈予備日11月23日

(祝)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の個人戦
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▶ 10月13日(土)〈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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎82－3835)

グリーンピアコンサート
と き▶ 10月20日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 二胡による悠久の調べ
出 演▶ 未華(ミーファ )・高橋明美
曲 目▶ ｢競馬｣｢ハンガリー舞曲第5番｣｢いい日旅立

ち｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92－

8711)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 10月21日(日)午前9時～正午受け付け、午後2

時～ 3時か10月28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)

ヘルスサポーター21事業
と き▶ 10月30日(火)午前10時～午後1時30分
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ 食事バランスガイドの活用○メタボリックシ

ンドロームについての講話○簡単な身体計測
○調理実習

講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料500円
申し込み▶ 10月15日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1人

1枚)に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所健康推進課(☎85－
6167)へ

パパ・ママ卓球大会
と き▶ 11月3日(祝)午前9時から(8時45分から受け付

け)
種 目▶ シングルス
対 象▶ 市内在住か在勤の既婚者
費 用▶ 参加料500円、ゼッケン代(ない人のみ)100円
持ち物▶ ラケット、上靴、ゼッケン、ユニフォーム
ところ・申し込み▶10月24日(水)〈必着〉までに、はが

きに大会名、住所、氏名、年齢、電話番号、
前回出場者はその時の組名を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・伊藤(☎84－8264)

映画｢王は踊る｣
と き▶ 11月25日(日)午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ ｢太陽王｣ルイ14世と宮廷音楽家リュリとの禁

断の愛の物語(日本語字幕)
入場料▶ 1000円、ペア1700円(全自由席、3歳以上有料)
入場券▶ 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▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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少年自然の家フェスタ2007
と き▶ 10月27日(土)午 前9時30

分～午後3時
内 容▶ ①自然満喫！ウオーキ

ング大会…午前9時30
分～正午②親子でゲー
ム～モリゾー・キッコ
ロと遊ぼう…午前10時
30分～正午③タレント
・鉄崎幹人による自然を語るトークライブシ
ョー…午後1時30分～ 3時④アウトドアキッチ
ン～ドラム缶を使った薫製の実演や試食コー
ナーなど…午前11時30分～午後1時⑤どんぐ
りを使用したネイチャークラフト⑥自然体感
ゲーム

対象・定員▶ ①一般・100人②親子・50組③一般・150人　
※④～⑥は、自由参加

ところ・申し込み▶10月16日(火)〈必着〉までに、往
復はがきにプログラム名(①～③の別)、住
所、氏名・年齢・電話番号を書いて、〒487
－0031廻間町1102－1、少年自然の家(☎92－
8211)へ

ビデオ鑑賞
と き▶ 10月28日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢日本のおとぎばなし｣
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)

市民第九演奏会
と き▶ 12月2日(日)午後3時開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ アレキサンダー・シュタイニッツ(指揮)、市

交響楽団、春日井市民第九合唱団
入場料▶ 1000円(全自由席)
入場券▶ 10月4日(木)から、文化フォーラム春日井・文

化情報プラザ、市役所情報コーナー、各ふれ
あいセンター、坂下公民館、清水屋春日井店、
ルネック、サンマルシェで販売

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

市営住宅空家入居者
募集住宅▶ ①道場山住宅Ａ棟②道場山住宅Ｂ棟③杁ヶ島

住宅Ａ棟
募集戸数▶ ①2Ｋ(単身・一般)1戸、2Ｋ(一般)1戸②2Ｋ(単

身・一般)2戸、2Ｋ(母子・父子)1戸③2ＤＫ(母
子・父子)1戸〈超えたときは10月23日(火)抽選〉

市民陸上競技大会
と き▶11月4日(日)午前9時から
対 象▶市内在住か在勤、在学の中学生以上の人(1人2

種目まで、リレーは1団体1チームまで)
費 用▶参加料(1種目)300円、(リレー )500円
持ち物▶ナンバーカード　※愛知陸上競技協会登録番

号を使い、登録のない人は当日ナンバーカー
ド用白布(縦20㎝×横25㎝)2枚と安全ピンが必
要

ところ・申し込み▶10月19日(金)〈必着〉までに、はが
きに大会名、種目、区分、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▶ 市陸上競技協会・竹之内(☎090－5866－8401)
区　分 種　　　　　目

男
　
子

中学生
100ｍ、400ｍ、1500ｍ、400ｍリレー、
走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ

