
広
報

2013
No.1528
平成25年

5
6
8
9
２1
２2
２3
24

赤々とした炎の中で焼かれるハニワ（二子山公園）赤々とした炎の中で焼かれるハニワ（二子山公園）

特集

情報あ・ら・か・る・と
PHOTO スケッチ
みんなで参加しよう！市制70周年記念事業
各種お知らせ
スポーツ教室
まちのイベントＮＥＷＳ
緊急医など
かすがい市民文化財団イベントラインアップ

平成24年度の決算をお知らせします
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平成2４年度の各会計の決算の状況と、それに基づく財政健全化判断比率などについてお知らせします。
※金額、構成比については、表示単位未満を端数調整しています。

　基金は家計の貯金にあたり、災害などの想定外の支出に対
する備えや予定する収入が確保できない場合に取り崩して使
用するほか、特定の目的を達成するために必要となる財源とし
て積み立てを行っています。

　市債は家計に例えると、住宅ローンなどの借金に相当します。
　長期間使用する公共施設を整備するにあたり、世代間の不
公平を是正するため市債を財源として活用しますが、財政の
健全性を維持するため、市債の償還が財政運営を圧迫するこ
とがないよう計画的な活用に努めています。

一般会計決算の状況

貯金と借金

市の決算を家庭の家計簿に置き換えると

特別会計・企業会計決算の状況

○市税は、個人市民税が約8億円増加しました。しかし
　ながら、法人市民税、固定資産税、都市計画税が合
　わせて約9億円減少したことなどにより全体で約0.6億
　円減少しました。
○財政調整基金を約16億円取り崩したことなどにより、
　繰入金（その他の収入）が約23億円増加しました。
○土地開発公社経営健全化に伴う土地の買い戻し、
　落合公園体育館整備などのため、市債が約13億円
　増加しました。

○人件費は、退職者数の減少などにより約6億円減少し
　ました。
○扶助費は、児童手当の改正により児童福祉費が約6
　億円減少しましたが、障がい者福祉費が約6億円、生
　活保護費が約3億円増加し、全体で約2億円増加し
　ました。
○普通建設事業費は、落合公園体育館の整備、小中
　学校の耐震補強工事、ＪＲ春日井駅自由通路整備、
　総合保健医療センター整備などにより、約5億円増加
　しました。

歳　入

歳　出

基金残高 0億円

市債残高

　特別会計とは、ある特定の目的・人を対象に実施する
事業について、目的に沿った収支を明確にするため、一
般会計とは別に経理するものです。

　企業会計とは、営利を目的とする事業について、一般
的な企業に類する方法により経理するものです。

特別会計 企業会計

44億円

財政調整基金
その他の基金
合計

基金残高

事業名称 歳入 歳出

23年度末 24年度末
51億円
35億円
86億円

公共用地先行取得事業

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

介護保険事業

介護サービス事業

民家防音事業

潮見坂平和公園事業

松河戸土地区画整理事業

勝川駅周辺総合整備事業

公共下水道事業

給料・パート収入（市税）

資産運用など
(使用料、手数料、財産収入など)

家族からの仕送り
(国・県支出金、地方交付税など)

金融機関などからの借金(市債)

貯金の取り崩し（繰入金）

合計

食費(人件費)

医療、介護費用(扶助費)

光熱水費、町内会費、習い事費用など
(物件費、補助費など)

自宅の改築、大型家電の購入など
(普通建設事業費)

借金の返済(公債費)

子どもたちへの仕送り
(繰出金)

自宅の修理、貯金など(その他)

合計

4万8591円

7万2101円

6万1965円

2万8212円

3万2690円

3万2916円

1万6009円

29万2484円

16万500円

2万9400円

7万8000円

2万4300円

7800円

30万円

2億5899万円

279億9287万円

30億6340万円

148億7609万円

1億1242万円

2692万円

1億6956万円

7億8869万円

4億4835万円

80億5085万円

2億5899万円

296億4756万円

29億9869万円

147億8718万円

1億1242万円

2692万円

1億6956万円

6億517万円

4億4835万円

80億5085万円

事業名称 区分 決算額

市民病院事業

水道事業

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

収益的収支：経営活動全般に関する収支
資本的収支：施設の建設などに関する収支

142億8169万円

139億7922万円

3億8199万円

11億7845万円

54億5141万円

50億8659万円

3億4607万円

20億9717万円

52億円
34億円
86億円

一般会計
公共下水道事業会計
市民病院事業会計
水道事業会計
その他の会計
合計

市債残高
23年度末 24年度末
792億円
538億円
132億円
47億円
34億円

1543億円

779億円
522億円
125億円
44億円
29億円

1499億円

国・県支出金
172億円 自主財源自主財源

依存財源依存財源
市税

484億円

人件費147億円

その他の収入
113億円

国・県支出金
169億円

市債74億円
譲与税・交付金66億円

扶助費
218億円

公債費
99億円

その他48億円

市税
484億円

人件費147億円

その他の収入
113億円

国・県支出金
169億円

市債74億円
譲与税・交付金66億円

扶助費
218億円

物件費・補助費等
187億円

公債費
99億円

普通建設事業費
85億円

繰出金99億円

物件費・補助費等
187億円

普通建設事業費
85億円

繰出金99億円

その他48億円

down

収入(入ってきたお金)

平成24年度一般会計決算状況を、月収30万円の家庭に例えると…

支出(使ったお金)

支出の中で医療、介護費用(扶助費)の
割合が一番高いけれども、簡単には減
らせないね。

＋
－

歳入ー歳出=約23億円の黒字決算
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平成2４年度の各会計の決算の状況と、それに基づく財政健全化判断比率などについてお知らせします。
※金額、構成比については、表示単位未満を端数調整しています。

　基金は家計の貯金にあたり、災害などの想定外の支出に対
する備えや予定する収入が確保できない場合に取り崩して使
用するほか、特定の目的を達成するために必要となる財源とし
て積み立てを行っています。

　市債は家計に例えると、住宅ローンなどの借金に相当します。
　長期間使用する公共施設を整備するにあたり、世代間の不
公平を是正するため市債を財源として活用しますが、財政の
健全性を維持するため、市債の償還が財政運営を圧迫するこ
とがないよう計画的な活用に努めています。

一般会計決算の状況

貯金と借金

市の決算を家庭の家計簿に置き換えると

特別会計・企業会計決算の状況

○市税は、個人市民税が約8億円増加しました。しかし
　ながら、法人市民税、固定資産税、都市計画税が合
　わせて約9億円減少したことなどにより全体で約0.6億
　円減少しました。
○財政調整基金を約16億円取り崩したことなどにより、
　繰入金（その他の収入）が約23億円増加しました。
○土地開発公社経営健全化に伴う土地の買い戻し、
　落合公園体育館整備などのため、市債が約13億円
　増加しました。

○人件費は、退職者数の減少などにより約6億円減少し
　ました。
○扶助費は、児童手当の改正により児童福祉費が約6
　億円減少しましたが、障がい者福祉費が約6億円、生
　活保護費が約3億円増加し、全体で約2億円増加し
　ました。
○普通建設事業費は、落合公園体育館の整備、小中
　学校の耐震補強工事、ＪＲ春日井駅自由通路整備、
　総合保健医療センター整備などにより、約5億円増加
　しました。

歳　入

歳　出

基金残高 0億円

市債残高

　特別会計とは、ある特定の目的・人を対象に実施する
事業について、目的に沿った収支を明確にするため、一
般会計とは別に経理するものです。

　企業会計とは、営利を目的とする事業について、一般
的な企業に類する方法により経理するものです。

特別会計 企業会計

44億円

財政調整基金
その他の基金
合計

基金残高

事業名称 歳入 歳出

23年度末 24年度末
51億円
35億円
86億円

公共用地先行取得事業

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

介護保険事業

介護サービス事業

民家防音事業

潮見坂平和公園事業

松河戸土地区画整理事業

勝川駅周辺総合整備事業

公共下水道事業

給料・パート収入（市税）

資産運用など
(使用料、手数料、財産収入など)

家族からの仕送り
(国・県支出金、地方交付税など)

金融機関などからの借金(市債)

貯金の取り崩し（繰入金）

合計

食費(人件費)

医療、介護費用(扶助費)

光熱水費、町内会費、習い事費用など
(物件費、補助費など)

自宅の改築、大型家電の購入など
(普通建設事業費)

借金の返済(公債費)

子どもたちへの仕送り
(繰出金)

自宅の修理、貯金など(その他)

合計

4万8591円

7万2101円

6万1965円

2万8212円

3万2690円

3万2916円

1万6009円

29万2484円

16万500円

2万9400円

7万8000円

2万4300円

7800円

30万円

2億5899万円

279億9287万円

30億6340万円

148億7609万円

1億1242万円

2692万円

1億6956万円

7億8869万円

4億4835万円

80億5085万円

2億5899万円

296億4756万円

29億9869万円

147億8718万円

1億1242万円

2692万円

1億6956万円

6億517万円

4億4835万円

80億5085万円

事業名称 区分 決算額

市民病院事業

水道事業

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

収益的収支：経営活動全般に関する収支
資本的収支：施設の建設などに関する収支

142億8169万円

139億7922万円

3億8199万円

11億7845万円

54億5141万円

50億8659万円

3億4607万円

20億9717万円

52億円
34億円
86億円

一般会計
公共下水道事業会計
市民病院事業会計
水道事業会計
その他の会計
合計

市債残高
23年度末 24年度末
792億円
538億円
132億円
47億円
34億円

1543億円

779億円
522億円
125億円
44億円
29億円

1499億円

国・県支出金
172億円 自主財源自主財源

依存財源依存財源
市税

484億円

人件費147億円

その他の収入
113億円

国・県支出金
169億円

市債74億円
譲与税・交付金66億円

扶助費
218億円

公債費
99億円

その他48億円

市税
484億円

人件費147億円

その他の収入
113億円

国・県支出金
169億円

市債74億円
譲与税・交付金66億円

扶助費
218億円

物件費・補助費等
187億円

公債費
99億円

普通建設事業費
85億円

繰出金99億円

物件費・補助費等
187億円

普通建設事業費
85億円

繰出金99億円

その他48億円

down

収入(入ってきたお金)

