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水害に備えて
子ども手当などの手続きを忘れずに
市民税・県民税の納税通知書を郵送します！
Photo ホット ほっと

各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

8
18
19

毎月15日、若草通にある崇彦寺で行われる弘法まつり（生誕会）に
合わせて、隣接する公民館に勝川駅東商店街のおかみさんたちによ
り結成されたサンレディーズ勝川の皆さんが集まり、お茶やぜんざいを
振舞っています。肌寒い日となったこの日は赤飯も付き、参拝者は温
かいもてなしに心も体も暖まったようでした。

選挙特集
5月23日（日）
春日井市長選挙
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毎年、台風や大雨により全国各地で大きな被害がもたらされています。昨年10月の台風18号では市内でも
冠水や浸水の被害が発生しました。近年の大雨は、降雨の範囲が極めて局地的である、降雨時間が短い、単
位時間当たりの降雨量が多い、といった特徴があり、1時間に50mmを超える集中豪雨が増えています。日
ごろから気象情報に注意し、いざというときに備え、家庭はもちろんのこと、まちぐるみで対策をとるよう
にしましょう。

5月27日から

大雨などの警報・注意報が市町村ごとに発表されます！
　愛知県内の大雨などの警報・注意報が現在の8地域から、県内57市町村ごとに発表されるようになり、局
地的な大雨などで警戒が必要な地域がより分かりやすくなります。

※テレビやラジオなどでは、簡潔に広い範囲に警戒を呼びかけるため、これまでどおり春日井市は｢尾張
東部｣や｢愛知県西部｣、｢愛知県｣と市町村をまとめた名称で放送されることがあります

発表中の警報・注意報の内容を確認するには？
・地上デジタルテレビのデータ放送
・市安全安心情報ネットワークのメール配信（登録が必要） 
  http://www.anzen.city.kasugai.aichi.jp/Community/
・気象庁ホームページ
  http://www.jma.go.jp/jma/index.html

・土砂災害関連情報サービス
　　電話応答システム（☎85－7519、85－7520）
により、土砂災害関連の雨量情報および予
警報情報を音声でお知らせ、またはFAXで
送信します。

　山林や田畑などは、雨水を一時的に貯めたり、地下に浸透させたりする機能があり、河川への雨水の流出
量を抑える働きをしています。しかし、今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、
河川へ短い時間で多くの雨水が入ってくるようになったために、洪水の危険性が増しています。このため、
大雨などにより被害が心配されるときは、正確な情報を早く知り、早めの行動をとることが重要となります。

進む開発と浸水被害の危険性

シリーズ

vol.20vol.20

従来の地域ごとの発表では

　尾張東部10市町の一部が警戒す
べき基準を超えると10市町すべて
に警報が発表されていました。

　警戒すべき基準を超えない市町
には、警報が発表されなくなります。

市町村ごとの発表になると

：警報
：注意報
：発表なし

平成21年6月18日の大雨を例にした大雨警報・注意報の発表イメージ
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　大雨で河川水位が上昇するなど避難が必要となる場合、身体に障がいがある人などは、早めの避難が大切
です。また、障がいのある人などが迅速に避難するために、地域の皆さんの支援が必要です。市では、避難
支援が必要な人に対し、区・町内会・自治会などの協力により、地域の皆さんの支え合い、助け合いによる
避難支援をお願いしています。

災害時には地域で助け合おう！～災害時要援護者の避難支援制度に登録を

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6072）
　　　　　　雨水貯留浸透施設設置補助制度、洪水ハザードマップについては、河川排水課（☎85－
　　　　　　6361）
　　　　　　災害時要援護者の避難支援制度については、高齢福祉課（☎85－6184）

【手続きの流れ】

※1 一人暮らし高齢者、介護保険要介護者、
障がいのある人などで本人とその家族
などだけでは避難ができない人

　※2 個人または団体に
　　　お願いしています民生委員・児童委員

災害時に避難
支援が必要な人
（要援護者※1）

春日井市 区・町内会・自治会 地域の皆さん
（避難支援者※2）

連携・協力

依頼

同意

依頼

報告

申込

通知

　大雨などに警戒し、最新の気象情報などに注
意することも大切ですが、そのほかにもどのよ
うな対策をすればよいのでしょうか。
　市では雨水の流出抑制を図るため、学校や公
園のグラウンドに雨水調整池の整備を進めてい
ます。また、各家庭で不用となった浄化槽を雨
水貯留施設に転用したり、雨水貯留タンクなど
を設置したりすることに補助制度を設けていま
す。家庭でできる治水対策として雨水貯留タン
クなどの設置を検討してみましょう。