一般・高校生
100ｍ、200ｍ、400ｍ、1500ｍ、5000ｍ、
400ｍリレー、走り高跳び、走り幅跳び、
三段跳び、砲丸投げ

30歳代 100ｍ、3000ｍ、走り幅跳び、砲丸投げ
40歳代

100ｍ、2000ｍ、走り幅跳び、砲丸投げ
50歳以上

女
子

中学生
100ｍ、200ｍ、800ｍ、400ｍリレー、
走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ

一般・高校生
100ｍ、200ｍ、400ｍ、800ｍ、3000ｍ、
400ｍリレー、走り高跳び、走り幅跳び、
砲丸投げ

｢いちむじん｣クリスマスコンサート
と き▶ 12月15日(土)午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
出 演▶ ギターデュオの｢いちむじん｣によるクラシッ

クからポピュラー、現代音楽まで幅広いギタ
ーの調べ

入場料▶ 2500円、ペア4500円(全自由席、当日200円増、
未就学児不可)

入場券▶ 10月13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　※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)

鉄崎幹人
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子どもの家の指定管理者
　小野小学校、松原小学校、松山小学校、北城小学校
に新しく設置する子どもの家の管理運営を行う法人な
どの団体(指定管理者)を募集します。
施設名称▶ 小野子どもの家、松原子どもの家、松山子ど

もの家、北城子どもの家
指定の期間▶ 平成20年4月1日～ 25年3月31日
業務概要▶ 放課後児童健全育成事業の実施や利用の許

可、利用料金などの収受、施設の維持管理な
ど　※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

募集要領▶ 10月1日(月)から、市ホームページ、子ども政
策課で配布

 ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp
/kodomo/other/shiteikanri.html

申し込み▶ 10月31日(水)午後5時15分までに、子ども政策
課(☎85－6206)へ

環境報告書(中間とりまとめ)に対する意見
　環境基本計画に示された環境目標に対する施策や数
値目標、重点的取り組みの進ちょく状況などを取りま
とめた環境報告書(中間とりまとめ)平成19年版を作成
しました。今後の環境施策の参考にするため、この報
告書に対する皆さんの意見を聞かせてください。　※
報告書は、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
/houkoku/iken.html
提出方法▶ 10月12日(金) ～ 11月12日(月)〈必着〉に、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春日井市役所環
境政策課(☎85－6216、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。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。

潮見坂平和公園の墓所(一般募集)
区 画▶ 3㎡…25区画、4㎡…42区画、6㎡…7区画、9

㎡…1区画
対 象▶ 3年以内に墓碑などを建てる人　※現に祭祀

をする遺骨があり、1年以内に墓所が必要な
人は随時募集あり

案内書の配布▶潮見坂平和公園事務所、グリーンパレ
ス春日井、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で配
布中

申し込み▶ 案内書内の申請書と必要書類を添えて、11月
9日(金) ～ 11日(日)に、潮見坂平和公園事務所
(☎84－4444)へ

※母子(父子)向け住宅の区分を新設
構 造▶ ①②鉄筋4階建③鉄筋3階建
家 賃▶ ①7600 ～ 1万5600円②7700 ～ 1万5100円③2

万3100 ～ 5万800円
入居基準▶ 月額所得20万円(高齢者世帯などは26万8000

円)以下
入居可能日▶ 12月1日(土)
申込書▶ 10月1日(月) ～ 10日(水)に、住宅施設課、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で配布

申し込み▶ 10月10日(水)〈消印有効〉までに、申込書に記
入して、添付はがき2枚に50円切手をはって、
郵送か直接、〒486－8686春日井市役所住宅
施設課(☎85－6294)へ

鷹来公民館　☎84－7071
飾り傘作り教室～チラシで40cmぐらいの傘を作る
と き▶ 10月23日(火) ～ 24日(水)〈2回〉午前10時～正

午
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500円、教材費200円
持ち物▶ 千枚通し、ペンチ、はさみ
 
ステンドグラスのしゃれたランプ作り講座
と き▶ 11月の毎週水曜日(4回)午前9時30分～正午
講 師▶ 児島美津子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・12人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円、教材費6000円
持ち物▶ 純綿の軍手、まち針10本、ゴム手袋、使い古

しの綿シャツ(タオル)、はさみ、20cm四方の
箱

 
申し込み▶ いずれも10月4日(木)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
パソコン初級講座～ワードやエクセルなど
と き▶ ①11月の毎週火曜日(4回)午後1時30分～ 3時30

分②11月の毎週水曜日(4回)午前9時30分～ 11
時30分

講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学でキーボード操作がで

きる人・20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円、教材費200円
申し込み▶ 10月23日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1人

