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勝川地区の土地区画整理事業の収束などに伴い、
組織のスリム化を図るため行政組織を次のとおり
変更します。

４月から行政組織が変わります４月から行政組織が変わります４月から行政組織が変わります４月から行政組織が変わります４月から行政組織が変わります

投票日　5月23日（日）
午前7時～午後8時（即日開票）

問い合わせ▶総務課(☎85－6129)

任期満了に伴う市長選挙が行われます。これ
から4年間の市政を担う人を選ぶ大切な選挙で
す。忘れずに投票しましょう。

春日井市長選挙春日井市長選挙春日井市長選挙春日井市長選挙春日井市長選挙

問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎85－6071)

◇勝川地区総合整備室を廃止
◇勝川地区の総合整備に関する事務はまち
づくり推進部に新たに設置する勝川管理
課に移管
◇コミュニティ住宅に関する事務は建設部
住宅施設課に移管

告示・立候補の届け出 ▼ 5月16日（日）

立候補予定者説明会

と　き ▼ 4月16日（金）午前9時30分から（9時か
ら受け付け）

ところ ▼市役所304・305会議室

市では、安心して出産に臨めるよう4月から母子
健康手帳の交付に併せて希望者を対象に新たな講
座を開設します。この機会に子育て支援に関する
情報などを学びましょう。

問い合わせ▶子ども政策課(☎85－6170)

と　き ▼ ①毎週火曜日②第1・3木曜日（祝日は除
く）10時～ 11時

ところ ▼①市役所201会議室②保健センター
内　容 ▼母子健康手帳の交付と使い方、妊娠中の

生活、子育て支援サービス情報などの説
明、個別相談など

対　象 ▼市内在住の人 ※夫婦や経産婦の参加も可
持ち物 ▼妊娠届出書

４月から４月から
プレママ講座が始まりますプレママ講座が始まります
４月から４月から
プレママ講座が始まりますプレママ講座が始まります
４月から
プレママ講座が始まります

市の花であるサクラの季節が到来します。市ホーム
ページや市公式モバイル（携帯）サイトでは、市内の
サクラの開花情報を掲載します。花見などの際に、ぜ
ひ利用ください。

サクラの開花情報サクラの開花情報サクラの開花情報サクラの開花情報サクラの開花情報

問い合わせ▶広報広聴課(☎85－6037)

開設時期 ▼ 3月中旬～ 4月上旬〈予定〉
ホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp/
公式モバイルサイト
http://mobile.city.kasugai.lg.jp/
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テーマ▶「夫婦の仲と男女共同参画」

vol.10

問い合わせ▶男女共同参画課（☎85－6152）

「遠くて近きは男女の仲」と昔から言いますが、最も身近な
男女の関係が夫婦です。ある企業が、全国の20～ 59歳の
既婚男女約1100人を対象に行った「いい夫婦の日」に関する
アンケートによると、平日の夫婦の会話時間と愛情について、
会話時間が「30分超」とした人のうち94.7％が「愛情を感じ
ている」と答えている一方、「30分以下」とした人のうち
31.7％が「愛情を感じていない」と答えたうえ、何と約半数
の49.2％が「離婚を考えたことがある」ということが分かり
ました。「近くて遠い夫婦の仲」とならないよう、夫婦が会
話を交わし、互いを理解することは、地域や職場などでも
男女がともに協力し合う社会を推進していくことにつなが
ります。最近夫婦で話す機会が減ったと感じている人は、
ぜひ会話を増やしてみましょう。

4月～6月の献血
とき ところ

4/17(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ第5駐車場
(ジャン

ボエンチョー前駐車場)
4/24(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
5/9(日)10：00～ 15：00 落合公園
5/26(水)9：30～ 16：00 市役所
6/5(土)10：00～ 16：00 バロー高蔵寺店
6/12(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店
6/26(土)10：00～ 16：00 ピアゴ篠木店

対 象▶ 16 ～ 69歳の人　※65歳以上の人は健康
を考慮し、60 ～ 64歳の間に献血経験が
ある人に限定

問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)か県赤十字血液
センター (☎0561－84－1131)

暮らしいきいき資金融資あっ旋制度について
対 象▶ 20歳以上で、次のすべてに該当している

人○満66歳未満かつ完済時満71歳未満○
返済可能な継続・安定した収入がある○
市内に引き続き1年以上在住している○
市税を滞納していない

あっ旋金額▶ 10万円以上50万円以内　※担保は不要。
ただし、保証会社の保証料の負担が必要
(利率に含む)。また、保証人などは保証
会社が要請する場合は必要

利 率▶ 年7.5％ (うち4.0％を市が補助)
返 済▶ 元利均等払いで6か月以上5年以内
問い合わせ▶ 市民生活課(☎85－6616)

