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高齢者虐待を防ぐために
いつでも・どこでも！
携帯電話で市政情報を！
有料広告を募集します
国民健康保険事業の現状
県営名古屋空港が開港5周年を迎えます
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少年自然の家で行われた「雑木林の学校」では、里山の自然を守るため、雑木林の手
入れの方法を学びながら、伐採した木を使ってまき割りや炭焼きを体験しました。なたや
のこぎり、枝切りばさみなどの道具も使いこなせるようになり、みんな一回りたくましくなり
ました。

2010
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平成22年

情報最前線
家庭で不用になった消火器の処
分について
　　　　　　　　　　　　  など



今、高齢者虐待が社会問題となっています。平成18年には「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支
援等に関する法律」が施行されました。虐待を未然に防ぐため、高齢者虐待について正しく理解しましょう。

ずっと同じ姿勢で
体が痛いし、
自由に動きたい…。

高齢者介護者

立ち上がって車いすから
転んだら危ないから
車いすベルトをしておこう。

虐待者

虐待

相談者がいない

人格や性格

がいない

経済的困窮

い

経済的困窮

近所付き合いが少ない

介護疲れ

待虐待介護に関する
知識不足

者

人格や性格

待者
高齢者と虐待者の
折り合いの悪さ

相談者が

介護疲れ

他の家族が介護に
関して無関心

少ないいが少

認知症による
言動の混乱

思うように体が
動かない

高齢者

身体的虐待
身体に傷を負わせる、または傷を負う
恐れのある暴力を加えること

心理的虐待
怒鳴る、無視する、恥をかかせるなど
精神的に傷つけること

経済的虐待
金銭を渡さない、年金や財産を本人の
意に反して使うなど

性的虐待
意に反した性的行為を行う、裸のまま
放置するなど

介護・世話の放棄・放任
食事や排せつなどの世話をしない、
介護サービスを利用させないなど

高齢者虐待とはどんなこと？

　家庭で起きる虐待の多くは、家族の介護疲れや、家族の長い歴史の上で築かれてきた人間関係などが複雑
に絡みあって起きています。また、介護に対する知識がないために、知らず知らずのうちに虐待してしまっ
ていることもあります。このように、虐待は特別なことではなく、どこの家庭でも起こり得る問題なのです。

なぜ虐待が起きるの？

ささいなことや気持ちのすれ違いが虐待につながることも…

※このような行為は、家族・親族だけでなく、
介護サービス事業者や施設職員が行ってい
る場合も高齢者虐待となります
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問い合わせ▶介護保険課（☎85－6196）

おじいちゃん
最近元気がないような…

どうされ
ましたか？

相談したいの
ですが…

こんにちは

こんにちは

虐待を防ぐために地域でできること

　高齢者や介護している家族が孤立しないよう、地域全体で見守り、互いに助け合える関係作りができれば、
誰もが安心して暮せます。まずは、声掛けや見守りなどできることから始めていきましょう。

声を掛け合う
　日常的なあいさつなど、言
葉を交わすことから、近所の
人と顔が見える関係づくりを
しましょう。

見守り
　高齢者や家族のちょっと
した変化に気付き、異変を
感じたら声を掛けましょう。

相談

　虐待を防ぐためには、家族
や地域住民が介護に対して正
しい知識を持つこと、家族で
問題を抱え込まないことが大
切です。分からないこと、困
ったことがあれば専門家に相
談してみましょう。

地域包括支援センターあさひが丘
地域包括支援センター春緑苑
地域包括支援センターじゃがいも友愛
市社会福祉協議会地域包括支援センター
市医師会地域包括支援センター
地域包括支援センターグレイスフル春日井
地域包括支援センター第2グレイスフル春日井
地域包括支援センター勝川
地域包括支援センター第2春緑苑
市社会福祉協議会第三介護地域包括支援センター

神屋町1306－1
廻間町703－1
出川町8－19－11
浅山町1－2－61
柏原町5－387
桃山町5079－1
牛山町3195－1
若草通1－12
下津町500
中切町3－3－9

93－1314
88－5734
51－1840
87－5377
89－3027
89－2391
32－1117
33－8236
56－9166
56－8611

電話番号
地域包括支援センター

所在地名称

　「もしかして虐待だろうか…？」と思ったら、近くの地域包括支援センターか介護保険課まで連絡してくだ
さい。通報者の秘密は厳守します。虐待を深刻化させないためにも、勇気を持ってすぐに相談しましょう。また、
地域包括支援センターや介護保険課では、福祉サービスや介護に関する相談も行っています。気軽に相談し
てください。

介護・虐待についてどこに相談すればいいの？

虐待に関する理解を
深めるために

　市では、虐待に関する正し
い知識を学び、理解を深める
ため、「高齢者虐待防止講演
会」を開催します。

｢高齢者虐待を考える｣
 ～保健医療福祉の
　　　 連携を中心として
と　き▶

ところ▶
講　師▶

定　員▶

3月6日（土）午後2時
～4時（1時30分開場）
総合福祉センター
日本福祉大学社会福
祉学部教授・田中千
枝子
300人（先着順）
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市では、携帯電話で市政情報を入手できる｢春日井市公式モバイルサイト｣を開設しています。暮らしに役立
つ便利な情報を、いつでもどこでも見ることができます。ぜひ利用してください。

携帯電話で市政情報を！携帯電話で市政情報を！携帯電話で市政情報を！
いつでも・どこでも！

｢いざというとき｣に役立つ
　いつでも手元にある携帯電話だからこそ、災害や急な発病などのときに必要な情報を入手できます。

　市内の指定避難所・災害
時要援護者避難所の地図を
地区ごとに掲載しています

避難所一覧

　市内で発生している風水
害などの緊急情報を掲載し
ています

緊急情報

　健康管理センターや、在
宅緊急医の時間や連絡先な
どの情報を掲載しています

休日や夜間の診療

「情報を持ち歩きたいとき」に役立つ
　外出の時も最新情報やかすがいシティバスの時刻表、春日井まつり・納涼まつりなどのイベント情報を見
ることができます。

かすがいシティバス時刻表

　すべての停留所の時刻表
を掲載しています

最新情報

　市からのお知らせ、募集
情報、イベントや講座の情
報を掲載しています

春日井まつり・納涼まつり

　まつり開催中は会場案内
やタイムテーブルなどを掲
載します

｢ちょっと知りたいとき｣に役立つ
　ふと思い立ったときにも知りたい生活情報を見ることができます。

図書館蔵書検索・予約

　携帯電話で、手軽に市図
書館の蔵書の検索・予約が
できます

ごみ・資源の収集日

　地域ごとのごみと資源の
収集日を掲載しています

暮らしの便利帳

　市への届け出の方法や、
市のさまざまな制度をお知
らせしています

市の施設案内

　市の施設の所在地、電話
番号などを掲載しています

分野別問い合わせ先

　分野別に問い合わせ先を
掲載、そこから電話もかけ
られます

学校給食献立予定表

　アレルギー情報を掲載し
た小中学校の給食献立表で
す

どんな内容を掲載しているの？
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問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6037）

