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第二保育園の園児が大きな筆と紙で干支（えと）のうさぎに挑戦（あ～とふるマイタウン事業）第二保育園の園児が大きな筆と紙で干支（えと）のうさぎに挑戦（あ～とふるマイタウン事業）第二保育園の園児が大きな筆と紙で干支（えと）のうさぎに挑戦（あ～とふるマイタウン事業）

特集

第40次実施計画の主な事業と
平成23年度当初予算をお知らせします

高齢者福祉サービスのお知らせ
ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸（けい）がんのワクチン接種
ＰHOTO スケッチ
情報あ・ら・か・る・と
各種お知らせ
まちのイベントNEWS
緊急医など
道風くんのかすがいマップを開設

フォリー・水の塔とサクラ(平成22年4月撮影）フォリー・水の塔とサクラ(平成22年4月撮影）フォリー・水の塔とサクラ(平成22年4月撮影）
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問い合わせ▶高齢福祉課（☎85－6364）、高齢者住宅改修費の助成については介護保険課（☎85－6182）

市では、援助が必要な高齢者やその家族の皆さんが、健康で生きがいのある生活を送ることができるように、
各種福祉サービスを提供し、自立生活を支援しています。ここでは、変更があったサービスをお知らせします。
このほかのサービスについては、市ホームページや高齢者福祉サービスガイドを見てください。

　安否確認を兼ねた配食サービス（昼食）を利用
する際に必要となる経費の一部を助成します。

　　　月～金曜日のうち週4回を限度
弁当宅配事業者が直接、利用者宅へ
配食し、安否を確認
おおむね65歳以上で、自ら食事の準
備や調理が困難な一人暮らしの人
など
高齢者向け普通食、カロリー食など
（おかゆ、おかずの刻みなどの対応
も可能）
1食当たり300円（弁当代の差額は利
用者が負担）

配食日と回数▶
配食方法▶

対　象▶

弁当の種類▶

助成額▶

　高齢者などの介護を地域で担う人材を育成
するため、ホームヘルパー養成研修の2級課程
を修了した人に、受講料の一部を助成します。

次のいずれかに該当する人
○高齢者か要介護認定を受けた親族
を介護しているまたは過去に介護し
ていた人
○障がい者の親族を介護しているま
たは過去に介護していた人
○市社会福祉協議会のにこにこヘル
パーとして登録している人
2万円以内
研修修了後30日以内に申請

対　象▶

助成額▶
手続き▶

　日常生活において援護を必要とする高齢者
世帯に家事を援助するホームヘルパーを派遣
します。

家事の援助が必要なおおむね65歳以
上の一人暮らしや高齢者のみの世帯
の人（介護保険の要介護者・要支援
者を除く）
週2回までとし、1回あたり2時間を
限度
1時間160円　※生活保護世帯、世帯
全員が市民税非課税の場合は無料

対　象▶

利用限度▶

利用料▶

高齢者住宅改修費の助成
　日常生活に援護が必要で介護保険の認定を
受けてない高齢者が住む住宅に、手すりを取
り付けるなどの改修工事を行う費用の一部を
助成していましたが、5月31日（火）をもって事
業を終了します。
　高齢者住宅改修費助成の事前確認は5月31日ま
でに受けてください。なお、工事完了後の支給申
請は平成24年3月30日（金）までに行ってください。

在宅重度要介護者介護手当
　家庭で常時介護が必要な人を介護している
人に、心身の疲労軽減を図るための手当を支
給していましたが、3月31日（木）をもって事業
を終了しました。

ヒブ・小児用肺炎球菌・
子宮頸(けい)がんのワクチン接種
ヒブ・小児用肺炎球菌・
子宮頸(けい)がんのワクチン接種
ヒブ・小児用肺炎球菌・
子宮頸(けい)がんのワクチン接種
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問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

市では、ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がんワクチンの3つの任意予防接種（予防接種法に基づかない接種）
の接種費用の一部助成を4月から始めます。ただし、現在、次の事情により、接種を見合わせています。接
種の見合わせを解除するときは、広報春日井や市ホームページでお知らせするとともに、対象者には個別に
通知します。

◇平成23年3月31日までに行った接種　◇指定医療機関以外での接種　◇接種した後の接種費用の還付
【 次の場合は助成対象になりません 】

　医師に相談するなどワクチンの効果、副反応、スケジュール、健康被害救済制度などを十分理解した上、
保護者の判断で接種してください。

※予防接種を受ける前に

ヒブ、小児用肺炎球菌　ワクチン接種に関連する事故による一時見合わせ

【重要なお知らせ】

　厚生労働省は、ヒブおよび小児用肺炎球菌の両ワクチンの接種を一時見合わせることとしました。
市では、厚生労働省の対応を踏まえ、両ワクチンの接種助成を当分の間見合わせることとします。

子宮頸がん　ワクチン供給不足による接種の一時見合わせ

　現在、全国的に子宮頸がんワクチンが品薄になっており、医療機関では、新たな受け付けができない状態
です。ワクチンの安定供給は、7月以降になる見込みです。安定供給ができるまでの間、接種を見合わせて
ください。なお、すでに接種を開始している人の2回目・3回目の対応については、健康増進課に問い合わせ
てください。

ヒブ・小児用肺炎球菌・ヒブ・小児用肺炎球菌・
子宮頸(けい)がんのワクチン接種子宮頸(けい)がんのワクチン接種
ヒブ・小児用肺炎球菌・ヒブ・小児用肺炎球菌・
子宮頸(けい)がんのワクチン接種子宮頸(けい)がんのワクチン接種
ヒブ・小児用肺炎球菌・ヒブ・小児用肺炎球菌・
子宮頸(けい)がんのワクチン接種子宮頸(けい)がんのワクチン接種
ヒブ・小児用肺炎球菌・
子宮頸(けい)がんのワクチン接種

4月1日（金）
市内の指定医療機関（要予約）
接種を行う日に市内に住所（住民登録）を有する人

開始日▶
接種場所▶
対　象▶

ワクチン接種費用の一部助成

小児用肺炎球菌

ヒ　　ブ
生後2か月～ 5歳未満の乳幼児

1回につき1000円

1回につき1000円

子宮頸がん 中学1～高校1年生に相当する
年齢の女子

4回
3回
1回
4回
3回
2回
1回

2～ 7か月未満
7～ 12か月未満
1～ 5歳未満
2～ 7か月未満
7～ 12か月未満
1～ 2歳未満
2～ 5歳未満

種　類 対象年齢 自己負担額接種回数

3回 1回につき1500円
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大切な命や財産を
火災から守ろう
(西部保育園)

｢足心ヨーガ｣で
心も体も元気に
（福祉の里レインボープラザ）
　冬の間、寒さに縮んだ体と心を伸ばし、た
るんだ筋肉を引き締める｢足心ヨーガ｣の教
室が行われました。｢3月は気が上に上がりや
すく首や肩がこりやすいので、体内の気を整
えましょう｣と話す講師の指導のもと、入念
な柔軟運動で体をほぐした後、基本となる「ネ
コのポーズ」などの姿勢をとっていました。

　3月1日から7日までの7日間、春の火災予防運
動が行われ、この日は、市消防職員の指導のもと、
園児たちが煙道体験や放水体験などをしました。

3/10
 ㊍

　去る3月11日に発生した、東北地方から関東
の太平洋沖での予測をはるかに超えた大地震、
そしてその後の津波による未曽有の大惨事。
大自然の猛威の前に人間の無力さを思い知ら
された矢先、原子力発電施設での爆発と予測
のつかない放射能汚染の危険。
　この地震で亡くなられた方々に深く哀悼の
意を表しますとともに、被災された方々に心
からお見舞いを申し上げます。
　春日井市では、翌12日の深夜に消防車と消
防職員を派遣するとともに、15日には市内事
業者の皆さんのご協力をいただき、救援物資
を被災地へ輸送いたしました。
　また、早速に市民の皆様への飲料水(ペット
ボトル)の寄付をお願いしましたが、このこと
が報道されるや、個人や町内会、事業者の皆様
から数多くの飲料水の寄付をいただきました。
同時に、市施設で義援金箱を設置したところ、
初日には実に130万円余の寄付があったとの
報告を受け、市民の皆様の厚いお気持ちに触

れさせていただき、本当に涙がこぼれそうに
なりました。
　東京電力では計画停電の方針を打ち出しま
したが、報道で知る限り、電力規制は止むを得
ないとの意見がほとんどのようでありました。
これまで、あまりにも便利さを追求し、それが
当たり前として要求し続けた時代を見直し、
電力節減の方策を国民全てが共有することが
できたらと改めて思います。
　今後のことは全く予測できませんが、一自
治体としても被災地の救援、復興のため、でき
うる限りの支援をしてまいりたいと考えてい
ます。

