
国や文化は違うけど
　　　　　～みんな市民
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上田楽町の伊多波刀（いたはと）神社の秋祭では、古式の流鏑馬（やぶさ
め）装束に身を包んで射的を行います。弓を射るまなざしは鋭く真剣そ
のもの。保存会の指導の下、日ごろから積み重ねた練習を通じて、多く
の仲間ができ、地域の交流も生まれています。（伊多波刀神社奉納流鏑
馬は市指定無形民俗文化財です）

Photo ホット ほっと
情報最前線
今どきの中高生の意識ってどうなの？

各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など
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テレビや雑誌などで、海外への
移住がテーマになることも多い
今日このごろ。「将来、外国で
暮らしたい」と夢を膨らませて
いる人も多いのでは？でも、い
ざ海外で暮らすとなると、言葉
や生活上の手続きをはじめ、分
からないことや不安なことも多
いようです。これは、日本に住
んでいる外国人の皆さんも同様
です。同じまちで暮らす市民と
して、コミュニケーションを図
り、身近なところで多文化共生
（※）していきませんか。 

※多文化共生…国籍
や民族などの異なる
人々が、お互いの文
化を認め合い、対等
な関係を築きながら、
地域社会の構成員と
して共に生きていく
こと 

春日井市国際交流ネットワークの皆さんが書いた市への思い 
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アメリカ合衆国 

ケローナ 

カナダ 

ビクトリア 
バンクーバー 

オタワ 

　ケローナ市への訪問は、将来の英語教師になるという夢に近づく

ための貴重な体験になりました。現地で話す言葉は学校で習ってい

る英語とは違っていて、とまどうこともありましたが、言葉の壁を

感じないくらいホストファミリーをはじめ、ケローナの皆さんがと

てもやさしく親切でうれしかったです。自然が雄大で滞在中に感動

することも多くあり、春日井市とケローナ市の共通点を見つけたり、

お互いの文化を交換したりと、交流を温かく深めることができました。 

　昭和56年から始まったカナダ・ケローナ市と

の交流は、今年で姉妹都市提携26周年を迎えま

した。その間、春日井市からは中高生を中心に

約3000人がケローナ市へ、またケローナ市から

は約1200人が春日井市を訪れました。特に、教

育分野では、市内の公立中学校生徒によるケロ

ーナ市訪問派遣事業が昨年20回を数え、派遣人

数は総勢180人になりました。この交流により、

多くの市民の皆さんが言葉や文化、風習が違う

国との触れ合いや情報交換などを通じて異文化

への理解を高め、春日井市の国際化に寄与して

います。 

●ケローナ市概要 
位置・気候　カナダ太平洋岸のブリティッ 
シュ・コロンビア州にあり、大都市バンク 
ーバーから東へ３９５　のところにあるオカ 
ナガン湖周辺の盆地に開けた都市です。盆 
地に位置していることから、春日井市より 
高い緯度に位置しているにもかかわらず、 
年間を通じて比較的温暖です 
面積　２５９.１k　（春日井市の約２.８倍） 
人口　１０万６７０７人（２００６年現在、春日井市 
の約３分の１）　 
歴史　１８００年代初めに皮を求めて白人が 
この地に来た時にさかのぼるとされてい 
ます。１９０５年（明治３８年）に市制が施行さ 
れました 

神戸佑介さん（中部中３年） 

親善訪問団の体験談 

セイル 
オカナガン湖のほとりに建つまちのシンボル。春日井にあるセイルと 
は比べものにならないくらい大きくて迫力があります 
 

春日井公園 
ケローナにも姉妹都市である春日井を 
感じさせる風景があります 

▲
 

▲
 ▲
 
▲
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春日井国際交流会・ＫＩＦ 

春日井市姉妹都市市民の会 

春日井市文化協会 

クロスカル 

国際相互理解を考える会 

社団法人春日井青年会議所（JC） 

日本・マレーシア文化交流の会 

ヒッポファミリークラブ春日井 

ラボ・テューターの会 

ＦＩＣＡＰ　春日井支部日本語教室 

ＫＡＳＡＰＩ 
（春日井愛知フィリピン人の会） 

団体名 

春日井市国際交流ネットワーク加盟団体 

活　動　内　容 
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　平成１９年１０月１日現在、市の総人口は３０万４６２５人で、そ

のうち外国人は６２３７人と、総人口の約２％を占めています。

また、人口動態を見てみると、この３０年間で総人口が約１.３

倍の伸びであるのに対し、外国人の人口は約２倍の伸びとな

っています。国別の比較では、中国、フィリピンが著しく

増加する一方、韓国・朝鮮が減少しています。 

　このように増え続ける外国人と日本人が協力して住みよ

いまちをつくるためには、お互いの生活習慣や文化を理解

しあうことで、多文化共生社会を実現することが大切です。

　市内には多くの国際交流団体により、共生に向けたさま

ざまな交流や支援が繰り広げられています。今年９月には

11団体により春日井市国際交流ネットワークが組織され、

それぞれの団体の特色ある活動の中で培った経験や情報を

共有・交換し、市と連携・協働を図りながら多文化共生を

推進していきます。 

４８０９ ４８７８ 

５３２１ 
５５５２ 

６０８４ ６２３７ 

市の最近１０年間の人口動態（各年１０月１日現在） 

２か月に１回、外国人と日本人が共に交流するオープンハウスを実施。外
国人、その子どもたちをサポート。外国人相談（市からの受託事業） 

広報春日井の翻訳、外国人への個別日本語指導。年２～３回、外国人との交
流会、講演会、料理講習会を開催 

国外ではネパールの貧困問題の解決、国内ではフェアトレード（公正貿易）
を通じて国際交流を推進 

マレーシアからの文化交流団の公演援助やマレーシアの高校生とのホーム
ステイ交流など。小中学校、高校でのマレーシアの文化紹介など 

週３回の定期会での、多言語の自然習得活動。近隣大学留学生のホームス
テイ受け入れ。市内小学校でのボランティア活動 

幼児～青少年を対象とした英語および社会教育。国際キャンプへの参加、
ホームステイ相互交流支援、教育講演会開催 

フィリピン女性が漢字や日本文化、法律などを学ぶ。相談への対応やアド
バイスの実施 

市内在住のフィリピン人により結成。地域社会での社会的貢献、文化交流、
ネットワークづくりを目指す。月1回ＦＭラジオでフィリピン文化や言葉
を紹介 

姉妹都市との交流促進、姉妹都市についての情報提供 

日韓親善協会に加盟し、国際交流を実施 

昭和５６年にケローナＪＣと姉妹ＪＣを締結し、お互いに交流 

人 
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二村みどりさん 
（春日井国際交流会・ＫＩＦ代表） 