｢春日井をもっと知りたいとき｣に役立つ

　春には落合公園や
グリーンピア春日井
などのサクラの様子
を配信します

さくら開花情報

　市の概要、書のま
ち春日井などの紹介
を掲載しています

市の紹介

　市内各所の指定文
化財を写真、地図な
どを添えて解説して
います

春日井市の指定文化財

　市内で昔から語り
継がれてきた昔話を
集めました

かすがい昔ばなし

まだまだこんな内容を掲載しています

市内郵便番号

応募献立レシピ

気象情報

市役所業務時間

小中学校リンク集

春日井市議会

　市公式モバイルサイトは、ｉモード、ＥＺｗｅｂ、Ｙａ
ｈｏｏ！ケータイ、ＷＩＬＬＣＯＭの公式メニューに掲
載されています。次のような手順で携帯電話の公式メ
ニューにアクセスしてください。

どうやって見ればいいの？
Ｙａ
に掲
式メ

の？
４キャリアの公式メニューに
登録されているのは、県内で
は春日井市だけです！

ｉモード▶［メニューリスト］→［東海メニュー］→［タウン情報／行政］→春日井市
ＥＺｗｅｂ▶［カテゴリ（メニューリスト）］→［グルメ・タウンガイド・行政］→［行政サービス］→［中部］
　　　　　→春日井市
Ｙａｈｏｏ！ケータイ▶［メニューリスト］→［地域メニュー］→［東海］→［行政］→春日井市
ＷＩＬＬＣＯＭ▶［行政／地域情報］→［東海／北陸］→［愛知県］→春日井市

　市では、旬な市の情報やお知らせがメールで届く｢メール配信サービス｣を行って
います。登録は市公式モバイルサイトから行うことができます。また、3月から2つ
の新しいメール配信サービスを開始します。市公式モバイルサイトのトップページ
の｢メール配信サ―ビス｣から登録してください。

　※通信料は使用者の負担となりますので注意してください

便利なメール配信サービスを利用してください

　市からのお知らせやイベント・講座の情報を配信します
最新情報（原則毎週金曜日配信）

広報お知らせ便（広報春日井の発行に合わせて配信）
　広報春日井の目次などをいち早くお知らせします

図書館通信（原則毎月１日配信）
　図書館の旬な情報、便利な情報、楽しいお知らせなどを配信します

メール配信サービスのメニュー こちらから
登録できます
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市では、所有する資産を広告媒体として活用し、財源を確保するため有料広告を募集しています。掲載に
当たっては、市広告掲載要綱、各媒体の募集要項などを確認の上、申し込んでください。
詳しくは市ホームページを見てください。
http://www.city.kasugai.lg.jp/seisaku/koukokujigyou/koukoku_osirase.html

高齢者福祉サービスガイド

おおむね5月～平成23年4月（新しい
サービスガイドを作成するまで）
裏表紙の前2ページ（1ページ6枠）
1色刷り・黒、縦7㎝×横9㎝
12枠　※複数応募可
約6000部
1枠年間2万円
2月16日（火）～ 3月9日（火）に、申
込書（市ホームページ、かすがい・
かいごねっとに用意）に必要事項を
記入して、広告案を添えて、直接、
介護保険課（☎85－6182）へ　※葬
祭関係の広告は掲載不可

掲載期間▶

掲載場所▶
規　格▶
枠　数▶
数　量▶
掲載料▶
申し込み▶

掲載期間▶
掲載場所▶

規　格▶
作成部数▶
掲載料▶
申し込み▶

4月～ 7月（1学期分）
市立の小中学校に在籍する全児童・
生徒に配布する学校給食献立表の
表面下部
1色刷り・黒、縦40㎜×横85㎜
1か月2万9000枚
入札により決定
2月16日（火）～ 26日（金）に、申込
書（市ホームページに用意）に必要
事項を記入して、直接、学校給食
センター（☎32－9400）へ　※入札
は3月5日（金）に実施

学校給食献立表

4月1日（木）～平成23年3月31日（木）
※3か月単位で、複数月の申し込み
可
車体両側側面（1号車・2号車）
ラッピングフィルム（はく離可能な
もの）1号車…縦0.5ｍ×横1.5ｍ、2
号車…縦0.4ｍ×横1.1ｍ
各車体左側2枠、右側1枠、計3枠
1号車… 1枠月額4000円、2号車… 1
枠月額3000円
2月26日（金）までに、申込書（市ホー
ムページに用意）に必要事項を記入
して、広告案を添えて、直接、高
齢福祉課（☎85－6364）へ　※葬祭
関係の広告は掲載不可

掲載期間▶

掲載場所▶
規　格▶

枠　数▶
掲載料▶

申し込み▶

おおむね5月～平成23年4月（新しい
サービスガイドを作成するまで）
裏表紙の前2ページ（1ページ6枠）
1色刷り・黒、縦7㎝×横9㎝
12枠　※複数応募可
約3000部
1枠年間2万円
2月16日（火）～ 3月9日（火）に、申
込書（市ホームページに用意）に必
要事項を記入して、広告案を添え
て、直接、障がい福祉課（☎85－
6186）へ　※葬祭関係の広告は掲載
不可