市民病院の動脈硬化外来の予約受け付け
　市民病院では、動脈硬化の早期診断と治療方針
の決定、治療後の再発防止のため、血管外科の医
師が診療・診断などを行い、超音波検査士が頸(け
い)部血流や手足の動脈血流などを検査する特殊
外来として開設した動脈硬化外来の予約受け付け
を随時行うこととしました。
と き▶ 毎週水曜日午後1時～ 4時30分(予約制)
対 象▶ 生活習慣病などで治療中の人
申し込み▶ 3月18日(木)から、予約専用電話〈☎57－

0048、月～金曜日(祝休日を除く)午前9時
～午後3時〉へ

問い合わせ▶ 医事課(☎57－0080)

図書館ビデオ・ＣＤの館内視聴を終了します
　3階一般の書架増設に伴い、老朽化したビデオ
・ＣＤ視聴コーナーの利用を3月22日(休)で終了し
ます。なお、館外貸し出しは従来どおり行います。
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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特定廃棄物(消火器)の取り扱いについて
　2月15日号の広報春日井でお知らせしたとおり、
1月1日から、日本消火器工業会が廃消火器リサイ
クルを開始し、市内にある特定窓口(販売店)が回
収を行っています。これに伴い、4月1日(木)から
市では収集・処理はできなくなります。2月23日
現在の市内の特定窓口は次のとおりです。料金は
直接特定窓口に確認してください。

名称 所在地 電話番号
伊藤防災㈱春日井支店 上野町342－7 88－4110
エ ー ス 防 災 設 備(有) 西高山町2－14－1 35－3119
㈱ セ ル ス 味美町2－99 34－0119
辻 防 災 設 備 西高山町2－18－17 32－7020
長 縄 防 災 ㈱ 六軒屋町1－146－2 81－4178
長 谷 川 防 災 美濃町3－20－11 34－2143
ホ ームセンターアント 大留町4－6－3 52－2577
㈱ 丸の内防災システム 八田町6－15－23 81－3009

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6222)

電子メールを利用した緊急通報を開始
　3月15日(月)から、聴覚など
に障がいがあり、障がい者手
帳の交付を受けていて、音声
による119番通報ができない
人を対象に、電子メールから
の緊急通報を受け付けます。
通報するには、ＧＰＳ対応の
携帯電話と事前登録が必要で
す。
事前登録▶ 3月15日(月)から、はがきかファクス、Ｅ

メールに住所、氏名(フリガナ)、年齢、
性別を書いて、〒486－8686春日井市役
所通信指令室(ＦＡＸ85－1243、Ｅメー
ルtsusin@city.kasugai.lg.jp)へ

就学援助制度について
　経済的な理由で、小中学校への就学が困難な家
庭に対して、就学援助の制度があります。受給申
請書を提出し、認定された場合は給食費や学用品
費などの援助が受けられます。
対 象▶ 次のいずれかに該当する世帯○生活保護

が停止か廃止された○市民税が非課税か
減免された○国民年金の保険料か国民健
康保険税が減免された○児童扶養手当の
支給を受けた○そのほか、特別な経済的
事情がある

申し込み▶ 在学の小中学校へ
問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6442)

新しい妊婦健康診査受診票を送付します
　4月から、公費による妊婦健康診査の内容が拡
充されます。3月31日以前に妊婦健康診査受診票
の交付を受け、かつ妊娠届け出時における分娩予
定日が4月1日以降の人に、新しい妊婦健康診査受
診票を、3月下旬より順次郵送します。
　なお、4月1日以降は平成21年度に配布した受診
票は使用できませんので、今回郵送する新しい受
診票で健康診査を受けてください。
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6170)

食育啓発ポスターコンクール作品の展示
と き▶ 3月19日(金) ～ 29日(月)午後4時まで
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ ｢小学生食育啓発ポスターコンクール｣の

受賞作品と市内からの応募作品を展示
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6167)

民俗展｢昭和初期の教科書と文具展｣
と き▶ 3月20日 ～ 4月17日

の毎週土曜日午前9
時～午後4時

内 容▶ 市民から寄贈された
昭和初期の教科書と
学習に使用した文具
などを展示

ところ▶ 郷土館
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

問い合わせ▶かすがい市民文化財団(☎85－6868)