1枚1コースのみ)に講座名(①か②の別も)、住
所、氏名、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0947知多町4－64－1へ
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坂下公民館　☎ 88－5555
迎春講座｢えとの木目込み人形～金運登子(ねずみの親
子)｣
と き▶ 10月19日(金)午前9時30分～午後4時、10月26

日(金)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 山辺真陽春
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750円、材料費3800円
持ち物▶ 木目込みべら、反りばさみ
 
持ち込みパソコン講座｢デジカメ写真の編集｣(託児付)
と き▶ 11月3日(祝)・10日(土)・17日(土)〈3回〉午後1

時30分～ 3時30分
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1500円、材料費200円
持ち物▶ ウィンドウズＸＰ対応パソコン

迎春講座｢えとの押し絵～子(ねずみ)｣(託児付)
と き▶ 11月7日(水)①午前9時30分～ 11時30分②午後1

時30分～ 3時30分
講 師▶ 武田貴澄
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各40人(超えたと

きは抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1000円
持ち物▶ 目打ち、木工用ボンド
 
申し込み▶ ｢迎春講座｣は10月10日(水)、｢持ち込みパソコ

ン講座｣は10月14日(日)〈必着〉までに、往復
はがき(1人1枚)に講座名(押し絵希望者は①②
の別も)、住所(在勤、在学はその名称と所在地)、
氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、託児(2歳以
上の未就学児)希望者は子どもの名前と年齢を
書いて、〒480－0305坂下町4－250－1へ

中央公民館　☎33－1111
外国人のための日本語講座～初心者と初級・中級者の
クラスに別れて学ぶ
と き▶ 10月7日～ 12月16日、平成20年1月13日～ 27

日の日曜日(14回)午前10時～正午
講 師▶ 安藤桂子、醍醐克人
対象・定員▶ 日本語を母国語としない人・20人
費 用▶ 4210円(テキスト代)
ところ・申し込み▶10月7日(日)午前10時に、直接、中

央公民館(☎33－1111)で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
木の実で作る室内装飾
と き▶ 10月26日(金)、11月9日(金)〈2回〉午前9時30分

～ 11時30分
講 師▶ 四方公子

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人
費 用▶ 受講料500円、教材費3500円
持ち物▶ ラジオペンチ
 
手作りの料理ですごすクリスマスとお正月
と き▶ 11月6日(火)・20日(火)、12月4日(火)・18日(火)〈4

回〉午前10時～午後1時
講 師▶ 大石三恵
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人
費 用▶ 受講料1000円、教材費5000円
 
申し込み▶ いずれも10月10日(水)〈必着〉までに、往復は

がき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて〒487－0003高蔵寺
町3－2－1へ　※定員を超えたときは抽選

南部ふれあいセンター　☎85－7878
太極拳で体を動かし、心と体をリフレッシュする
と き▶ 10月16日(火)・23日(火)・30日(火)〈3回〉午前

10時～正午
講 師▶ 中村澄子
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750円
持ち物▶ 上靴
 
来年のえと～子(ねずみ)の押し絵を作る
と き▶ 10月17日(水)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 武田貴澄
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1000円
持ち物▶ 木工用ボンド、目打ち、はさみ、タオル
 
申し込み▶ いずれも10月4日(木)から、電話で

西部ふれあいセンター　☎33－0808
えとの押し絵教室～来年のえと｢子(ねずみ)｣の押し絵
を作る
と き▶ 10月25日(木)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 武田貴澄
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 木工用ボンド、目打ち、はさみ、タオル
申し込み▶ 10月5日(金)から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
包丁の研ぎ方教室～包丁の研ぎ方を学ぶ
と き▶ 10月28日(日)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▶ 10月4日(木)から、電話で
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図書館　☎85－6800
一日子ども司書～本の貸し出しや返却、ブックカバー
を掛ける作業などを体験
と き▶ 11月3日(祝)午前9時30分～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
対象・定員▶ 今までに参加したことがない市内在住の小学

3～ 6年生・24人(先着順)
持ち物▶ 図書館利用者カード、本1冊(Ａ5サイズ)
申し込み▶ 10月10日(水)午前9時から、直接か電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～松の剪定(せんてい)
と き▶ 11月2日(金)午前9時30分～午後4時　※雨天時

は、研修室で講義
講 師▶ 大野光義
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 木ばさみ、弁当、水筒
 
園芸教室～バラの秋から冬の管理
と き▶ 11月3日(祝)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～ミニ盆栽の育て方
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 松井一尚
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 盆栽用枝切りはさみ、ピンセット、持ち帰り