浸水被害を防ぐために 家庭でできる治水対策
～5月15日（土）から21日（金）は総合治水週間

　洪水はん濫の状況や避難情報などを織り込んだ洪水ハザードマップを作成しました。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、各公民館などに設置しましたので、ぜひ利用してください。

洪水ハザードマップを作成しました

○雨水貯留浸透施設設置補助制度

補助対象施設
雨水貯留タンク
雨水浸透ます

浄化槽転用雨水貯留施設

200ℓ以上
ますの内径300㎜以上
3㎥未満
3㎥以上10㎥未満
10㎥以上

貯留量 補助率 限度額

2分の1

10万円
10万円

7万5000円
10万円
15万円
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問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6201）

子ども手当などの手続きを忘れずに子ども手当などの手続きを忘れずに子ども手当などの手続きを忘れずに子ども手当などの手続きを忘れずに子ども手当などの手続きを忘れずに
子どもを養育している人には、各種手当があります。
内容をよく確認して手続きをしてください。

※18歳以下の児童とは、18歳に達した月の属する年度末までの人です

●8月から、父子家庭へも児童扶養手当が支給されます●8月から、父子家庭へも児童扶養手当が支給されます●8月から、父子家庭へも児童扶養手当が支給されます
　ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、8月1日（日）から父子家庭へも児童扶養手当が支給
されます。これに伴い、現在、子ども福祉手当を支給している父子家庭への加算は8月分以降なくなります。
手続きについての詳細は7月1日号の広報春日井でお知らせします。
※支給要件には所得制限などがあります

手当名 支給対象 手当の月額 備考

15歳到達後最初の3月
31日までの子ども（中
学校修了前の子ども）
を養育している人

子ども1人につき……1万3000円

○手続きをした翌月分から支給
○年度の切り替え時期…6月
※支給対象の子どもが増減した
とき、他の市町村へ転出すると
きなどは手続きが必要です

子ども手当

県内に住所があり、父
母の離婚などで父また
は母がいない18歳以
下の児童を監護してい
る父か母、または父母
のいない児童を養育し
ている人

児童1人につき
支給開始1～3年目………4500円
　　　　4～5年目………2250円
※6年目以降は支給されません

○手続きをした翌月分から支給
○年度の切り替え時期…8月
※所得制限などがあります

県遺児手当

市内に住所があり、父
母の離婚などで父か母
がいない18歳以下（一
定の障がいがある場合
は20歳未満）の児童を
監護している父か母、
または父母のいない児
童を養育している人

児童１人の場合…4万1720円～9850円
2人目……………………5000円加算
3人目以降1人につき…3000円加算

○手続きをした当月分から支給
○年度の切り替え時期…8月
※所得制限などがあります

児 童 扶 養
手　　　当

父母の離婚などで父の
いない18歳以下（一定
の障がいがある場合は
20歳未満）の児童を監
護している母か父母の
いない児童を養育して
いる人

児童１人につき………3500円

父子家庭への加算額（7月分まで）
児童１人の場合…4万1720円～9850円
2人目……………………5000円加算
3人目以降１人につき…3000円加算

○手続きをした翌月分から支給
○年度の切り替え時期…8月
※所得制限などがあります。手
当を受給してから5年または離
婚など支給要件に該当した月か
ら７年経過した場合で、必要な
届け出がない場合は手当額の2
分の1が支給停止となります

子ども福祉
手　　　当

●子ども手当の施行に伴う手続きは済んでいますか？●子ども手当の施行に伴う手続きは済んでいますか？●子ども手当の施行に伴う手続きは済んでいますか？
　4月1日現在、子ども手当の対象となる人で、中学2～3年生の子どもがいる人や所得制限などにより児童
手当を受給していなかった人は、認定請求の手続きが必要です。手続きが済んでいない人は早めに行って
ください。9月30日（木）を過ぎると、手続きをした翌月分からの支給となります。

（公務員の人は勤務先で手続きをしてください）
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平成22年度の市民税・県民税納税通知書を6月1日（火）付けで郵送します。内容を確認の上、納期限まで
に納めてください。