東日本大震災

市長 伊藤　太



広報春日井4月1日号 11

情報あ・ら・か・る・と

副市長　近藤和記雄

市税等納期のお知らせ

問い合わせ▶収納課（☎85－6111）

問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6036）

平成23年度の市税等の納期は次のとおりです。納期限までに納めてください。また、口座振替を利用し
ている人は、預貯金残高を確認してください。

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市・県民税 1期 2期 3期 4期

固定資産税・都市計画税 1期 2期 3期 4期

軽自動車税 全期

国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

介護保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

後期高齢者医療保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

5/2
（月）

5/31
（火）

6/30
(木)

8/1
(月)

8/31
(水)

9/30
(金)

10/31
（月）

11/30
(水)

12/27
（火）

1/31
（火）

2/29
(水)

4/2
（月）

※納付場所は、収納課、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、市内全て
の金融機関、コンビニエンスストアです。ただし、コンビニエンスストアとゆうちょ銀行・郵便局では、
納期限を過ぎた場合は取り扱いません

納期限納期限納期限納期限

「春日井ガイドブック」が
発行されました
市政情報を盛り込んだ、暮らしに役立つ平成23年度版生
活情報誌「春日井ガイドブック」を㈱ゼンリンが発行し、
市内の全ての世帯に無償配布します。ぜひ活用してくだ
さい。

配布時期▶3月下旬から、市内の全世帯に順次配布(広報
の配布時期とは異なります)

○ダイヤルガイド…市の主な施設などの電話番号
○各種届出・手続き…住所変更等・引っ越し手続き、戸籍などの
届出・証明、時間外取扱業務
○生活相談…市民相談、民生相談、育児相談など、生活に関する
さまざまな相談窓口の案内
○健康・医療・福祉…緊急医、予防接種、健(検)診、子育て支援
○介護保険・福祉…高齢者福祉サービス、障がい福祉サービス、
障がいに関する相談など
○かすがいシティバス…路線図、時刻表
○防災・災害対策…日頃の備え、避難所情報　
○ごみの種類と出し方
○市内の詳細地図　など

主 な 内 容

　宮地清惠副市長
の任期満了に伴い、
近藤和記雄氏が4月
1日付で副市長に就
任します。

副市長が決まりました
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自宅の耐震診断・改修をしましょう

緑のカーテンコンテストに応募しよう
緑のカーテンは、ゴーヤ、アサガオなどのつる性の植物を建物の窓際に育てたもので、周囲の温度を
下げるなどの効果があり、省エネや地球温暖化対策として楽しみながら取り組むことができます。こ
れからは、緑のカーテンを設置するのに最適の時期です。緑のカーテン作りに挑戦し、ぜひコンテス
トへ応募してください。

対　象▶家庭、事業所(事務所、店舗、工場など)
申し込み▶4月15日(金)～8月1日(月)に、直接かはがき、ファクス、Eメールに住所、氏名または事業所名

（ふりがな）、電話番号を書いて、〒486－8686春日井市役所環境政策課(☎85－6216、ＦＡ
Ｘ84－8731、Ｅメールkansei@city.kasugai.lg.jp)へ　※応募者には、種、育成パンフレッ
ト、報告用紙を送付します

平成22年度最優秀賞　稲垣咲子(浅山町)平成22年度最優秀賞　稲垣咲子(浅山町)平成22年度最優秀賞　稲垣咲子(浅山町)

対　象▶次のいずれも満たす住宅〇昭和56年5
月31日以前に着工された非木造住宅
〇一戸建て、長屋、共同住宅、併用
住宅(建物全体の半分以上が住宅とし
て使われていれば対象)

補助額▶助成額と市の定める限度額のいずれ
か少ない額　※種別により異なります
ので詳しくは問い合わせてください

　県の講習を受け登録された耐震診断員が、
木造住宅の耐震診断を行います。
対　象▶次のいずれも満たす木造住宅〇昭和

56年5月31日以前に着工された在来軸
組構法、伝統構法の住宅〇現在居住
している住宅〇一戸建て、長屋、併
用住宅(貸家を含む)、共同住宅　※診
断費用の自己負担はなし

募集棟数▶200棟(先着順)

対　象▶市の木造住宅無料耐震診断で倒壊する可能
性がある(判定値1.0未満)と判断された住宅

対象工事▶耐震改修の結果、地震に対して安全な構造
(判定値1.0以上)となる工事

補助額▶60万円を限度に耐震改修
工事費(工事費、設計・補
強計画策定費)の2分の1の
額

木造住宅無料耐震診断

非木造住宅耐震診断・耐震改修費補助

木造住宅耐震改修費補助

申請者▶いずれも対象となる住宅の所有者
申し込み▶いずれも4月1日(金)から、所定の用紙(建

築指導課、市民安全課、市ホームページ、
東部市民センター、各ふれあいセンター、
鷹来・坂下公民館、総合福祉センター、
グリーンパレス春日井などに用意)に記入
して、直接(木造住宅無料耐震診断のみ郵
送可)建築指導課(☎85－6328)へ　※事前
に相談が必要

　昨年実施したコンテストの応募者から
は、「エアコンの稼働時間が減った」「育
てたゴーヤを食べた」「緑により心が癒や
された」などの声が寄せられました。

栽培スケジュール
4月 5月 6月 7月 8月 9月

アサガオアサガオ

種まき

植える

成長

開花

ゴーヤゴーヤ

種まき

植える

成長

実の収穫
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かすがい熟年大学

企画から
講師まで
企画から
講師まで あなたの企画で講師にチャレンジ！

ところ▶文化フォーラム春日井ほか
講　師▶近隣大学教授、市民病院医師など
対象・定員▶市内在住で昭和26年4月1日以前に生まれた人・○生活

コース、歴史コース各150人○文学コース、健康科学コ
ース各100人(抽選)

費　用▶受講料4000円　※健康科学コースは実技講座の保険料と
して別途100円が必要

申し込み▶4月14日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)にコース
名、住所、氏名(フリガナ)、年齢、性別、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所生涯学習課(☎85－6447)へ　
※申し込みは1人1コースのみ

コース 月日 時間 演題(講師の都合により変更になる場合あり)

生活 5/25､6/8 ･22､
7/6 ･20､ 8/3 ･
17 ･31､ 9/14 ･
28､10/12 ･ 26､
11/9の水曜日
(13回)

10:00～
11:30

○コミュニケーション～家庭・地域で自己表現～○日本人の自然観と
現代社会○目からウロコの経済学○コンビニエンス・ストアから見た
現代の流通○交通安全について○裁判員制度の今　ほか

歴史 14:00～
15:30

○邪馬台国の謎～何がなぜ問題なのか～○豊臣秀吉の「大仏」建立○日
本中世社会の実像○浮世絵に見る江戸文化○書の歴史を考える○アメ
リカ現代史　ほか

文学 5/26､ 6/9 ･23､
7/7 ･ 21､ 8/4 ･
18､ 9/1 ･ 15 ･
29､ 10/13 ･ 27､
11/10の木曜日
(13回)

10:00～
11:30

○文学と思想○中国古典詩の世界～李白の作品を中心に～○紫式部と
その文学○今鏡を読む○近世の芸能作品を読む○日本近代文学　ほか

健康科学 14:00～
15:30

○食と健康～食事のバランスを考える～○薬との上手なつきあい方○
白い筋肉を鍛える○アシの健康のはなし○知られざる脳の不思議に迫
る○こころの健康を考える○実技講座4回　ほか

開講式・合同講座
と　き▶5月20日(金)午後2時30

分から
ところ▶市民会館
講　演▶「人生心豊かに」継鹿

尾山寂光院山主・松
平實胤

※閉講式・合同講座は12月の予定

市では、市民の皆さんの多様な学びのニーズに応えるため、講座を企画し、講
師として活躍してくれる人を募集します。あなたの知識や技能、経験を生かし
て自由な発想で講座を企画し、「教える楽しみ」を感じてみませんか。今年度は
応募のチャンスが2回になります。　※第2回の募集は8月1日号の広報春日井で
お知らせします

応募資格▶ 生涯学習情報サイト「まなびゃ選科」
(http://kasugai.manabi365.net/)に登録が
ある人

採用件数▶15件程度
選考方法▶ 面接・書類審査
申し込み▶ 4月13日(水)～5月13日(金)に、企画書(生涯

学習課、市ホームページ、市役所情報
コーナー、東部市民センター、各ふれ
あいセンター、各公民館に用意)に記入
して、直接、生涯学習課(☎85－6446)
へ　※平日に申し込みが困難な場合は連
絡してください