掲載期間▶

掲載場所▶
規　格▶
枠　数▶
数　量▶
掲載料▶
申し込み▶

障がい福祉サービスガイド 福祉の里バス

有料広告有料広告有料広告を募集しますを募集します
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4月1日（木）～平成23年3月31日（木）
市民課に申請や届け出に訪れた人
に手渡す順番待ち番号札の両面（表
面縦3㎝×横10㎝、裏面縦10㎝×横
10㎝）
Ａ版6号（ラミネート加工したもの）
※番号札の作成は市が行う
1枠（番号札250枚）
入札により決定（最低入札価格60万
円・消費税を含む）
2月16日（火）～26日（金）に、申込書
（市ホームページに用意）に必要事
項を記入して、直接、市民課（☎85
－6143）へ　※入札は3月5日（金）に
実施

掲載期間▶
掲載場所▶

規　格▶

枠　数▶
掲載料▶

申し込み▶

5月上旬～ 6月中旬
裏面下部
1色刷り・黒、縦3㎝×横8㎝
2枠　※隣り合う2枠を併せて掲載
可
約4000部
1枠1万円
3月1日（月）～ 12日（金）に、申込書
（市ホームページに用意）に必要事
項を記入して、広告案を添えて、
直接、文化課（☎85－6079）へ　
※応募者多数の場合は、審査後、
抽選により決定（ただし、2枠を併
せる申し込みを優先）

配布期間▶
掲載場所▶
規　格▶
枠　数▶

作成部数▶
掲載料▶
申し込み▶

広告主の募集と広告データの作成、
広告主の広告掲載申込書の提出な
ど
4月1日（木）～平成23年3月31日（木）
　　　1回15秒（1日に45回以上の掲
載を保証）
市民課窓口前設置の番号表示板（65
インチプラズマディスプレイ）
○ＨＴＭＬ形式○解像度… 1024ピ
クセル×768ピクセル○画面余白…
上下左右0ピクセル○スクロール
バー非表示○画像のフォーマット
…ＪＰＧかＧＩＦ
2月16日（火）～ 3月19日（金）に、申
請書（市ホームページに用意）と広
告募集事業についての過去2年間の
実績報告書（様式は自由）に必要事
項を記入して、直接、市民課（☎85
－6143）へ　※総合的に評価し、広
告取扱業者を選定

業務内容▶

取扱期間▶
掲載時間など▶

掲載場所▶

規　格▶

申し込み▶

7月1日（木）～提供枚数がなくなる
まで
市民課や各出張所で転入届をした
人へ配布する案内などを持ち運ぶ
手提げ袋の両面（表面、裏面ともに
全体の約7割）
1万枚（2回に分けて納品する）
指定の配布物（約400ｇ）の持ち運び
に十分な大きさと強度を持つもの
※大きさには制限があります
入札により決定
2月16日（火）～ 3月12日（金）に、申
込書（市ホームページに用意）に必
要事項を記入して、直接、市民課（☎
85－6143）へ　※入札は 3月 19日
（金）に実施

提供期間▶

掲載場所▶

数　量▶
規　格▶

掲載料▶
申し込み▶

市民課番号表示画面の広告取扱業者

市民課番号札 短詩形文学祭作品募集要項

転入者用手提げ袋の提供

156 159158
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国民健康保険事業の現状
～国民健康保険事業を支えるのは皆さんの健康です～国民健康保険事業を支えるのは皆さんの健康です

国民健康保険事業の現状

異動届は忘れずに提出しましょう。
国保に加入するとき、ほかの健康保険に加入したときなどの場合には、14日以内に届け出が必要です。

　40歳以上の国保の加入者を対象に、特定健診と特定保健指導を実施しています。市では、国の目標値を目
指し、段階的な計画を立てて実施していますが、受診率・実施率とも低い状況となっています。健診は、病
気を発見するだけではなく、自分の健康状態をチェックし、生活習慣病などを予防することもできます。皆
さん、健康の維持・増進のために、ぜひ健診や保健指導を受けましょう。

総収入額
254億6772万6000円

平成20年度 市の国保会計の決算額

医療費

後期高齢者支援金

老人保健拠出金

介護納付金

前年度赤字分

事務費

そのほか

170億7715万3000円

32億3464万2000円

6億1807万6000円

12億9561万2000円

28億6604万8000円

1億1914万8000円

25億6192万5000円

保険税

　(内介護分

国・県の補助金

療養給付費交付金

前期高齢者交付金

繰入金

そのほか

82億6382万7000円

5億8490万8000円)

62億2350万7000円

24億3928万4000円

46億4014万4000円

17億514万9000円

21億9581万5000円 

総支出額 
277億7260万4000円

平成20年度計画値（市）

特定健診受診率

13.6％

平成24年度目標値（国） 平成20年度実績（市）

特定保健指導実施率

65％ 40％ 27.4％

45％ 20％

健康増進のために

問い合わせ▶保険医療年金課（☎85－6156）

国民健康保険（国保）は、医療費を皆さんで負担し、加入者の誰もが安心して治療を受けられるように助け合
う制度です。しかし、ここ数年は医療費が増大し国保財政を圧迫しています。市では、さまざまな健康診査
や保険事業を行って、皆さんの健康増進を図っています。これらを利用して健康づくりに努め、医療費の節
減を心掛けましょう。

23億487万8000円の赤字
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問い合わせ▶企画課（☎85－6032）

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6218）

県営名古屋空港が開港5周年を迎えます
平成17年2月17日に開港した県営名古屋空港は、今年で5周年を迎えます。今後も、開港時の1都市2空港の
考え方に基づき、コミューター航空やビジネス機などの小型航空機の拠点空港として、この地域の発展を支
え、共に歩んでいきます。

航空文化トーク「国産ジェット旅客
機開発とJAXAの技術支援」
と　き ▼3月20日（土）午後1時～2時

30分（0時30分開場）
ところ ▼豊山町社会教育センター

（西春日井郡豊山町）
定　員 ▼300人（抽選）
講　師 ▼宇宙航空研究開発機構理

事・石川隆司

航空ふれあい広場「空で遊ぼう！～子どもワークショップ～」
と　き ▼3月20日（土）午前10時～午後4時
ところ ▼豊山町社会教育センター
内　容 ▼「紙飛行機作り」「キャビンアテンダントと制服を着て