市民税・県民税の納税通知書を郵送します！市民税・県民税の納税通知書を郵送します！市民税・県民税の納税通知書を郵送します！市民税・県民税の納税通知書を郵送します！市民税・県民税の納税通知書を郵送します！市民税・県民税の納税通知書を郵送します！

問い合わせ▶市民税課(☎85－6093)

※公的年金等からの特別徴収の人は、平成23年2月に特別徴収する税額と同額を、平成23年4月・6月・8月
に翌年度（平成23年度）の税額として仮特別徴収します

○平成22年度の市民税・県民税納税通知書は、平成21年1月1日から12月31日までの所得を基に計算して
います。

○普通徴収（個人納付）分と公的年金等からの特別徴収（年金引き落とし）分の納税通知書となります。〈給
与からの特別徴収（給与引き落とし）分は、事業所へ送付しましたので、「特別徴収税額の決定通知書」
を勤務先から受け取ってください。〉

　平成22年2月に特別徴収した税額と同額を、4月・6月・8月に仮特別徴収により納付していただき、今
年度の確定した年税額から仮特別徴収した税額を差し引いた残りの税額を10月、12月、翌年2月に分け
て特別徴収により納めていただきます。

前年から引き続き公的年金等からの特別徴収（年金引き落とし）となっている人

　年税額の2分の1を6月と8月に分けて普通徴収（個人納付）により納付していただき、年税額の残りの2
分の1を10月、12月、翌年2月に分けて特別徴収により納めていただきます。

新たに公的年金等からの特別徴収（年金引き落とし）を開始する人

○市民税・県民税における住宅ローン特別控除の創設
○上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設
○65歳未満の公的年金等に係る市民税・県民税の給与特別徴収
　65歳未満の人の公的年金等に係る平成21年度分の市民税・県民税は、公的年金等からの特別徴
収（年金引き落とし）および給与からの特別徴収の対象とはならず、必ず普通徴収（個人納付）とな
っていましたが、平成22年度分からは給与からの特別徴収ができるようになりました。

今年度の主な改正点

【納税通知書の記載例】

前年度に通知した
仮特別徴収税額

（例）平成21年度の年税額6万円で、平成22年度の年税額が6万6000円の場合

徴収月 仮特別徴収税額 徴収月 特別徴収税額 徴収月 仮特別徴収税額

22年4月 １００００ 22年10月 １２０００ 23年4月 １２０００
22年6月 １００００ 22年12月 １２０００ 23年6月 １２０００
22年8月 １００００ 23年2月 １２０００ 23年8月 １２０００

公的年金からの特別徴収（仮特別徴収）税額および徴収月

年税額から平成22年4月・6月・
8月の仮特別徴収税額を差し引い
た残りの税額を3回に分けて納付

翌年度（平成23年度）の
仮特別徴収税額となります

年　税　額 翌年度課税分



木造阿弥陀如来坐像
密蔵院（熊野町3133）
市指定　室町時代

市内には指定文化財が88もあります。皆
さんは、幾つ知っていますか。このコー
ナーでは、貴重な「たからもの（文化財）」
を順次紹介していきます。

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

彫刻編

　第6回目は、阿弥陀如来を紹介します。
阿弥陀如来は極楽浄土にいる如来で、南
無阿弥陀仏と唱えることで、極楽浄土に
導いてくれるといわれています。
　密蔵院の阿弥陀如来坐像は、寄木造（よ
せぎづくり）で、玉眼（ぎょくがん）がは
められています。像の手は、阿弥陀が極
楽浄土から迎えに来るときの姿を表す来
迎印（らいごういん）を結んでいます。
　この像は、寛政8（1796）年に比叡山延
暦寺から密蔵院の塔頭（たっちゅう）であ
った吉祥坊へ移されて、現在に至ってい
ます。

見どころ

4/12
㊊

地域の安全を守ります
（柏原交番）

　4月1日から柏原町に市内で14番目の交番が
新設され、その開所式が行われました。事件、
事故などに素早く的確に対応するため、視認
性、利便性の良い幹線道路沿いに設置されま
した。3交替制の6人の警察官と交番相談員（警
察官OB）1人が勤務し、地域の安全を守ります。

 川井署長から勤務員に表札が渡されました 川井署長から勤務員に表札が渡されました 川井署長から勤務員に表札が渡されました
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　市内の小学4年生を対象に、ごみやリサイク
ルについて市職員が講義する「青空教室」が行
われました。児童たちは、事前に家庭から持
ってきたごみをごみ収集車へ積み込む体験な
どをして、ごみの減量やリサイクルの重要性
を学んでいました。