募集する講座
内　容▶ ①子ども向け講座(中学生以下を対

象とするもの。保護者とともに受講
するものも含む)②一般向け講座(①
以外のもの)

開講時期▶9月～11月(予定)
講座回数▶2回まで(1回につき2時間まで)　※語

学・楽器の講座は4回まで
開講場所▶ 東部市民センター、味美・高蔵寺・

南部・西部ふれあいセンター、各公
民館のいずれか1か所

講師料▶5000円　※交通費を含む
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文化財課所蔵図書の一般利用開始
　全国の市町村教育委員会や博物館などから寄贈
を受け、所蔵している図書のうち約1万1000冊に
ついて、閲覧ができるようになりました(完全予
約制。貸し出しは不可)。
利用開始日▶ 4月5日(火)
利用方法▶ 市図書館ホームページで検索できます。

希望図書は、事前に文化財課(☎33－
1113、ＦＡＸ34－6484)へ予約し、中央
公民館内森浩一文庫にて閲覧

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

男女共同参画意識調査報告書を作成しました
閲覧場所▶ 男女共同参画課、市の主な施設　※市ホ

ームページからも見ることができます
問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

飼い主のいない猫の去勢避妊に補助金を交付
　飼い主のいない猫の繁殖を防ぐため、飼い主の
いない猫の去勢・避妊手術に補助金を交付します。
　この補助制度は、市民、動物病院、市の三者で
負担し合うことにより行うものです。
対 象▶ 市内に生息する飼い主のいない猫を保護

して、手術を受けさせることができる市
内在住の人

補助額▶ オス(去勢1頭)7500円、メス(避妊1頭)1万
2500円(予算の範囲内で先着順)　※市民
の負担額(1頭)5000円

手続き▶ ○保護する前(手術前)に申請が必要○申
請書には、区長・町内会長・自治会長は
1人、または、隣人など2人による飼い主
のいない猫であることの確認が必要○申
請書と一緒に対象となる猫の写真1枚を
提出すること

申し込み▶ 4月6日(水)から、環境保全課(☎85－6219)
へ

住宅用太陽光発電に補助金を交付
　地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素を削
減するため、住宅用太陽光発電システムを設置す
る場合に補助金を交付します。
対 象▶ 自ら居住する市内の住宅(店舗などとの

併用住宅を含む)への設置者
補助額▶ 1kＷ当たり1万円(上限4kＷ・予算の範囲

内で先着順)
申し込み▶ 4月7日(木)から、所定の用紙(環境政策課、

市ホームページに用意)に記入して、環
境政策課(☎85－6216)へ

教育委員会定例会の公開
と き▶ 4月20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

子ども会活動に補助金を交付
条件など▶ 子ども会活動中の事故などを補償する保

険への加入や構成要件など｢地域子ども
会育成基準｣を満たすこと

対 象▶ 地域子ども会
申し込み▶ 5月31日(火)〈必着〉までに、所定の用紙

(子ども政策課、市ホームページに用意)
に記入して、直接、子ども政策課(☎85
－6151)へ

地域防犯組織支援補助事業
　防犯パトロール用品の購入などに補助金を交付
します。
対 象▶ 区・町内会や自治会などが中心となって、

その地域内にあるボランティア団体など
の参加を得て地域ぐるみで設立された自
主防犯組織　※既に交付を受けた団体を
除く

補助額▶ 5 ～ 25万円(その地域の世帯数に応じて
予算の範囲内で交付)

申し込み▶ 4月15日(金)から、所定の用紙(市民安全
課に用意)に記入して、直接、市民安全
課(☎85－6064)へ

合併処理浄化槽の設置に補助金を交付
　公共下水道事業認可区域を除いた地域の生活排
水対策として、トイレの汚水だけでなく、台所な
どの雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽を設
置する場合に補助金を交付します。今年度は、単
独処理浄化槽およびくみ取り便槽からの転換をよ
り一層促進するため、転換補助額を増額します。
対 象▶ 専用住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽

(窒素かリン除去能力を有する高度処理
型の浄化槽)を設置する個人　※既に浄
化槽の設置工事を着工しているなど、対
象とならない場合があります。詳しくは
市ホームページを見てください

補助額▶ ○新設…11万円以内○くみ取り便槽から
の転換…57万円以内○単独処理浄化槽か
らの転換…66万円以内　※浄化槽の人槽
により上限額あり(予算の範囲内で先着
順)

申し込み▶ 4月1日(金)から、環境保全課(☎85－6217)
へ
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緑の相談員による出前診断
と き▶ 毎月第2・4木曜日午前10時～午後4時(要

予約)
内 容▶ 現地に出向いて病害虫の防除対策や施

肥、庭木の手入れなど植物に関する相談
問い合わせ▶ グリーンピア春日井(☎92－8711)

とりいまつにぎやかマルシェ
と き▶ 4月2日(土)午前10時～午後4時
ところ▶ 市庁舎敷地内
内 容▶ 新鮮な野菜や果物、特産品の販売および

フリーマーケットの開催
問い合わせ▶ とりいまつなぐカンパニー (☎86－5055)

昼コン｢2番目の秘密｣
　毎年好評の昼コン＆夜コンも、ついに7年目に
突入。今年も｢誰でも気軽に聴けるクラシックコ
ンサート｣を開催します。
と き▶ 4月9日(土)午後2時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ アンサンブル・グラナディラ(クラリネ

ット四重奏)
曲 目▶ イトゥラルデ｢ギリシャ組曲｣、ピアソラ

｢鮫｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

4月～6月の子ども劇場
と き▶ ①4月9日(土)②5月14日(土)③6月11日(土)

午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ ①大型紙芝居｢あなのなかのライオン｣、

大型絵本｢おおかみと7ひきのこやぎ｣②
大型紙芝居｢みどり・みどり｣、大型絵本
｢ももたろう｣③大型紙芝居｢11ぴきのあ
ほうどり｣、大型絵本｢おおきなかぶ｣　

 ※①②③いずれも腹話術、南京玉すだれ
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他

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 4月10日(日)、5月8日(日)、6月12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)

子育て広場
と き▶ 4月15日～ 7月15日の毎週金曜日(4月29

日、5月6日を除く)午前10時～ 11時
内 容▶ 体操や手遊び、簡単な製作遊び、季節の

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

4月～6月のお話の部屋
と き▶ 4月17日(日)、5月15日(日)、6月19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▶ 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)

4月～6月の包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 4月17日(日)、5月29

日(日)、6月19日(日)
午前9時30分～正午
受け付け、引き渡し
は当日午後3時～ 4
時かそれぞれ4月24
日(日)、6月5日(日)・
26日(日)

定 員▶ 30人(先着順)　※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)

特定健診および後期高齢者健診の受診券
　国民健康保険加入者の特定健診および後期高齢
者医療制度加入者の健診はどちらもがん検診の受
診券と一枚にまとめて、次の予定で発送します。
なお、早期受診を希望する人は連絡してください。
平成23年度に40～ 74歳になる国民健康保険
加入者および後期高齢者医療制度加入者
※4月2日以降の国保加入者を除く

対象者 発送時期
4月～7月生まれ 5月上旬
8月～11月生まれ 7月上旬
12月～3月生まれ 9月上旬

平成23年度に75歳になる次の人
対象者 発送時期

昭和11年8月～12年3月生まれの
国民健康保険加入者 4月上旬

昭和11年4月生まれ 5月下旬
昭和11年5月生まれ 6月下旬
昭和11年6月生まれ 7月下旬
昭和11年7月生まれ 8月下旬

問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6367)
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ささえ愛センターまつり
　市民活動団体(ＮＰＯやボランティアをはじめ
とした社会貢献活動団体)がそれぞれの団体ＰＲ
や活動紹介をパネル展示やさまざまなイベントを
通して行います。
と き▶ 4月17日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
問い合わせ▶ ささえ愛センター (☎56－1943)

市民硬式テニス大会
と き▶ 5月1日(日)午前9時から〈予備日5月8日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 高校生以下・一般・壮年(45歳以上)の部

の男女各ダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1組)1000円
申し込み▶ 4月16日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、種目、2人の住所・氏名・年
齢・電話番号・勤務先か学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

会長杯争奪戦卓球大会
と き▶ 5月8日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 一般男子・女子シングルス、中学生男子