写真撮影（中学生以下対象）」など

名機百選特別公開「日本の空をつくった、名機たち」
と　き ▼3月20日（土）午後2時30分～4時
ところ ▼県営名古屋空港ターミナルビル（西春日井郡豊山町）

申し込み ▼「航空文化トーク」と「名機百選特別公開」は整理券が必要なため、3月5日（金）〈消印有効〉までに、
はがきかファクス、Ｅメールに航空文化フェスタ参加希望、住所、氏名、電話番号、参加人数を書い
て、〒486－8686春日井市役所環境政策課（FAX84－8731、Ｅメールkansei@city.kasugai.lg.jp）へ

県営名古屋空港開港5周年記念事業（主催：県営名古屋空港協議会）
　2月21日（日）午後2時からエアポートウォーク名古屋（西春日井郡豊山町）にて「県営名古屋空港マスコ
ットキャラクターお披露目・PRキャンペーンイベント」を開催しますのでぜひ見に来てください！就航
先などのマスコットキャラクター（坂本竜馬など）も集合！

全国９都市へ！全国９都市へ！

　現在、県営名古屋空港からは全国に９路線が運航しています。春日井市から最も身近な県営名古屋空
港は、旅行やビジネスに、とても便利です。

　駐車料金が無料！
　JAL便（ジェイ・エア運航便）を利
用する人は、5日間まで駐車料金が
無料となります。

　短時間でスムーズに搭乗！
　ターミナル入口から搭乗口まで、
わずか200ｍ。出発も到着も短時間
でスムーズに利用できます。

ココが
便利 !
ココが
便利 !

なごや航空文化フェスタなごや航空文化フェスタなごや航空文化フェスタ （主催：名古屋空港周辺環境対策協議会）

とかち帯広

県営名古屋空港

山形

秋田

新潟

高知
長崎 松山

福岡

熊本

就航
路線図

9広報春日井2月15日号



　澄み切った青空の下、区と地区社会福祉協
議会の共催で「ふれあい餅つき大会」が行われ
ました。小さな子どもから大人まで約120人が
楽しい一日を過ごしました。もちつき体験は
順番待ちができるほど大人気。子どもたちは、
自分でついたもちを口いっぱいにほお張り、
早くも「来年もやりたい」との声が、あちこち
で聞かれました。

1/17
㊐

ぺったんぺったん
おもちつき！
（下条原公民館）

　外出や人と会う機会が少なくなると、話すこ
とや笑うことが少なくなってくるものです。こ
の日の介護予防教室では、大きく口を開けたり
口角を上げたりして、表情筋のトレーニング法
を学びました。皆さんも、口角を上げてすてき
な笑顔で外出を楽しみませんか？

1/20
㊌

笑う門には福来たる
（地域包括支援センターあさひが丘）

1/20
㊌

大切な文化財を
火災から守ろう
（密蔵院）

　文化財を火災などの災害から守ることを目
的に制定された1月26日の文化財防火デーを
前に、文化財防火訓練が行われました。消防
職員や消防団員による多宝塔への放水訓練、
いずみ幼稚園・神領保育園の園児や地元住民
などによる初期消火訓練が行われました。最
後に園児たちが元気いっぱいに｢よいこの防
火の誓い｣を斉唱し、参加した皆さんは防火
に対する意識をより高めていました。

下条原区下条原区

10 広報春日井2月15日号
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I N F O R M A T I O N情報最前線

問い合わせ▶ごみ減量推進課(☎85－6222)、清掃事業所(☎84－3211)、クリーンセンター (☎88－0247）

1月1日から日本消火器工業会の廃消火器リサイクルシステムが始まり、廃消火器は次のいずれかの方法
で処分することになりました。

家庭で不用になった消火器の処分について家庭で不用になった消火器の処分について家庭で不用になった消火器の処分について家庭で不用になった消火器の処分について家庭で不用になった消火器の処分について

○特定窓口へ回収を依頼する（リサイクル料金＋回
収料金が必要）。

○特定窓口へ持ち込む（リサイクル料金が必要）。
○ゆうパックコールセンターへ回収を依頼する（ゆ
うパック料金が必要）。〈ゆうパックコールセン
ター　フリーダイヤル☎0120－822－306〉

処 分 方 法処 分 方 法

特定窓口についての問い合わせ
社団法人日本消火器工業会（☎03－3866－6258、ホームページ　http://www.jfema.or.jp/）
株式会社消火器リサイクル推進センター（☎03－5829－6773、ホームページ　http://www.ferpc.jp/）

と　き ▼ 3月7日（日）午後2時～ 4時　※終了後、交流会（1時間程度）も開催
ところ ▼ささえ愛センター
内　容 ▼○基調講演「国内外のカスガイ人列伝」愛知産業大学大学院教授・延藤安

弘○シンポジウム「春日井の鎹」
コーディネーター ▼ＮＰＯ法人岡崎まち育てセンター・りた事務局長・三矢勝司
パネリスト ▼春日井市民会議「カエル65」会長・市原和久、市国際交流ネットワーク代

表・二村みどり、ＮＰＯ法人ワーカーズかすがい理事長・森長節子、市
長・伊藤太

費　用 ▼資料代など500円
対象・定員 ▼市内在住か在勤、在学の人・80人（先着順）　 ※託児有り
申し込み ▼ 3月3日（水）までに、ささえ愛センター内、春日井市民会議「カエル65」事

務局（☎85－6049）へ

～あなたが主役！市民協働が春日井を変える～～あなたが主役！市民協働が春日井を変える～～あなたが主役！市民協働が春日井を変える～～あなたが主役！市民協働が春日井を変える～～あなたが主役！市民協働が春日井を変える～
カエル65大学　春日井の鎹シンポジウムカエル65大学　春日井の鎹シンポジウムカエル65大学　春日井の鎹シンポジウムカエル65大学　春日井の鎹シンポジウムカエル65大学　春日井の鎹シンポジウムささえ愛ささえ愛

センター発 !センター発 !
ささえ愛
センター発 !