平成24年度一般会計決算状況を、月収30万円の家庭に例えると…

支出(使ったお金)

支出の中で医療、介護費用(扶助費)の
割合が一番高いけれども、簡単には減
らせないね。

＋
－

歳入ー歳出=約23億円の黒字決算
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数値※ 概　要

連結実質赤字比率

実質公債費比率（3か年平均）

将来負担比率

　財政健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための指標です。
　市の指標は、いずれも基準を超えないものとなりましたが、財政状況が健全であると安易に結びつけることは
できません。年度ごとの指標の推移や指標の算出の基礎となる数値を分析することで財政運営の課題を明らか
にし、自主的かつ計画的な財政健全化に努めます。

※上段は市の比率、（　）は前年度数値、中段は早期健全化基準（注1）、下段は
財政再生基準（注2）

主な業務の決算の赤字額が市税などの市の収入規模
に対してどの程度の割合となるかを表す指標

赤字の解消に資金が投入され、その分行政サービスが低
下します。

対象となる会計の決算は全
て黒字もしくは収支均衡と
なったため数値の計上はあ
りませんでした。

問い合わせ▶財政課（☎85－6608)

決算に基づく財政健全化判断比率など

（単位：％）

数値が悪化すると

 ー（ー）
11.25
20.00

国民健康保険事業特別会
計で約17億円の赤字となり
ましたが、病院事業・水道事
業の保有資金により相殺さ
れ数値の計上はありません
でした。

 ー（ー）
16.25
30.00

水道や病院などを含めた全事業の決算の赤字額が市
税などの市の収入規模に対してどの程度の割合となる
かを表す指標

企業活動の赤字の解消に資金が投入され、その分行政
サービスが低下します。

数値が悪化すると

土地開発公社経営健全化
のための市債の償還が開
始したことなどにより、一般
会計の市債償還額が増加
したため、前年度と比較し
0.4％増加しました。

 8.2（7.8）
25.0
35.0

借金の返済に充てられたとみなされる金額が市税など
の市の収入規模に対してどの程度の割合となるかを表
す指標

借金の返済に充てる金額が増えれば、市の裁量で使える財
源が圧迫されるため行政サービスが低下します。

数値が悪化すると

一般会計の地方債の現在
高や、土地開発公社の負
債額を減少させたことなど
により昨年度に比べ7.5％
（約59億円）減少しました。

 82.0（89.5）
350.0
ー

借金残高など将来的に負担することとなる金額が、市税
などの市の収入規模に対してどの程度の割合となるか
を表す指標

（注1）財政状況が悪化しており、自主的かつ計画的に財政の健全化を図るべきと判断される基準
（注2）財政状況が著しく悪化しており、自主的な健全化が困難な状況なため、国からの直接的な関与を受けながら　
　　　財政再生を図るべきと判断される基準

子や孫の世代に大きな負担を強いることとなり、将来的
に借金の返済に追われ行政サービスの維持が困難とな
ります。

数値が悪化すると

対象となる事業（水道・病院・公共下水道・松河戸
土地区画整理）に資金の不足がないため、数値
の計上はありませんでした。　※経営状況が悪化
しており、自主的かつ計画的に財政の健全化を図
るべきと判断される経営健全化基準は20.00％

資金不足比率とは、公営企業会計の決算の資金不足額
がその事業規模に対してどの程度となるかを表す指標

企業活動の赤字の解消のためサービスに対する利用者負担
が増加します。それでも解消できないと企業活動は停止します。

数値が悪化すると

財政健全化判断比率

資金不足比率

実質赤字比率
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情報あ・ら・か・る・と

入札参加業者の定時受け付けを開始

問い合わせ▶総務課（☎85－6067）

市では、平成26・27年度入札参加業者定時受け付けを1月6日(月)から開始します。登録を希望される場
合は電子申請をしてください。なお、納税証明や登記事項証明などの別送書類を期限までに提出(持参
か郵送)しないと登録できませんので早めに手続きをしてください。 ※現在の名簿の有効期限は平成26
年3月31日です。自動更新はされませんので、前回と同様に、期限までに必ず電子申請をしてください。

○建設工事、設計・測量・建設コンサルタ
ント等業務
あいち電子調達共同システム(CALS / EC)
https://www.chotatsu.e－aichi.jp/portal/
index.html
○物品等
あいち電子調達共同システム(物品等)
http://www.buppin.e－aichi.jp/index.html

システム入力期間▶1月6日(月)～2月17日(月)午前8時～
午後8時(土・日曜日、祝日を除く)

別送書類提出期限▶システム入力後、7日以内必着。
ただし最終提出期限は、2月20日(木)〈必着〉、
持参の場合は、午前9時～午後5時(土・日曜
日、祝日を除く)

平成26年4月1日～28年3月31日

申請をするシステム 受付期間(全業種とも)

障がい者雇用促進企業などの物品等調達優遇制度
市では、障がい者の雇用に努める市内の中小企業や授産施設などを対象に、物品などの調達の優遇制度
を実施しています。この制度の適用を受けるためには、登録申請が必要です。登録した企業などは、市
が行う物品などの調達にかかる指名競争入札や随意契約において優先的に指名や選定を受けることが
できます。

申請方法▶1月6日(月) ～ 2月17日(月)〈土・日曜日、祝日
を除く〉午前8時30分～正午、午後1時～ 5時
に直接、総務課(☎85－6067)へ

※障がい者雇用促進企業については、平成26・27年度
の市の入札参加資格者名簿(物品、その他)に登録され
ていることが必要ですので、平成26・27年度入札参加
業者定時受け付けも忘れずに手続きをしてください

有効期間▶平成26年4月1日～ 27年3月31日
申請書類▶○障がい者雇用促進企業…障がい

者雇用促進企業登録申請書、障が
い者雇用状況計算書○授産施設な
ど…授産施設等登録申請書　※市
ホームページからダウンロードし
てください

登録申請について

資格の有効期限(全業種とも)

妊産婦ケア事業などの託児ボランティアを募集
6月にオープンする総合保健医療センターで、市の新規事業として妊産婦ケア事業が始まります。この
事業で乳幼児の託児をするボランティアを募集します。

募集要件▶養成講座に出席でき、講座初日において
20歳以上65歳以下で、今後、市の託児
ボランティアとして、週1回

　　　　程度、活動可能な女性

と　き▶1月22日(水)・30日(木)、2月6日(木)
〈3回〉午前9時30分～11時30分

ところ▶健康管理センター
内　容▶乳幼児の発達、妊産婦の心理、育

児の実技など必要な知識を学ぶ
定　員▶30人程度(応募多数の場合は審査)

養 成 講 座養 成 講 座養 成 講 座

申し込み▶1月10日(金)までに、応募用紙
(子ども政策課、市ホームペー
ジに用意)に記入して、直接、
子ども政策課(☎85－6170)へ
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童謡からオペラまで
（山王小学校）

　小学生のうちから本物の芸術に触れてもら
おうと、毎年開催している芸術鑑賞会。今回は、
作曲家の青島広志さんと歌手の小野勉さんを
招きました。子どもたちは、身振りを付けて童
謡を歌ったり、目隠しをしてピアノを弾く青
島さんや小野さんの情熱的なアリアに目を丸
くしたりして、音楽の魅力を感じていました。ケローナとの絆を再認識

（ホテルプラザ勝川）

　市制70周年を共に祝うため、姉妹都市である
カナダのケローナ市から、ウォルター・グレイ
市長をはじめとする40人の訪問団の皆さんが
来訪されました。残念ながら春日井まつりのパ
レードは雨で中止となってしまいましたが、春
日井まつりや歓迎会などで市民の皆さんと触
れ合い、両市の絆を再認識していました。

11/1
㊎

10/20
㊐

広がっていく福祉の輪
(総合福祉センター )

11/2
㊏

看護師としての決意を胸に
（公立春日井小牧看護専門学校）

　看護師を目指す学生が、初めての病院実習に
臨む前に、教員からナースキャップを受ける戴
帽式。ナースキャップを着けた1年生39人が、ナ
イチンゲール像から灯りを受け取り、その灯り
の中でナイチンゲール誓詞を唱和しました。

11/1
㊎

　障がい者の社会参加や福祉に対する理解促
進を図ることを目的に開催された「福祉のつど
い」。市内の福祉団体や施設、養護学校などの参
加企画、フリーマーケット、大道芸などのステ
ージ企画が行われ、家族連れなど大勢の人でに
ぎわいました。
　自主製品の販売コーナーでは、温かみのある
手作りの工芸品などが並び、手話で説明を受け
ながら買い求めていく人の姿も見られました。
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市長 伊藤　太

隙を突いて気迫の一本
（総合体育館）

　平成23年から春日井市で行われている｢全
日本女子学生剣道優勝大会｣。全国から予選を
勝ち抜いた代表校56大学の剣士が結集し、女
子学生剣道の頂を目指して熱戦を繰り広げま
した。
　試合場には、相手との間合いを測る選手同
士の緊張感が張りつめ、見事な一本が決まる
と、観客席からは大きな歓声が上がりました。

11/9
㊏

楽しい遊びがいーっぱい
（交通児童遊園）

　さわやかな秋晴れの下、｢交通児童遊園フェ
ア｣が行われ、多くの人が訪れました。来園者
は、廃材を利用したこま作りや小中学生の子
どもスタッフによる遊びコーナーなど、さま
ざまな遊びを楽しみました。
　また、田中大貴さんのマジックショーでは、
次々と飛び出す不思議なマジックに、大人も
子どもも釘付けになっていました。