・女子シングルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟登録をした

人(中学生は未登録可)
費 用▶ 参加料(1人)一般・大学生500円、高校生

300円、中学生200円
持ち物▶ ユニホーム、ゼッケン
ところ・申し込み▶4月20日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、住所、氏名、年
齢、電話番号、勤務先か学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

自然満喫！トレッキング体験・春
と き▶ 5月15日(日)午前7時30分～午後5時30分
ところ▶ ウイングヒルズ白鳥リゾート(岐阜県郡

上市)
内 容▶ 白鳥の雄大な自然を感じながらトレッキ

ングコース(初・中級)をガイドと歩き、
山菜採りや天然温泉入浴を楽しむ

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の高校生か同年齢
以上の人・45人(抽選)

費 用▶ 参加料6000円(交通費や昼食代、温泉入
浴料、傷害保険料を含む)　※貸し切り
バスを使用

申し込み▶ 4月17日(日)〈必着〉までに、往復はがき
に催し名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、
性別、電話番号、市外在住の人は勤務先
か学校名を書いて、〒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.s－kousya
－kasugai.or.jp/gymnasium/

高齢者ゲートボール大会
と き▶ 5月18日(水)午前8時30分受け付け、9時開

始〈予備日19日(木)〉　※両日とも雨天は
中止

ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住の60歳以上の人で構成された5

～ 7人のチーム
持ち物▶ スティック、弁当
申し込み▶ 4月22日(金)〈必着〉までに、はがきか所

定の用紙(高齢福祉課に用意)にチーム
名、全員の氏名・年齢、代表者の住所・
電話番号を書いて、〒486－8686春日井
市役所高齢福祉課(☎85－6176)へ

　 塩谷哲 with 
ソルト・ストリングス・コンサート

と き▶ 7月30日(土)午後6時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ ジャンルも国境も越えて活躍する、人気

・実力ともに抜群のピアニスト・塩谷哲
が新進気鋭の秀英たちと共に創り上げる
音楽の世界

出 演▶ 塩谷哲(ピアノ)、井上陽介(コントラバ
ス)、ストリングス・カルテット

入場料▶ 4500円、ペア券8500円(全席指定、未就
学児不可、当日500円増)

入場券▶ 4月9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、ロー
ソンチケットで販売　※かすがい市民文
化財団では、代金引換サービスあり　

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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レクリエーションスポーツ大会
と き▶ 5月22日(日)午前9時から開会式
ところ▶ 総合体育館
持ち物▶ 上靴
ソフトバレーボール競技
部 門▶ ○女性の部①39歳以下②40歳以上○混成

の部(女性が2人以上)①年齢制限なし②
男性が35歳以上　※年齢は大会当日

チーム▶ 4 ～ 6人で構成(同一チームは3組以内)　
※審判は参加者が行うため、5月10日(火)
午後7時から総合体育館で開催するルー
ル説明会および抽選会に必ず1人以上の
参加が必要

グラウンド・ゴルフ競技
チーム・定数▶3人で構成・

128チーム(抽選)　　
※雨天の場合は、5
月24日(火)に延期

ディスクドッヂ体験
時 間▶ 午前9時30分～ 11時

30分
対 象▶ 小学生以上の人
レクビーチ体験・カローリング体験・ディスコン
体験
時 間▶ 正午～午後2時
申し込み▶ ソフトバレーボールとグラウンド・ゴル

フは4月14日(木)〈必着〉までに、はがき(1
チーム1枚)に種目、部門(ソフトバレーボ
ールのみ)、チーム名、全員の氏名(代表
者に○を表示)・年齢・性別、代表者の
住所・電話番号を書いて、〒486－0804
鷹来町4196－3、総合体育館内スポーツ
課(☎84－7117)へ　※各種体験は、事前
申し込み不要(当日、開催時間の15分前
から随時受け付け)

潮見坂平和公園の墓所(随時募集)
区 画▶ 一般墓所(3㎡・4㎡)、芝生墓所(5㎡)、空

き区画(返還区画4㎡・6㎡・12㎡)　※希
望区画が重複した場合は抽選

対 象▶ 市内在住で現在祭祀(さいし)をする遺骨
があり、1年以内に納骨をするための墓
所が必要な人　※分骨・改葬などで墓所
が必要な人は、別途一般募集をする予定

申込書▶ 4月1日(金)から、潮見坂平和公園管理事
務所で配布

申し込み▶ 4月1日(金)から、潮見坂平和公園管理事
務所(☎84－4444)へ

｢こんにちは市の職員です｣実施団体
内 容▶ 市職員が地域で開催される会合などに出

向き、市政に対する意見交換を行う
実施期間▶ 平成24年3月31日(土)まで　※年末年始

を除く
開催時間帯▶ 午前10時～午後8時の約1時間
開催場所▶ 申し込み団体で用意　※会場にかかる費

用は申し込み団体が負担
対象団体▶ 市内の区・町内会・自治会
申し込み▶ 申込書(市ホームページに用意)に団体

名、代表者氏名、開催希望日時、意見
交換したいテーマと内容、参加予定人数
などを記入して、開催希望日の1か月前
までに直接か郵送、ファクスで、〒486
－8686春日井市役所広報広聴課(☎85－
6037、ＦＡＸ84－7421)へ　※開催日時
の変更などについて調整することがあり
ます

河川浄化モデル地区
　市内を流れる河川の水質汚濁監視や生活排水対
策事業などを積極的に行っている地域団体を募集
し、活動費の一部を助成します。
対 象▶ 3分の2以上が河川周辺に住所がある100

世帯以上の町内会などの地域団体
申し込み▶ 4月11日(月)までに、環境政策課(☎85－

6216)へ

フリーマーケットの出店者
と き▶ 5月22日(日)午前9時30分～午後3時
対 象▶ 市内在住の商業者でない人
販売品目▶ 家庭での不用品(営利目的の物は不可)
小間料▶ 1小間(250㎝×400㎝)500円
小間数▶ 45小間(抽選)
ところ・申し込み▶4月15日(金)〈必着〉までに、

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

｢みんなで音楽会｣出演者
と き▶ 6月18日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 演奏や合唱など　※和太鼓、ドラムなど

の打楽器は禁止
対象・定員▶ ①市内在住か在学の児童・6組(1組3人程

度)②市内在住か在勤の成人で構成され
た団体・1組(1組20人程度)

ところ・申し込み▶4月2日(土) ～ 17日(日)に、直
接か電話で、福祉の里レインボープラザ
(☎88－7007)へ
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緊急雇用創出事業による臨時職員
任用期間▶ 5月1日(日) ～ 9月30日(金)
勤 務▶ 午前8時30分～午後5時(7時間30分)、週5

日(土・日曜日、祝日は休み)
内 容▶ 小・中学校施設の除草および側溝しゅん

せつ作業など
対象・人員▶ 失業中で求職中の人、離職を余儀なくさ

れた非正規労働者、中高年齢者などの失
業者(年齢、国籍、居住地などの制限なし)
・3人

必要資格▶ 普通自動車運転免許
賃金(時給)▶ 1020円　※交通費を1通勤につき230円支

給
社会保険▶ 協会けんぽ、厚生年金および雇用保険に

加入
申し込み▶ 4月14日(木) ～ 15日(金)に、市販の履歴書

(写真付き)に記入して、市役所6階研修室
へ　※4月19日(火)に面接あり

問い合わせ▶ 人事課(☎85－6021)

通訳ボランティア
　外国人住民が、市役所などの窓口で手続きを円
滑に行えるよう補助するボランティアを募集しま
す。
活動内容▶ 公共施設での手続き時に外国人住民と窓

口職員との通訳、通訳業務の記録など
活動場所▶ 市内の公共施設
募集言語▶ ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ

語(タガログ語)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、日

本語とそれ以外の言語の読み、書き、会
話ができる人

謝 礼▶ 1回従事するごとに1000円
申し込み▶ 所定の用紙(市民活動推進課、国際交流

ルーム、各ふれあいセンターなどに用意)
に記入して、直接か郵送、ファクスで、
〒486－8686春日井市役所市民活動推進
課(☎85－6033、ＦＡＸ85－5522)へ　

            ※申し込み後、面接を実施

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▶ 4月23日(土)午後1時30分～ 4時
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▶ 4月7日(木)午前9時から、直接か電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
生ごみのリサイクル～生ごみをたい肥にするぼか
し作り
と き▶ 4月16日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 消費者グループなずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、45ℓ用のビニール袋、雑巾
押し絵教室～姫だるまを作る
と き▶ 4月21日(木)・28日(木)〈2回〉午前9時30分

～ 11時
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1200円
持ち物▶ はさみ、目打ち、ピンセット、接着剤、