ハットリ・マリーさん 
（フィリピン出身） 

斎藤恵子さん 
（クロスカル代表） 

　わたしたちは、市

の受託事業である外

国人相談をはじめ、

市内在住の外国人と

交流する活動を企画・

運営し、国籍を超え

て楽しく交流してい

ます。 

　そして10年前から抱いていた国際交流の拠点「国

際交流ルーム」がついにオープンしました。最近

では、町内会などの行事に参加し、自分たちから

日本の文化に溶け込もうとしている外国人の姿も

見られます。日本人も積極的に外国人の皆さんと

交流しようとする姿勢が大切だと思います。 

　わたしたちは国際交流ルームを拠点に、外国人

と日本人が尊重しながら共に活躍できる場づくり

をしていきたいと思っています。 

　日本で10年暮らしています。

日本に来て感じたことは、

日本人は、わたしたち外国

人には積極的にあいさつを

してくれないことです。わ

たしたち外国人も日ごろか

ら日本を知り、外国人を理

解してもらうにはコミュニ

ケーションが大切だと思っていますが、日本人は今

でも、外国人を敬遠しているのでしょうか。もう少

しわたしたち外国人に近づいてきてくれればいいな

あと思うことがあります。将来、外国人が日本人と

同じように暮らすことができるよう期待しています。 

　わたしたちは、広報春

日井の翻訳や日本語指導、

料理教室などを通じて、

いろいろな外国人と交流

しています。活動を通じ

ていつも感じていることは、

日本人は外国人に対して

助けてあげたいという気

持ちがあるのに、言葉や

生活習慣の違いから遠慮してしまうことです。

勇気が要りますが、自分のできる範囲でいいので、

積極的に外国人に接してほしいと思います。また、

外国人にもこう呼び掛けたいです。「勇気を持っ

て気軽に日本人に話しかけてください。そこか

ら交流が始まります。」 
　母国で空手を覚えて

から日本に興味を持つ

ようになり、14歳のこ

ろ留学で初めて日本に

来ました。4年前から

春日井市に住んでいて、

現在は派遣会社の仕事

をしています。この先、

日本語を英語に翻訳し

日本在住の外国人の手助けになるような仕事

をしていきたいです。 

　趣味で剣道をやっていますが、日本人と外

国人がスポーツや文化を通して交流ができれば、

理解し合える場面も増えてくるのではないで

しょうか。 

　コミュニケーションには、完璧な日本語と

完璧な外国語は必要ないのです。 

稲葉亮二さん 
（中部大４年） 

　単身で海外へ行ったときに、好奇心旺盛で目が輝いているのに、貧しくて

教育が受けられない子どもがたくさんいることを知り、「今の自分に何ができ

るのだろう？」と考えたことが国際交流に関心を持ったきっかけです。 

　世界のことは自分一人で解決できるような簡単な問題ではないけど、日本

ではまだ、外国人や異文化に関心のない人が多いので、まずはみんなに関心

を持ってもらうことが大切と考え、教師になって国際交流の輪を広めていこ

うと、夢を持って頑張っています。 

ジェフ・ジョンソンさん 
（アメリカ出身） 

市内に住む日本人や外国人、ボラ
ンティアの皆さんの立場から、そ
れぞれの思いを語ってもらいました。 

ボランテ
ィア 

から 

外国人
 

から 

日本人
 

から 
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　行政サービスについての相談を行っています。 

と　き　毎週水曜日の午前９時～正午、午後１時～４
　　　　時 

ところ　市民相談コーナー（　８５－６５７９） 

外国人と日本人との共生を支援する
ための市の取り組みを紹介します。 

　各種のパンフレットをはじめ、外国語で行政サ

ービスに関する情報提供を行っています。 

 

 

 

 

 

◆市ホームページ 

◆広報春日井（一部抜粋したもの） 

◆外国人用シティマップ　 

◆春日井くらしのガイド 

◆ごみの出し方・分け方 

◆医療機関マップ 

◆予防接種問診票 

◆母子健康手帳 

◆救急車内での問診票 

◆市民病院（入院案内・外来案内の表示） 

　日本語教育講師が、市内の小中学校に通う外国

籍の児童・生徒に、日本語を教えています。 

問い合わせ　学校教育課（　８５－６４４１） 

　外国人のための日本語教室を開催しています。 

と　き　①毎週日曜日の午前１０時～正午 
　　　　②隔週日曜日の午前１０時～正午（不定期） 
ところ　①中央公民館（　３３－１１１１） 
　　　　②東部市民センター（　９２－８５１１） 

英 中 ポ 

英 中 ポ フ 

フ 

英 中 ポ フ 

英 中 ポ ス 

英 

英 中 ポ フ 

韓 

英 中 韓 ポ ス 

英 中 ポ フ ス 

英 中 韓 ポ フ ス タ イ 

英 中 韓 ポ フ ス ド 伊 仏 

　…英語、　…中国語、　…韓国語、 
　…ポルトガル語、　…フィリピノ語、 
　…スペイン語、　…タイ語、 
　…インドネシア語、　…ロシア語、 
　…ドイツ語、　…イタリア語、　…フランス語 

英 中 韓 
ポ フ 

ス タ 

イ ロ 

ド 伊 仏 

外国人相談 

外国人の小中学生への学習指導 

日本語教室 

外国語での情報提供 

▲
 

▲
 

▲
 

6



N

■外国人と市民の皆さんが交流できる拠点 

■市民の皆さんが国際理解のためのさまざまな情報を入手できる拠点 

■外国人が生活相談などできる拠点 

■国際交流ネットワーク団体の活動の拠点 

国際交流の拠点「国際交流ルーム」がオープン！ 

　市内在住の外国人の日常生活

についての相談を行っています。

と　き　毎週日曜日の午前９時～
　　　　正午、午後１時～４時 
申し込み　　８５－６６０６ 

問い合わせ　文化課（　８５－６０３３） 

ところ　春見町３番地、ささえ愛センター内 

外国人相談（予約制） 

篠木町１ 

鳥居松バス停 

鳥居松バス停 

鳥居松 市役所前 

県道内津・勝川線 

市役所東 

鳥居松ふれあい 
センター1階 

ささえ愛センター内 
国際交流ルーム 

瑞穂通 
鳥居松北 梅ケ坪 消防署 市役所北 至

名
古
屋 

至
多
治
見 

文化 
フォーラム 

市民 
会館 

市役所 

国道１９号 

▲
 

▲
 

▲
 
▲
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　明治41年（1908年）に高座尋常小学校として開校
し、創立100周年を迎えた高座小学校で、運動会
と合わせて記念の行事が行われました。記念式典
では、リサイクル活動で得た収益で、ＰＴＡの皆
さんから滑り台とグランドピアノが寄贈されまし
た。児童たちは、早速真新しい滑り台でうれしそ
うに滑っていました。続いて行われた運動会では、
あいにくの雨にもかかわらず、いろいろな競技に
一生懸命日ごろの成果を発揮していました。

伝統を引き継ぎます
（高座小学校）

9/9/2929
㊏

9/29
㊏

10/10㊌
～12㊎

10/10/4
㊍
10/4
㊍

　ＳＵＮＸ（サンクス）株式会社は、市内牛山町に本社を置くセンサー製造メーカ
ーで、工場の自動化に重要な役割を担う、物体の有無を判別するセンサーや機械
から人体を守る安全用センサーと文字やバーコードをいろいろな素材に高速で印
字することができるレーザーマーカーなどを生産しています。県からファミリー・
フレンドリー企業として、認証を受けたり、社員のスポーツ活動にも積極的なこ
とから市長が企業訪問しました。この日、剣道部の練習があり、女子剣道部が仕
事とスポーツを両立させて、今年3月に開催された「第10回全日本実業団女子剣道
大会」で念願の初優勝を果たした
ことをねぎらいました。部員たち
は剣道6段の市長と一緒に素振り
や基本打ちなどで、汗を流してい
ました。

仕事とスポーツを両立
（ＳＵＮＸ株式会社）

ファミリー・フレンドリー企業とは…
仕事と育児・介護とが両立できるよう
なさまざまな制度を持ち、多様でかつ
柔軟な働き方を労働者が選択できる取
り組みを行う企業です
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写真

　最近、写真を撮る楽しさと写真の持つある
一面を感じています。それは、昨年、市内の
写真団体から写真展への出展のお誘いがあり、
ひるがの高原を訪れたときのスナップ写真を
展示させてもらったことからです。
　そして、今年もお誘いがかかるのかと内心
期待と心配が交錯していたところ、2つの写
真団体から「昨年の作品、良かったですねぇ。」
と妙に響きのよい言葉で、お話をいただきま
した。すぐに木に登る性格の故、快く引き受
けたまではよかったのですが、それからが大
変でした。最近見かけなくなった子ども相撲
の様子を撮ろうと、町内の「弘法相撲」へ、押
し入れにしまいこんであった一眼レフカメラ