春日井まつり

　市制70周年の今年は、多くの記念事業が行
われています。これからも奥田瑛二さんを迎
えての市制70周年記念フォーラム、松村亜矢
子さんらによるシンクロナイズドスイミング
ショー、かすがいオペラ・小野道風「しずく柳」
など、楽しみな催しが計画されています。
　今まで行われた事業で何といっても最大の
ものは「春日井まつり」でした。一年以上かけ
て実行委員会の皆さんがそれぞれの分野で準
備してくださいました。前夜祭の布施明ライ
ブに始まり、一日目の土曜日は心配した雨も
上がり、オープニングでは道風くんと園児が
一緒に歌い踊った道風くんのテーマソングの
お披露目がありました。そして、市内外から寄
せられたものも含め、延べ約4000人の書で30
ｍ×20ｍの紙にアート作品を作り上げた野外
揮毫(きごう)大会をはじめ、キッズランド、物

産展など最高の盛り上がりでした。二日目の
日曜日はあいにくの雨。37回目にして初めて
パレードを中止にせざるを得ませんでした。
残念でなりません。しかし、この時の実行委員
会、参加団体、市民の皆さんの臨機応変な行動
と協力は素晴らしいものでした。まさにこの
「つながり」は春日井の70年のつながりであり
未来へのつながりであると思いました。
　改めて「春日井の力」が発揮された春日井ま
つりだったと思います。

11/10
㊐
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かすがい男女共同参画市民フォーラム
と　き▶1月26日(日)午後1時30分～3時30分(1時開場)
ところ▶レディヤンかすがい
講　演▶｢家族も仕事もどっちも大事！｣近畿高等看護専門学校非常勤講師・山田亮
対象・定員▶市内在住か在勤、在学の人・300人(先着順)
申し込み▶1月10日(金)〈必着〉までに、はがきかファクス(1枚4人まで)に｢市民フォーラ

ム｣、代表者の住所・氏名・性別・年齢・電話番号、参加人数、託児希望
者(定員30人)は｢託児希望｣と子どもの氏名(ふりがな)・年齢も書いて、〒486
－0844鳥居松町2－247、男女共同参画課(☎85－4401、ＦＡＸ85－7890)へ
※市ホームページでも申し込み可山田亮

市制70周年記念事業市制70周年記念事業
みんなで参加しよう！みんなで参加しよう！みんなで参加しよう！

市制70周年記念事業

月　日▶12月10日(火)～18日(水)〈休館日を除く〉
ところ▶文化フォーラム春日井
内　容▶春日井市出身で映画監督、俳優の奥田

瑛二さんと、その長女で映画監督の安
藤桃子さんの作品展

問い合わせ▶企画政策課(☎85－6041)

奥田瑛二・安藤桃子
親子作品展 と き▶ 12月14日(土)午前9時30分～午後3時

内 容▶ ○馬場淳史の津軽三味線コンサー
ト○コーラス、太極拳、民踊などの発
表○卓球、インディアカの体験教室
○茶席、アクセサリー作りなどの体
験コーナー○活動発表コーナーなど

ところ・問い合わせ▶レディヤンかすがい
(☎85－4188)

レディヤン祭

NHK「オンバト＋」
公開録画

と　き▶1月11日(土)①午後1時～3時②午後6時～8
時(いずれも30分前開場)

ところ▶市民会館
内　容▶10組の若手お笑いタレントが、番組に出

演できるかどうか｢オンエア｣をかけて熱演
を繰り広げる

申し込み▶12月16日(月)までに、ホームページか携帯
サイトの専用申し込みフォームで、NHK名古
屋放送局へ　※応募者多数の場合は抽選

　　　 ホームページ　http://www.nhk.or.jp/
nagoya/event

問い合わせ▶NHKプラネット中部(☎052－952－7381)、
企画政策課(☎85－6041)

と き▶ 2月1日(土)午後1時～4時
対象・定員▶ 100m以上泳力のある小学5～中

学3年生・40人(抽選)
講 師▶ 元水泳競技日本代表・萩原智子
ところ・申し込み▶1月7日(火)〈必着〉ま

でに、往復はがき(1人1枚)に住所、
氏名(フリガナ)、
学年、性別、保護
者名(フリガナ)、
電話番号、水泳歴
を書いて、〒486
－0804鷹来町
4286、サンフロッ
グ春日井(☎56－
2277)へ

NHKジュニア水泳教室

萩原智子
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12月1日～10日は年末の交通安全運動
　次の重点実施項目に沿って運動を展開します。
○飲酒運転を根絶しよう○子どもと高齢者を交通
事故から守ろう○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗車中の交通事故をなくそう○全ての座席でシ
ートベルトとチャイルドシートを正しく着用しよ
う
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

12月4日～10日は人権週間
　平成25年度の啓発活動
重点目標は、｢みんなで築
こう人権の世紀～考えよ
う 相手の気持ち 育てよう 
思いやりの心～ ｣です。
人権啓発キャンペーン
と き▶ 12月4日(水)午後3時～ 4時
ところ▶ サンマルシェ (中央台1)
内 容▶ 啓発物品の配布　
なやみごと人権相談
と き▶ 12月4日(水) ～ 10日(火)〈土・日曜日を除

く〉午後1時～ 4時
ところ▶ 市役所市民相談コーナー
相談員▶ 人権擁護委員
問い合わせ▶ いずれも市民相談コーナー (☎85－6620)

サンフロッグ春日井の休場
　水抜き清掃と設備点検のため休場します。
月 日▶ ○50mプール…12月17日(火) ～ 1月24日

(金)○レジャープール…12月22日(日) ～ 1
月24日(金)○トレーニング室…12月22日
(日)

問い合わせ▶ サンフロッグ春日井(☎56－2277)

　12/28（土）

※交通事情により、バスの時刻が遅れる場合があります。
当日は、潮見坂平和公園管理事務所（平和公園第1バ
ス停前）で墓参用の花、線香を販売します。
問い合わせ▶潮見坂平和公園管理事務所（☎84－4444）、
　　　　料金については名鉄バス㈱春日井営業所
            （☎92－5311）

潮見坂平和公園墓参バス時刻表
行　　　　 き 帰　　　　 りバ ス 停
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13：11
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13：08
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12：55

12：55

14：36

14：35

14：34

14：32

14：31

14：28

14：26

14：25

14：24

14：23
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14：21
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14：15

14：14

14：13

14：13

14：11

14：09

14：04

14：02
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味 美 駅
味美ふれあいセンター
花長町1丁目
知多公民館前
山王小学校前
勝 川 駅
柏井町1丁目
八 幡 社 前
柏井町4丁目
春日井高校前
鳥居松2丁目
春日井市役所前
鳥 居 松
鳥居松8丁目
総合福祉センター前
篠 木
東部中学校前
篠 木 6 丁 目
篠 木 7 丁 目
篠 木 8 丁 目
下 市 場
出 川
大 泉 寺
平和公園第1
平和公園第2
平和公園第３　平和公園第６
平和公園第６　平和公園第３

使用済み乾電池と水銀体温計の回収
　家庭で不用になった乾
電池や水銀体温計を回収
します。ごみとは別の透
明か半透明の袋に入れて、
回収日の午前8時までにご
みステーションに出して
ください。
回収日▶ 燃やせるごみの収集日が○水・土曜日の

地区…12月4日(水)○月・木曜日の地区…
12月5日(木)○火・金曜日の地区…12月6
日(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 12月18日(水)午後1時30分から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 当日午後1時から、教育総務課(☎85－

6436)へ

福祉有償運送運営協議会の公開
と き▶ 12月25日(水)午後2時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6364)

人KENまもる君・人KENあゆみちゃん
人権イメージキャラクター
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市の催しや講座などへの直接か電話での申し込みで、時間の記載がないものは午前8時30分から受け付けます。

「障がい者週間」は、障がいの有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重し、支え合う「共生社会」への関
心と理解を深めるとともに、障がいのある人にさまざまな活動への積極的な参加意欲を高めてもらうた
めに設けられています。誰もがけがや病気などで障がいのある状態になる場合があります。この機会に、
障がいを身近なこととして考えてみましょう。

問い合わせ▶障がい福祉課（☎85－6186）

月　日▶12月4日(水)～9日(月)〈土曜日は休み〉
ところ▶市役所市民ホール

と　き▶12月9日(月)午後0時25分～0時50分
ところ▶市役所市民ホール
出　演▶春日井高等養護学校
曲　目▶｢交響組曲ドラゴンクエスト序曲｣｢花は咲く｣｢クリスマス

ソング｣｢明日があるさ｣ など

展 示

ハンドベル・コンサート

 障がい者団体等作品展
 ｢わかるかな!?」障がいのマークのパネル展示
 「みんなでつくる 共生の木」展示

　市民の皆さんから寄せられた、障がいに関する
メッセージが飾られます。

12月3日～9日は「障がい者週間」です12月3日～9日は「障がい者週間」です12月3日～9日は「障がい者週間」です12月3日～9日は「障がい者週間」です12月3日～9日は「障がい者週間」です

ガソリンの保管・取り扱いに注意しましょう
　ガソリンは取り扱いを誤ると大変危険です。次
のことに注意しましょう。
〇消防法に適合した容器に保管しましょう〇高温
になる場所での保管は避け、火気から離れた風通
しのよい冷暗所に保管しましょう〇容器のふたを
開ける際は、圧力調整弁を操作してからふたを開
けましょう〇容器が暖められている場合は冷暗所
に移動させ、温度が下がってから圧力調整弁を操
作しましょう〇発電機などに給油するときは必ず
エンジンを停止させましょう
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6387)