洗濯挟み(小)10個(大)4個、手拭き
ダンボールコンポスト教室～ダンボール箱で自家
製堆肥(たいひ)を作ってみよう
と き▶ 4月23日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 広川雄三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 教材費750円
持ち物▶ みかんなどの箱(高さ19㎝、幅30㎝、奥

行37㎝程度)、カッターナイフ、ガムテ
ープ

 
申し込み▶ いずれも4月5日(火)から、電話で

落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会～母の日のアレンジ
メントを作る
と き▶ 4月24日(日)午前10時～正午
講 師▶ 内村朋子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料350円、教材費3000円
持ち物▶ クラフト用はさみ(ワイヤーを切れるも

の)、木工用接着剤、ピンセット、持ち
帰り用の袋

緑化講習会｢松の管理｣～マツのみどり摘みの仕
方、剪定(せんてい)方法を学ぶ
と き▶ 5月7日(土)、10月15日(土)〈2回〉午前9時

30分～ 11時30分
講 師▶ 加藤繁明
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料700円
持ち物▶ 植木ばさみ
 
申し込み▶ いずれも4月15日(金)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0817東野町字落合池1へ
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東部市民センター　☎92－8511
季節の和菓子づくり～端午の節句を前に柏餅とち
まきを作る(託児付き)
と き▶ 4月26日(火)午前10時～午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・32人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費800円
持ち物▶ エプロン、布巾、持ち帰り用の容器
申し込み▶ 4月14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、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)と年齢も書
いて、〒487－0011中央台2－2－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
メタルメッシュでおしゃれなコサージュ作り～ビ
ーズとメタルメッシュでコサージュを作る
と き▶ 4月27日(水)・28日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 野島睦美
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2000円
持ち物▶ 無地のガーゼハンカチ1枚
申し込み▶ 4月5日(火)から、電話で

文化財課　☎33－1113
親子体験教室 ｢勾玉(まがたま)をつくろう｣
と き▶ 4月30日(土)、5月3日(祝)午前9時30分～ 11

時
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組3人まで)・各15

組(抽選)
費 用▶ 材料費(1個)250円
申し込み▶ 4月15日(金)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクス、Ｅメールに教室名、参加希望
日(第2希望まで)、住所、氏名、電話番
号、学校名、学年、保護者名を書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1、ＦＡＸ34
－6484、Ｅメールbunkazai@city.kasuga
i.lg.jpへ

かすがいげんきっ子センター
工作教室～ビーズでアクセサリーを作る
と き▶ 5月8日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
申し込み▶ 4月15日(金)〈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)に教室名、住所、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号、学校名、学年、
保護者名を書いて、〒486－0945勝川町8
－2858－1(☎35－3501)へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
呈茶事入門教室～客の心得を学ぶ
と き▶ 4月29日(祝)午前10時～午後3時
講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ ふくさ、懐紙、扇子、エプロン、タオル

※当日は和服を着用
おしゃれ園芸教室～初夏から秋までカラーリーフ
で楽しむハンギング
と き▶ 5月8日(日)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 伊藤孝巳
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸ばさみ、エプロン、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢呈茶事入門教室｣は4月6日(水)から電話

で、｢おしゃれ園芸教室｣は4月15日(金)
〈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

生涯学習課　☎85－6446
愛知文教大学連携講座｢子ど
も英語講座｣～ジム先生と楽
しく英語を学ぼう
と き▶ 5月7日(土)・14日(土)

・21日(土)〈3回〉午前
10時～ 11時

ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 愛知文教大学講師・

ジム・チャップマン
対象・定員▶ 市内在住の小学5～

6年生・16人(抽選)　※保護者の見学可
申し込み▶ 4月22日(金)〈必着〉までに、往復はがき

かＥメールに講座名、住所、氏名(ふり
がな)、学年、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所生涯学習課(Ｅメー
ルsyogaigk@city.kasugai.lg.jp)へ

中央公民館　☎33－1111
外国人のための日本語講座～初心者と初級者のク
ラスに分かれて日本語を学ぶ
と き▶ 5月8日～平成24年3月11日の日曜日(8月・

12月は休講)〈28回〉午前10時～正午
講 師▶ 春日井国際交流会・ＫＩＦ
対象・定員▶ 日本語を母語としない人・36人
費 用▶ テキスト代4725円
申し込み▶ 5月8日(日)午前10時に直接、会場へ



20 広報春日井4月1日号

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ～四季を通して自然と遊びの中
から親子で新しい発見を楽しむ
と き▶ 5月10日、6月7日・28日、9月6日、10月11日、

11月8日・29日、平成24年1月17日、2月21日、
3月20日の火曜日(10回)午前10時～ 11時30
分(9月6日と2月21日は正午まで)

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)2000円
協 力▶ 子育て支援サークル はじめの一歩
野外活動・自然体験指導者講座①リーダー講座②
インストラクター講座

とき 内容

5/14(土)9：30～ 15：30 開校式、自然体験活動の理念、
自然の仕組み、地域の自然など

6/11(土)16：00～ 20：30 参加者・対象者を知る、ナイトハイクなど

9/17(土)14：00～ 20：30 安全対策、普通救命救急、キャンプファイアなど

11/26(土)9：00～ 15：30 ハイキングガイドを通して里山文化を知る

2/18(土)9：00～ 16：00 自然体験活動の指導方法、プロ
グラムモデルを作る、閉校式

※自然体験活動推進協議会(ＣＯＮＥ)認定のリー
ダー・インストラクター養成講座。本講座の全日
程修了者は少年自然の家の野外活動・自然体験指
導者として登録され、任意でＣＯＮＥに登録する
ことができます(部分参加も可)
対象・定員▶ ○リーダー…高校生以上・15人○インス

トラクター…20歳以上でリーダー講座修
了者・5人(抽選)　

費 用▶ 受講料全5回3000円、各回700円
 
申し込み▶ いずれも4月15日(金)〈必着〉までに、往

復はがきに講座名、住所、参加者の氏名
(ふりがな)、年齢、電話番号、｢あそび
むしくらぶ｣は性別、｢野外活動・自然体
験指導者講座｣はリーダー・インストラ
クターの希望および部分参加のときはそ
の開催日も書いて、〒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.s－kousya
－kasugai.or.jp/natures/index.html

南部ふれあいセンター　☎85－7878
初心者のための油絵入門講座～静物(花や花びん
など)画の油彩画を描く
と き▶ 5月10日・24日、6月14日・28日の火曜日

(4回)午前9時30分～正午
講 師▶ 江伊佐
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)

費 用▶ 受講料1000円、材料費4550円
持ち物▶ 鉛筆(2Ｂ)、消しゴム、タオル2枚
申し込み▶ 4月6日(水)から、直接か電話で

ハーモニー春日井　☎88－0677
初心者のためのオカリナ入門講座
と き▶ 5月13日～ 7月15日の毎週金曜日(10回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 佐藤益子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ オカリナＣ管(そのオカリナが該当する

か講師と相談が必要。ない人は約3150円
で購入可)

オペラで歌おう(女性コーラス)入門講座
と き▶ 5月17日～ 7月26日の火曜日(7月19日を除

く10回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 天野久美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・10人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
初心者のためのバイオリン入門講座
と き▶ 5月18日～ 7月20日の毎週水曜日(10回)午

前10時～ 11時30分
講 師▶ 和田奏女
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ バイオリン(ない人は約1万6000円で貸し

出し可)
 
申し込み▶ いずれも4月15日(金)〈消印有効〉までに、

往復はがきに講座名、住所、氏名(ふり
がな)、年齢、電話番号、｢初心者のため
のオカリナ入門講座｣で購入希望の人は
｢購入希望｣、｢初心者のためのバイオリ
ン入門講座｣で貸し出し希望の人は｢貸し
出し希望｣も書いて、〒480－0302西尾町
392へ

予防課　☎85－6383
防火管理講習
と き▶ ①甲種防火管理新規講習…6月18日(土)

～ 19日(日)、9月14日(水) ～ 15日(木)、12
月7日(水)～ 8日(木)、平成24年2月18日(土)
～ 19日(日)午前10時～午後4時②乙種防
火管理講習…6月18日(土)、12月7日(水)午
前10時～午後4時③甲種防火管理再講習
…6月29日(水)午前10時～正午

ところ▶ ①②総合体育館③市役所301会議室
対象・定員▶ ①②市内の建物、事業所において、防火

管理者の選任を必要とし、管理的・監督
的地位の人③市内の建物、事業所におい
て、収容人員300人以上の特定防火対象
物の防火管理者として選任されており、
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5年以内ごとの再講習が必要な人・①80
人②50人③30人