　ポスター 　チラシ

市民美術展覧会のポスターとチラシ決定

本田慎一
(清須市)

岩内香織
(あいち造形デザイン専門学校１年)
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アトリウムの祭典｢アトの春祭り｣
と き▶ 3月20日(土) ～ 21日(祝)午前10時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 市内外で活動するグループによる、合唱

やギター、オカリナなどの発表会
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

にこにこ劇場
と き▶ 3月21日(祝)午後3時～ 3時30分
内 容▶ 劇、ペープサートなど
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)

ジョギング大会
と き▶ 3月28日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 王子紙業株式会社駐車場〈西津公園北側

(下条町)〉
種 目▶ 4㎞、8㎞
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
費 用▶ 参加料300円(小学生100円)
申し込み▶ 当日午前8時30分から、会場で
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・土屋(☎83－8787)

わくわく！ふれあいワールド
と き▶ 3月31日(水)①午前10時～ 10時40分②午

前11時～ 11時40分
内 容▶ 欧米の子どもの行事、イースター (復活

祭)を卵のカラーリングや英語の手遊び
などを通して楽しむ

対象・定員▶ ①1歳～年長までの子どもとその保護者
②年少～小学3年生までの子どもとその
保護者・各7組(先着順)

ところ・申し込み▶3月18日(木) ～ 26日(金)にささ
え愛センター内国際交流ルーム(☎85－
6606)へ

サボテンフェア
　観賞用サボテン・サボテン関連商品の購入やサ
ボテンラーメンなどの飲食(有料)ができます。
と き▶ 4月3日(土) ～ 4日(日)午前10時～午後4時

(雨天決行)
ところ▶ 落合公園グラウンド
問い合わせ▶ 経済振興課内、市観光協会(☎85－6244)

第1回から春日井で開催されている全国高等学校剣道選抜大会。「剣
道の甲子園」とも呼ばれるこの大会は、全国各地から予選を勝ち抜
いた48校の男女が集結し、天翔旗を目指して戦います。高校生の若
さみなぎる熱戦を、間近で観戦してみませんか。

問い合わせ▶スポーツ課(☎84－7117)

と　き ▼3月27日（土）～ 28日（日）
○予選リーグ…27日（土）午前10時から
○決勝トーナメント…28日（日）午前9時から

ところ ▼総合体育館
入場料 ▼大人1日1000円（前売りは800円、2日通し券は1500円）

高校生以下1日500円（前売りは400円、2日通し券は750円）
※未就学児は無料。通し券は前売りのみ

入場券 ▼3月22日（休）まで、チケットぴあ、ファミリーマート、サ
ークルＫ・サンクスで販売。当日は総合体育館で販売

全国高等学校剣道選抜大会全国高等学校剣道選抜大会全国高等学校剣道選抜大会全国高等学校剣道選抜大会全国高等学校剣道選抜大会
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紙芝居とお話を聞く会4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)

9(金)・23(金)11：00～

図書館

7(水)11：00～、3(土)・10(土)
・17(土)・24(土)15：00～、
14(水)・21(水)・28(水)15：30
～

東部市民センター 2(金)・9(金)・16(金)・23(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 10(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 10(土)14：00～
南部ふれあいセンター 21(水)16：15～
西部ふれあいセンター 10(土)・24(土)11：00～
知多公民館 7(水)15：30～
鷹来公民館 10(土)13：30～
坂下公民館 3(土)14：00～
グリーンパレス春日井 17(土)14：00～

※中央公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

連盟会長杯硬式テニス大会
と き▶ 4月18日(日)午前9時から〈予備日4月25日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子、壮年男子(45歳以上)の

各ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で連盟登

録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 4月3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)

王子杯ソフトテニス大会
と き▶ 4月4日(日)午前9時から〈予備日4月11日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の団体戦(3組で1チーム6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1チーム)3000円
申し込み▶ 3月26日(金)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、全員の住所・氏名・年齢・
電話番号を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－
9417)

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㎡・9㎡)　※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▶ 3月24日(水)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(木)から、潮見坂平和公園管理事
務所(☎84－4444)へ