を手にして出掛け、撮りたい光景をイメージ
し、その瞬間にせまったのですが、相撲をと
る子、その家族や町内の役員さんの表情、み
んなそれぞれ一生懸命なのですが、何かばら
ばらで、思うようにカメラに収めることはで
きませんでした。
　結局、今まで撮ってあった中から、写真団
体の役員さんに見ていただき、何気なく写し
た写真が採用されました。
　今、わたしなりに思うと、うまく撮ってや
ろうと自分に言い聞かせながら撮るのと、初
めて出合った風景などに心の底から感動し夢
中で撮るのとでは、映し出されるものもおの
ずと違ってくるのでしょうか。
　日常生活に目を移しますと、計画的に物事
を進めることも大事なことですが、日々の忙
しさに追われる中でも、時には「心身ともに
自然体でいることの大事さ」について、カメ
ラを手に被写体を追う中で感じている今日こ
の頃です。

9/29
㊏

　秋祭りの郷土の味、昔ながらのさばずしを作る講座
が開かれました。かつては祭りのごちそうとして市内
あちこちで作られていたそうですが、今回は田楽町の
ある家に伝わるさばずしを作りました。強塩や生酢、
甘酢をほどこした背開きのサバにすし飯を包み、竹皮
でくるみ、細縄で縛り、2～3日間重しをすれば食べご
ろになります。
　参加した皆さんは、サバにご飯を詰めてぎゅっと巻
いたり、縄でぐるぐる巻いたり、すし作りとは思えな
いようなユニークな力仕事を楽しみながら、伝統の食
文化を学んでいました。

伝統のさばずし一本作り
（レディヤンかすがい）

10/10/1010㊌
～12～12㊎
10/10㊌
～12㊎

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

10/4
㊍
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I N F O R M A T I O N情報最前線

保有地を次のとおり売却します。買い受けを希望する人は参加してください。

●抽　　選●
と　き ▼ 12月2日(日)午前9時30分から
ところ ▼入札室
●申し込み●
　管財契約課で案内書を渡します。現地および関
係機関に確認し、申し込んでください。なお、案
内書の郵送を希望する人は連絡してください。
と　き ▼ 11月19日(月) ～ 25日(日)〈毎日〉午前8時

30分～午後5時
ところ ▼管財契約課
資　格 ▼○納税義務を怠っていない人○売買代金

●公募抽選物件一覧表●

番号 所　在　地 地　目 地積（㎡） 売却価格（円） 用　途　地　域

1 勝川町西4－127 宅　地 124.15 1366万 近隣商業地域
2 八田町2－34－5 雑種地 284 2982万 第一種中高層住居専用地域
3 東神明町707－8

宅　地
248.30 1465万 市街化調整区域

4 東神明町707－15 249.97 1475万 市街化調整区域
5 藤山台7－6－19 300.52 1653万 第一種低層住居専用地域

※売却する保有地は、すべて現状のまま引き渡します。

を契約書に基づき一括で納入できる人
※未成年者、成年被後見人、被保佐人およ
び被補助人ならびに破産者で復権を得ない
人は申し込みができません。法人について
もこれに準じます。抽選の申し込みは、1
世帯または1法人に付き一筆です。

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/
sonota/koubo/index.html

問い合わせ▶管財契約課(☎85-6086)

職　　種 採　用 人　員 受　験　資　格 給料月額 試　　　　験

薬剤師
平成20年
4月1日

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

大卒
約21万5000円

12月1日(土)午前9時30分から、
市民病院で、教養・適性試験、
性格検査、面接試験

助産師
平成20年
4月1日

6人程度
昭和33年4月2日以降に生まれた人
で、免許を取得している(平成20年
5月までに取得見込みの)人

大卒
約23万4000円
短大3卒
約22万8000円

12月1日(土)午前9時30分から、
市民病院で、性格検査、面接試
験

看護師

平成20年
1月1日

若干名
昭和33年1月2日以降に生まれた人
で、免許を取得している人

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

平成20年
4月1日

10人程度
昭和33年4月2日以降に生まれた人
で、免許を取得している（平成20年
5月までに取得見込みの）人

申し込み ▼ 11月22日(木)〈必着〉までに、市販の履歴書、免許証の写し、所定の健康診断書(市民病院管理課、
ホームページに用意)を直接(土・日曜日、祝休日を除く)か郵送で、〒486－8510鷹来町1－1－1、春
日井市民病院管理課(☎57－0046)へ　※卒業見込みの人は免許証の代わりに卒業見込み証明書と成
績証明書が必要。健康診断書は学校で受けた最新のもので可。看護師採用試験に応募する人は採用
月も記入。
ホームページ　http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/jimu/saiyo/H2001_04.html

※給料は、平成19年4月1日現在の額で、地域手当を含みます。給料のほか、扶養、住居、通勤、期末・勤勉
手当などをそれぞれの条件に応じて支給します。
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●入　　札●
と　き ▼ 12月21日(金)午前11時から
ところ ▼入札室
●申し込み●
　監理課、情報コーナー、東部市民センター、各
ふれあいセンターで案内書を渡します。現地およ
び関係機関に確認し、申し込んでください。
と　き ▼ 12月5日(水) ～ 12日(水)午前9時～午後5時

（土・日曜日は除く）
ところ ▼監理課

●入札物件●

所　在　地 地　目 地積（㎡） 予定価格（円） 用　途　地　域

瑞穂通1－６ 宅　地 511.82 4043万 第1種中高層住居専用地域
鳥居松町1－246 水道用地 6091 3億1003万 第1種住居地域

※売却する保有地は、すべて現状のまま引き渡します。

資　格 ▼○地方自治法第238条の3および地方自治
法施行令第167条の4の規定に該当しない
人○売買代金を契約書に基づき一括で納
入できる人　※未成年者、成年被後見人、
被保佐人および被補助人ならびに破産者
で復権を得ない人は申し込みができませ
ん。法人についてもこれに準じます。

ホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/jousui/tochi.html

問い合わせ▶監理課(☎85-6406)

と　き ▼ 11月10日(土) ～ 11日(日)
ところ ▼尾張中央農協春日井中央支店・不二支店

催　　　　　し 10日(土) 11日(日)

春日井中央
支店

秋作農産品コンクール
受け付け ▼春日井中央支店7：30～ 8：30

高蔵寺・不二支店8：00～ 8：30
審　査 ▼13：00～

表彰式 ▼11：00～
出品物即売 ▼14：00～

(整理券配布は13：00～ )
青空市(生産者団体や一般農
家による野菜などの即売)

10：00～ 16：00 10：00～ 15：00

ラーメンの試食・販売 10：00～　※試食は随時行います
手芸などの作品展 10：00～ 16：00 10：00～ 15：00
呈茶会 10：00～ 14：00 ―――――――――
盆栽展示会・農機具などの
展示

10：00～ 16：00 10：00～ 15：00

バザー (日用雑貨等の販売) 10：30～、13：30～ (2回) 10：30～、13：00～ (2回)
果樹の剪定(せんてい)教室 ――――――――― 10：00～ 11：00

不二支店 果樹の剪定教室 ――――――――― 10：00～ 11：00

問い合わせ▶農政課(☎85－6236)

　市内の生産者と市民農園などの利用者が出品する秋作農産品のコンクールや生産者による青空市など、楽
しい催しをたくさん用意しています。ぜひ皆さん、誘い合わせてお越しください。



　一般的に若い世代では男女平等であると思いがちですが、実は一方の性が優遇されていると感じているこ
とや、依然として固定的な性別役割分担（※）意識が存在していることが分かります。
　男女が性別にかかわりなく、個性と能力を十分発揮できる社会をつくるため、市民の皆さんも、一緒に取
り組んでいきましょう。

平成18年9月に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」の結果から、全国的にも珍しい、
男女平等に対する中学・高校生の意識について紹介します。