用の袋
 
申し込み▶ ｢バラの秋から冬の管理｣｢ミニ盆栽の育て方｣

は10月4日(木)から電話で、｢松の剪定｣は、10
月15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)、電話番号
を書いて、〒487－0001細野町3249－1へ

ささえ愛センター　☎56－1943
私たちの地域をつくるために、共に活動する～地域の
課題を解決するために
と き▶ 10月27日(土)午後1時～ 2時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人市民フォーラム21・ＮＰＯセンタ

ー
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
申し込み▶ 10月3日(水)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、ＦＡＸ56
－4319、Ｅメールkatsudo@city.kasugai.lg.jp
へ

文化フォーラム春日井　☎85－6868
思い出の曲を聴きながら自分史を書こう！
と き▶ 11月18日(日)、12月2日(日)〈2回〉午後2時～ 4

時
講 師▶ 芳賀倫子、加藤真澄
費 用▶ 受講料1000円
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 10月31日(水)〈必着〉までに、はがきかファク

スで講座名、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

レディヤンかすがい　☎85－4188
環境講座｢ぼかしつくり｣～生ゴミをたい肥にする｢ぼ
かし｣を作る
と き▶ 10月24日(水)午前10時～ 11時
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(超えたとき

は抽選)
費 用▶教材費300円

華道入門～野の花を生ける(アレンジを含む)
と き▶10月26日～ 11月30日の金曜日〈23日(祝)を除く

5回〉午後7時～ 8時30分
講 師▶石黒東風
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1250円、教材費3750円
持ち物▶花ばさみ、花包み

わたしのキャリア発見塾～女性も社会で輝いて(託児
付)

時 間▶午前10時～正午
対象・定員▶市内在住か在勤、在学の女性・20人(超えたと

きは抽選)

申し込み▶「環境講座『ぼかしつくり』｣「華道入門」は10
月12日(金)〈必着〉までに、｢わたしのキャリ
ア発見塾～女性も社会で輝いて｣は10月26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、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

月　　日 内 容 講　師

11／ 9(金) 社会とつながる自己表現 伊藤静香

11／ 16(金) わたしの安心、気になる年金 伊藤麻美

11／ 30(金) わたしの再チャレンジ 林やすこ

12／ 14(金) キャリアとわたし 重原惇子

12／ 21(金) 明日に役立つ企画力(1) 上鵜瀬孝志

1／ 11(金) 明日に役立つ企画力(2) 上鵜瀬孝志

1／ 18(金) わたしの一歩を踏み出そう！ 伊藤静香
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かすがいげんきっ子センター
育児講座～体育的な遊びを楽しむ
と き▶ 11月14日(水)午前10時～ 11時
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住の未就園児とその保護者・30組(超え

た時は抽選)
 
工作教室～クリスマスグッズを作る
と き▶ 11月25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▶ 教材費200円
 
申し込み▶ いずれも10月16日(火)〈消印有効〉までに、往

復はがきに講座か教室名、住所、参加者全員
の氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、｢工作教
室｣は学校名、学年、保護者名も書いて〒486
－0945勝川町8－2858－1(☎35－3501)へ

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
介護予防と高齢者の食生活について～自分の食生活を
知ろう
と き▶ 10月20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▶ 管理栄養士・新美香代子
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
 
関節の動きを滑らかに！関節運動学に基づいたボール
エクササイズ
と き▶ 10月23日(火)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
 
足指、爪のケア～その意義と効果
と き▶ 10月23日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 医師・小林桂子
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－8303)へ
 
音楽で、心と体をリラックス
と き▶ 10月24日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 大手田酉ふれあいの家
講 師▶ 音楽療法士・須崎弘子
定 員▶ 50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

 
音楽療法～体を爽やかに、脳もさわやかに！
と き▶ 10月27日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 音楽療法士・波戸崎明子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)へ

健康推進課　☎85－6167
健康落語｢いつもニコニコ元気ン笑い｣～笑って健康に
なろう！
と き▶ 10月28日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 駒久家南朝(医師・柘植勇人)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・60人(先着順)
 
歯周病予防教室～あなたの歯肉は健康ですか
と き▶ 11月1日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・24人(先着順)
持ち物▶ 手鏡、タオル、現在使用中の歯ブラシ、歯間

ブラシなどの補助清掃用具(使っている人の
み)

 
講演～今する？いつする？大人と子どもの歯の矯正
と き▶ 11月4日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 歯科医師・小川清隆
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・60人(先着順)
 