　交通安全運動の一環として、市交通安全推進
協議会主催の家族交通安全教室が行われまし
た。家族連れで参加した人たちは、飛び出し事
故や左折巻き込み事故の模擬実演を見学した
り、運転シミュレータを体験したりして、交通
安全の大切さを再確認していました。
　とりわけ、飲酒体感ゴーグルによる飲酒状態
を体験した参加者は、まっすぐ歩くことができ
ず飲酒運転の恐さを実感していました。

4/18
㊐

自分のために　家族のために
交通安全
（名古屋自動車学校）

4/14
㊌

ごみと資源を学びました
（柏原小学校）

　市交通安全推進協議会が新入学児童を対象
に下校指導を行いました。
　下校前に、春日井警察署員が「信号を良く見
ましょう。知らない人にはついていかないよ
うにしましょう。」と注意しました。その後、
交通指導員らが集団下校に付き添い、横断歩
道では手を上げて渡ることや安全確認を徹底
するよう話すと、子どもたちは左右を確認し、
手を上げて元気よく横断歩道を渡っていまし
た。 

4/14
㊌

横断歩道は手を上げて
（大手小学校）

 川井署長から勤務員に表札が渡されました

7広報春日井5月15日号



8 広報春日井5月15日号

春季かすがいクリーン大作戦
　クリーン大作戦は、地域の道路や公園などの清
掃を各区・町内会・自治会などの協力で行ってい
ます。みんなで参加してきれいな街にしましょう。
と き▶ 5月30日(日)午前8時～ 10時
ところ▶ 市内全域
ごみの出し方▶各区・町内会・自治会で事前に決

められた場所に出してください。燃やせ
るごみはクリーン大作戦用ごみ袋に、燃
やせないごみ、汚泥はそれぞれ別々の土
のう袋に入れてください。　※家庭ごみ
や事業系ごみ、粗大ごみは出さないでく
ださい

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6222)

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…6月2日(水)○月・木曜日の地区…
6月3日(木)○火・金曜日の地区…6月4日
(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)

あき地を適切に管理しましょう
　あき地を放置すると雑草などが生い茂り、犯罪
や火災、害虫の発生につながる恐れがあります。
清潔で安全な環境を保つため、あき地を所有・管
理している人は、適切な管理をしてください。
　市では、草刈り機の貸し出し(有料・予約制)や
除草の委託制度を設けています。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6279)

全国一斉｢人権擁護委員の日｣特設相談所
　全国人権擁護委員連合会では、6月1日を｢人権
擁護委員の日｣と定め、人権擁護委員制度の周知
と人権思想の普及に努めるため、特設相談所を開
設します。人権をめぐる問題で悩んでいる人は気
軽に相談してください。
と き▶ 6月1日(火)午前10時～午後4時
相談員▶ 人権擁護委員
ところ・問い合わせ▶市民相談コーナー (☎85－

6620)

外国人向け市政情報紙の発行
　毎月、広報春日井15日号の発行日に、外国人向
けの情報紙｢Ｉnformation Ｋasugai｣を英語、中
国語、ポルトガル語に翻訳して発行しています。
配布場所▶ 市民課外国人登録窓口、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、レディヤンかすがい、
アスティ高蔵寺、ささえ愛センター内国
際交流ルームなど、市内18か所

問い合わせ▶ 広報広聴課(☎85－6036)

より分かりやすく、より親しみやすい広報にするため、3年ぶりに誌面を刷新します。

問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6036）

何が変わるの？
表紙や各コーナーのデザインを一新します！デザインが変わります１

春日井の地名物語…わたしたちの住むまちの名前の由来について紹
介します。(毎月1日号に掲載)

新コーナーのお知らせ２

1日号の裏表紙前のページにその月の緊急医、日曜日の市役所業務
をまとめて掲載します。また、総合体育館とサンフロッグ春日井で
行われる生涯スポーツ教室とトレーニング教室を表形式にまとめ、
見やすくします。

1日号が変わります３

15日号の裏表紙前のページに翌月の子育て情報をまとめて掲載しま
す。

15日号が変わります４

6月6月からから広報広報が新しくなります新しくなります6月から広報が新しくなります
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発見！ＹＡワールド
と き▶ 5月21日(金) ～ 6月4日(金)〈月曜日を除く〉