　特に「社会全体」で男性優遇感が高く、高校生
47.2%、中学生35.7%が「男性の方が優遇されて
いる」と回答しています。

今の社会で男女は平等にの社会で男女は平等に
なっていると思いますか？なっていると思いますか？
今の社会で男女は平等に
なっていると思いますか？

　男女差が大きく、特に女性に対し「らしさ」が
求められているといえます。また、ほとんどが
家族から、特に、母親から言われた経験が多い
と回答しています。

「夫は外で働き、妻は夫は外で働き、妻は
家庭を守るべきである家庭を守るべきである」
についてどう思いますか？についてどう思いますか？

「夫は外で働き、妻は
家庭を守るべきである」
についてどう思いますか？

11月は
男女共同参画
推進月間です

今どき今どきの中高生中高生の意識意識ってってどうなの？どうなの？
～男女共同参画の市民意識調査より～男女共同参画の市民意識調査より
今どき今どきの中高生中高生の意識意識ってってどうなの？どうなの？
～男女共同参画の市民意識調査より～男女共同参画の市民意識調査より
今どきの中高生の意識ってどうなの？
～男女共同参画の市民意識調査より

男女共同参画に関する市民意識調査報告書は、市
ホームページ、市役所情報コーナー、各ふれあい
センター、各公民館、レディヤンかすがい、図書館、
各図書室で閲覧することができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/
danjo/danjoishiki.html

　中学生の男性では｢賛成｣が15.7%
と、高い数値となっています。

※固定的な性別役割分担とは、「男は仕事、女は家庭」など、個人の能力などに関係なく、性別を理由として役割を固定的に分けること

※％は小数点第2位を四捨五入、また人数も性別無回答があるため、合計に不一致があります。

問い合わせ▶市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152）

11／1（木）～6（火）　　　西部ふれあいセンター
11／7（水）～11（日）　 　東部市民センター
11／13（火）～21（水）　　レディヤンかすがい
11／22（木）～30（金）　　市役所市民ホール　　　

男女共同参画に関するパネル展男女共同参画に関するパネル展男女共同参画に関するパネル展

0.6
ある ない 無回答　　　　（％）

中学生

全体　1448人

女性　　673人

男性　　757人

全体　1491人

女性　　715人

男性　　762人

高校生

39.2

23.2

57.2

33.5

15.5

53.0

60.2

76.2

42,5

65.8

83.9

46.6

0.5

0.3

0.7

0.7

0.4

高校生全体
1448人

家庭生活 23.5

47.2 12.9 8.4 30.9

40.6 9.8 25.7
0.40.4

6.4 50.8 15.5 26.5学校生活

社会全体

中学生全体
1491人
家庭生活 20.1

35.7 15.8 7.1 40.5

39.1 10.1 30.2

5.6 48.9 13.5 31.3学校生活

社会全体

男性の方が
優遇されて
いる

女性の方が
優遇されて
いる

分からない 無回答
　　　　 （％）

平等に
なっている

0.4

0.6

0.8

0.5

0.9

0.7

｢男らしく・女らしく」と｢男らしく・女らしく」と
言われた経験がありますか？言われた経験がありますか？
｢男らしく・女らしく」と
言われた経験がありますか？

7.0

8.9

4.6

25.9

20.1

23.5

30.9

18.1

29.4

23.1

14.9

23.1 26.9 23.4 19.1
0.5

0.1

0.4

13.1

15.7

10.3

26.5

20.8

11.9

25.6

10.9

20.4

34.6

22.8

23.7 18.4 15.4 29.0
0.3

0.0

0.3

中学生

全体　1448人

女性　　673人

男性　　757人

全体　1491人

女性　　715人

男性　　762人

高校生

賛成 どちらかと
いうと反対

反対 分からない 無回答
　（％）

どちらかと
いうと賛成

12
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日本赤十字社社資募集のお礼
　5月の赤十字社員増強月間には、各区・町内会をは
じめとする皆さんの協力で、目標を上回る5万710件、
2660万2669円の納入がありました。
　社資は、災害救助活動などの資金に活用させていた
だきます。
問い合わせ▶ 生活医療課内、日本赤十字社春日井市地区(☎

85－6191)

郷土誌かすがいを発行
　昔の暮らしや歴史文化など郷土に関すること(春日井
をとおる街道、白山信仰、シデコブシ分布と保全、中
央線の開通するまでの歴史、内々神社庭園など)を紹介
した冊子を発行しました。
配布場所▶ 市の主な施設
 ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/

bunka/bunkazai/kyodoshikasugai/index.html
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

消費者トラブル情報
高齢者からの相談｢ＳＦ(催眠)商法｣が急増中！
　｢無料で日用品を差し上げます｣｢記念品を配ってい
ます｣などと、近所の駐車場などに人を集め、巧みな
話術で雰囲気を盛り上げて｢もらわねば損、買わねば
損｣というような一種の催眠状態を作り出し、最終的
には高額な健康器具などを買わせようとする｢ＳＦ(催
眠)商法｣が急増していますので注意してください。被
害にあってしまったときは、早めに消費生活相談を利
用してください。
ところ・問い合わせ▶市民相談コーナー (☎85－6620)

合併処理浄化槽の設置・転換の補助
　生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため
合併処理浄化槽を設置しましょう。
　公共下水道認可区域外で、専用住宅に10人槽以下の
合併処理浄化槽を設置する、または、単独処理浄化
槽およびくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に
は、補助制度がありますので利用してください。
※申請時期や工事完了期日、施工形態などにより補助
できない場合あり
補助額▶ ○新設…10万～ 15万円○単独処理浄化槽から

の転換…43万2000 ～ 62万7000円○くみ取り
便槽からの転換…34万2000 ～ 53万7000円
※建築確認申請を伴う工事の場合の区分は
｢新設｣

問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6217)

協議会の公開
春日井駅周辺バリアフリー基本構想作成協議会
と き▶ 11月6日(火)午後1時30分から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6265)

11月11日～17日は税を考える週間
　税の仕組みや目的を考え、｢税を考える週間｣で税に
関する理解を深めましょう。
と き▶ 11月11日(日) ～ 16日(金)
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 小中学生の税に関する書・作文の展示や税に

関する資料などの配布
問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6091)

11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日
　11月12日(月) ～ 25日(日)は、｢女性に対する暴力をな
くす運動｣の実施期間です。暴力は、人権を侵害する
ものであり、決して許されるものではありません。ま
た、女性が被害者となることが多いため、特に女性に
対する暴力は、男女共同参画社会を形成していく上で、
克服すべき重要な課題となっています。暴力のない社
会を目指しましょう。
問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－6288)

全国物価統計調査に協力を
　11月21日(水)を調査日として、全国物価統計調査が
実施されます。
　調査は、全国で約13万の小売店舗と約4万の飲食店・
サービス事業所などを対象に、消費者が購入する主な
商品の販売価格やサービスの料金などを調査します。
　調査結果は、物価政策をはじめ各種の行政施策の資
料として活用され、そのほかの目的に使われることは
ありません。調査の対象となった小売店舗に11月上旬
から調査員が伺います。また、飲食店やサービス事業
所は市が電話による調査を行います。調査に協力して
ください。
問い合わせ▶ 企画課(☎85－4324)

市障がい者施策推進協議会の公開
と き▶ 11月21日(水)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 11月6日(火)から、福祉課(☎85－6184)へ

水道事業運営研究会の公開
と き▶ 11月30日(金)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▶ 11月15日(木)から、監理課(☎85－6407)へ
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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

わくわく工作ランド
と き▶ 11月3日(祝)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ パラシュートや竹とんぼを作る
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

ハーモニーフェスティバル
と き▶ 11月4日(日)午前9時50分～午後4時
内 容▶ ハーモニー春日井利用登録団体によるギター

やフルート、太鼓の演奏など
ところ・問い合わせ▶ハーモニー春日井(☎88－0677)