災害義援金のお礼
　｢平成25年台風18号災害義援金｣に8191円が市へ
寄せられました。この義援金は日本赤十字社愛知
県支部を通して被災者の救援に役立てられます。
協力ありがとうございました。
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

ヤング健診
とき・ところ▶1月9日(木)・25日(土)午前9時から

受け付け・保健センター、1月20日(月)午
前9時30分から受け付け・健康管理セン
ター

検査項目▶ 問診、身体計測、診察、血圧測定、尿検
査、血液検査(脂質、肝機能、血糖、貧血、
腎機能)、心電図検査

対象・定員▶ 平成25年4月～26年3月に18～39歳の誕生
日を迎える市民(今年度の当選者を除く)
・各70人(抽選)

申し込み▶ 12月13日(金)〈必着〉までに、はがき(1人1
枚、1会場のみ)に｢ヤング健診｣、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〈健康管理セン
ター(〒486－0913柏原町5－376、☎84－
3060)か保健センター(〒487－0011中央
台1－1－7、☎91－3755)〉へ

障がい者生活支援センター合同個別相談会
　市内5か所の障がい者生活支援センターが集ま
り、日常生活の困り事などの相談を受けます。
と き▶ 12月20日(金)午前9時30分～正午(受け付

けは11時30分まで)　※面接による相談
のみ(予約不要)

ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
対 象▶ 身体障がい者、知的障がい者、精神障が

い者、障がい児とその家族や支援者など
 ※手話通訳者を希望する場合は、事前に

申し込みが必要
問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6213、ＦＡＸ84－

5764)
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下水道事業受益者負担金の説明会
　下水道整備は、全ての生活排水を直接下水道へ
流すことで側溝などからの悪臭がなくなるなど、
生活環境などを改善するために進めています。そ
の快適性などの恩恵を受ける人に整備費の一部を
負担してもらうのが下水道事業受益者負担金制度
です。今回、受益者負担金をお願いするのは、区
域内に土地を持っている人、土地を借りている人
などで、これらの人を対象に説明会を開催します。
と き▶ 1月24日(金)午後2時～ 4時、午後7時～ 9

時、1月25日(土)午後2時～ 4時、午後5時
～ 7時

ところ▶ 出川公民館(出川町5)　※駐車場に限り
があります

対象区域▶ 出川町5丁目・6丁目の一部
問い合わせ▶ 業務課(☎85－6349)

クリスマス会
と き▶ 12月7日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ おたのしみショーを見たり、クリスマス

グッズを作ったりする
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▶児童センター (☎87－6866)
協 力▶ 桜花学園大学・名古屋短期大学児童文化

研究部｢どかあん｣

子どもの部屋
と き▶ 12月7日(土)午前10時30

分～正午
内 容▶ クリスマスキャンドル

サービスやブラックパ
ネルシアター、大型絵
本、立体カード作りな
どを楽しむ

対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
持ち物▶ はさみ、のり
ところ・問い合わせ▶中央公民館(☎33－1111)
協 力▶ グループゆう

ハーモニーウインターコンサート
と き▶ 12月15日(日)午後1時30分～ 3時30分
内 容▶ オカリナの素朴な音色を楽しむコンサー

ト
出 演▶ 佐藤益子(ソロ・指揮)、オカリナ室内合

奏団“クオーレ”ほか
曲 目▶ ｢月の砂漠｣｢駅馬車｣｢マイウェイ｣｢ジン

グルベル｣｢『あまちゃん』のテーマ｣など
定 員▶ 60人(先着順)
ところ・申し込み▶12月4日(水)から、電話でハー

モニー春日井(☎88－0677)へ

わくわく！ふれあいワールド
南米のクリスマスを楽しもう
と き▶ 12月15日(日)①午前10時～ 10時50分②午

前11時～ 11時50分
内 容▶ 南米の子どもたちが楽しみにしているピ

ニャータ(菓子の入ったくす玉)割りや簡
単なクリスマスカード作り

対象・定員▶ ①未就学児とその保護者②小学生とその
保護者(4年生以上は子どもだけも可)・各
10組(先着順)

持ち物▶ はさみ、木工用接着剤
ところ・申し込み▶12月4日(水) ～ 11日(水)〈月曜

日を除く〉午前9時～午後5時に、ささえ
愛センター内、国際交流ルーム(☎56－
1944)へ

レインボーフリマ
と き▶ 12月7日(土)午前10時

～午後3時
内 容▶ フリーマーケット
ところ・問い合わせ▶福祉の

里レインボープラザ
(☎88－7007)

12月～3月の読み聞かせの会
と き▶ 12月14日(土)、2月8日(土)、3月8日(土)午

後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせ
対 象▶ 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)
協 力▶ 読み聞かせグループ かえるの子

安心と
わが子を
　　つなぐ
チャイルドシート

交通安全スローガン
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クリスマスジャズコンサート
と き▶ 12月15日(日)午後1時30分～ 3時30分
出 演▶ グランパス・メイツ
曲 目▶ ｢メモリーズ・オブ・ユー ｣｢イエスタデ

ィ ｣｢ホワイトクリスマス｣など
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

グリーンピアコンサート
高蔵寺混声合唱団クリスマスコンサート
と き▶ 12月15日(日)午後2時～ 3時
出 演▶ 高蔵寺混声合唱団
曲 目▶ ｢クリスマスメドレー ｣｢懐かしい唱

歌｣｢美しき青きドナウ｣など
ハンドベルクリスマスコンサート
と き▶ 12月21日(土)午後2時～ 2時45分
出 演▶ 春日井高等養護学校音楽部
曲 目▶ ｢クリスマスソング｣｢明日があるさ｣｢花

は咲く｣など
高校生によるクリスマスコンサート
と き▶ 12月22日(日)午後1時30分～ 3時
出 演▶ 高蔵寺高校合唱部、長久手高校合唱部
曲 目▶ ｢きよしこの夜｣｢クリスマスメドレー ｣

｢Ｊoy to the world｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

クリスマスコンサート
と き▶ 12月21日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ クラリネットアンサンブル
出 演▶ コンサートグループ｢花の詩｣Ｌupinus
　　　　(ルピナス)
曲 目▶ ｢クリスマスメドレー ｣｢カルメン組曲｣

など
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

市民病院緩和ケアイベント
と き▶ 12月25日(水) ～ 26日(木)午前9時～午後5

時
内 容▶ 緩和ケア活動・治療のポスター展示
 ※26日はリンパマッサージ体験・がん相

談会(午前10時～正午)などもあり
ところ・問い合わせ▶市民病院がん相談支援セン

ター (☎57－0057)

工作教室～クリスマスグッズを作る
と き▶ 12月25日(水)午前10時～ 11時30分　※材

料がなくなり次第終了
対 象▶ 市内在住の小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

ミニコンサート
と き▶ 12月25日(水)午前11時～ 11時20分
内 容▶ ハンドベル演奏
出 演▶ ベル春日井
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

にこにこ劇場
と き▶ 12月25日(水)午後3時～ 3時30分
内 容▶ 劇、ペープサート(紙の人形劇)など
出 演▶ ボランティアグループ はじめの一歩
対 象▶ 市内在住の乳幼児(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)

遊覧観光
年の初めの神頼み！七福神と三徳神に内々神社正
式参拝
と き▶ 1月7日(火)午前8時30分

～午後3時(雨天決行)
内 容▶ 高蔵十徳神巡りと内々

神社正式参拝
定 員▶ 26人(抽選)
集 合▶ ＪＲ高蔵寺駅南口
解 散▶ ＪＡ尾張中央高蔵寺支店(高蔵寺町3)
費 用▶ 参加料3500円(昼食代、保険料含む)
申し込み▶ 12月10日(火)〈必着〉までに、往復はがき

(1枚2人まで)に催し名、参加者全員の住
所・氏名・年齢・性別・職業・電話番号
を書いて、〒486－8686春日井市役所経
済振興課内、市観光協会事務局(☎85－
6244)へ

新春書き初め会
と き▶ 1月11日(土)午前9時30分～ 11時30分
 ※作品展示は1月12日(日) ～ 25日(土)
講 師▶ 本多順香、小澤岱邱、長江華虹、高橋小蘭
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・100人(先着順)
費 用▶ 受講料250円(大学生以上)、教材費500円
持ち物▶ 書道用具、雑巾、ビニールなどの敷物、

座布団
ところ・申し込み▶12月6日(金)から、電話で鷹来

公民館(☎84－7071)へ
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家族介護者交流会
と き▶ 1月22日(水)・23日(木)・24日(金)午後1時10

分～午後3時
ところ▶ ホテルプラザ勝川
内 容▶ 介護について話を聞いた後、ティータイ

ムで楽しいひとときを過ごすなかで家族
介護者同士の交流や情報交換をする

対象・定員▶ 市内在住で、市の認定を受けた要介護・
要支援者を家庭で介護している家族・各
120人(抽選)　※同居・別居は不問。要支
援・要介護者1人に対して1人の応募に限
る

申し込み▶ 12月11日(水)〈必着〉までに、申込用紙(高
齢福祉課、市ホームページ、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、各公民館な
どに用意)かはがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、要介護・要支援者の住所・氏
名・被保険者証番号・要介護度、希望日(第
3希望まで)を記入して、直接か郵送で、
〒486－8686春日井市役所高齢福祉課(☎
85－6364)へ

白鳥で体験！アウトドア・冬
と き▶ 1月24日(金)午後6時
　　　　30分～ 26日(日)午後
　　　　4時
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レクリエ
ーション、天然温泉入浴など

対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・44人
(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▶ 12月15日(日)〈必着〉までに、往復はが
きに住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、
学年、学校名、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　※インターネッ
トでも申し込み可