延藤安弘

人と人をつなぐ人〈鎹（かすがい）な人〉の存在こそ、これからのまちづくりには大切です。
今回、市内のさまざまな分野で活躍する「鎹な人」をパネリストに招き、その活動のきっかけや思いを語り
合い、春日井のまちづくりのヒントを学びます。

市　民 特定窓口 リサイクル施設

回収依頼・持ち込み

 ・特定窓口とは、廃消火器の回収や保管および引
き渡しをするために、日本消火器工業会に登録
された消火器販売店で、市内にもあります。
 ・料金は特定窓口によって異なりますので、直接
確認してください。
 ・平成22年1月以降に製造される消火器などには、
リサイクル料金が含まれて販売されます。
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土地区画整理組合の指名業者登録
対 象▶ 南気噴、神領、篠木四ツ谷、大留上の各

土地区画整理組合(平成22年度・23年度
の指名業者登録)

申し込み▶ 2月15日(月) ～ 3月5日(金)〈土・日曜日
を除く〉午前9時30分～正午、午後1時～
4時に、申請用紙(各組合に用意)に記入し
て、各組合事務所へ

3月1日～7日は春の火災予防運動
　この時季は空気が乾燥してきますので、火の元
には十分注意してください。住宅火災による死者
の発生防止対策として、｢住宅防火いのちを守る7
つのポイント｣で火災防止に心掛けましょう。
3つの習慣▶ ○寝たばこは絶対やめる○ストーブは、

燃えやすいものから離れた位置で使用す
る○ガスこんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す

4つの対策▶ ○住宅用火災警報器を設置する○防炎品
を使用する○住宅用消火器などを設置す
る○隣近所の協力体制をつくる

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6383)

高座山を｢喫煙・たき火禁止区域｣に指定
　高座山では過去、春先にたばこの投げ捨てなど
による山火事が多数発生しています。消火困難な
地域であり、いったん火災が発生すると、延焼拡
大が想定されるため、3月1日(月)から5月31日(月)
まで喫煙・たき火の制限を行います。
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6383)

ささえ愛センターの休館日が変わります
　4月からささえ愛センターの休館日が変わりま
す。同センター内の国際交流ルームも同様です。
休館日▶ ○3月31日(水)まで…月曜日(月曜日が祝

休日の場合は直後の休日でない日)
 ※祝休日の月曜日は開館
 ○4月1日(木)から…月曜日はすべて休館
問い合わせ▶ ささえ愛センター (☎56－1943)、国際交

流ルーム(☎85－6606)

電子申請・届出システムの停止について
　4月1日(木)から、あいち電子申請・届出システ
ムが新しくなります。
　切り替え作業のため、次の期間はこのシステム
による申請受け付けが停止しますので、窓口など
での申請を行ってください。
と き▶ 2月16日(火) ～ 3月31日(水)
問い合わせ▶ 情報システム課(☎85－6125)、あいち電

子申請ヘルプデスク(☎052－740－6227)

民俗企画展｢なつかしの子どものおもちゃ ｣
と き▶ 2月16日(火) ～ 26日(金)午前9時～午後5時

〈20日(土)・21日(日)は休み。水曜日は7時
まで、最終日は3時まで〉

ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 大正から平成の初めごろまでのおもちゃ

を展示紹介
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

館蔵品展｢花の宴｣
と き▶ 2月16日(火) ～ 4月18日(日)午前9時～午後

4時30分
内 容▶ 貫名菘翁、市河米庵、植村和堂、日比野

光鳳らの、花と酒を詠んだ詩歌を題材と
した書作品27点を展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
展示品解説
　学芸員が初心者向けに展示品の解説をします。
と き▶ 3月7日(日)、4月4日(日)午前10時30分～ 11

時、午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

認知症介護家族交流会
と き▶ 2月23日(火)、3月23日(火)〈2回〉午後1時

30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
対象・定員▶ 認知症の人を介護する家族・15人(先着

順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)

ひな祭り会
と き▶ 2月28日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ ブラックパネルシアター ｢おやゆびひ

め｣など
出 演▶ グループゆう
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)
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市少年少女バドミントン大会(小学生の部)
と き▶ 3月7日(日)午前8時～午後5時　
種 目▶ 男女各シングルス・ダブルス(2種目申し

込み可)
対 象▶ 市内在住か在学の小学生
費 用▶ 参加料(1人・1種目)500円
ところ・申し込み▶2月26日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、参加者全員の氏
名・学校名かクラブ名と学年、代表者の
住所・電話番号を書いて、〒486－0804
鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 3月7日(日)午前9時～午後1時30分受け付

け、2時から抽選(立ち会いが必要)
対 象▶ 市内在住の人
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※配達は1点1000円で、1階玄関
まで(共同住宅は、1階敷地部分まで)

郷土館茶会｢やよい｣
と き▶ 3月7日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※当日は、大垣共立銀行春日井

支店の駐車場が利用可
呈茶券▶ 400円(当日会場で販売)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)　※当日は郷土館

(☎81－0703)
協 力▶ 市茶道連盟協会

春日井ミュージックフェスティバル
と き▶ 3月7日(日)正午開演(午前11時30分開場)
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ 市民音楽連盟の各団体による合唱と楽器

演奏
問い合わせ▶ 市民音楽連盟・山中(☎090－4404－6529)

ミニコンサート
と き▶ 3月7日(日)午後3時～ 3時20分
内 容▶ オカリナ演奏
出 演▶ おたまじゃくし
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)

新かすがい健康プラン21講演会
と き▶ 3月22日(休)①午後2時～ 2時50分②午後2

時50分～ 4時
ところ▶ 市役所大会議室
内 容▶ ①新かすがい健康プラン21説明会②講演

｢健康という名の財産形成｣県立大学看護
学部教授・佐久間清美

定 員▶ 200人(先着順)
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6167)

問い合わせ▶都市政策課(☎85－6265)

　生活道路が狭く、緊急車両や介護車両が入れない
牛山町の東脇地区内において、地域の街づくり活動
に取り組む「東脇地区街づくり協議会」が設立され、
1月22日(金)に街づくり支援制度による「街づくり推
進団体」に認定されました。
　市の西部方面における最初の認定団体として、先
導的な取り組み事例となることが期待されます。今
後も、協議会は市からの情報提供やアドバイス、活
動費の助成などの支援を受けながら、課題解決のた
めに調査・研究を行い、生活道路の拡幅整備に向け
た活動を行います。

街づくり推進団体に認定されました街づくり推進団体に認定されました街づくり推進団体に認定されました街づくり推進団体に認定されました街づくり推進団体に認定されました牛山町の東脇地区牛山町の東脇地区
街づくり協議会が街づくり協議会が
牛山町の東脇地区
街づくり協議会が
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第3次春日井市地域福祉計画講演会
と き▶ 3月26日(金)①午後2時～ 3時②午後3時～