※市民球場に臨時駐車場を設置し、無料シャ
トルバス(随時運行)による送迎あり

文化財特別展｢春日井の食文化｣
と き▶ 11月7日(水) ～ 18日(日)〈12日(月)を除く〉午前

9時～午後5時(最終日は午後4時まで)
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 市内の遺跡から出土した食にまつわる土器・

石器・木器などを展示し、春日井の食の歴史
や文化についての紹介

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

ひよこ教室
と き▶ ①11月8日(木)②11月15日(木)③11月22日(木)午

前10時～ 11時
内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して、友達

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

ずれもその保護者
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童セン

ター (☎87－6866)

記念に残そう！ファミリー撮影会
と き▶ 11月10日(土)午前9時～ 10時
内 容▶ 子どもがプールで泳いだり遊んだりする様子

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

用券の購入が必要

申し込み▶ 11月4日(日)午前9時から、サンフロッグ春日
井(☎56－2277)へ

子ども劇場
と き▶ 11月10日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 大型紙芝居｢おにのかたなかじ｣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

Ａutumn season's cafe
と き▶ 11月10日(土)午後4時30分から
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ ＦＭ ＡＩＣＨＩの公開録音イベント○シン

ガー・ソングライターによるトーク＆ミニラ
イブ○移動カフェ

出 演▶ 内藤聡、馬場俊英
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 11月11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▶ 11月11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)

グリーンピアコンサート
と き▶ ①11月11日(日)午後1時30分～ 2時30分②11月

17日(土)午前11時00分～ 11時45分③11月17日
(土)正午～午後0時45分

内 容▶ ①オカリナと尺八の演奏②男声合唱団による
アカペラ③ハーモニカの演奏

出 演▶ ①おたまじゃくし②春日井男声合唱団③ハー
モニカグループ｢エクテモア｣

曲 目▶ ①｢めぐり逢い｣｢花祭り｣｢高校三年生｣など②
｢雪の降る街を｣｢ふるさと｣｢月光とピエロ｣
など③｢北の国から｣｢百万本のバラ｣｢昴(すば
る)｣など

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92－
8711)

昼コン｢ヨーロッパからの風｣
と き▶ 11月17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▶ 大宅はるな・大宅さおり(ピアノ)
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曲 目▶ ガーシュイン｢3つのプレリュード｣、ブラー
ムス｢ワルツ｣、ドビュッシー ｢小組曲｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

オセロ大会
と き▶ 11月17日(土)午後2時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶11月4日(日)午前9時から、交通児

童遊園(☎81－1301)へ

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 11月18日(日)午前9時～正午受け付け、午後2

時～ 3時か11月24日(土)引き渡し
定 員▶ 40人(先着順)　※今まで利用したことがない

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

お話の部屋
と き▶ 11月18日(日)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居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)

ふれあい広場
と き▶ ①11月21日(水)②11月28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)

ビデオ鑑賞
と き▶ 11月25日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマンとジグソーパズルの国｣
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)

景観めぐり
と き▶ 11月27日(火)午前9時30分～午後3時30分
集 合▶ 午前9時15分に市役所正面玄関
内 容▶ 都市景観形成建築物や都市景観賞受賞建築

物、かすがい百景のスポットなど市内の優れ
た景観を巡る

主な行き先▶ 内々神社、円福寺、グリーンピア春日井、二
子山公園など　※一部傾斜の急な場所あり

定 員▶ 25人(先着順)
費 用▶ 参加料300円
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 11月7日(水)から、都市政策課(☎85－6265)へ

自分史シンポジウム｢旬は、今｣
シンポジウム
と き▶ 12月16日(日)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 直木賞作家の山本一力が波乱万丈の半生を語

る講演会と｢図で考える人は仕事ができる｣の
著者・久恒啓一がナビゲーターを務めるパネ
ルディスカッション

定 員▶ 198人(先着順)
申し込み▶ 11月15日(木)から、はがきかファクスに｢旬

は、今｣参加希望、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、山本一力や自分史についての一言
を書いて、〒486－0844鳥居松町5－44、かす
がい市民文化財団(☎85－6868、ＦＡＸ82－
0213)へ

自分史講座～ライフデザインへの大いなるヒント
と き▶ 12月16日(日)午前11時～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 近代日本を代表する偉人たちの人生から、自

分らしい人生を考える
講 師▶ 宮城大学教授・久恒啓一
定 員▶ 70人(超えたときは抽選)　※受講生は、自分

史シンポジウムに参加可
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 11月15日(木)〈必着〉までに、はがきかファク

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

白鳥で体験！アウトドア・冬
と き▶ 12月25日(火)午前7時30分～ 27日(木)午後4時(2

泊3日)
ところ▶ ウイングヒルズ白鳥リゾート(岐阜県郡上市)
宿 泊▶ ホテルヴィラウイング
内 容▶ スキーかスノーボードの実習やかまくら作

り、天然温泉入浴、クリスマス会など
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・44人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 参加料2万6800円(往復交通費、食費、宿泊費、

傷害保険料などを含む)　※貸し切りバスを使
用。レンタルスキーなどは実費

申し込み▶ 11月20日(火)〈必着〉までに、往復はがきに住
所、氏名(ふりがな)、性別、学校名と学年、
電話番号、スキーかスノーボードのどちらか
(経験の有無も)を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館(☎84－7101)へ　※参加
決定者とその保護者には、12月11日(火)午後7
時から総合体育館で説明会を開催
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映画｢Ｒay｣
と き▶ 平成20年1月27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▶ ｢ソウルの神様｣と呼ばれたレイ・チャールズ

の生涯を、真実に基づいて描いた人間ドラマ
(日本語字幕)

入場料▶ 1000円、ペア1700円(全自由席、ＰＧ－12指定)
入場券▶ 11月9日(金)から、文化フォーラム春日井・文

化情報プラザで販売　※代金引換サービスあ
り

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

｢福祉のつどい｣スタッフボランティア
　福祉のつどいを盛り上げるために、事前の準備や当
日のアトラクション担当などのスタッフとして協力し
ていただける人を募集します。
と き▶ 11月18日(日)当日と事前準備期間(後日通知)
ところ▶ 総合福祉センター
対 象▶ 市内在住か在勤の人
申し込み▶ 11月9日(金)までに、市社会福祉協議会(☎85－

4321)へ

｢子どもの家｣の冬季限定利用者
と き▶ 12月22日(土) ～平成20年1月5日(土)午前8時～

午後7時まで〈日曜日、12月29日(土) ～平成20
年1月3日(木)は除く〉

ところ▶ ○白山子どもの家(白山小学校隣☎33－5760)
○八幡子どもの家(八幡小学校隣☎84－3493)
○藤山台子どもの家(藤山台小学校内☎91－
7077)○神領子どもの家(神領小学校内☎84－
3498)○高森台子どもの家(高森山公園内☎91
－5247)○岩成台子どもの家(岩成台小学校内
☎92－7503)　※上記以外の子どもの家は、定
員に達しているため募集なし。ただし、通常
の利用の申請または辞退により状況が変わる
ため、問い合わせ先に確認が必要

対 象▶ 昼間、仕事などで週(月～土曜日)に4日以上保
護者が家庭にいない小学1～ 3年生　※小学1
～ 3年生の利用を妨げない場合に限り、4～ 6
年生も対象

利用料金▶ 午後4時30分まで無料、午後6時まで607円、
午後7時まで912円(このほかにおやつ代607円、
教材費303円、災害補償制度負担金260円が必
要)

募集人数▶ 各若干名
申請書▶ 11月5日(月) ～ 17日(土)〈日曜日は除く〉の午

前11時30分～午後7時(土曜日は午前8時～午後
4時)に募集する子どもの家で配布

面 接▶ 11月24日(土)までに、申請書と必要書類を持

って、児童と一緒に希望する子どもの家へ(面
接日時は申請書配布時に、各子どもの家で調
整)