団塊世代いきがい体操教室～みんなで楽しく運動しま
しょう
と き▶ 11月3日～ 12月22日の毎週土曜日(8回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 団塊世代で市内在住、在勤の人・30人(先着順)
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ ｢歯周病予防教室｣は10月9日(火)から、それ以

外は10月4日(木)から、電話で

消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～乳児や小児に対する心肺蘇生(そせ
い)法を含んだ新ガイドラインによる応急手当て
と き▶ 11月7日(水)午前10時～午後1時
ところ▶ 消防署南出張所
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人(中学生以上)・15

人(先着順)
申し込み▶ 10月9日(火)から、電話で
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児童センター　☎87－6866
父と子あそび広場～おもちゃを作って一緒に遊ぼう
と き▶ 11月11日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の5歳児～小学生とその父親・20組(超

えたときは抽選)
申し込み▶ 10月15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)、年齢、
学校名と学年、保護者の氏名、電話番号を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

協 力▶ レク指導者クラブピエロ

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▶ 11月の毎週水曜日(4回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
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
 
ヨガ～心と体のバランスを整える
と き▶ 11月1日～ 22日の毎週木曜日(4回)午後6時30分

～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
にがて克服！楽しい体操(マット運動)
と き▶ 11月の毎週金曜日〈23日(祝)を除く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
 
癒やしのストレッチ体操～心身ともにリフレッシュ
と き▶ 11月の毎週土曜日(4回)午前10時45分～ 11時45

分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30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▶ 11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・35人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円

すこやか幼児体操(①年少②年中)～体操や遊びを通じ
て運動機能を高める
と き▶ 11月24日～ 12月15日の毎週土曜日(4回)①午前

9時30分～ 10時30分②10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の①平成15年4月2日～平成16

年4月1日②平成14年4月2日～平成15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10月4日(木)午前9

時から電話で、それ以外は10月16日(火)〈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
初心者卓球教室
と き▶ 10月20日～ 11月10日の毎週土曜日(4回)午後1

時30分～ 3時30分
ところ▶ 知多公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の初心者・50人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ ラケット、上靴
申し込み▶ 10月10日(水)〈必着〉までに、往復はがきに教

室名、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▶ 市卓球連盟・野田(☎34－1655)

11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12月28日までの期間限定の開催
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ
ビクス

10：45
～

11：45

スタン
ダード
エアロ
ビクス

ソフト
エアロ
ビクス

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(基本編)
と き▶ 10月11日(木)午後1時～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料300円　※別途、プール利用券の購入

が必要
 
クロールを覚えよう
と き▶ 10月30日～ 11月23日の毎週火・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・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
クロールを覚えよう(2か月コース)
と き▶ 10月30日～ 12月21日の毎週火・金曜日(16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・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料8000円
 
親子で幼児水泳教室～親子で水慣れやバタ足、浮き身
などの基本を覚える
と き▶ ①11月2日～ 12月21日の毎週金曜日(8回)午後

4時～ 4時45分②11月3日～ 12月22日の毎週土
曜日(8回)午前10時～ 10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)・各20組(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料5000円
 
ロングスイミング教室～長距離を泳げるフォームを身
に付け、飛び込み練習も行う
と き▶ 11月の毎週火・金曜日〈23日(祝)を除く8回〉午

前10時30分～ 11時30分
対象・定員▶ 25m以上泳げる市内在住か在勤、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
 
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▶ 11月の毎週火曜日(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
 
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▶ 11月の毎週火曜日(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
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は10月4日(木)午前9

時から電話で、それ以外は10月16日(火)〈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

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ヨガ～心と身体のバランスを整える
と き▶ 11月の毎週月曜日(4回)午後1時30分～ 2時30分
講 師▶ ヨガインストラクター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25名(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
持ち物▶ マットかバスタオル
申し込み▶ 10月15日(月)〈必着〉までに、往復はがきに講

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－
2へ

10月1日～7日は公証週間
　法律の専門家である公証人は、大切な契約や遺言な
どについて、後に紛争が起きないよう法律的に慎重に
検討して公正証書を作成する手伝いをしています。
無料公証相談会(予約制)
と き▶ 10月1日(月) ～ 6日(土)午前9時～正午、午後1

時～ 5時
問い合わせ▶ 春日井公証役場(☎85－9351)

雇用保険法が変わります
　雇用保険法が10月1日(月)に改正されます。雇用保険
の受給資格要件が変わり、原則、離職日以前2年間に
11日以上の月が12か月必要になります。また、育児休
業給付率や教育訓練給付の要件・内容についても変更
されます。
問い合わせ▶ 春日井公共職業安定所(☎81－5135)