4時
ところ▶ 市役所大会議室
内 容▶ ①第3次春日井市地域福祉計画の説明　

②講演｢地域福祉計画に期待するもの｣日
本福祉大学中央福祉専門学校校長・長岩
嘉文

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・300人(先着
順)

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6184)
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/fukushi/sonota/koenkai.html

紙芝居とお話を聞く会3月の開催日
ところ とき

文化フォーラム春日井(赤
ちゃんのためのおはなし
会)

12(金)・26(金)11：00～

図書館

3(水)11：00～、6(土)・13(土)
・20(土)・27(土)15：00～、
10(水)・17(水)・24(水)15：30
～

東部市民センター 5(金)・12(金)・19(金)・26(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 13(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 13(土)14：00～
南部ふれあいセンター 17(水)16：15～
西部ふれあいセンター 13(土)・27(土)11：00～
知多公民館 3(水)15：30～
グリーンパレス春日井 20(土)14：00～

※鷹来公民館、坂下公民館、中央公民館は休みま
す
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

消費活動見守り推進員
主な仕事▶ 消費生活に関する情報提供、講習会・消

費者啓発イベントなどへの参加、市内物
価動向調査など

対象・定員▶ 市内在住で、生活必需品の販売に従事し
ていない満20歳以上の消費生活に関する
学習・調査・啓発活動に興味があり、意
欲的に参加できる人・10人程度

任 期▶ 4月～平成24年3月
申し込み▶ 2月18日(木) ～ 3月5日(金)〈消印有効〉に、

応募用紙(市民生活課、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、総合福祉センター、レディヤ
ンかすがい、市ホームページに用意)に
記入して、直接か郵送で、〒486－8686
春日井市役所市民生活課(☎85－6616)へ

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

花のまちづくりコンクール
対 象▶ 公道に面した土地にある花壇や壁面など

を花で演出したもの　※自薦・他薦を問
わず

審 査▶ 4月上旬(予定)
申し込み▶ 2月26日(金)までに、所定の用紙(公園緑

地課、各ふれあいセンターなどに用意)
に記入して、〒486－8686春日井市役所
公園緑地課(☎85－6281)へ

植物園ボランティア
　樹木や草花の習性を学習し、緑化の推進に理解
を深め植物園で活動するボランティアを募集しま
す。
と き▶ ○講座…4月～平成23年3月の毎月第2木

曜日(午前9時30分～正午)○実習…毎週1
回(午前9時30分～午後4時)

内 容▶ ○講座…樹木、草花の植栽と管理方法な
ど○実習…花壇の植栽、手入れ、オブジ
ェ作成、除草作業など

対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の健康で植物に興味
があり、ボランティア活動に意欲のある
人・30人(先着順)

持ち物▶ 作業ができる服装、長靴、手袋、帽子な
ど　※作業用具は貸与します

ところ・申し込み▶2月24日(水)からグリーンピア
春日井(☎92－8711)へ

環境美化指導員
期 間▶ 前期(4月～ 9月)、後期(10月～平成23年3

月)
内 容▶散乱ごみ監視、散乱している空き缶など

のごみや犬のふんなどの回収、ごみの分
別・排出などの指導や啓発

対象・人員▶ 市内在住で、普通自動車運転免許証があ
る人・各6人

勤 務▶ 平日(週2～ 3日程度)の午前9時～午後4時
賃金(時給)▶ 1050円　※交通費を1通勤につき200円支

給
申し込み▶ 2月26日(金)〈消印有効〉までに、市販の

履歴書(写真要)に記入して、直接か郵送
で、〒486－8686春日井市役所ごみ減量
推進課(☎85－6226)へ　※3月上旬に面
接を実施
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落合公園管理棟　☎56－0414
盆栽講習会｢盆栽の基礎｣～植え替えの基礎を学
ぶ
と き▶ 3月20日(土)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 石黒鐐一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料350円
申し込み▶ 2月28日(日)〈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

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢春の気配をさがそう｣～森の
中で春の兆しを探しながら散歩を楽しむ
と き▶ 3月26日(金)午前10時～ 11時30分
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
申し込み▶ 3月2日(火)〈必着〉までに、往復はがきか

Ｅメールに講座名、住所、親子の氏名(ふ
りがな)、性別、年齢、電話番号を書い
て、〒487－0031廻間町1102－1、Ｅメー
ルshizen@s－kousya－kasugai.or.jpへ

鷹来公民館　☎84－7071
和菓子作り講座～桜もちを作る
と き▶ 3月5日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 渡辺平八郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、持ち帰り用の容

器
申し込み▶ 2月18日(木)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～ツバキの上手な育て方
と き▶ 3月14日(日)午後2時～ 4時
講 師▶ 佐藤晴美
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
春休み子ども教室～動物の飼育体験
と き▶ 3月22日(休)午前10時～午後2時

講 師▶ なかよし生き物倶楽部プチＺＯＯ職員
対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 3年生・10人(抽選)
持ち物▶ 軽作業ができる服装、長靴、弁当、帽子、

軍手(ある人のみ)
野辺の生け花教室～園内を散策して四季折々の草
花を鑑賞し、生け花を生ける
と き▶ 4月～平成23年3月の第1日曜日(5月は第3

日曜日、1月は第2日曜日)実施(12回)午前
9時30分～正午

講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費1万4000円
デジタルカメラ写真教室
と き▶ 4月～平成23年3月の第4金曜日(12回)午前

10時～正午
講 師▶ 垣内博
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円
持ち物▶ デジタルカメラ
植物画教室～植物画の基礎を学ぶ
と き▶ 4月～ 10月の第1・3金曜日(14回)午前10時

～午後0時30分
講 師▶ 小池昇司
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 受講料3500円、教材費1万円
草木染教室～草木染の基礎を学ぶ
と き▶ 4月～平成23年3月の第2土曜日(12回)午後

1時30分～ 4時
講 師▶ 矢野美代子
定 員▶ 25人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費8500円(半期分)
フラワーアレンジメント(西洋盛り花)教室～基礎
から中級までのフラワーアレンジメントを学ぶ
と き▶ 4月～平成23年3月の第3水曜日(12回)午後