問い合わせ▶ 市社会福祉事業団(☎84－3241)

投票事務臨時職員の登録者
と き▶ 投票日の前日2時間程度と投票日の午前6時30

分～午後8時30分
ところ▶ 市内各投票所
内 容▶ 受付事務など
賃 金▶ 選挙1回1万2000円
対 象▶ 満20歳以上満65歳未満の人
申し込み▶ 11月30日(金)までに、市販の履歴書に記入し

て、直接、市選挙管理委員会(☎85－6071)へ

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

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

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

登録有効期間▶平成20年3月31日(月)まで
申し込み▶ 市販の履歴書と資格の写し(⑤⑥⑦のみ)を持

って、人事課(☎85－6021)へ

市市民サービス公社職員
職 種▶ 事務職(トレーニング指導員)
対象・人員▶ 昭和54年4月2日～ 61年4月1日に生まれ、大学

の体育系学科(保健体育教員養成課程含む)を
卒業か卒業見込みの人・1人

給 与▶ 初任給約17万円　※そのほか、手当を公社の
規定により支給

試 験▶ ○1次…11月23日(祝)にグリーンパレス春日井
で適性・教養の筆記試験、性格検査、体力測
定○2次…12月中旬にグリーンパレス春日井
で面接・論文試験

申し込み▶ 直接の場合は11月14日(水)〈土・日曜日を除く〉
までに、郵送の場合は11月7日(水)〈必着〉ま
でに、受験申込書(グリーンパレス春日井、総
合体育館、市市民サービス公社ホームページ
に用意)に記入して、〒486－0817東野町字落
合池1－2、グリーンパレス春日井内、市市民
サービス公社(☎85－4320)へ

 ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.s－kousya－
kasugai.or.jp/

消費生活講座を開きませんか
　消費生活に関する学習会や研修会などへ講師を派遣
します。消費トラブルは身近な問題です。悪質商法な
どに巻き込まれないよう、適切な知識を身に付けまし
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ょう。
と き▶ 毎日(年末年始を除く)午前9時～午後5時まで

の間で2時間以内
対象・定員▶ 市内の区・町内会、老人会および10人以上の

グループ・2団体(先着順)
申し込み▶ 希望日の1か月前までに、市民生活課(☎85－

6616)へ　※会場は申込者が用意してください

中央公民館　☎33－1111
飾り草履編み教室～布のひもを利用して、にぎりこぶ
し大の飾り草履を編む
と き▶ 11月14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▶ 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250円、教材費150円
申し込み▶ 11月7日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)

に教室名(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

坂下公民館　☎88－5555
科学遊び｢スライムと逆立ち独楽｣～変身する洗濯のり
と勝手に逆立ちする不思議なこまで遊ぶ
と き▶ 11月10日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 加納弘雅
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同伴)・

10人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 絵の具、筆、透明の500mlペットボトル2本
 
筋肉覚醒(かくせい)顔ヨガ講座(託児付)～フェイスリ
フトアップ！顔の筋肉を鍛えて豊かな表情を取り戻す
と き▶ 12月2日(日)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 秋葉弥生
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
持ち物▶ 顔全体が写る手鏡
 
欲張りブリザーブドフラワー～クリスマスの花にアレ
ンジを加えて正月の花へ
と き▶ 12月7日(金)午前9時30分～正午
講 師▶ 梶田みゆき
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、材料費3750円
持ち物▶ 木工用ボンド(あればグルーガン)

申し込み▶ 科学遊びは11月4日(日)から電話で、それ以外
は11月15日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚)に講座名、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

知多公民館　☎32－8988
｢介護無用｣中高年の活力健康体操
と き▶ 11月24日(土)、12月1日(土)〈2回〉午後1時30分

～ 3時
講 師▶ 細川美恵子
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500円
持ち物▶ 5本指の靴下
 
牛乳パックで花器作り
と き▶ 11月29日(木)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 火・水・土の会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
持ち物▶ 切り開いていない牛乳パック2個、和紙か包

装紙、のり、はさみ、定規、両面テープ、空
き缶(細めのもの)

 
申し込み▶ いずれも11月4日(日)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～家庭果樹の整枝・剪定(せんてい)方法
と き▶ 11月17日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 中尾義則
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
みろくの森自然観察会～外之原から (うぐい)川に沿
って定光寺を歩く
と き▶ 11月18日(日)午前9時30分～午後4時　※雨天

の場合は、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
 
申し込み▶ いずれも11月4日(日)から、電話で
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レディヤンかすがい　☎85－4188
冬を楽しむガーデニング～新春に飾りたいハンギング
バスケット作り
と き▶ 12月2日(日)午前10時～正午
講 師▶ 八木昌子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ 花ばさみ
申し込み▶ 11月15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)、電話番
号を書いて、〒486－0844鳥居松町2－247へ

ささえ愛センター　☎56－1943
信頼されるＮＰＯの会計
と き▶ 11月24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▶ 11月4日(日)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

味美ふれあいセンター　☎31－3522
クリスマスリース作り～額にツリーをアレンジし、プ
リザーブドと木の実を使って(託児付)
と き▶ 12月3日(月)午前10時～正午
講 師▶ 久保秋子
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250円、教材費2750円
持ち物▶ はさみ(細いワイヤーが切れるもの)
申し込み▶ 11月16日(金)〈必着〉までに、往復はがきに(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、電話
番号、託児(2歳以上の未就学児)希望者は｢託
児希望｣と子どもの名前(ふりがな)と年齢を書
いて、〒486－0958西本町1－15－1へ

東部市民センター　☎92－8511
冬に楽しむガーデニング～新春に飾るハンギングバス
ケットを作る
と き▶ 11月29日(木)午前10時～正午
講 師▶ 八木昌子
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250円、教材費3000円
持ち物▶ 花ばさみ、持ち帰り用の袋
ところ・申し込み▶11月12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、電話番号を書いて、〒487－0011
中央台2－2－1へ

消防本部　☎85－6383
甲種防火管理新規講習
と き▶ 12月7日(金) ～ 8日(土)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

エコメッセ春日井　☎88－5006
押し絵教室～来年のえと(ねずみ)のミニカレンダーと
根付を作る
と き▶ 11月21日(水)・28日(水)〈2回〉午前10時～ 11時

30分
講 師▶ 中野綾子
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(1組)1000円
持ち物▶ はさみ、目打ち、洗濯挟み10個、タオル、手

芸用ボンド、ピンセット
申し込み▶ 11月6日(火)から、電話で

児童センター　☎87－6866
幼児のびのび教室～楽しい親子遊び
と き▶ 12月5日・19日、平成20年1月16日・30日、2

月13日・27日の水曜日(6回)午前10時～ 11時30
分

講 師▶ チルドレン
対象・定員▶ 市内在住の平成16年4月～ 17年3月生まれの未

就園児とその保護者・30組(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料300円、材料費300円
申し込み▶ 11月15日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1人1

枚)に教室名、親子の氏名(ふりがな)、子ども
の生年月日、住所、電話番号を書いて〒486
－0857浅山町1－2－61へ

落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会～キャンドルスタンドに
赤のプリザーブドローズと花びら、ビーズを飾る
と き▶ 11月25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▶ はさみ、延長コード(2m ～ 3m)、持ち帰り用

の袋
申し込み▶ 11月15日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1人1

枚)に講座名、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
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少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢冬の森の宝物さがし｣
と き▶ 12月7日(金)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・15組(先着順)
費 用▶ 受講料280円
申し込み▶ 11月4日(日)から、電話で

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
脳を鍛えて認知症予防！
と き▶ 11月10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▶ 第2グレイスフル春日井職員
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル春日

井(☎32－1117)へ
 
フットケア、軽やかにいつまでも歩こう
と き▶ 11月15日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛職員
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
 
うつ病予防と認知症予防
と き▶ 11月15日(木)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▶ 医師・齋藤隆司
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－9166)