物流調査への協力のお願い
　10月から11月に、国土交通省と愛知県、岐阜県、三
重県、名古屋市が共同して中京都市圏に立地する事業
所を対象とした物流調査を行います。調査票が届いた
際には、調査への協力をお願いします。
問い合わせ▶ 中京都市圏物流調査実施本部(☎0120－541－

256)　※受付時間午前9時～午後6時(土・日曜
日、祝休日を除く)
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勝南にぎわい市
と き▶ 10月6日(土) ～ 7日(日)午前9時～午後3時(雨天

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

了)
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)

コロニー祭
と き▶ 10月14日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ オープニングパレードや各種ステージ、模擬

店、フリーマーケット、サイエンス教室など
ところ・問い合わせ▶県心身障害者コロニー (神屋町、

☎88－0811)

全国・自然歩道を歩こう大会愛知県大会
と き▶ 10月21日(日)午前9時30分～午後2時50分(小雨

決行)
集 合▶ 午前9時に石作公園(名鉄犬山駅東口下車徒歩7

分)
コ－ス▶ 東海自然歩道ほか約12km(石作公園→寂光院

→犬山城→木曽川犬山緑地→木曽川扶桑緑地
公園→名鉄犬山線扶桑駅)

持ち物▶ 弁当、水筒、雨具、健康保険証
問い合わせ▶ 県環境部自然環境課(☎052－954－6227)

ボランティア育成講習会
と き▶ 11月6日(火) ～ 8日(木)〈3回〉午前9時～正午
内 容▶ 体験活動やフリーディスカッション
対象・定員▶ 知的な障害のある子どもたちへのボランティ

ア活動を希望する人・30人(先着順)
費 用▶ 参加料100円(任意保険料)
ところ・申し込み▶11月1日(木)までに、県立春日台養

護学校(☎88－0811)へ

知的障がい者グループホーム世話人養成研修
と き▶ 11月12日(月) ～ 13日(火)午前10時～午後5時(12

日は午後5時30分まで)
ところ▶ 県心身障害者コロニー
内 容▶ グループホーム・ケアホームの支援に必要な

講義、施設実習、世話人や利用者との交流会
対象・定員▶ 世話人に興味がある人、従事を希望する人、

世話人としての勤務経験が6か月未満の人・
30人(超えたときは抽選)

申し込み▶ 10月26日(金)〈必着〉までに、はがきかＥメ
ールに、住所、氏名、電話番号、所属(学
校名)または職業、グループホーム・ケアホ
ーム勤務(経験)者は勤務先と期間を書いて、
〒480－0392春日井市神屋町713－8、愛知
県心身障害者コロニー運用部地域移行推進
課(☎88－0811、 ＦＡＸ88－0839、Eメール
hsc@pref.aichi.lg.jp)へ

中高年のためのセカンドキャリアセミナー
在職中に充実した人生設計を考える
と き▶ 11月10日(土)・17日(土)〈2回〉午前9時30分～

午後4時
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ ○ライフプラン・生涯経済プランの設計○中

高年齢期の職業人生に必要な仕事生活設計○
公的年金制度の概要○中高年齢者の健康管理
○グループワーク○ライフプランの作成

 ※希望者には個別カウンセリングあり
対象・定員▶ 45 ～ 59歳の在職者・20人(先着順)
申し込み▶ 10月3日(水)から、県雇用開発協会あいち高齢

期雇用就業支援センター (☎052－218－5651)
へ

防火対象物点検資格者講習
と き▶ 11月27日(火) ～ 30日(金)〈4回〉
ところ▶ 専売ホール(東京都港区)
内 容▶ 防火対象物の防火管理の実施状況を点検する

資格を取得するための講習
費 用▶ 受講料4万5000円(合否判定通知郵送料80円が

別途必要)
定 員▶ 130人(先着順)
申し込み▶ 10月9日(火) ～ 15日(月)に、申請書(予防課に用

意)に記入して、〒101－0041東京都千代田区
神田須田町1－34－4、東京防災指導協会へ

 ホームページ　http://www.fesc.or.jp　
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6388)

尾張北部地域こころの健康フェスティバル
と き▶ 10月27日(土)午前10時30分～午後3時30分
ところ▶ 岩倉市総合体育文化センター
内 容▶ ○アトラクション…和太鼓、オーケストラの

演奏など○講演…｢ココロはいつもわはは色｣
内藤洋子

問い合わせ▶ 江南保健所(☎0587－56－2157)