1時30分～ 4時
講 師▶ 松本洋一郎
定 員▶ 40人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費1万8000円(半期分)
 
申し込み▶ ｢園芸教室｣は2月19日(金)から電話で、そ

れ以外は2月28日(日)〈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、｢春休み子ども教室｣
は保護者名も書いて、〒487－0001細野
町3249－1へ
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エコメッセ春日井　☎88－5006
布絵教室～布絵で色紙に季節の花を作る
と き▶ 3月12日(金)・19日(金)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 伊藤時子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 教材費2000円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、黄色の色鉛筆
申し込み▶ 2月18日(木)から、電話で

文化財課　☎33－1113
親子教室 ｢お手玉を作って、遊ぼう｣
と き▶ 3月13日(土)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 郷土館
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組3人まで)・15組

(抽選)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 裁縫用具
申し込み▶ 3月5日(金)〈必着〉までに、はがきかＥ

メールに教室名、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、Ｅメール
bunkazai@city.kasugai.lg.jp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▶ 3月24日(水)午前9時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
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▶ 2月22日(月)から、電話で

健康増進課　☎85－6164
モグモグ健康教室～5、6か月ごろからの離乳食
と食べさせ方について学ぶ
と き▶ 3月2日(火)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▶ 市内在住の平成21年10月～ 11月生まれ

の乳児(第1子)とその保護者・30組(先着
順)

持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル、おんぶひも
など(ある人のみ)

カミカミ健康教室～9か月ごろからの離乳食と
むし歯予防について学ぶ
と き▶ 3月4日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の平成21年5月～ 6月生まれの

乳児(第1子)とその保護者・40組(先着順)

持ち物▶ 母子健康手帳
市民健康づくり講座｢思春期の娘を持つお母さん
へ～産婦人科医からのメッセージ～ ｣
と き▶ 3月7日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 市医師会医師
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・90人(先着順)
 
申し込み▶ ｢モグモグ健康教室｣は2月22日(月)から、

｢カミカミ健康教室｣は2月23日(火)から、
｢市民健康づくり講座｣は2月18日(木)か
ら、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
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▶ 2月26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▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5734)へ
脳トレ体操で生き生き生活！
と き▶ 3月10日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 鷹来ふれあいの家
講 師▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井職員
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ
幸せが生まれる話し方でプラス思考！～認知症予防
と き▶ 3月10日(水)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▶ 田原由美子
持ち物▶ 割りばし、顔全体が映る鏡
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ

子ども政策課　☎85－6170
パパママ教室～①｢妊娠｣妊娠中の生活・口腔(こ
うくう)衛生②｢分娩(ぶんべん)｣呼吸法・妊婦体
操③｢新生児｣育児と栄養
と き▶ ①3月3日(水)②3月10日(水)③3月17日(水)

〈3回〉午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の妊婦とその夫で、原則、全日

程参加できる人・30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳(①のみ歯ブラシ、コップ、

手鏡、タオル)
日曜パパママ教室～保健指導・もく浴指導
と き▶ 3月14日(日)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
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対象・定員▶ 市内在住で初めてパパとママになる人・
50組(先着順)　※妊婦疑似体験コーナー
あり

持ち物▶ 母子健康手帳
 
申し込み▶ ｢日曜パパママ教室｣は2月23日(火)から、

電話で　※それ以外は常時受け付け

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 3月3日(水) ～ 7日(日)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶平成2年3月2日までに生まれ、平

成21年12月1日までに春日井市に転入の
届け出をし、その日から登録基準日まで
引き続き住民基本台帳に記録されている
人

登録基準日▶ 平成22年3月1日
登録日▶ 平成22年3月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

軽自動車などの廃車や名義変更の手続き
バイクや軽自動車などの廃車や名義変更は3月中
に
　軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税され
ます。廃車、譲渡、盗難などで、すでに所有して
いない人は、必ずそれぞれの届出先で所定の手続
きをしてください。
　なお、3月は軽自動車の廃車の届け出や名義変
更が集中し、窓口が大変混雑しますので、できる
限り3月中旬ごろまでに手続きを済ませてくださ
い。また、他市町村から転入した人もナンバープ
レートの変更などの手続きが必要です。

車種 届け出先
原動機付自転車(125cc以
下)、小型特殊自動車(農耕
作業用を含む)

市民税課(☎85－6092)

軽二輪(125cc超250cc以
下)

軽自動車協会小牧分室(小牧市
新小木3－36、☎43－1406)

二輪の小型自動車(250cc
超)

愛知運輸支局小牧自動車検査
登録事務所(小牧市新小木3－
32、☎050－5540－2048)

軽三輪、軽四輪
軽自動車検査協会小牧支所
(小牧市新小木3－36、☎75－
3464)

問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6092)

市税等の納期限・納税相談
固定資産税4期・国民健康保険税9期・介護保険
料8期・後期高齢者医療保険料7期
　納期限は3月1日(月)です。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。ただ
し、取扱期限や納期限を過ぎると、ゆうちょ銀行、
郵便局、コンビニエンスストアでは取り扱いませ
んので、それ以外の金融機関を利用してください。
また、便利な｢口座振替｣を利用してください。口
座振替の人は、預貯金残高を確認してください。
日曜収納・納税相談窓口
と き▶ 2月28日(日)午前9時～正午、午後1時～ 4

時
ところ・問い合わせ▶いずれも収納課(☎85－

6111)

下街道探訪ウオーキング
と き▶ 3月14(日)午前9時～午後3時(雨天中止)
集 合▶ ＪＲ勝川駅北正面
定 員▶ 30人(抽選)
参加料▶ 200円(保険料含む)
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 3月2日(火)〈必着〉までに、はがきかＥメ

ールに｢下街道探訪｣、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒486－0913柏原町1
－97－1、文化財課内春日井文化財ボラ
ンティアの会事務局(☎33－1113、Ｅメ
ールbunkazai@city.kasugai.lg.jp)へ