へ
 
転倒予防と運動
と き▶ 11月22日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 特別養護老人ホーム春緑苑職員
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
赤ちゃんはじめてマッサージ～ベビーマッサージで親
と子の心と体を癒やしましょう
と き▶ 12月6日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 清成里美、櫻井陽香
対象・定員▶ 市内在住の2～ 6か月児とその保護者・30組(超

えたときは抽選)
持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル
申し込み▶ 11月13日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1組

1枚)に教室名、住所、保護者の氏名、子ども
の名前と月齢、電話番号を書いて、〒486－
8686春日井市役所健康推進課へ

市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座～絵本の楽しみ方を知る
と き▶ 12月7日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 石田見子
対象・定員▶ 市内在住の1歳半以上の未就園児とその保護

者・30組(先着順)
申し込み▶ 11月5日(月)午前9時から、☎85－8824へ

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▶ 12月8日(土)午前9時～正午
ところ▶ 坂下公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人・30

人(先着順)
申し込み▶ 11月6日(火)から、電話で

12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(金)までの期間限定の開催。12
月24日(休)は9時15分から脂肪燃焼エアロビク
スを開催。12月25日(火)、29日(土) ～ 31日(月)
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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市体育協会の講座
初心者のための｢武術太極拳｣入門
と き▶ 11月14日～ 12月26日の毎週水曜日(7回)午後7

時～ 9時
ところ▶ 高蔵寺中学校
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2000円
持ち物▶ 運動ができる服装、上靴
問い合わせ▶ 市武術太極拳協会・川水(☎090－9926－3065)
 
硬式テニス初級者教室
と き▶ 12月2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)
 
室内硬式テニス初心者教室
と き▶ 12月6日～ 20日の毎週木曜日(3回)午後6時30分

～ 9時30分
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 受講料2000円
持ち物▶ 硬式テニスラケット、テニスシューズ(上靴)
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－4827)
 
申し込み▶ ｢初心者のための武術太極拳入門｣は11月11日

(日)〈必着〉までにはがきに、｢硬式テニス初
級者教室｣は11月24日(土)〈必着〉までに往復
はがきに、｢室内硬式テニス初心者教室｣は11
月30日(金)〈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
(テニス教室のみ)を書いて、〒486－0804鷹来
町4196－3、総合体育館へ

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング～効果的なフォームを身に付ける
(応用編)
と き▶ 11月15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▶ 11月27日～ 12月21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
 
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい水中エアロビク
ス
と き▶ 11月30日～ 12月21日の毎週金曜日(4回)午前9

時20分～ 10時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1600円
 
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▶ 11月30日～ 12月21日の毎週金曜日(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
 
申込み▶ ｢水中ウオーキング｣は11月4日(日)午前9時か

ら電話で、それ以外は11月15日(木)〈必着〉ま
でに、往復はがきに教室名、住所、氏名(ふり
がな)、年齢、電話番号、勤務先か学校名と学
年を書いて、〒486－0804鷹来町4286へ

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩凝り・腰痛予防ストレッチ
や簡単な軽体操
と き▶ 12月の毎週水曜日(4回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 西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
 
ヨガ～心と体のバランスを整える
と き▶ 12月1日～ 22日の毎週土曜日(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・50人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
いきいき運動教室(転倒予防！筋力向上編)～転倒予防
につながる運動を学ぶ
と き▶ 12月の毎週水曜日(4回)午前10時45分～ 11時45

分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は11月4日(日)午前9

時から電話で、それ以外は11月15日(木)〈必着〉
までに、往復はがき(1教室につき1枚のみ)に
教室名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話
番号、勤務先か学校名と学年を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3へ
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春日井都市計画下水道の変更
と き▶ 市役所執務時間中
内 容▶ 下水道区域の編入の告示(桜佐町、熊野町、堀

ノ内町、神領町、黒鉾町、四ツ家町、高蔵寺
町北4丁目、高座町の各一部)

ところ・問い合わせ▶下水管理課(☎85－6347)

検察審査員に選ばれたら協力を
　検察審査会は、20歳以上の国民の中から｢くじ｣で選
ばれた11人の検察審査員で構成され、検察官が被疑者
を裁判にかけなかったこと(不起訴)の当否について審
査します。検察審査員に選ばれた際は、協力をお願い
します。
問い合わせ▶ 名古屋第一・第二検察審査会事務局(☎052－

203－1611)

未成年者喫煙防止啓発キャンペーン
　11月は、全国青少年健全育成強調月間です。これに
合わせて、｢未成年者喫煙防止キャンペーン｣を行いま
す。
　このキャンペーンでは、たばこ販売店店頭でのポス
ターの掲示や中高生を対象にＰＲ用ポケットティッシ
ュの配布などを通じて、未成年者の喫煙防止を呼び掛
けます。皆さん協力してください。
問い合わせ▶ 小牧たばこ販売協同組合(☎77－9885)

知的障がい者職業訓練生募集
試験日▶ 11月1日(木)以降の指定する日
試験内容▶ 適正試験、面接試験
訓練期間▶ 1年
募集する科▶ 機械科、縫製科、木工科、陶磁器科、紙器製

造科
対象・定員▶ 義務教育を修了か平成20年3月卒業見込みで、

職業自立が見込める人・各科20名
申し込み▶ 平成20年3月31日(月)までに、入校願書(公共安

定所に用意)、療育手帳の写しなどの書類を持
って、最寄りの公共職業安定所へ　※募集人
数に達した科から締め切り

ところ・問い合わせ▶県心身障害者コロニー内、春日
台職業訓練校(☎88－0811)

勝南にぎわい市
と き▶ 11月10日(土) ～ 11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　※新鮮朝市は

なくなり次第終了
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)

全国一斉女性の人権ホットライン強化週間
　夫やパートナーからの暴力、セクシャルハラスメン
ト、ストーカー行為など女性の人権にかかわる悩み事、
心配事などの相談に応じます。一人で悩まずに電話し
てください。
と き▶ 11月12日(月) ～ 18日(日)午前8時30分～午後7

時〈17日(土) ～ 18日(日)は午前10時～午後5時〉
女性人権ホットライン▶☎0570－070－810(全国共通)
問い合わせ▶ 名古屋法務局人権擁護部(☎052－952－8111)

〈内線1475〉

就業支援講習会
医療事務講習
と き▶ 平成20年1月8日(火) ～ 3月19日(水)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
対象・定員▶ 母子家庭の母か寡婦で、全日程(各18回)参加

できる人・40人(超えたときは抽選)
パソコン講習(初級)
と き▶ 平成20年1月9日(水)～3月6日(木)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
対象・定員▶ 母子家庭の母か寡婦で、全日程(各18回)参加

できる人・20人(超えたときは抽選)
申し込み▶ いずれも11月22日(木)〈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

メタボリックシンドローム対策講演会
と き▶ 12月11日(火)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 小牧勤労センター (小牧市大字上末)
内 容▶ 講演｢メタボリックシンドロームと生活習慣

病｣医師・石黒哲也、講演・実技｢運動でメタ
ボリックシンドロームを解消しよう｣あいち
健康の森健康科学総合センター健康運動指導
士・早瀬智文

対象・定員▶ 春日井市か小牧市に在住か在勤の人・200人(先
着順)

申し込み▶ 11月5日(月)から、県春日井保健所(☎31－
2188)へ



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン
〈水墨画作品展のみ
最終日は15：00まで〉

東部市民センター

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉

落合公園管理棟

坂下公民館

エコメッセ春日井

高蔵寺ふれあいセンター
中央公民館

味美ふれあいセンター

西部ふれあいセンター
鷹来公民館

アスティ高蔵寺

（☎85－6073）

（☎92－8511）

（☎92－8711）

（☎56－0414）

（☎88－5555）

（☎88－5006）

（☎51－0002）
（☎33－1111）

（☎31－3522）

（☎85－6616）
（☎84－7071）

（☎85－6079）

11／1（木）～7（水）

11／8（木）～14（水）

11／1（木）～15（木）
11／2（金）～4（日）
11／9（金）～11（日）
11／2（金）～4（日）
11／13（火）～23（祝）
11／2（金）～14（水）