市民美術展覧会の作品
部 門▶ 日本画、洋画・版画、書、彫塑工芸、写

真
応募規約▶ 各部門とも1人1点　※作品は自作で未発

表(教室・サークルなどでの発表作品を
除く)のものに限る

出品規格▶ 開催要項を参照
応募資格▶ 市内在住か在勤、在学(サークル・教室

などを含む)で高校生以上の人
賞 ▶ 市長賞、財団理事長賞、教育委員会賞、

市議会議長賞、観光協会長賞など
搬入日▶ 8月7日(土)午前9時～午後5時か8日(日)午

前9時～正午
申し込み▶ 7月2日(金) ～ 16日(金)〈必着〉に、所定の

用紙(文化フォーラム春日井、市役所情
報コーナー、坂下出張所、東部市民セン
ター、各ふれあいセンター、各公民館、
総合福祉センターなどに用意)に記入し
て、〒486－0844鳥居松町5－44、かすが
い市民文化財団(☎85－6868)へ
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ハンギングバスケット展の作品
規 格▶ ○壁掛けタイプのハンギングバスケット

で、一人で持ち運びできるもの○縦・横
が60㎝以内のもの○使用植物は5種類以
内(同じ植物で色違いは1種類とみなす)
※器材は市販、オリジナルとも可

部 門▶ キッズ(小学生対象)、一般、マスター　
※詳しくはホームページを見てください

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/shisetsu/syokubutsuen/jisshiyouryou.
html

募集点数▶ 60点　※1人2点までで、1部門のみ
賞 ▶ 市長賞、中日新聞社賞など　※出展者に

は参加賞あり
申し込み▶ 4月15日(木)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクスで参加部門、出展数、住所、氏名
(ふりがな)、電話番号を書いて、〒487－
0001細野町3249－1、グリーンピア春日
井(☎92－8711、ＦＡＸ92－8695)へ

県立高校の屋外体育施設を開放
開放日▶ 学校教育などで使用しない土・日曜日、

祝休日
開放時間▶ 午前9時～正午、午後1時～ 4時
開放校▶ ○春日井…ソフトテニス、テニス○春日

井西・春日井南…ソフトボール○春日井
東…ソフトボール、軟式野球○高蔵寺…
ソフトテニス、テニス、ソフトボール、
軟式野球、硬式野球、サッカー、ラグビ
ー○春日井商業…ソフトテニス、テニス、
ソフトボール、軟式野球、硬式野球○春
日井工業…ソフトテニス、テニス、ソフ
トボール、軟式野球

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人で構成し、成
人の責任者がいる10人以上の団体　※テ
ニスについてはこの限りではない。政治
・宗教・営利活動への利用は不可

申し込み▶ 3月26日(金)〈15日(月)・23日(火)は除く〉
までに、所定の用紙(スポーツ課に用意)
に記入して、直接、スポーツ課(☎84－
7117)へ

抽選日▶ 4月9日(金)午後7時から総合体育館で(受
け付けは、6時40分から)

緊急雇用創出事業による臨時職員
事業名▶ 東部丘陵地域環境整備事業
勤務内容▶ 少年自然の家・グリーンピア春日井の除

草、樹木の伐採、草花への水やり、清掃
・イベント補助など

対象・人数▶ 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)
・6人

任用期間▶ 4月1日～ 9月30日
勤 務▶ 午前8時30分～午後5時(7.5時間)、週5日(土

・日曜日、祝日勤務あり)
賃 金▶ 時給1000円(交通費を1通勤につき200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▶ 3月24(水) ～ 25日(木)に、市販の履歴書(写

真付き)に記入して、市役所303会議室へ
※3月26日(金)に面接あり

問い合わせ▶ 人事課(☎85－6021)

エコメッセ春日井　☎88－5006
押し絵教室～ミニ盆に高砂(祝言物)を作る
と き▶ 4月15日(木)・22日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 中野綾子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費1200円
持ち物▶ はさみ、目打ち、ピンセット、洗濯挟み

(小)10個・(大)4個、手ふき、手芸用ボン
ド

生ごみのリサイクル～生ごみをＥＭ菌でたい肥に
するぼかし作り
と き▶ 4月17日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市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、約4㎏のぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
 
申し込み▶ 3月18日(木)から、電話で
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少年自然の家　☎92－8211
わくわく自然ランド｢今が一番 新緑｣～新緑や昆
虫、野鳥のかかわりに注目した自然観察①短いコ
ース②普通コース
と き▶ 4月11日(日)午前9時～正午
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会員
対 象▶ 3歳以上(3歳～新小学3年生は保護者同