費 用▶ テキスト代①②1600円③1300円
申し込み▶ 4月4日(月)から、顔写真1枚(縦4.5㎝×横

3.5㎝)、③は甲種防火管理新規講習(再講
習)修了証の写しも持って、予防課へ　   
※郵送の場合は、4月5日(火)から電話で
事前に申し込み状況を確認後、返信用封
筒(宛名を記入し、80円切手を貼ったも
の)を同封し、〒486－8686春日井市役所
予防課へ

サン・アビリティーズ春日井
交流の日｢ドッヂビー講座｣
と き▶ 4月～平成24年3月の第3日曜日(11月は除

く。12月は第4日曜日)〈11回〉午前10時
～正午

講 師▶ あいち障害者フライングディスク協会指
導員

対象・定員▶ 障がい者と健常者・50人(先着順)　※介
助を必要とする人は、介助者同伴

持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 4月14日(木)までに、直接か電話、ファク

スで、☎84－2611、ＦＡＸ84－3005へ

健康増進課　☎85－6164
歯周病予防教室～歯周病は糖尿病の合併症！ ｢健
康｣のため｢健口(口の健康)｣を目指しましょう
と き▶ 4月28日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
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、糖尿病
健康手帳(ある人のみ)

申し込み▶ 4月5日(火)から、電話で

市子育て支援センター (上八田保育園内)
子育てサロン～親子触れ合い遊び
と き▶ ①5月12日(木)・19日(木)・26日(木)〈3回〉

②6月1日(水)・10日(金)・22日(水)〈3回〉
③7月8日(金)・13日(水)・22日(金)〈3回〉
④7月28日(木)、①②③午前10時～ 11時
30分④午前10時～ 11時10分

ところ▶ ①総合体育館②グリーンパレス春日井③
④南部ふれあいセンター

対象・定員▶ ①②③市内在住の1歳6か月以上の未就園
児とその保護者・各30組④市内在住の4
～ 12か月の未就園児とその保護者・15
組(先着順)

申し込み▶ 4月11日(月)午前9時から、☎85－8824へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
ちぎり絵を作ろう！～指先を使って認知症予防
と き▶ 4月9日(土)午前10時～正午
ところ▶ 第2グレイスフル春日井
講 師▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井職員
定 員▶ 40人(先着順)
持ち物▶ のり
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
身近にある中毒について
と き▶ 4月15日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 薬剤師・山田英貴
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
骨盤均整法と腰痛に効くツボ療法～骨盤のゆがみ
からくる腰痛を治そう
と き▶ 4月22日(金)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▶ 地域包括支援センター第2春緑苑職員
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
閉じこもり予防～表情筋トレーニングで、素敵な
笑顔になろう
と き▶ 4月22日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 松下美奈子
定 員▶ 25人(先着順)
持ち物▶ 手鏡
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5734)へ
折り紙で春の花を折ろう～手先を使って認知症予
防
と き▶ 4月28日(木)午前10時～正午
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 西本笑子
定 員▶ 25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
足腰を鍛えて転倒を予防しよう～自宅でできる運
動で筋力アップ
と き▶ 4月28日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 理学療法士・後藤文彦、足立将秀
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ 運動靴
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
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総合福祉センター　☎84－3611
手話奉仕員養成講座(入門課
程) ～手話の特徴や表現方法
など基本を学ぶ
と き▶ 5月7日～平成24年2

月11日の土曜日(30
回)午前10時～正午

講 師▶ 聴覚障害者福祉協会
対象・定員▶ 市内在住で手話を初

めて学ぶ人・40人(抽
選)

費 用▶ テキスト代は実費必
要

手話奉仕員養成講座(基礎課程) ～手話通訳を目
指すための基本を学ぶ
と き▶ 5月7日～ 12月24日の土曜日(25回)午前10

時～正午
講 師▶ 聴覚障害者福祉協会
対象・定員▶ 手話通訳者を目指し、3年以上手話活動

をしている人・15人　※面接あり。詳細
な日程は募集後に連絡

費 用▶ テキスト代は実費必要
点字講座～社会生活への参加と自立のために必要
な点字を習得
と き▶ 5月12日～平成24年3月15日の木曜日(30

回)午前10時～正午
講 師▶ 点訳ボランティア春点
対象・定員▶ 市内在住の視覚障がい者・30人(先着順)
点訳奉仕員養成講座～点字を学び、視覚障がい者
の社会参加のためのボランティア活動につなげる
と き▶ 5月12日～ 12月15日の木曜日(20回)午前

10時～正午
講 師▶ 点訳ボランティア春点
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ テキスト代は実費必要
 
申し込み▶ ｢点字講座｣は4月15日(金)までに電話で、

それ以外は4月15日(金)〈必着〉までに、
往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号、身体障がい者は障がい名を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ　

消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当て
と き▶ 5月8日(日)午前9時～正午
ところ▶ 味美ふれあいセンター
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▶ 4月4日(月)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～身近な素材を使って遊ぶ
と き▶ 5月10日～ 6月21日の隔週火曜日(4回)午

前10時30分～ 11時15分
対象・定員▶ 2歳6か月～ 3歳児とその保護者・15組(抽

選)
申し込み▶ 4月15日(金)〈消印有効〉までに、往復は

がき(1家族1枚)に講座名、住所、参加者
全員の氏名(ふりがな)、年齢、電話番号
を書いて、〒486－0945勝川町8－2858－
1、☎35－3501へ

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▶ 5月11日～ 6月1日の

毎週水曜日(4回)午後
1時～ 3時

対象・定員▶ 市内在住の18歳以上
の人・30人(先着順)

費 用▶ 受講料1200円
肩こり予防教室～自宅で簡
単、肩こり予防エクササイズを学ぼう
と き▶ 5月12日～ 6月2日の毎週木曜日(4回)午後

1時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ いずれも4月5日(火)午前9時から、電話で

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
ラ・フィーラ体操教室～整体効果と癒やしの作用
で体の機能を高める体操をする
と き▶ 5月19日～ 6月23日の毎週木曜日(6回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 宮下茂代
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
骨盤エクササイズ～骨盤のゆがみを正し、全身を
引き締めよう
と き▶ 5月24日～ 6月28日の毎週火曜日(6回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 稲川聡子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
 
申し込み▶ いずれも4月16日(土)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に教室名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0304神屋町字引沢57－1へ
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高齢福祉課　☎85－6364
家庭介護のためのハートフルケアセミナー①｢高
齢者バイタルサイン｣他②｢感染症対策｣｢フットケ
ア｣③｢生活習慣病予防｣｢高齢者疑似体験｣
と き▶ ①6月1日(水)②6月8日(水)③6月15日(水)

〈3回〉午前10時～午後4時(①は9時45分か
ら)

ところ▶ 東部市民センター
対象・定員▶ 市内在住で介護技術を身に付けたい人・

40人(抽選)
申し込み▶ 5月6日(金)〈必着〉までに、はがきかファ

クスに講座名、住所、氏名、電話番号を
書いて、〒486－8686春日井市役所高齢
福祉課(ＦＡＸ84－5764)へ

市体育協会の講座
春日井ラグビースクール
と き▶ 4月10日～平成24年3月11日の毎月第2・4

日曜日(24回)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 名城大学農学部グラウンド(鷹来町)
講 師▶ 県ラグビーフットボール協会公認コーチ
対 象▶ 幼児～中学生
費 用▶ 受講料(年間)6000円
問い合わせ▶ 市ラグビーフットボール協会・永井(☎

82－3256)
子ども相撲教室
と き▶ 4月10日～ 11月27日の日曜日(25回)午後2

時～ 4時
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住か在学の小中学生
問い合わせ▶ 市相撲連盟・加藤(☎080－2622－9359)
硬式テニス初級者教室
と き▶ 4月30日(土)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、在学で小学4年生以上

の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、テニ

スシューズ、弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
 
申し込み▶ ｢硬式テニス初級者教室｣は4月23日(土)

〈必着〉までに、往復はがきに教室名、住所、
氏名、年齢、電話番号、経験年数、勤務
先か学校名を書いて、〒486－0804鷹来
町4196－3、総合体育館へ、それ以外は、
当日、会場へ

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩こり・腰痛予防のスト
レッチ体操や簡単な軽運動
と き▶ 5月11日～ 6月1日の毎週水曜日(4回)午前

10時～ 11時30分
ところ▶ 東部市民センター
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▶ 4月5日(火)午前9時から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
卓球教室
と き▶ ①5月12日～ 6月2日の毎週木曜日(4回)午

後4時～ 5時 ②5月14日～ 6月4日の毎週
土曜日(4回)午前9時～ 10時

対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 3年生②小学4～ 6
年生・各10人(抽選)