 ホームページ　http://www.spofure－
kasugai.or.jp/gymnasium/

 ※参加決定者とその保護者には、1月8日
(水)午後7時から総合体育館で説明会を
開催

スポーツ・ふれあい財団嘱託・臨時職員
内 容▶ ○嘱託職員…①サンフロッグ春日井の施

設管理と窓口受け付け業務②市内の河川
敷グラウンドなどの維持管理業務③市内
の公園、緑地などの維持管理業務○臨時
職員…④グリーンパレス春日井のフロン
ト業務など　※②③は作業員の指揮・監
督を含む

採 用▶ ①～③平成26年4月1日④平成26年3月1日
対象・人員▶ ①～③昭和26年4月2日以降に生まれ普通

自動車運転免許を持っている人④昭和23
年4月2日以降に生まれた人・各1人

勤 務▶ ①～③月20日程度④4週間で14日以内(い
ずれも土・日曜日、祝日勤務あり)　※勤
務時間などの詳細は、ホームページを見
てください

 ホームページ　http://www.spofure－
kasugai.or.jp/

給与・賃金▶ ①月額約15万円②③月額約17万円(給料
の他、各種手当をそれぞれの条件に応じ
て支給)④時給1000円(交通費を1通勤に
つき230円支給)　※平成25年4月1日現在
の金額

試 験▶ ○1次…1月22日(水)に総合体育館で筆記
試験、基礎体力測定　※④は筆記試験の
み○2次…2月上・中旬にグリーンパレス
春日井で面接

申し込み▶ 12月20日(金)まで(土・日曜日を除く)の午
前8時30分～午後5時に、市販の履歴書(写
真付き)に記入して、①～③は自動車運
転免許証を持って、本人が直接、グリー
ンパレス春日井内、スポーツ・ふれあい
財団庶務課(☎85－4320)へ

日本バスケットボールリーグＮＢＤＬ春日井大会
と き▶ 2月1日(土)・2日(日)

午後1時から　※両
日とも午前9時30分
開場。前座試合と
して市内中学生の
東西対抗戦が行わ
れます

試 合▶ 豊田通商ファイテ
ィングイーグルス
名古屋対東京エク
セレンス

入場整理券▶ 12月6日(金)から、総合体育館で配布
ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)
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母子健康手帳別冊｢母と子のしおり｣の広告
掲載期間▶ 平成26年4月1日から1年　※配布から1歳

誕生月まで使用
掲載場所▶ 表紙内面と裏表紙　※枠位置は公開抽選

により決定
規 格▶ 1色刷・黒、縦70㎜×横90㎜
枠 数▶ 各2枠　※1広告に2枠を合わせて掲載可
作成部数▶ 約4000部
掲載料▶ 1枠3万円
申し込み▶ 12月20日(金)までに、申込書(市ホームペ

ージに用意)に記入し、広告案を添えて、
直接、子ども政策課(☎85－6170)へ　

 ※応募者多数の場合は、審査後、抽選に
より決定

市臨時職員登録者
任 用▶ 職員に欠員が生じたとき
職 種▶ ①一般事務②国民健康保険推進員③小学

校用務員④司書⑤現業員(作業員)⑥社会
福祉士⑦精神保健福祉士⑧保健師⑨要介
護認定調査員⑩障がい程度区分判定調査
員⑪保育士(保育園以外)

賃金(時給)▶ ①②860円(②は能力給あり)③880円④
920円 ⑤1020円 ⑥ ⑦1270円 ⑧1390円 ⑨
1500円(訪問調査)・1270円(内部事務)⑩
1500円⑪900円～ 1230円

登録有効期間▶6月30日(月)まで
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、直接、人事課

(☎85－6021)へ　※④⑥⑦⑧⑨⑩⑪に登
録する場合は資格証の写しを持参してく
ださい

ハッピーコンサート出演者
と き▶ 4月、5月、9月、10月、

11月、平成27年3月
　　　　の第3土曜日(10月は

第4土 曜 日)午 後1時
30分～ 3時40分

内 容▶ 公共施設にふさわし
い音楽や踊りなど
(各団体40分以内)　
※ドラムや和太鼓など、大きな音や振動
のする楽器は使用不可

対象・定員▶ 主に市内で活動している団体・各月3団
体

ところ・申し込み▶12月21日(土)〈必着〉までに、
往復はがきに団体名、公演内容、出演希
望月(第1・第2希望)、住所、代表者氏名、
電話番号を書いて、福祉の里レインボー
プラザ(☎88－7007)へ　※1月11日(土)午
前10時から抽選会

市民活動推進課　☎85－6616
消費生活講座｢スマートフォン等によるインター
ネットの安全な使い方｣
と き▶ 12月20日(金)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 総務省東海総合通信局職員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 12月4日(水)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
親子で作ろう雪ダルマケーキ(託児付き)
と き▶ 12月24日(火)午前10時～午後0時30分
内 容▶ ロールケーキで雪だるまを作る
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者(1組3人

まで)・16組(抽選)
費 用▶ 教材費1700円
お正月花講習会
と き▶ 12月27日(金)午前10時～正午
内 容▶ 新春を装う花を生ける
講 師▶ 保母麗華
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費①(枝若松、中菊、

センリョウ)約2200円②(キリ、ユリ、セ
ンリョウ、金半たれ柳)約3500円

持ち物▶ 花ばさみ、花包み、水盤か花びん、剣山
(縦10㎝×横7.5㎝程度)

 
申し込み▶ ｢親子で作ろう雪ダルマケーキ｣は12月13

日(金)〈必着〉まで、｢お正月花講習会｣は
12月15日(日)〈必着〉までに、往復はがき
(1組か1人1枚)に講座名、住所、参加者全
員の氏名(ふりがな)、電話番号、｢お正月
花講習会｣は教材①②の別、｢親子で作ろ
う雪ダルマケーキ｣で託児(2歳以上の未
就学児)希望者は子どもの名前(ふりがな)
・年齢も書いて、〒487－0011中央台2－
2－1へ

はっぴーサボテン商品券の
使用期間は

12月27日(金)12月27日(金)までまで 12月27日(金)12月27日(金)までまで 12月27日(金)まで 
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南部ふれあいセンター　☎85－7878
簡単ボウル1つで作る手ごねパン
と き▶ 1月10日(金)・24日(金)、2月7日(金)〈3回〉

午前10時～午後0時30分
内 容▶ テーブルロール、ウィンナーパン、ハー

ト型のチョコレートパンを作る
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料750円、材料費2250円
はじめよう楽しい体操(ウオーキングビクス)
と き▶ 1月16日・30日、2月6日・20日、3月6日

・20日の木曜日(6回)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 膝・腰にもやさしいシンプルで楽しい体

操(ウオーキングビクス)で日頃の運動不
足を解消する

講 師▶ 榎本加代子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
 
申し込み▶ いずれも12月14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、性別、電話番号を書いて、
〒486－0923下条町666－6へ

市文化協会の講座
木目込み人形・春よ来い(男の子・女の子)
と き▶ 1月9日・23日、2月13日・27日の木曜日(4

回)午前9時30分～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 寺澤玲子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(抽選)
費 用▶ 4520円
持ち物▶ 木目込みベラか目打ち、反りばさみ(貸

し出し可)
申し込み▶ 12月10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)、
電話番号、貸し出しを希望する人は｢貸
し出し希望｣と書いて、〒486－8686春日
井市役所文化課(☎85－6079)へ

問い合わせ▶ 木目込み人形同好会・寺澤(☎81－0393)

環境政策課　☎85－6216
エコライフセミナー ｢親子で作ろう！ハイブリッ
ドカー！～遊んで学ぼうエコのこと～ ｣
と き▶ 12月21日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ パナソニックエコシステムズ㈱
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生とその保護者

・56人(先着順)
申し込み▶ 12月4日(水)から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
親子ダンボール工作教室
と き▶ 12月21日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 段ボールで小さないす・机を作る
講 師▶ 村田祐一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ はさみ、木工用接着剤
やまぶどうのかご作り～乱れ編み～
と き▶ 1月4日(土)・11日(土)〈2回〉午前9時30分

～ 11時30分
講 師▶ 北門伸子
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3000円
持ち物▶ クラフトはさみかキッチンはさみ、エプ

ロン、マイナスドライバー
 
申し込み▶ いずれも12月5日(木)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
つくってあそぼ
と き▶ 1月21日～ 3月4日の隔週火曜日(4回)午前

10時30分～ 11時15分
内 容▶ 身近な素材を使って遊ぶ
対象・定員▶ 2歳6か月～ 3歳児とその保護者・15組(抽

選)
初心者のための将棋教室
と き▶ 2月2日(日)午 前10時

～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・

10人(抽選)
 
申し込み▶ いずれも12月16日(月)〈消印有効〉まで

に、往復はがき(1人か1組1枚、きょうだ
いでの申し込みは連名可)に講座名、住
所、氏名(ふりがな)、学校名、年齢(学年)、
性別、保護者名、電話番号を書いて、〒486
－0945勝川町8－13、☎35－3501へ

鷹来公民館　☎84－7071
正月用生け花教室
と き▶ 12月27日(金)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 華やかな花を飾って、すがすがしい気持

ちで新しい年を迎える
講 師▶ 松久恵美子
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250円、教材費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 12月5日(木)から、電話で
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市の催しや講座などへの直接か電話での申し込みで、時間の記載がないものは午前8時30分から受け付けます。