伴)の人・60人(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)300円
里山体験｢田んぼと森の学校｣～米作りや森の手
入れを中心に里山の自然を五感を使って楽しむ
月 日▶ 4月24日(土) ～ 25日(日)、5月29日(土) ～

30日(日)、7月3日(土)、10月9日(土) ～ 10
日(日)、23日(土) ～ 24日(日)、11月13日(土)
～14日(日)、平成23年1月8日(土)～9日(日)
・22日(土) ～ 23日(日)、2月5日(土) ～ 6日
(日)〈9回〉

対象・定員▶ 新小学4 ～ 6年生で、全日程参加できる
人・40人(抽選)

費 用▶ 受講料2万4000円(宿泊費、食費、教材費
を含む)

 
申し込み▶ 3月31日(水)〈必着〉までに、｢わくわく自

然ランド｣は、往復はがきに講座名、コ
ース、住所、参加者全員の氏名・年齢・
電話番号を、｢里山体験｣は、講座名、住
所、氏名(ふりがな)、新学年(年齢)、性別、
電話番号を書いて、〒487－0031廻間町
1102－1へ

知多公民館　☎32－8988
やさしい川柳入門～川柳の歴史と現代川柳の作り
方を学ぶ
と き▶ 4月6日～ 5月18日の第1・第3火曜日〈4回〉

午後1時30分～ 3時
講 師▶ 大脇一荘
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1000円
インターネット講座～観光地を探し、ホテルを予
約するなど旅行情報の探し方を学ぶ
と き▶ 4月8日～ 29日の毎週木曜日〈4回〉午前9

時30分～ 11時30分
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円　※パソコ

ンの持ち込み不可
食育で健康な家庭作り～厚焼き玉子と菜の花丼で
春の思い出を作る
と き▶ 4月16日(金)午前9時30分～正午
講 師▶ 高橋政光
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、材料費600円
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん2枚
 
申し込み▶ ｢川柳入門｣は3月18日(木)から、｢食育で

健康な家庭作り｣は3月19日(金)から電話
で、｢インターネット講座｣は3月25日(木)
〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)に、
講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を
書いて、〒486－0947知多町4－64－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～築水池と植物園周辺を歩
く
と き▶ 4月3日(土) 午前9時30分～午後4時　※雨

天時は、午前中のみ講義
講 師▶ 波多野茂 
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 山歩きができる服装、弁当、帽子
園芸教室～ミニ盆栽の育て方について
と き▶ 4月17日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 松井一尚
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 盆栽用枝切りばさみ、ピンセット、持ち

帰り用の袋
園芸教室～夏果菜(トマト、ナス、キュウリ、ス
イカなど)の栽培について学ぶ
と き▶ 4月17日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森田隆史
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ ｢みろくの森自然観察会｣は3月18日(木)

から、それ以外は3月24日(水)から、電話
で

坂下公民館　☎88－5555
カメラ講座～写真の基礎を学ぶ
と き▶ 4月13日(火)・15日(木)・17日(土)〈3回〉午

前10時～ 11時30分
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講 師▶ 稲垣量
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料750円
持ち物▶ カメラ(デジタルカメラ可)
料理講座～ワイワイ手作りミニパーティー
と き▶ 4月14日(水)・21日(水)・28日(水)〈3回〉午

前10時～午後1時
講 師▶ 尾下陽子
対象・定員▶ 市内在住の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料750円、教材費2400円
持ち物▶ 上靴、エプロン、ふきん(2枚)
鳴子踊り講座～エネルギッシュに自己表現
と き▶ 4月17日(土)・24日(土)、5月1日(土)〈3回〉

午後6時～ 8時
講 師▶ 江崎美保
対象・定員▶ 市内在住の人・40人(抽選)
費 用▶ 受講料750円
持ち物▶ 上靴、鳴子(ない人には貸し出し可)
 
申し込み▶ いずれも3月31日(水)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ

保健センター　☎91－3755
元気アップ貯筋体操～脳の活性化と楽しく身体を
動かす
と き▶ 4月1日(木)・15日(木)〈2回〉、午後1時30

分～ 2時45分
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ 日本手ぬぐい(運動に使用)
受講料▶ 1回300円
申し込み▶ 3月18日(木)午前9時から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
転倒骨折予防～高齢者に対するヨガ療法
と き▶ 3月24日(水)午前10時～正午
ところ▶ 八田公民館
講 師▶ 鈴木美智枝
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ
阿波踊りのリズムに合わせて筋力アップ！！
と き▶ 3月26日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 水藤計子
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