11／2（金）～29（木）

11／3（祝）～16（金）
11／4（日）～18（日）
11／7（水）～10（土）

11／13（火）～25（日）

11／7（水）～14（水）
11／8（木）～18（日）

11／10（土）～21（水）

水墨画作品展

水彩画展

水彩クラブ作品展
秋の実物ミニ盆栽展
カンラン展
晩秋の山野草展
水墨画展
なかよし展覧会

不用なセーターで作る小物展
木版画作品展
能・狂言面展
薬草写真と薬酒の展示
春日井ミニ盆栽展

もったいないから始めよう～
見直そう私たちの暮らし・地
域の環境

出張生活展
ネイチャーフォト写真展

ドイツ装花・トロッケンゲビ
ンデ展

静墨会

福祉センター水彩画同好会

水彩クラブ
春日井ミニ盆栽会
春日井古典園芸同好会
春日井山草会
東野墨絵同好会
平川真奈美
岩田正子
春日井版画クラブ「杲（こう）」
悠面会
天野利吉
春日井ミニ盆栽会

市婦人会協議会はじめ8団体

市婦人会協議会、火・水・土の会
ネイチャーフォト愛好会

ドイチェフオルクスクンスト名
古屋支部

講演会「素敵に老いじたく～『老後の経済』向老期
からの財産管理と福祉制度の活用」
とき▶11月24日（土）午後1時30分～3時30分（1時15
分開場）　ところ▶総合福祉センター　内容▶福
祉や成年後見制度などを活用し、安心な老後を送
るための準備と工夫について聞く　講師▶大曽根
寛　費用▶資料代700円　定員▶50人（先着順）　
申し込み▶11月4日（日）から、エイジレスポスト
事務局・長井（☎89－3949）へ
････････････････････････････････････････････
市婦人会協議会講演会
とき▶11月20日（火）午前10時30分～正午　ところ
▶ホテルプラザ勝川　内容▶講演「大谷流ココロ
の元気のつくり方」　講師▶大谷由里子　定員▶
30人（先着順）　申し込み▶電話かファクスに住所、
氏名、電話番号を書いて、市婦人会協議会・遠山
（☎・ＦＡＸ82－6821）へ

きらきらぼしin 金沢～あの日に出逢える文学散
歩
とき▶11月13日（火）午後1時30分～3時30分（1時開
場）　ところ▶東部市民センター　内容▶金沢の
三文豪と金沢にかかわりのある作家の作品を朗読
定員▶500人（先着順）　問い合わせ▶西山（☎92－
8150）
････････････････････････････････････････････
春日井こどもまつり
とき▶11月3日（祝）午前10時～午後3時　ところ▶
中央公民館、儀田公園　内容▶手作り工作や伝承
遊びを楽しむ　費用▶参加料200円（3歳以上）　問
い合わせ▶第1そだち保育園（☎91－7356）
････････････････････････････････････････････
春日井コリア映画祭
とき▶11月24日（土）午後2時から　ところ▶市民
会館　内容▶映画「私たちの幸せな時間」の上映と
韓国舞踊の上演、韓国物産品販売　主催▶春日井
日韓親善協会、春日井商工会議所、韓国民団春日
井支部　問い合わせ▶春日井日韓親善協会・原
（☎81－4141）

万 人

万
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11／10

11／3

11／4

11／11

●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。

11月から翌年4月にかけて、ノロウイルスの感染が原因であるウイルス性の嘔吐（おうと）や下痢の症状が流
行します。ノロウイルス感染症は、2枚貝の生食による食中毒が有名ですが、ノロウイルスに感染したヒト
からヒトへ爆発的に広がる場合もあります。

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 （＋2407）30万4625人
世帯数 12万342世帯 （＋2034）

（　）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

☎89－3388

☎84－3060

☎91－3755

☎31－4358

☎35－2203

☎87－4103

☎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）

はやかわクリニック（下市場町6）

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）

神領マタニティ（堀ノ内町）

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10月1日現在〉

健 康

■…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。

ノロウイルスに注意しましょうノロウイルスに注意しましょう
～冬に流行する感染性胃腸炎～冬に流行する感染性胃腸炎

潜伏期間は24～48時間で、
主な症状は、吐き気や嘔
吐、下痢です。感染して
も発症しない場合や、軽
い風邪の
ような症
状の場合
もありま
す。

症　状

①せっけんで手洗いをします。
②貝類の調理は十分に加熱し
ます。また、まな板などの
調理器具も熱湯消毒します。
③嘔吐物や下痢便の処理は、
マスクや手袋を使用し、塩
素系の消毒液でふき取ります。ふき取った
ぞうきんなどは、ビニール袋に入れて捨て
ます。

予防法

特効薬はなく、症状に
対する対症療法になり
ます。特に、脱水症状
が起きないように十分
に水分を補
給します。

治療法

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6168）
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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）
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春日井市はISO14001の認証を取得し、
環境保全活動を積極的に推進しています。

古紙配合率100％再生紙を使用しています

ハサミムシ科
ヒゲジロハサミムシ

　体長18～20㎜ほど、光沢のある黒褐色で尻部に大きなはさみを持っ
ています。ほかの仲間との区別は、触覚の一部と足の付け根より先が
白くなっていることでできます。
　成虫は春から秋にかけて見られますが、なぜか日の光を嫌い、湿気
を好む傾向があります。昼間は枯れ葉の下や朽ち木の中、ゴミためな
どに潜んでいて、暗くなるころから餌を求めて活動しはじめる雑食性
です。
　雌親はすみかに産卵室を作り、そこに卵を産みます。産卵後はその場を離れず、卵の世話をしたり外敵か
ら守ったりする習性があります。しかし、卵がふ化するころ、雌親は力尽きて死んでしまいます。すると、
幼虫はその死骸（しがい）を食べて育つようです。

然春 日 井 の 自

今年も市少年消防クラブ防火作品に、ポスター195点、習字650点が寄せられ、次の4点が市少年消防クラブ
運営指導協議会の会長賞に選ばれました。

市少年消防クラブ防火作品市少年消防クラブ防火作品を紹介しますを紹介します市少年消防クラブ防火作品市少年消防クラブ防火作品を紹介しますを紹介します市少年消防クラブ防火作品市少年消防クラブ防火作品を紹介しますを紹介します市少年消防クラブ防火作品を紹介します

少年のころから、正しい火災予防の知識
と技術を身に付け、将来、火災予防を習
慣として実行する社会人になってもらう
ために、昭和42年に発足しました。現在、
54クラブ（市内小学校39校・中学校15校）、
総員931人が登録しています。主な活動は、
県消防学校への1日入校や1日消防士によ
る防火対象物の立ち入り検査、総合防災
訓練や消防出初式への参加などです。

少年消防クラブって何？

「やめよう　うっかり消し忘れ」
山本みなみ（石尾台小6年）

「火のそばに　水のようい」
関戸寛人（勝川小5年）

大田結子（小野小5年） 大橋里帆（坂下小6年）

習字
の部

ポスター
の部

問い合わせ▶予防課（☎85－6383）

防火作品入賞作品の展示防火作品入賞作品の展示防火作品入賞作品の展示

11／9（金）～15（木）　　 市役所1階市民ホール　　　
11／19（月）～25（日）　  高蔵寺ふれあいセンター
11／29（木）～12／5（水） 西部ふれあいセンター
12／17（月）～24（休）　　東部市民センター

月 日 場 所

※そのほか、消防長賞や特別賞の作品はホームページ
でも見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
syobo/syoubo/kasaiyobo/bfc/boukasakuhin.
html
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