講座名・内容 とき 備考（市内在住か在勤、在学の人に限る）

心を癒し元気にするカラーセラピー講座
色の不思議な魅力を、身近なテーマで遊びな
がら学ぶ

1/15(水)・29(水)〈2回〉
10:00～11:30

と  南部ふれあいセンター　講  北野宏代
定  15人　費  受講料500円

新聞アート！　カラー印刷の新聞紙を使っ
て、ミニブーケやミニバッグを作る

1/16(木)・30(木)〈2回〉
10:00～12:00

と  坂下公民館　講  廣瀬寿子　定  15人
費  受講料500円、教材費500円

自分がもっと好きになる「いのちのはなし」
命の神秘を、かわいい教材や模型を使って分
かりやすく伝える

1/18(土)
10:00～11:30

と  味美ふれあいセンター　講  梅木美恵子
対  年中～小学4年生の子どもとその保護者
定  20組

あなたの企画であなたの企画で
講師にチャレンジ！講師にチャレンジ！
あなたの企画であなたの企画で
講師にチャレンジ！講師にチャレンジ！
あなたの企画で
講師にチャレンジ！

申し込み▶いずれも12月16日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1講座1枚)に講座名、住所、
参加者全員の氏名(ふりがな)・年齢(学年)、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所生涯学習課(☎85－6447)へ　※定員を超えた場合は抽選。応
募者が少ない講座は中止になる場合あり

「あなたの企画で講師にチャレンジ！」で採用された講座の受講者を募集します。

と 講…ところ …講師 対 …対象 定 …定員 費 …費用

講座の受講者を募集講座の受講者を募集講座の受講者を募集

グリーンピア春日井　☎92－8711
子ども花育教室～新年を花で迎えよう
と き▶ 12月21日(土)午後1時30分～4時
講 師▶ 花育アドバイザー
対象・定員▶ 小学生・20人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 園芸用はさみ、エプロン
正月花生け花教室
と き▶ 12月22日(日)午後1時30分～4時
講 師▶ 加藤太恵
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み
親子教室～ミニ門松作り
と き▶ 12月23日(祝)午後1時30

分～4時
講 師▶ 緑の相談員
対象・定員▶ 小学生とその保護者・

15組(先着順)
費 用▶ 教材費2000円
持ち物▶ 軍手、竹切りのこぎり(ある人のみ)
 
申し込み▶ ｢子ども花育教室｣は12月6日(金)から、そ

れ以外は12月5日(木)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
わくわく自然ランド｢冬の野鳥とほっと体験｣
と き▶ 1月19日(日)午前9時～午後2時
内 容▶ 野鳥や冬芽に注目した自然観察と豚汁作

りやたき火を囲んで工作を楽しむ
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会員
対象・定員▶ 3歳以上の人・60人(抽選)　※小学3年生

以下は保護者同伴
費 用▶ 受講料(1人)600円
あそびむしくらぶ｢むつき｣
と き▶ 1月24日(金)午前10時～11時30分
内 容▶ 冬の森の宝物探し
対象・定員▶ 2～3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
協 力▶ 子育て支援サークル はじめの一歩
 
申し込み▶ いずれも12月17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(ふりがな)・年齢(学年)・性別、電話
番号を書いて、〒487－0031廻間町1102
－1へ　※インターネットでも申し込み
可

 ホームページ　http://www.spofure－
　　　　kasugai.or.jp/natures/index.html
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
落語を楽しもう～笑顔と健康が一番
と き▶ 12月11日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 若鯱亭笑天
定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 市社会福祉協議会地域包括支援センター

(☎87－5377)へ
絵手紙で年賀状！
と き▶ 12月12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▶ 加藤充子
定 員▶ 25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
認知症について学ぼう！
と き▶ 12月14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▶ 安田紀世江
定 員▶ 40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
認知症予防教室～リースを木の実で飾ろう
と き▶ 12月16日(月)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職員
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ 接着剤、飾り用の小物
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5829)へ
ここから(心・体)教室～ここから始めよう元気生
活
と き▶ ①②1月～ 3月の金曜日(1月3日、3月21日

は除く)③1月～ 3月の火曜日(2月11日は
除く)午後2時～ 3時30分

ところ▶ 特別養護老人ホーム①第2春緑苑②第2グ
レイスフル春日井③しょうなあさひが丘

内 容▶ 運動機能を向上させるためのプログラム
中心(初日と最終日に体力測定を実施)

講 師▶ ①②あいち介護予防リーダー③東海記念
病院理学療法士

定 員▶ 各50人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 12月4日(水) ～ 27日(金)に、①地域包括支

援センター勝川(☎33－8236)②市医師会
地域包括支援センター (☎89－3027)③地
域包括支援センター春緑苑(☎88－5829)
へ

総合福祉センター　☎84－3611
元気パワーアップ運動講座～癒しのストレッチ
と き▶ 1月10日～ 31日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
講 師▶ 市スポーツ・ふれあい財団職員
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・30人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
申し込み▶ 12月20日(金)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名(フリガナ)、年齢、
電話番号、身体障がい者は障がい名も書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ　
※身体障がい者は受講料無料。初回受付
時に障がい者手帳が必要

保健センター　☎91－3755
はじめてエアロ～踏み出せな
いあなたのための入門コース
と き▶ 1月8日～ 29日の毎週

水曜日(4回)午後1時
30分 ～ 2時30分(1時
から受け付け)

対象・定員▶ 市内在住の18歳以上
の人・35人(抽選)

費 用▶ 受講料1200円
健康どアップ教室～手軽な運動で健康度アップ
と き▶ 1月9日～ 30日の毎週木曜日(4回)午後1時

30分～ 2時45分(1時から受け付け)
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ いずれも12月13日(金)〈必着〉までに、直

接かはがき、ファクス(1講座1枚)に講座
名、住所、氏名、生年月日、性別、電話
番号を書いて、〒487－0011中央台1－1
－7、ＦＡＸ91－3739へ

かすがいげんきっ子センター
おいしいクッキング｢コロッとおいしいジャガイ
モ団子｣
と き▶ 1月19日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
費 用▶ 材料費300円
申し込み▶ 12月16日(月)〈消印有効〉までに、往復

はがき(1人1枚、きょうだいでの申し込
みは連名可)に講座名、住所、氏名(ふり
がな)、学校名、学年、性別、保護者名、
電話番号を書いて、〒486－0945勝川町8
－13、☎35－3501へ
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健康増進課　☎85－6166
スタイルアップ教室
と き▶ 1月10日(金)・24日(金)・31日(金)〈3回〉午

前10時～正午
ところ▶ 保健センター
内 容▶ パワーヨガやエクササイズとメタボリッ

ク予防について学ぶ
対象・定員▶ 市内在住の18 ～ 39歳で体重の増え方が

心配な人・20人(定員を超えた場合、Ｂ
ＭＩ〈体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)〉の高
い順に選定)　※託児は1人につき1 ～ 4
歳未満の未就園児1子まで・10人(抽選)

ヘルスメイト養成講座
と き▶ 1月23日～ 3月6日の毎週木曜日(7回)午前

9時30分～午後1時30分
ところ▶ レディヤンかすがい、市役所
内 容▶ 食・健康・衛生に関する講義、調理実習、

運動実習
講 師▶ 管理栄養士、健康運動指導士、保健師ほ

か
対象・定員▶ 市内在住で講座修了後、食生活改善協議

会の会員(ヘルスメイト)になり、ボラン
ティアとして活動できる人・20人(抽選)

費 用▶ 食材料費1000円
 
申し込み▶ ｢スタイルアップ教室｣は12月10日(火)

〈必着〉までに、｢ヘルスメイト養成講
座｣は12月24日(火)〈必着〉までに、は
がき(1人1枚)かＥメールに講座名、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番
号、｢スタイルアップ教室｣は身長、体
重、託児の有無〈希望者は子の名前(ふり
がな)、年齢、性別〉も書いて、〒486－
8686春日井市役所健康増進課(Ｅメール
kenko@city.kasugai.lg.jp)へ

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会
と き▶ 1月15日(水)午前9時～正午
ところ▶ 南部ふれあいセンター
内 容▶ ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を使った応

急手当て
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▶ 12月3日(火)から、電話で

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室
と き▶ 1月8日～ 29日の毎週水曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
内 容▶ 肩凝り・腰痛予防のストレッチ体操や簡

単な軽運動
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 12月4日(水)午前9時から、電話で

市体育協会加盟団体の講座
新春春日井マラソン大会を完走する練習会
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～正午(雨天中止)
種 目▶ ジョギングの部…3㎞、競技の部○小学5

・6年生…2㎞○中学生…3㎞
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 300円
ところ・申し込み▶12月13日(金)〈必着〉までに、

はがきに教室名、種目、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▶ 市陸上競技協会・岡本(☎080－2618－
8455)

1月～3月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・各50人(先着順)
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)
 ※1月1日(祝) ～ 3日(金)・11日(土) ～ 14日

(火)、2月1日(土) ～ 5日(水)、3月26日(水)
～ 28日(金)は終日休講
火 水 木 金 土 日

  9：15
～

10：15
ヨガ ソフト

エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

パワフ
ルエア
ロ

10：45
～

11：45

脂肪燃
焼エア
ロ

骨盤ビ
クス ヨガ

18：30
～

19：30

ヨガ＆
エアロ ヨガ

運動量
小
　 はじめてエアロ
　 ソフトエアロ
　 脂肪燃焼エアロ
　  パワフルエアロ
大

20：00
～

21：00

ソフト
エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

パワフ
ルエア
ロ

美脚ビ
クス
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償却資産を所有している人は申告が必要です
　事業用の資産を所有している人は申告が必要で
す。申告書を12月中旬に郵送しますので、早めに
提出してください。新たに事業を始め、償却資産
を取得した人は連絡してください。eＬＴＡＸ(エ
ルタックス)〈地方税ポータルシステム〉を利用し
た電子申告も可能です。詳しくは市ホームページ
を見てください。
対 象▶ 平成26年1月1日現在で市内に事業用の資

産(構築物・建物附属設備、機械、器具、
備品など)を所有している個人や法人

問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6108)