食品表示110番
　食品表示に対する消費者の関心が高まっていること
と食品の品質表示の一層の適正化を図る観点から、広
く国民から食品の表示について情報提供や問い合わせ
を受けるためのホットラインを設置しています。気軽
に利用してください。
問い合わせ▶ 農林水産省東海農政局表示・規格課(☎052－

223－4618)、独立行政法人農林水産消費安全
技術センター (☎052－229－1063)、県食育推
進課(☎052－951－3893)



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

高蔵寺ふれあいセンター

味美ふれあいセンター

エコメッセ春日井

坂下公民館

市役所市民サロン

鷹来公民館

グリーンピア春日井

知多公民館

アスティ高蔵寺

（☎51－0002）

（☎31－3522）

（☎88－5006）

（☎88－5555）

（☎85－6073）

（☎84－7071）

（☎92－8711）

（☎32－8988）

（☎85－6079）

10／1（月）～11／8（木）

10／2（火）～15（月）

10／2（火）～30（火）

10／3（水）～14（日）
10／4（木）～9（火）
10／10（水）～16（火）
10／6（土）～19（金）

10／7（日）～14（日）
〈最終日は14：00まで〉

10／12（金）～14（日）
〈最終日は16：00まで〉

10／11（木）～23（火）

10／13（土）～25（木）

木の実で作る室内装飾展

味美古墳群～白山神社古墳
発堀調査展

老楽（おいらく）の折り紙作
品展

出会いありがとう写真展
春彩会油絵展
油彩画作品展
秋の習作展
秋の常設展

コンテナガーデニング展

創作紙粘土展

ペン習字すみれ会作品展

春緑苑デイ・サービスセン
ター作品展

四方公子

文化財課

老楽会

原科一隆
春彩会
総合福祉センター油彩画同好会
可燿会
無玄会

コンテナガーデニング展応募者

創作紙粘土愛好会

ペン習字すみれ会

春緑苑デイ・サービスセンター

春日井東部文化祭
とき▶展示の部…10月27日（土）～28日（日）午前9
時～午後5時（28日は4時まで）、ステージの部…10
月28日（日）午後0時30分～4時30分　ところ▶東部
市民センター　内容▶展示で11団体、ステージで
14団体が日ごろの活動の成果を発表する　※茶席
もあり　問い合わせ▶保母（☎91－0331）
････････････････････････････････････････････
ＭＯＡ美術館春日井児童作品展
とき▶展示…10月11日（木）～13日（土）午前11時～
午後4時、表彰式…10月14日（日）午後1時30分から
ところ▶展示…ＭＯＡ春日井センター（浅山町4）、
表彰式…総合福祉センター　内容▶小学生の絵画
と書道の展示　問い合わせ▶勝本（☎85－9845）
････････････････････････････････････････････
市美術協会展
とき▶10月17日（水）～ 21日（日）午前10時～午後6
時（最終日は5時まで）　ところ▶文化フォーラム
春日井・視聴覚ホールなど　内容▶日本画・洋画
・書・写真・工芸の作品を展示する　問い合わせ
▶市美術協会・後藤（☎・ＦＡＸ31－8517）

尾張自転車散歩
とき▶11月11日（日）午前9時30分～午後3時（午前
10時開始）〈雨天決行〉　ところ▶落合公園など　
内容▶落合公園などを発着点に、晩秋の一日を家
族や仲間と気軽にサイクリングを楽しむ　定員▶
2000人　費用▶参加費大人2000円、中学生以下
1000円（保険代と参加記念Ｔシャツ代を含む）　※
小学4年生以下は保護者の同伴が必要　申し込み
▶10月31日（水）〈必着〉までに、所定の用紙（市役
所情報コーナー、各ふれあいセンター、各公民館、
市内の中日新聞販売店などに用意）に記入して、〒
491－8575一宮市富士3－5－15、中日ホームサー
ビス「尾張自転車散歩」係（☎0586－23－2116）へ
ホームページ　http://www.jitensha.info　主催
▶中日新聞社

犬山西小学校西

犬山市

小牧市

春日井市

岩倉市

大口町

扶桑町江南市

小牧フレッシュパーク

落合公園
メイン会場

江南市中央公園
体力づくり広場

八剱憩いの広場

堀尾跡公園

万 人

万
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10／6

10／13

10／7

10／8

10／14

●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。

大人は1日350gの野菜が必要とされていて、これは両手3杯分になります。そのうち1杯は緑黄色野菜で取ることが望ま
れます。野菜はビタミンや食物繊維に富んでいてぜひとも目標の分量を取りたい食品です。皆さんは普段の食事でこれ
だけの量を取れていますか？摂取量は野菜中心の副菜1品をプラスすることで増えますので、日ごろから心掛けましょう。