健康増進課　☎85－6164
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▶ 4月2日(金)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6月～ 7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
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▶ ①4月7日(水)②4月14日(水)午前10時～ 11

時30分
ところ▶ ①レディヤンかすがい②保健センター
対象・定員▶ 市内在住の平成21年11月～ 12月生まれ

の乳児(第1子)とその保護者・①30組②25
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)

 
申し込み▶ ｢カミカミ健康教室｣は3月23日(火)から、

｢モグモグ健康教室｣は3月24日(水)から
電話で

子ども政策課　☎85－6170
母と子のサポート情報～乳幼児健康相談・歯っぴ
ー歯科相談(予約制)
と き▶ ①4月9日(金)・23日(金)、5月7日(金)・21

日(金)、6月4日(金)・18日(金)②4月16日
(金)、5月14日(金)、6月11日(金)午前10時
～正午、身体計測のみの人は11時までに
来所してください(予約不要)

ところ▶ ①健康管理センター②保健センター
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▶ ①4月7日(水)②4月14日(水)③4月21日(水)

〈3回〉午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
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)
休日パパママ教室～保健指導・もく浴指導
と き▶ 4月17日(土)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住で初めてパパとママになる人・

60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▶ ｢休日パパママ教室｣は3月24日(水)から、

電話で　※それ以外は常時受け付け
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消防総務課　☎85－6374
普通救命講習会～主に乳幼児や小児に対する応急
手当て
と き▶ 4月26日(月)午後1時～ 4時
ところ▶ 消防署
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で新中学生以上の

人・10人(先着順)
申し込み▶ 3月18日(木)から、電話で

児童センター　☎87－6866
卓球教室
と き▶ 4月17日(土)・24日(土)、5月8日(土)・22

日(土)・30日(日)〈5回〉午前10時～ 11時
30分

ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 野々山容充
対象・定員▶ 市内在住の新小学1年生～中学3年生・30

人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ ラケット、上靴
こども空手教室
と き▶ 4月25日(日)、5月15日(土)・23日(日)・29

日(土)、6月6日(日)〈5回〉午前10時～ 11
時30分

ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 岡本康
対象・定員▶ 市内在住の新小学1年生～中学3年生・50

人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
 
申し込み▶ ｢卓球教室｣は4月10日(土)〈必着〉までに、

｢こども空手教室｣は4月13日(火)〈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)、学校名、学年、
保護者名、電話番号を書いて、〒486－
0857浅山町1－2－61へ

体育協会の講座
ジュニアソフトテニス教室
と き▶ 4月3日(土)・17日(土)、5月～平成23年3月

の土曜日(21回)午前9時～正午
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 市内在住の新小学4～ 6年生・75人(抽選)
費 用▶ 受講料(年間)3000円
持ち物▶ ラケット(貸し出し可)
問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎090－1628－

9417)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 4月10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、在学で新小学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)
市民アーチェリー教室
と き▶ 4月10日～ 5月29日の毎週土曜日(8回)午

後2時～ 4時30分
ところ▶ 総合体育館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円
問い合わせ▶ 市アーチェリー協会・酒井(☎81－1695)
 
申し込み▶ ｢ジュニアソフトテニス教室｣は3月23日

(火)〈必着〉までに、はがきに教室名、住
所、氏名、学校名、学年、電話番号を、｢硬
式テニス初心者教室｣は4月3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、経験年数を書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体
育館へ、｢市民アーチェリー教室｣は4月
10日(土)午後1時40分から、会場で

固定資産税の縦覧・閲覧のお知らせ
　この制度は、適正で公平な課税を行うために、
関係者に資産の内容を確認してもらうものです。
縦覧
と き▶ 4月1日(木) ～ 30日(金)〈土・日曜日、祝

日を除く〉午前8時30分～午後5時
内 容▶ 市内に土地・家屋を所有している納税者

が自己の資産との比較ができるように、
｢土地・家屋価格等縦覧帳簿｣を縦覧でき

市税等の納期限・納税相談
国民健康保険税10期・後期高齢者医療保険料8
期
　納期限は3月31日(水)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▶ 3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)
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る　※土地所有者は土地、家屋所有者は
家屋のみ

対 象▶ 固定資産税の納税者と同居の親族、納税
管理人など(代理人の場合は納税者の委
任状が必要)