家屋を取り壊した場合などは早めに連絡を
　固定資産税は、毎年1月1日に存在する土地・家
屋・償却資産に課税されます。土地・家屋などの
状況に変更があった場合は、年内に届け出てくだ
さい。
対 象▶ ○家屋を取り壊したが、まだ届け出てい

ない人(法務局の滅失登記も必要)○土地
の利用状況を変更した人○納税通知書な
どの送り先に変更があった(住所を変更
した、納税管理人を変更または廃止した、
納税管理人が住所を変更した、相続人で
相続登記や相続人代表者指定届の提出が
済んでいない)人　※平成26年1月2日以
降に家屋を取り壊した場合は、26年度は
課税されます

問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6105)

ＪＡ尾張中央高蔵寺地区農業祭
月 日▶ 12月6日(金) ～ 7日(土)
ところ▶ ＪＡ尾張中央高蔵寺支店(高蔵寺町3)
内 容▶ 市内で生産された農産物の品評会〈6日

(金)〉と出品物の即売〈7日(土)午後1時30
分から(整理券配布は正午から)〉

問い合わせ▶ ＪＡ尾張中央高蔵寺地区農業祭実行委員
会(☎51－1997)

春日井産直部会生活者交流会
と き▶ 12月7日(土)午前9時から
内 容▶ 愛知の伝統野菜の即売や安全な地元野菜

を使った料理の試食会など
ところ・問い合わせ▶ＪＡ尾張中央グリーンセン

ター春日井中央店(西山町3、☎87－2622)

高蔵寺産直部会消費者フェア
と き▶ 12月14日(土)午前9時から
内 容▶ 地元の野菜を使った豚汁と地元で作った

おはぎの試食など
ところ・問い合わせ▶ＪＡ尾張中央グリーンセン

ター不二店(松本町1、☎51－2882)

年末年始の名古屋空港へは公共交通機関で
　県営名古屋空港からは、フジドリームエアライ
ンズ(ＦＤＡ)が国内6都市(青森、いわて花巻、新潟、
高知、福岡、熊本)へ運航しています。年末年始
の連休期間は、空港の駐車場が満車になり、利用
ができない場合がありますので、空港へは公共交
通機関を利用してください。
問い合わせ▶ 名古屋空港ビルディング(☎28－5633)

高等学校吹奏楽フェスティバル
と き▶ 12月22日(日)午後2時から(1時30分開場)
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市内の高校吹奏楽部が一堂に会する音楽

会
出 演▶ 春日井高校、春日井商業高校、春日井西

高校、春日井東高校、春日井南高校、高
蔵寺高校、春日丘高校

曲 目▶ ｢キャンディード序曲｣｢エルザの大聖堂
への行列｣｢レ・ミゼラブル｣など

問い合わせ▶ 春日井市高等学校吹奏楽協議会・齋藤(☎
32－7688)

親子で楽しくエコ・クッキング教室
と き▶ 12月26日(木)午前10時30分～午後1時30分
ところ▶ 東邦ガスクッキングサロン春日井(柏井

町2)
内 容▶ 環境について考えながら料理をする
対象・定員▶ 小学生以上の子どもとその保護者・25人

(抽選)
申し込み▶ 12月5日(木) ～ 13日(金)に、環境政策課(☎

85－6216)へ
主 催▶ かすがい環境まちづくりパートナーシッ

プ会議

12月のエコライフＤＡＹは
4日(水)です
照明や電化製品の使用を見直し
節電に心掛けましょう

12月は12月は
「地球温暖化防止月間」「地球温暖化防止月間」
12月は
「地球温暖化防止月間」
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市の催しや講座などへの直接か電話での申し込みで、時間の記載がないものは午前8時30分から受け付けます。

環境影響評価に関する公聴会
中央新幹線(東京都・名古屋市間)環境影響評価準
備書【愛知県】についての公聴会
と き▶ 1月11日(土)午後1時から
ところ▶ 伏見ライフプラザ鯱城ホール(名古屋市

中区)
定 員▶ 780人(当日先着順)
公聴会での意見の公述を希望する人
公述時間▶ 1人10分以内
提 出▶ 12月20日(金)までに、直接か郵送で、住

所、氏名(ふりがな)、電話番号、準備書
の名称、環境の保全の見地からの意見の
要旨(800字以内)を書いて、〒460－8501
名古屋市中区三の丸3－1－2、愛知県環
境部環境活動推進課環境影響評価グルー
プ(☎052－954－6211)へ　※希望者が多
い場合は抽選。希望者がない場合は、公
聴会は開催せず

公立春日井小牧看護専門学校学生募集
試験日▶ 1月25日(土)
試験場所▶ 公立春日井小牧看護専門学校
課程・学科▶ 医療専門課程・看護学科
試 験▶ ①学科試験〈国語｢国語総合(古文、漢文

を除く)｣、数学｢数学Ⅰ・数学Ａ｣、外国
語｢英語Ⅰ・Ⅱ｣〉②面接

対象・定員▶ 高等学校か中等教育学校を卒業、卒業見
込みまたは同等以上の学力があると認め
られた人・40人(推薦・社会人入学含む)

受験料▶ 5000円
修業年限▶ 3年(昼間)
募集要項▶ 公立春日井小牧看護専門学校で配布中
 ※郵送希望の場合は問い合わせてくださ

い
申し込み▶ 1月6日(月) ～ 15日(水)〈消印有効〉に、直

接か郵送で、〒486－0849八田町2－38－
1、公立春日井小牧看護専門学校(☎84－
5611)へ　※直接の場合は、土・日曜日、
祝日を除く午前9時～午後5時

厚生労働省 労働契約解説セミナー
｢安心｣して｢働く｣ためのルール①学生向け②一般
労働者向け
と き▶ ①12月20日(金)午後3時～4時30分②1月30

日(木)午後2時～ 4時45分
ところ▶ ①ウィルあいち(名古屋市東区)②ＴＫＰ

名古屋ビジネスセンター (名古屋市中村
区)

内 容▶ 雇用される側(労働者)と雇用する側(使用
者)をつなぐルールである｢労働契約｣に
ついて解説する

対象・定員▶ 正社員・派遣社員などさまざまな立場で
就業している人や、今後就業を希望する
人・各50人(先着順)

申し込み▶ 申込用紙(ホームページに用意)に記入し
て、ファクスかＥメールで東京海上日動
リスクコンサルティング㈱〈☎03－5288
－7477、ＦＡＸ03－5288－3977、Ｅメー
ルseminar.mhlw@tokiorisk.co.jp〉へ

　　　　ホームページ　http://www.tokiorisk.co.
　　　　jp/seminar/20130802.html

春日井高校定時制生徒募集
試験日▶ ①前期選抜…3月7日(金)②後期選抜…3

月26日(水)
試 験▶ 作文、基礎学力検査、面接
募集学科▶ 普通科
定 員▶ 40人
願書受け付け▶①3月3日(月)・4日(火)②3月20日

(木)・24日(月)　※詳しくは問い合わせて
ください

問い合わせ▶ 春日井高校定時制(☎81－2251)

放送大学4月入学生募集
　放送大学は、テレビなどの放送やインターネッ
トで授業を行う通信制の大学です。
コース▶ ①全科履修生〈4年以上、学士(教養)の学

位取得〉②選科履修生(1年間)③科目履修
生④修士選科生(1年)⑤修士科目生

　　　　※②～⑤は希望する科目を1科目から履
修可

対 象▶ ①18歳以上で、大学入学資格のある人②
③15歳以上の人④⑤18歳以上の人

受付期間▶ 12月1日(日) ～ 2月28日(金)〈必着〉　※イ
ンターネット出願も可

資料請求・問い合わせ▶〒466－0825名古屋市昭
和区八事本町101－2、放送大学愛知学習
センター (☎052－831－1771、資料請求
専用☎0120－864－600)へ

 ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

ペットボトルとは別の日に集めます

ペットボトル プラ容器

ごみの出し方ワンポイント

ペットボトルのラベル・キャップは

「プラ容器」　 へ
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総合体育館・サンフロッグ春日井のスポーツ教室

総合体育館・サンフロッグ春日井のスポーツ教室は、上記のほかに、インターネットでも申し込みができます。
ホームページ　http://www.spofure-kasugai.or.jp/

教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

始めてみよう！楽しい体操(マット)
前転、後転などができるように練習する

1/8～29の毎週水曜日(4回)
18：00～19：00 小学1・2年生・35人(抽選) 1000円

ボクシングエアロ
ボクシングの動きを入れたエアロビクス

1/9～30の毎週木曜日(4回)
10：45～11：45

高校生か同年齢以上の人・
50人(抽選) 1200円

ジュニア養成教室(バレーボール)
基礎から応用まで練習して、試合をする

1/15～3/12の水曜日(2/5を除く8回)
19：00～20：30 小学3～6年生・40人(抽選) 3000円

ジュニアダンスマスター
ヒップホップダンスの基礎を学ぶ

1/17～3/21の毎週金曜日(10回)
18：30～19：30 小学生・40人(抽選) 3000円

すこやか幼児体操(①年中②年少③年長)
体操や遊びを通じて、運動機能を高める

1/18～2/15の土曜日(2/1を除く4回)
①9：15～10：00②10：15～11：00
③11：15～12：00

①平成20年4月2日～21年
4月1日に生まれた幼児②平
成21年4月2日 ～22年4月1
日に生まれた幼児③平成19
年4月2日 ～20年4月1日 に
生まれた幼児・各30人(抽選)

1000円

フラダンス
アロハ音楽に合わせ、基本の動作を踊る

1/19～2/16の日曜日(2/2を除く4回)
10：45～11：45

高校生か同年齢以上の人・
50人(抽選) 1200円

総合体育館
(☎84－7101）

　　　　　　12月15日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき1枚)に教室名(①～
③の別も)、住所、氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話番号、市外在住の人は勤務
先か学校名、園名も書いて、〒486－0804鷹来町4196－3へ