申し込み▶ 4月15日(金)〈消印有効〉までに、往復は
がきに教室名(①②の別も)、住所、氏名(ふ
りがな)、学校名、学年、保護者名、電
話番号を書いて、〒486－0945勝川町8－
2858－1(☎35－3501)へ

勝南にぎわい市
と き▶ 4月2日(土) ～ 3日(日)午前9時～午後3時(雨

天中止)
ところ▶ 勝川駅南口・勝南プラザ前
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〉

ＪＩＣＡボランティア｢体験談＆説明会｣
　国際協力機構(ＪＩＣＡ)は、開発途上国で現地
の人々と同じ生活をしながら、共に働き、国づく
りに貢献するボランティア募集にあたり、｢体験
談＆説明会｣を開催します。　※詳細はホームペ
ージで確認してください
月 日▶ 4月1日(金) ～ 5月16日(月) 
問い合わせ▶ (社)青年海外協力協会中部支部(☎052－

459－7229、Ｅメール chubu－bosetu@joca.
or.jp)

 ホームページ　http://www.jica.go.jp

国道19号の花壇に花を植えませんか
募集区間▶ 大和通1交差点～瑞穂通1交差点
申し込み▶ 4月20日(水)までに、国土交通省名古屋国

道事務所管理第1課(☎052－853－7324)
へ
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認知症市民講座
と き▶ 4月16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▶ ｢認知症の方の在宅ケア(介護)について｣

市内居宅介護支援事業所職員
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)か市認知症地域

連携の会事務局あさひが丘ホスピタル
(☎88－0284)

シルバー人材センター入会説明会
と き▶ 4月20日(水)、5月18日(水)、6月17日(金)

午後1時30分～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
対 象▶ 市内在住の健康で働く意欲のあるおおむ

ね60歳以上の人
申し込み▶ はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏

名(フリガナ)、年齢、生年月日、性別、
電話番号、参加希望日を書いて、〒486
－0845瑞穂通1－186、市シルバー人材セ
ンター (☎84－3515、ＦＡＸ84－3125、
Ｅメールkasugai@sjc.ne.jp)へ

初心者のための楽しいクラシック・ギター
と き▶ 5月10日～ 7月12日の毎週火曜日(10回)午

後7時～ 9時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 川久保勲
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)

※初心者も歓迎
費 用▶ 教材費1500円
持ち物▶ ギター (ない人は5000円で貸し出し可)
申し込み▶ 4月25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)、
電話番号、ギターの貸し出しを希望す
る人は｢ギター貸し出し希望｣と書いて、
〒486－8686春日井市役所文化課(☎85－
6079)へ

問い合わせ▶ ＭＹギターアンサンブル春日井・川久保
(☎090－9913－1396)

主 催▶ 春日井市民音楽連盟

新川親子流域フォーラム治水見学会
　新川流域総合治水対策協議会では総合治水対策
を知ってもらうため、雨水を一時的に貯める施設
などをバスで回り、見学します。昼食時には楽し
いクイズ大会も行います。
と き▶ 5月22日(日)午前9時30分～午後5時(予定)
集合・解散▶ 一宮市役所一宮庁舎
見学地▶ 青木川排水機場(江南市)→青木川放水路

函体工(江南市)→一宮市立丹陽西小学校
流域貯留施設(一宮市)→3号雨水調整池

(稲沢市)→自然共生研究センター (岐阜県
各務原市)

対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者
(2人1組)・40組(抽選)

申し込み▶ 4月13日(水)〈必着〉までに、はがきに行
事名、住所、電話番号、保護者と子ど
もの氏名、性別、学年を書いて、〒486
－8686春日井市役所河川排水課(☎85－
6361)へ

｢障害年金加算改善法｣の施行について
　障がい年金の加算の範囲が拡大されます。これ
までは、受給権が発生する前から生計を維持して
いる配偶者や子(障がい等級や年齢などの条件あ
り)がいる場合に加算が認定されていましたが、4
月より、受給権の発生後においても認定されます。
問い合わせ▶ 日本年金機構名古屋北年金事務所お客様

相談室 (☎052－912－1214)

｢緑の家｣の利用について
　県心身障害者コロニーにある短期母子療育施設
｢緑の家｣は、心身の発達に心配のある子どもとそ
の保護者が親子で宿泊して利用できる施設です。
　保護者には子どもとゆっくり付き合ったり、他
の保護者と日頃の悩みや将来のことなどを話し合
い、考え合う機会を用意しています。子どもには
他の子どもや職員との関わりの中で、それぞれに
応じた体験をする機会を用意しています。詳しく
は問い合わせてください。
申し込み▶ 県心身障害者コロニー療育支援課(☎88

－0811内線2218、ＦＡＸ88－0964)へ

神領駅前交番が業務を開始しました
　3月1日(火)から、従来の熊野交番に替わりＪＲ
神領駅南口において神領駅前交番が業務を開始し
ました。
所在地▶ 神領町2－30－6
受け持ち区域▶熊野町、桜佐町、堀ノ内町1～ 5

丁目、堀ノ内町北1 ～ 2丁目、神領町、
出川町の一部

問い合わせ▶ 春日井警察署(☎56－0110)
 

東
名

路
道
速
高

東

路
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高
名JR神
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教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

いきいき運動教室
筋力トレーニングなど軽運動で転倒予防

5月の毎週金曜日(4回)
10：45～11：45

高校生か同年齢以上の人・40
人(抽選) 1200円

すこやか幼児体操(①年中・②年長)
体操や遊びを通じて、運動機能を高める

5月の毎週金曜日(4回)
①16：30～17：30②17：45～18：45

①平成18年4月2日～19年4月
1日に生まれた幼児②平成17
年4月2日～18年4月1日に生
まれた幼児・各35人(抽選)

1000円

始めてみよう！楽しい体操(とびばこ)①②
開脚跳びなどができるように練習する

5月の毎週金曜日(4回)
①18：00～19：00②19：30～20：30 小学1～2年生・各35人(抽選) 1000円

ジュニア養成教室(軟式野球)
基礎から応用まで練習し、市民球場で試合

5/10～6/2の毎週火・木曜日(8回)
17：30～19：00(5/31、6/2は市民球場集合
17：00～18：30、予備日6/7・9)

小学3～6年生・35人(抽選) 3000円

ジュニア養成教室(硬式テニス)
基礎から応用まで練習して、試合をする

5/10～6/2の毎週火・木曜日(8回)
19：30～21：00 小学3～6年生・35人(抽選) 3000円

ステップエアロ
ステップ台を利用したエアロビクス

5/12～6/2の毎週木曜日(4回)
18：30～19：30

高校生か同年齢以上の人・35
人(抽選) 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

5/14～6/4の毎週土曜日(4回)
①9：30～10：30②10：45～11：45

①平成19年4月2日～20年4月
1日に生まれた幼児②平成18
年4月2日～19年4月1日に生
まれた幼児・各35人(抽選)

1000円

ジュニアダンス
ヒップホップの要素を取り入れたダンス

5/14～6/4の毎週土曜日(4回)
10：45～11：45 小学生・40人(抽選) 1000円

親子で野球教室
親子で楽しく、野球の基本を学ぶ

5/21(土)9：00～12：00 小学生とその保護者(小学生1人につ
き保護者1人必要)・20組40人(抽選) 1200円

教室名 とき 対象・定員
(市内在住か在勤、在学の人) 受講料

水中ウオーキング教室(基本編)
効果的なウオーキングをマスターする

4/12(火)
13：00～14：00

高校生か同年齢以上の人・25
人(先着順)

300円
(※)

らく楽アクア
初心者向きの水中エアロ

5/10～31の毎週火曜日(4回)
9：20～10：20

高校生か同年齢以上の人・60
人(抽選) 2000円

引き締めボディアクア
引き締め効果をねらった水中エアロ

5/10～31の毎週火曜日(4回)
10：40～11：40

高校生か同年齢以上の人・55
人(抽選) 2000円

親子で幼児水泳
水慣れバタ足浮き身などをマスターする

5/11～6/3の毎週水・金曜日(8回)
16：00～16：45

平成17年4月2日～20年4月1日に
生まれた幼児と保護者(幼児1人に
つき保護者１人必要)・30組(抽選)