名古屋法務局からのお知らせ
　名古屋法務局春日井支局の商業・法人登記事務
は、3月23日(火)から名古屋法務局(本局)法人登記
部門で取り扱います。　※会社・法人の登記に係
る登記事項証明書、印鑑証明書の交付事務(動産・
債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書の交付事
務を含む。)は、引き続き春日井支局でも行います。
また、春日井支局で交付された印鑑カードは、引
き続き利用できます。
問い合わせ▶ 名古屋法務局春日井支局(☎81－3210)、

名古屋法務局(☎052－952－8111)



と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
2 ／15(月)～21(日) 写真展 フォトクラブ 「瞬」

2 ／23(火)～28(日) 写真作品展 ｐｈｏｔｏ Ｆｒｉｅｎｄｓ “Ｐ
ＬＡＴＺ”

高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002)
2 ／16(火)～22(月) ぬりえ作品展 ぬりえ楽しむ会
2／25 (木)～3／9(火) 水彩画作品展 ふれあい水彩画同好会

南部ふれあいセンター (☎85－7878) 2 ／17(水)～28(日) 水彩画火曜会作品展 水彩画 火曜会
アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 2／17(水)～3／1(月) 写真展（天恵彩花） 作石穂積

グリーンピア春日井 (☎92－8711)
2 ／19(金)～21(日) 雪割草と梅花展 春日井山草会
2 ／2 5 (木)～28(日) デコパージュ展 ねむの花工房

落合公園管理棟 (☎56－0414) 2／24(水)～3／2(火) 植物画展 植物画同好会 （美咲会）

※展示時間は各施設に問い合わせてください

アレルギーのある子を持つ親の集い
とき▶3月11日（木）午前10時～午後1時30分　と
ころ▶レディヤンかすがい　内容▶栄養士によ
る調理実習「アレルギーに配慮したお弁当」　対
象▶アレルギーを持つ子どもとその親　※親の
みの参加も可　申し込み▶2月28日（日）までに、
電話かファクスに、氏名、電話番号、参加人数、
子どもの年齢、除去食を書いて、波多野（☎・
FAX56－9269）へ
･･････････････････････････････････････････
天満敦子ヴァイオリンコンサート
とき▶3月13日（土）午後3時30分から（3時開場）
ところ▶ホテルプラザ勝川　定員▶350人（先着
順）　費用▶協力費4500円（前売り3500円）　問
い合わせ▶梶田（☎84－5116）
･･････････････････････････････････････････
Ｋ＆Ｙプロデュースシリーズ 　小林加代子・
由明 姉と弟が創るヴァイオリンとバレエのコ
ラボレーション
とき▶3月22日（休）午後6時30分から（6時開場）
ところ▶県芸術劇場（名古屋市東区）　内容▶質
の高い本格的なクラシック音楽とバレエのコラ
ボレーション　曲目▶チャイコフスキー「白鳥
の湖」より、ヘンデル「ソナタ」より など　共演
▶バレエ荒井祐子、中谷友香、ピアノ山崎能子
定員▶250人（先着順）　費用▶入場料4500円、
学生3500円（前売りは500円引き）　申し込み▶
小林（☎・ＦＡＸ32－4577）

講演会「７か国語で話そう」～多言語の世界を
ひらく～
とき▶①2月24日（水）午前10時～正午②2月27日
（土）午後2時～ 4時　ところ▶①レディヤンか
すがい②ルネック　内容▶人間であれば誰でも
いくつもの言葉が話せるようになることを、多
言語活動の実践をもとに話す　定員▶各50人
（先着順）　問い合わせ▶ヒッポファミリークラ
ブ（☎0120－557－761）
･･････････････････････････････････････････
県青少年育成アドバイザー研究集会
とき▶2月27日（土）午後1時30分～ 4時45分（1時
から受け付け）　ところ▶西部ふれあいセンタ
ー　内容▶基調講演「中高生の居場所づくりの
キーワードは何か」と青少年育成者と地元中高
生によるパネルディスカッション　対象・定員
▶市内在住の人・150人（先着順）　問い合わせ
▶峠（☎88－1050）
･･････････････････････････････････････････
「あだちやすこファミリー」押し花展
とき▶3月2日（火）～ 7日（日）午前10時～午後4
時〈5日（金）のみ6時まで〉　ところ▶文化フォー
ラム春日井　内容▶あだちやすこと生徒、ＯＢ
による押し花とレカンフラワーの作品展示、押
し花を使ったしおり作りの体験会（午後2時～ 3
時30分）　問い合わせ▶アトリエフローラ（☎34
－8787）

展 示
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診 療 時 間 帯

2／20

2／27

緊 急 医
平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日

内科・小児科・外科

内科・小児科

内科・小児科・外科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎83－8777

☎85－0077

☎84－3060

☎78－0001

☎51－8222

☎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

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

鈴木医院（柏原町3）

あさひ病院（下原町）

健康管理センター（柏原町5）

桃花台レディスクリニック（小牧市）

産科婦人科七原（白山町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号）または052－263－9909

在宅緊急医
産婦人科

在宅緊急医
外科

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。

■…診療時間帯

☎0180－995－999

火 災 情 報

●公道
○平日（午前8時30分～午後5時15分）…水道工務
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…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

水 道 修 繕

3月　日曜日の市役所業務
市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6092）…7日、14日、28日
の午前8時30分～正午、午後1時～5時
収納課での納付・納税相談（☎85－6111） 
 …28日の午前9時～正午、午後1時～4時　
保険医療年金課での国民健康保険加入およ
び喪失の届出（☎85－6156）…28日の午前8時
30分～正午、午後1時～5時
※詳しくは問い合わせてください

●

●

●

地域経済
NO.33

3月3日（水）午後6時30分から
ホテルプラザ勝川
200人（先着順）
春日井商工会議所（☎81－4141）へ

と　き▶
ところ▶
定　員▶
申し込み▶

略歴　昭和23年滋賀県生まれ。彦根青年会議
所へ入会後、サンライズ印刷㈱およびＮＰＯ
法人三方よし研究所を設立。「売り手よし」「買
い手よし」「世間よし」の理念を現代社会に浸
透させるための事業を展開している。

ＮＰＯ法人三方よし研究
所専務理事・岩根順子

合同特別講演会
「近江商人の心～三方よし」

　経済状況の悪い今、商人の原点である「近江商人」の思想を学び、
「モノを売る」ことについて改めて考え、これからの企業経営に生
かしていただくための講演をいただきます。
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