申し込み

認知症市民講座
と き▶ 12月14日(土)午後1時30分～3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢認知症の薬物療法｣薬剤師・姜在順
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(当日先着順)
問い合わせ▶ 市認知症地域連携の会事務局あさひが丘

ホスピタル(☎88－0284)

珠算能力検定
月 日▶ 2月9日(日)
受験料▶ 1級2040円、2級1530円、3級1330円
ところ・申し込み▶12月4日(水)～25日(水)に、春

日井商工会議所(☎81－4141)へ　※顔写
真(縦4.5㎝×横3.5㎝)が必要

ホームページ　http://www.kcci.or.jp/kentei.html

教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

ダイエットプログラム①②
生活習慣の改善と減量を目指す

1/15～3/19の毎週水曜日(10回)
①9：30～11：30②13：30～15：30

高校生か同年齢以上の人・
各6人(抽選) 7000円

　

　　　　  12月15日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき1枚)に教室名(①②
の別も)、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、市外在住の人は勤務先か学校
名も書いて、〒486－0804鷹来町4286へ

サンフロッグ春日井
（☎56－2277）

申し込み
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と こ ろ と　き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン （☎85－6073）
12/1（日）～7（土） 写真作品展 フォト遊愉写真クラブ
12/8（日）～13（金） 絵画展 宙の会

坂下公民館 （☎88－5555）12/3（火）～14（土） 画の会 水彩画・パステル・
油彩画 画の会

南部ふれあいセンター（☎85－7878）12/3（火）～14（土） アトリエフローラ押し花展 アトリエフローラ生徒

エコメッセ春日井 （☎88－5006）12/4（水）～25（水）
和紙人形作品展 三輪武子
手作り作品展 永井治子

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）12/5（木）～17（火） 実用書道展 彩の会
西部ふれあいセンター（☎33－0808）12/7（土）～13（金） 出張消費生活展 市消費生活展実行委員会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079）12/7（土）～19（木） 市工芸38会作品展 市工芸38会
グリーンピア春日井（☎92－8711）12/13（金）～15（日）てづくりクリスマス小物展 ハンドメイドクラブ

※展示時間は各施設に問い合わせてください

かすがい人形劇フェスティバル
とき▶12月8日(日)午前10時から、午後2時から
ところ▶文化フォーラム春日井　内容▶人形
劇、工作、折り紙　定員▶400人(先着順)　入場
料▶○1公演…大人1200円、子ども600円(前売
りは大人1000円、子ども500円)○1日券…大人
1700円、子ども800円　入場券▶文化フォーラ
ム春日井・文化情報プラザで販売中　問い合わ
せ▶さくらぶんこ(☎・ＦＡＸ91－8152)

とっておきのクリスマスコンサート
とき▶12月22日(日)午後5時30分から　ところ
▶文化フォーラム春日井　内容▶クリスマスソ
ングの合唱・独唱　出演▶春日井児童合唱団　
曲目▶「ジングルベル」「赤鼻のトナカイ」など　
問い合わせ▶春日井児童合唱団・奥村(☎090－
9661－7566)

スズキ・メソードによるピアノコンサート
とき▶12月23日(祝)午後1時～6時　ところ▶市
民会館　内容▶生徒と卒業生によるコンサート
問い合わせ▶川口(☎・ＦＡＸ84－2823)

クリスマスコンサート
とき▶12月23日(祝)午後2時～4時　ところ▶ホ
テルプラザ勝川　内容▶チャペルでハンドベル
とオルガンを聞き、楽しいひとときを過ごす　
出演▶堀内久世(ピアノ、パイプオルガン)、春
日井高等養護学校(ハンドベル)ほか　曲目▶「明
日があるさ」「花は咲く」「ジングルベル」など　
定員▶110人(先着順)　入場料▶1500円(ケーキ、
飲み物付き)　入場券▶12月3日(火)～20日(金)
に、勝川開発㈱〈☎34－6800〉で販売

シルバースキークラブ(ＳＳＣ)スキーバスツアー
月日▶○日帰り…12月26日(木)、1月8日(水)・16
日(木)・20日(月)、2月5日(水)・12日(水)・25日(火)、
3月6日(木)○宿泊…1月28日(火)～30日(木)、2月
17日(月)～20日(木)　内容▶奥美濃や木曽方面へ
の日帰り、白馬方面や志賀高原への泊まりのス
キーツアー(いずれも集合解散はアルペン春日井
店駐車場、参加費など詳細については問い合わせ
てください)　問い合わせ▶広瀬(☎91－0953)

藤楊會日本舞踊 舞初め会
とき▶1月5日(日)午後1時～3時(0時30分開場)　
ところ▶文化フォーラム春日井　内容▶日本舞
踊教室に通う生徒の発表会と「勘之介」による舞
踊レクチャー　定員▶180人(先着順)　問い合
わせ▶藤間(☎090－6336－7880)

　1月から、まちのイベントNEWSは原則15日
号のみの掲載になります。また、掲載対象な
ども変更します。詳しくは市ホームページを
見るか、広報広聴課(☎85－6036)まで問い合わ
せてください。
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水道修繕

公
道

平日（8：30～17：15）
（
有
料
）

宅
地
内

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、マンションなどは、
事前に管理者へ

水道工務課（☎85－6420）
土・日曜日、祝休日、夜間
市役所守衛室（☎81－5111）

火災情報☎0180－995－999

相談

診療時間帯
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

平日
夜間 内科・小児科、外科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

土
曜
日

内科・小児科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

在宅緊急医
外科

12/7 あさひ病院（下原町） ☎85－0077

12/14 肛門科安藤外科（若草通3） ☎33－7033

12/21 遠藤整形外科クリニック（前並町1） ☎35－6877

12/28 白山外科クリニック（白山町5） ☎51－5552
日・
祝
休
日

内科・小児科、外科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

歯科 健康管理センター（柏原町5） ☎84－3060

県小児救急電話相談 ☎＃8000（短縮番号）または052－962－9900 毎日19:00～23:00

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。
いずれも連絡が取れないときは、県救急医療情報センター（☎81－1133）へ

緊急医

市税等の納期限

…診療時間帯

　

こ
の
地
域
に
は
大
泉
寺
と
い
う
寺
院
は
現
存
し

ま
せ
ん
。

　

尾
張
地
名
考
で
は
、「
大
泉
寺
は
昔
池
の
内
に

曳
き
移
り
こ
の
地
に
な
し
…
」と
記
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
張
州
府
志
に
も「
此
地
昔
有
金
剛
山
大
泉

寺
、
後
移
干
池
内
村
…
」と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

小
牧
の
大
泉
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九
年
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言
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説
に
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の
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寺
が
あ
っ
た
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な
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す
。
一

方
、
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前
の
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続
い
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い
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と
こ
ろ
に
古
瓦
石
な
ど
あ
り
井
筒
石
と
て
慶

安
の
年
号
あ
る
あ
り
」と
の
記
述
も
あ
り
ま
す
が

慶
安
年
間（
一
六
四
八
〜
一
六
五
二
）に
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

大
泉
寺
の
あ
っ
た
場
所
は
潮
見
坂
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
寺
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
地
に
創
建
さ
れ
た
大
泉
寺
の
名
前
が
地
域

の
人
々
に
印
象
深
く
残
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

   

大
泉
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だ
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せ
ん
じ
）

春
日
井

春
日
井

春
日
井
の

地
名
物
語

★

毎週水曜日（祝休日、年末年始を除く）は、収納課19時まで、市民課19時30分まで
上記の業務を行っています。取り扱い業務など詳しくは問い合わせてください。

業務を行っている課 業務内容 月日 時間
 市民課
 ☎85－6136

戸籍届、住民異動届、印鑑登録、
住民票などの証明書の発行 12/1､ 8､

22  8：30～12：00、
13：00～17：00

 市民税課
 ☎85－6093

所得、課税、非課税、扶養、
事業所の各証明書の発行

 保険医療年金課
 ☎85－6156

国民健康保険加入および喪失 
の届け出 12/1､8､

15､22 収納課
 ☎85－6111 納付・納税相談  9：00～12：00、

13：00～16：00

日曜日・平日時間外の市役所業務

月～金曜日 8：30～17：00
子ども政策課（☎85－6229）

児童虐待防止相談

43

・固定資産税・都市計画税3期
・国民健康保険税7期
・介護保険料6期
・後期高齢者医療保険料5期
納期限▶12月27日(金)
　最寄りの金融機関やコンビニエン
スストアで納付してください。

①火～日曜日 9：00～12：00、13：00～
17：00 ②火～金曜日 13：00～16：30
※月曜日（月曜日が祝休日の場合は、その
直後の祝休日でない日）は休み、事前予約可
男女共同参画課
（①☎85－7867  ②☎85－7871）

①ＤＶ相談　②女性の悩み相談

精神科医師  第3火曜日 14：00～16：00
臨床心理士  第4水曜日 14：00～16：00
※予約制
健康増進課（☎85－6172）

メンタルヘルス相談



ホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp/
携帯電話用ホームページ
http://mobile.city.kasugai.lg.jp/

この広報誌は再生紙と大豆油を原料としたSOY INKを使用しています。

発行／春日井市　☎（0568）81－5111（代）

まちの動き
人　口 （＋631）

世帯数
30万9866人
12万8403世帯 （＋1320）

平成25年11月1日現在 （　）内は前年同日比

（104件）

（10人）

（1万1104件）

火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

10件
1098件

0人
平成25年10月 （　）内は1月からの累計

　　　〒486－8686　愛知県春日井市鳥居松町5－44
編集／企画政策部広報広聴課　☎（0568）85－6036　
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