閲覧
と き▶ 4月1日(木) ～ 30日(金)〈土・日曜日、祝

日を除く〉午前8時30分～午後5時
内 容▶ 固定資産税の基礎となる土地・家屋・償

却資産の価格などが登録されている｢固
定資産課税台帳｣(名寄帳)を納税義務者
に限り無料(証明書は有料)で交付

対 象▶ 固定資産税の納税義務者と同居の親族、
納税管理人など(代理人の場合は納税義
務者の委任状が必要)　※借地人・借家
人(契約書の原本が必要)については有料

4月1日(木)に、平成22年度固定資産税・都市
計画税納税通知書を郵送します
　通知書には、1年分(4期分)の納付書が付いてい
ますので、内容を確かめて各納期までに納めてく
ださい。
ところ・問い合わせ▶いずれも資産税課(☎85－

6101)

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 4月2日(金)午前10時～午後3時30分
ところ▶ 市役所303会議室
内 容▶ 土地価格や地代、家賃、借地権、相続時

の土地の分割、不動産の有効利用などに
関する相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ (社)愛知県不動産鑑定士協会

4月～6月の県春日井保健所
とき

食事療法(複数の疾患を持
つ人)〈予約制〉

4/13(火)、5/11(火)、
6/8(火)13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 4/15(木)、5/20(木)、
6/17(木)9：30～ 11：00

メンタルヘルス相談(自殺、
ひきこもり、うつなど、心
の健康問題や心の病気に
関する相談)

月～金曜日(祝日を除く)9：00～
12：00、13：00～ 16：30

ひきこもりを考える親の
つどい

4/13(火)、5/11(火)、
6/8(火)14：00～ 15：30

血液検査(エイズ、肝炎検
査など)

毎週火曜日(4/27、5/4を除く)
9：30～ 11：00

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日(5/4を除く)10：00～
15：00

問い合わせ▶ 県春日井保健所(柏井町2、☎31－2188)

自衛官募集
試験日▶ ①5月22日(土)②9月18日(土)　※平成23

年3月高等学校卒業予定者または中等教
育学校卒業予定者のための試験は②。受
け付けは文部科学・厚生労働両省から示
された期日以降実施

種 目▶ 自衛隊一般曹候補生
採用期日▶ 平成23年3月下旬から4月上旬
応募資格▶ 18歳以上27歳未満(平成23年4月1日時点)
申し込み▶ 願書を請求の上、①は4月1日(木) ～ 5月

10日(月)〈必着〉、②は8月1日(日) ～ 9月
10日(金)〈必着〉までに、〒485－0025小
牧市春日寺1－1、自衛隊愛知地方協力本
部小牧地域事務所(☎73－2190)へ
ホームページ　http://www.mod.go.jp/
pco/aichi/

4～ 6月の認定産業医による健康相談
とき ところ

4/18(日)、5/16(日)、
6/20(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井

4/27(火)、5/25(火)、
6/22(火)14：00～ 15：30 春日井商工会議所

対 象▶ 従業員50人未満の事業所の事業主と従業
員

問い合わせ▶ 春日井小牧地域産業保健センター (☎82
－9900)

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ ①4月4日(日)、6月6日(日)、②5月26日(水)

午後2時～ 4時
ところ▶ ①東部市民センター②総合福祉センター
内 容▶ 参加者とゆっくり時間を過ごしながら、

互いの悩みを聞き、一緒に考える　※保
健所か市役所の相談員も参加

対 象▶ 身内に心の病の人を抱え、何とかしたい
と考えている家族

問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)
主 催▶ 春日井地域精神障害者家族会｢むつみ会｣

｢勝南にぎわい市｣出店者募集
と き▶ 4月24日(土) ～ 25日(日)午前9時30分～午

後3時30分(雨天中止)
ところ▶ 勝川駅南口ビル(勝南プラザ)前
内 容▶ フリーマーケット(家庭の不用品、手作

り品など)　※営利目的の物は販売不可
ブース料▶ 1日につき1ブース(250cm×150cm)1000

円
ブース数▶ 24ブース(先着順)
申し込み▶ 3月19日(金)から、勝川開発㈱(☎34－6800)

へ



と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
3／15(月)～21(祝) デッサン木曜会作品展 デッサン木曜会
3／25(木)～3 1(水) 写真展 写友稲穂会

アスティ高蔵寺 (☎85－6079)
3／1 7 (水)～2 9 (月) 高座地区コミュニティ推進協議会活動写真展

高座地区コミュニティ推進
協議会

3／3 1 (水)～4 ／1 2(月) ネイチャー写真展 足立健一

グリーンピア春日井 (☎92－8711)
3  ／18(木)～22(休) 現代押し花アート展 千種の会
3／      2 6 (金)～28(日) カンアオイ展 東海葵会