午前9時～午後8時(最終日は3時まで)
内 容▶ 図書館3階のヤングアダルトコーナーの

増設に伴い、おすすめのヤングアダルト
本を紹介

ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

昼コン｢5月の風にのせて～バラ色の人生｣
と き▶ 5月22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▶ 内田公仁子(ソプラノ)、ささはらなおみ

(ピアノ、シンセサイザー )
曲 目▶ 岡野貞一｢朧月夜｣、服部良一｢蘇州夜曲｣

など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

ジョギング大会
と き▶ 5月23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1)〉
種 目▶ 4km、8km
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(小中学生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・岡本(☎080－2618－

8455)

フリーマーケット
と き▶ 5月23日(日)午前10時～午後3時
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※クリーンセンター駐車場の利
用可

夜コン｢ニュートン曰く、色数＝音数｣
と き▶ 5月28日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ 金管五重奏 あるくす
曲 目▶ ビゼー ｢カルメン・ファンタジー ｣、ロ

ジャース｢サウンド・オブ・ミュージック｣
より など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

グリーンピアコンサート
オカリナコンサート
と き▶ 5月29日(土)午後2時～ 2時40分
出 演▶ オカリナ・スプリング・ウェル
曲 目▶ ｢グリーンスリーブス｣｢小さな木の

実｣｢風が運ぶもの｣など

緑の風呼ぶオカリナコンサート
と き▶ 5月30日(日)①午前11時～ 11時40分②午

後1時30分～ 2時10分
出 演▶ オカリナグループ たうんず
曲 目▶ ｢となりのトトロ｣｢ひだまりの詩｣｢赤い

花白い花｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

映画｢ビヨンドtheシー ｣
と き▶ 5月30日(日)①午前10時30分から②午後2

時から(上映15分前に職員によるミニト
ークあり)

ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 名曲と華麗なダンスでつづる、ショー・

ビジネス界の頂点に上りつめた天才シン
ガー、ボビー・ダーリンの生涯(日本語
字幕)

入場料▶ 900円、ペア1700円(当日はともに200円
増)　※時間指定、全自由席、3歳以上有
料

入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ
で販売中　※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)

歯の健康家族コンクール
　6月4日(金)から始まる｢歯の衛生週間｣に合わ
せ、口の健康に努めている家族を表彰します。
と き▶ 6月6日(日)午前9時～ 11時
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 歯や歯肉などの審査　※9月5日(日)の健

康救急フェスティバルで表彰
対 象▶ 平成16年4月2日～ 17年4月1日に生まれ

た虫歯がない子とその両親(ひとり親家
族を含む)

申し込み▶ 5月27日(木)までに、電話かはがきに住
所、参加者全員の氏名(ふりがな)・生年
月日、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所健康増進課(☎85－6164)へ

歯の健康教室
と き▶ 6月6日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 市役所11階、保健センター
内 容▶ 歯科健診、フッ化物塗布(乳幼児のみ)、

歯科相談、歯科保健指導、成人歯科健診
など

対 象▶ 就学前の乳幼児とその保護者
持ち物▶ タオル、フッ化物塗布代300円(希望者の

み)
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6164)
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松本幸四郎｢松竹大歌舞伎｣
と き▶ 7月25日(日)①午前11時30分から②午後3

時30分から
ところ▶ 市民会館
出 演▶松本幸四郎、中村梅玉、中村魁春ほか
演 目▶ ①｢勧進帳｣ほか②｢仮名手本忠臣蔵｣ほか
入場料▶ ＳＳ席7500円(文化フォーラム春日井の

み取り扱い)、Ｓ席6500円、Ａ席5500円、
Ｂ席4500円、Ｃ席2500円　※全席指定、
乳幼児可、3歳以上有料

電話先行予約▶5月19日(水)午前10時～午後5時に、
かすがい市民文化財団(☎85－6868)、チ
ケットぴあ特電(☎052－320－9911)へ

入場券▶ 5月26日(水)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)

郷土館茶会｢水無月｣
と き▶ 6月6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

市長杯硬式テニス大会
と き▶ 6月13日(日)午前9時から〈予備日6月20日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で今年度

の連盟登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 5月29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)

初めて挑戦！アウトドア
と き▶ 6月19日(土)午前9時30分～ 20日(日)午後2

時30分
内 容▶ 初めての仲間とキャンプファイアー、野

外炊事、工作などを通して自然に親しむ
対象・定員▶ 小学2 ～ 4年生・40人(抽選)
費 用▶ 参加料5000円
ところ・申し込み▶5月30日(日)〈必着〉までに、