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 （＋2659）30万4929人
世帯数 12万594世帯 （＋2268）

（　）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

☎83－8777

☎33－7033

☎84－3060

☎91－3755

☎34－1166

☎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）

鈴木医院（柏原町3）

肛門科安藤外科（若草通3）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

アルファクリニック（朝宮町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9月1日現在〉

健 康 食で健康～野菜足りていますか？食で健康～野菜足りていますか？

■…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。

きんぴら（2人分）

材　料▶ゴボウ80g、ニンジン20g、砂糖大さじ1／2、し
ょうゆ・酒・だし汁各大さじ1～1と1／2、油大
さじ1、削り節1袋（約5g）

作り方▶①ささがきまたは千切りの野菜を油でいためる
②だし、調味料を加え中火で汁気がなくなるま
　でいためる
③仕上げに削り節を振り掛ける

～アレンジしてみよう！
新鮮な野菜の皮（大根、ナスなど）やセロリ、タケノコ、
レンコン、ブロッコリーの茎などを入れてもおいしく仕
上がります。

材　料▶野菜500g（大根やカブ、タマネギ、ニンジン、セロリ、
キュウリ、キャベツ、ピーマンなどで旬の野菜を使
いましょう）、合わせ酢（水、酢、砂糖各1／3カップ）

作り方▶①野菜を好みの大きさに切り、塩を振り軽くもんで
　絞る
②鍋に合わせ酢を煮立たせて①
　を入れ、加減して火を通す
③容器に入れ冷蔵庫に保存する
④好みの漬かり具合で食べる

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6167）

野菜のピクルス

★手軽な「あと1品」料理のレシピ
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問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

楽しみませんか。楽しみませんか。

110月27日(土)日(土)〈雨天時は雨天時は28日(日)に順延日(日)に順延〉

二子山公園二子山公園
と　き▶10月27日(土)〈雨天時は28日(日)に順延〉
ところ▶二子山公園
10：00～　開会行事
10：30～　ハニワの野焼き
11：00～　体験工房

11：00～15：00　昔の遊び（お手玉、竹馬など）昔の遊び（お手玉、竹馬など）
ミニハニワを作ろう　定員▶ミニハニワを作ろう　定員▶80組（先着順）組（先着順）
勾玉作り　定員▶勾玉作り　定員▶150組（先着順）（先着順）

10：00～　開会行事
10：30～　ハニワの野焼き
11：00～　体験工房

11：00～15：00　昔の遊び（お手玉、竹馬など）
11：00～12：20　ミニハニワを作ろう　定員▶80組（先着順）
13：00～15：30　勾玉作り　定員▶150組（先着順）

11：30～　炊き出し
12：15～　舞台芸能（ジャズバンド、ブラスバンド演奏など）

あじよし

勝川町3あじま

中新町

県営名古屋空港
名
鉄
小
牧
線

名
鉄
小
牧
線

名
鉄
小
牧
線

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線東名阪自動車道

あじよしＴＫＪ
城北線

勝川Ｉ.Ｃ

かち
がわ

国
道
19
号 かち

がわ

ＪＲ
中央
本線

二子山
公　園

交通手段▶○かすがいシティバス病院循環西部線・勝川線「二子山
公園」下車○ＴＫＪ城北線「味美駅」から徒歩10分○名鉄
小牧線「味鋺駅」から徒歩10分

※会場周辺には駐車場が少ないため、公共交通機関を利用してく
ださい。

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

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

古紙配合率100％再生紙を使用しています

トウダイグサ科
コニシキソウ

　明治時代に日本に入ってきたといわれる北アメリカ原産の一年草
で、道端や花壇、畑地などによく見られます。
　茎が赤く葉が緑色で、色鮮やかな錦織りを連想させるところから
名が付いたニシキソウの仲間で、こちらは葉が小さいことを意味し
ています。葉の中心部に明瞭（めいりょう）な茶色っぽい斑紋がある
ことや植物体に毛が多いことでニシキソウとは区別できます。
　小型で地面に張り付いたようにして生育し、茎が細くてつかみに
くい上に、引っ張るとちぎれやすく、根が土中に残ってしまうことが多いので除去が難しい雑草です。生育
期間は3月～ 11月で、夏に葉の脇に小さくて目立たない暗紅色の花を付け、種子で繁殖します。
　茎をちぎると白い乳液を出しますが、これはトウダイグサ科植物の特徴の一つです。

然春 日 井 の 自
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