高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 3  ／18(木)～3 0 (火) 実用書道展 彩の会
落合公園管理棟 (☎56－0414) 3  ／26(金)～28(日) おもと展 日本おもと協会春日井支部

※展示時間は各施設に問い合わせてください

コンサートグループ「花の詩」20周年記念コン
サート
とき▶3月27日（土）午前11時～午後6時30分①第
1部…午前11時から②第2部…午後1時から③第3
部…午後3時30分（予定）から　ところ▶東部市
民センター　内容▶①ファミリーコンサート②
恋人たちの室内楽・2台ピアノの世界③ソリス
トの競演・オペラ（椿姫、白山椿、しずく柳の
ハイライト）　入場料▶①500円②2000円③2000
円、通し券3000円　入場券▶文化フォーラム春
日井・文化情報プラザ、サカエ楽器、いわま楽
器、ヤマハミュージック東海小牧店で販売中　
問い合わせ▶和田（☎090－1783－2711）
･･････････････････････････････････････････
若年者の自立と就労支援セミナー
とき▶4月17日（土）午後1時～ 3時　ところ▶レ
ディヤンかすがい　内容▶若年者のフリーター、
ニートやその保護者を対象にした講演会と相談
会　定員▶20人（先着順）　申し込み▶4月16日
（金）までに、電話かファクスに住所、氏名、電
話番号、年齢を書いて、大橋（☎090－2946－
4168、FAX31－7529）へ

春日井ギターオーケストラ定期演奏会
とき▶3月22日（休）午後1時30分から　ところ▶
東部市民センター　曲目▶「美しく青きドナウ」
「グリーンスリーブス幻想曲」「月の光」「恋は水
色」「おもかげ色の空」など　定員▶500人　問い
合わせ▶春日井ギターオーケストラ・坪井（☎
83－1784）
･･････････････････････････････････････････
「日々の生活を見直してみよう」トレーニング講
習会
とき▶3月26日（金）午後1時～ 3時　ところ▶東
部市民センター　内容▶家庭にある物で簡単ト
レーニングを行い、少しの運動で寝たきりを防
止する方法を学ぶ　講師▶作業療法士・名古紀
子　対象・定員▶市内在住の人・30人（先着順）
申し込み▶電話かファクスに氏名を書いて、春
日苑・渡辺（☎88－5593、FAX88－5802）へ
･･････････････････････････････････････････
春日井西高等学校吹奏楽部定期演奏会
とき▶3月26日（金）午後6時～ 8時（5時30分開
場）　ところ▶市民会館　内容▶第1部…20回記
念ステージ（客演指揮：八木澤教司）、第2部…
ステージドリル、第3部…ポップスステージ　
問い合わせ▶春日井西高等学校・橋本（☎32－
9631）

展 示
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診 療 時 間 帯

3／20

3／27

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

☎85－0077

☎51－5552

☎84－3060

☎34－1166

☎81－1303

☎76－2603

☎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）

あさひ病院（下原町）

白山外科クリニック（白山町5）

健康管理センター（柏原町5）

アルファクリニック（朝宮町1）

森永産婦人科（八事町2）

みわレディースクリニック（小牧市）

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

●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

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

市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6092）…4日、11日、25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） 
 …25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）…25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

●

●

●

4月　日曜日の市役所業務

☎0180－995－999

火 災 情 報

地域経済 NO.34

毎年春日井商工会議所と市商店街連
合会が共催し、市内の魅力あるお店
を消費者が推薦する「私が選ぶ…地域
一番店コンクール」。第７回を迎えた
今年度は飲食店限定で実施され、選
ばれた７店に、「認定証」が発行され
ました。

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

「私が選ぶ…地域一番店コンクール」  優秀店決定！！

受賞店ぜひ、一度お店に
行ってみてね！

○応募総数…2589票
○推薦店舗数…526店
たくさんの推薦、ありがとうございました

○カフェ百時（喫茶/鳥居松町6）
○中華料理 四川（中華料理/東野町4）
○わしょく屋（和食/出川町8）
○鰻処まえの本店（うなぎ/八事町3）
○手打ちうどん初海家（うどん/小野町6）
○水徳（和食/八光町1）
○なかむら屋（ステーキ・しゃぶしゃぶ/
南下原町）

飲食店
飲食店限定限定
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