5000円

クロールを覚えよう①②
泳ぎの基本をマスターする

①5/6～6/1の毎週水・金曜日(8回)
18：15～19：15
②5/10～6/2の毎週火・木曜日(8回)
18：15～19：15

小学生・各35人(抽選) 4000円

水慣れから始める水泳教室①②
顔つけから泳ぎの基本をマスターする

①5/6～6/1の毎週水・金曜日(8回)
17：00～18：00
②5/10～6/2の毎週火・木曜日(8回)
17：00～18：00

小学生・各35人(抽選) 4000円

※別途、プール利用券の購入が必要

　　　　　｢水中ウオーキング教室(基本編)｣は4月5日(火)午前9時から電話で、それ
以外は4月15日(金)〈必着〉までに、往復はがき(１教室につき１枚のみ)に教室名(①
②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、園名を書いて、〒486－0804鷹来町4286へ

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
(☎84－7101）

サンフロッグ春日井
（☎56－2277）

　　　　　　4月15日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1教室につき1枚のみ)に教室名(①
②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、園名を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3へ

申し込み

申し込み

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、インターネットからも申し込みができます。
ホームページ　http://www.s-kousya-kasugai.or.jp/
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勝鬨｢世に黎明の花が咲也｣
とき▶4月3日(日)午後3時～5時30分(2時30分開
場)　ところ▶市民会館　内容▶転輪太鼓和太
鼓コンサート　定員▶1140人(先着順)　費用▶
入場料一般2000円、小学生以下1000円(当日は
500円増)　申し込み▶電話かファクス、Ｅメー
ルに住所、氏名、電話番号、参加人数を書い
て、國分(☎70－3511、ＦＡＸ58－1603、Eメー
ルtenrin.n.gaia@sf.commufa.jp)へ

地域力～みんなでつくる、みらいのメロディー
とき▶4月9日(土)午後2時～4時(1時30分開場)　
ところ▶東部市民センター　内容▶○基調講演
｢私の取材手帳から｣福島敦子○プレゼンテー
ション｢青年会議所が考えるみらい～人がつな
がるハーモニー～｣　定員▶500人(先着順)　申
し込み▶ファクスかＥメールに住所、氏名、電
話番号、年齢、参加人数、メールアドレスを書
いて、社団法人春日井青年会議所(ＦＡＸ84－
2299、Eメールguide@kasugai-jc.com)へ

春日井南高校吹奏楽部・ＯＢ定期演奏会
とき▶4月23日(土)午後3時～5時(2時30分開場)
ところ▶市民会館　曲目▶｢ラプソディー・イ
ン・ブルー｣など　※客演指揮…堺武弥、特別
出演…松山小学校音楽部、春日井南高校ＰＴＡ
合唱団　定員▶1000人(先着順)　問い合わせ▶
春日井南高校・武田、清水(☎32－7688)

新米ママの0歳児の子育て広場
とき▶4月26日(火)午前10時～11時30分　とこ
ろ▶鳥居松ふれあいセンター　内容▶新米ママ
と赤ちゃんが楽しく触れ合う　対象・定員▶市
内在住の0歳児とその母親・20人(先着順)　申し
込み▶ファクスに住所、氏名、電話番号、子ど
もの月齢を書いて、垣内(ＦＡＸ82－0958)へ

と こ ろ と　き 展 示 名 出 品 者

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
4/1（金）～3（日） 万年青展 春日井万年青同好会
4/8（金）～10（日） すみれ展 日本スミレ同好会

市役所市民サロン （☎85－6073）
4/1（金）～7（木） 水彩ぶどうの会作品展 水彩ぶどうの会
4/12（火）～17（日） 水墨画展 平成水墨画クラブ

落合公園管理棟 （☎56－0414）
4/1（金）～17（日） 花の写真展 安藤年孝
4/8（金）～10（日） 春の盆栽展 緑風盆栽会、牛山松柏会

エコメッセ春日井 （☎88－5006）4/2（土）～30（土）
手作りの竿、かやの浮子展 後藤道人、太田敏博
創作アップリケ作品展 綾の会春日井グループ

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）4/13（水）～25（月） 天恵彩花展 山と花たち 作石穂積
南部ふれあいセンター（☎85－7878）4/14（木）～26（火） 赤嶺清コンテ画作品展 赤嶺清

※展示時間は各施設に問い合わせてください

　このコーナーは、市の後援がある催しを掲
載しています。掲載を希望する人は、掲載希
望号発行日の1か月前までに、申請書(市ホー
ムページに用意)に記入して、後援等決定通知
書の写しを添えて、〒486－8686春日井市役所
広報広聴課（☎85－6036、ＦＡＸ84－7421）へ
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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

4/2 白山外科クリニック（白山町5） ☎51－5552

4/9 あさひ病院（下原町） ☎85－0077

4/16 はやかわ・すずきクリニック（柏原町3） ☎83－8777

4/23 竹村整形外科クリニック（味美白山町1） ☎31－8234

4/30 あさひ病院（下原町） ☎85－0077

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

在宅緊急医
産婦人科

4/3 みわレディースクリニック(小牧市) ☎76－2603

4/10 米本レディスクリニック（篠木町1） ☎82－2161

4/17 山田産婦人科（柏井町1） ☎31－5252

4/24 明子ウェルネス・クリニック(八光町3) ☎31－4358

4/29 エンゼルレディースクリニック(小牧市) ☎41－6260

5/1 桃花台レディスクリニック(小牧市) ☎78－0001

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052－263－9909 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

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

緊急医

・固定資産税・都市計画税1期

納期限▶5月2日(月)

　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。

市税等の納期限

取扱業務など詳しくは問い合わせてください

…診療時間帯

月日 時間 業務を行っている課・〈　〉は行っている業務内容

4/ 3、10
 8：30～12：00、
13：00～17：00

・市民課〈戸籍届、住民異動届、印鑑登録、
　住民票などの証明書の発行〉（☎85－6136）
・市民税課〈証明書の発行〉（☎85－6093）

4/ 24

 8：30～12：00、
13：00～17：00
(収納課は
 9：00～12：00、
13：00～16：00)

上記に加え、
・収納課〈納付・納税相談〉（☎85－6111）
・保険医療年金課〈国民健康保険加入および　
　喪失の届け出〉（☎85－6156）

日曜日の市役所業務

水道修繕

公
道

平日（8：30～17：15）
水道工務課（☎85－6420）
土・日曜日、祝休日、夜間
市役所守衛室（☎81－5111）

（
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

火災情報 ☎0180－995－999
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と
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。
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問い合わせ▶情報システム課（☎85－6124）

http://www2.wagamachi-guide.com/kasugai/
※市ホームページからもアクセスできます

｢道風くんの春日井まっぷ｣ホームページ｢道風くんの春日井まっぷ｣ホームページ｢道風くんの春日井まっぷ｣ホームページ

http://wagmap.jp/kasugai/
　iモード、EZweb、Yahoo!ケータイで、公
共施設の周辺地図を見ることができます。　
※通信料は利用者の負担となりますので、
注意してください

携帯サイト携帯サイト携帯電話用ホームページ
▼QRコード

　「はあとふるライナー」の路
線図やバス停の周辺写真、時
刻表を見ることができます。

4月5日(火)
午前10時から
サービス開始

　用途地域、区画整理
地区などの情報を見る
ことができます。

都市計画情報都市計画情報都市計画情報

　市内にある主要な公
共施設などの情報を見
ることができます。学
校やスポーツ施設など
400以上の施設を名称や
種類から検索できます。

生活情報生活情報生活情報

　想定震度、浸水実績、
避難所などの情報を見
ることができます。

防災情報防災情報防災情報

シティバスシティバスシティバス

ことができます。

　市道認定路線網図、
遺跡分布図、工業団地
などの情報を見ること
ができます。

まちづくり情報まちづくり情報まちづくり情報

インターネットを通じて、市の行政情報を発信する｢道風くんの春日井まっ
ぷ｣を開設します。公共施設や｢はあとふるライナー｣の路線図を見ること、
経路検索、周辺施設の検索などができますので、ぜひ利用してください。

日井まっ｢道風くんの春日
ること、｣の路線図を見る

　アイコンをク
リックすると詳
細情報が表示さ
れます。

　見たい地図をクリ
ックし、地点を選択
すると、詳細な
地図が表示され
ます。

▼QRコードホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp/
携帯電話用ホームページ
http://mobile.city.kasugai.lg.jp/
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。
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　〒486－8686　愛知県春日井市鳥居松町5－44　☎（0568）81－5111（代）
編集／企画政策部広報広聴課　☎（0568）85－6036　

まちの動き
人　口 （＋289）

世帯数
30万7998人
12万5309世帯 （＋1118）

平成23年3月1日現在 （　）内は前年同日比

（23件）

（1人）

（2182件）

火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

17件
1009件

1人
平成23年2月 （　）内は1月からの累計
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