往復はがきに行事名、住所、氏名(ふり
がな)、学年(年齢)、性別、電話番号を書
いて、〒487－0031廻間町1102－1、少年
自然の家(☎92－8211)へ

卓球大会
と き▶ 6月20日(日)午後2時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶5月20日(木)午前9時から、か

すがいげんきっ子センター (☎35－3501)
へ

紙芝居とお話を聞く会6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)

11(金)・25(金)11：00～

図書館
2(水)11：00～、5(土)・12(土)
・19(土)・26(土)15：00～、
9(水)・16(水)・23(水)15：30～

東部市民センター 4(金)・11(金)・18(金)・25(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 12(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 12(土)14：00～
南部ふれあいセンター 16(水)16：15～
西部ふれあいセンター 12(土)・26(土)11：00～
知多公民館 2(水)15：30～
鷹来公民館 12(土)13：30～
坂下公民館 5(土)14：00～
グリーンパレス春日井 19(土)14：00～

※中央公民館は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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男女共同参画情報紙｢はるか｣の広告
広告掲載位置▶裏表紙
規 格▶ 1色刷り(色指定不可)、縦30㎜×横80㎜
枠 数▶ 4枠　※隣り合う2枠か4枠すべてを併せ

て掲載可
掲載基準▶ 市広告掲載要綱およびかすがい市男女共

同参画情報紙｢はるか｣広告掲載要領
作成部数▶ 5000部
掲載料▶ 1枠2万円
申し込み▶ 5月31日(月)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、男女共同参画課(☎
85－6152)へ　※応募者多数の場合は、
審査後、抽選により決定

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/seisaku/koukokujigyou/koukoku_
osirase.html

市営住宅入居者
募集住宅▶ ①道場山住宅Ａ棟②道場山住宅Ｄ棟③道

場山住宅Ｆ棟④⑤上八田住宅Ａ棟
募集戸数▶ ①2Ｋ(一般・単身)1戸②2Ｋ(一般)1戸③2

Ｋ(一般)1戸④3ＤＫ(高齢・障がい)1戸⑤
3ＤＫ(一般)1戸〈6月16日(水)に抽選〉

構 造▶ ①②③鉄筋4階建て④⑤鉄筋7階建て
家 賃▶ ①7600 ～ 1万4900円②8600 ～ 1万6900円

③9700 ～ 1万8900円④⑤2万8900 ～ 5万
6700円　※額は変更になる場合あり

入居基準▶ 月額所得15万8000円(高齢者世帯などは
21万4000円)以下

入居可能日▶ 8月1日(日)
申込書▶ 5月18日(火) ～ 6月9日(水)に、住宅施設課、

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で配
布

申し込み▶ 6月1日(火) ～ 9日(水)〈消印有効〉に、申
込書に記入して、添付はがき2枚に50
円切手をはって、直接か郵送で、〒486
－8686春日井市役所住宅施設課(☎85－
6294)へ

コミュニティ住宅入居者
募集住宅▶ ①町田第1住宅②町田第2住宅③④柏井第

1住宅⑤⑥勝川第2住宅⑦柏井第2住宅⑧
⑨柏井第3住宅⑩柏井第4住宅

募集戸数▶ ①②③2ＤＫ(母子・父子、子育て)各1戸

④⑤2Ｋ(単身)各1戸⑥⑦3ＤＫ(母子・父
子、子育て)各1戸⑧⑨2ＤＫ(母子・父子、
子育て)各1戸⑩2ＤＫ(高齢・障がい、単
身)1戸〈6月16日(水)に抽選〉

構 造▶ ①②鉄筋3階建て③④鉄筋3階一部2階建
て⑤⑥鉄筋4階一部2階建て⑦鉄筋3階一
部2階建て⑧⑨鉄筋5階建て⑩鉄筋4階建
て

家 賃▶ ①2万1100 ～ 4万1400円 ②2万1500 ～ 4
万2200円 ③2万1500 ～ 4万2300円 ④1万
7000 ～ 3万3500円⑤1万7200 ～ 3万3100
円⑥2万9700 ～ 5万5300円⑦3万1100 ～ 5
万8400円⑧⑨2万3700 ～ 4万6600円⑩2万
6900 ～ 5万2900円　※額は変更になる場
合あり

入居基準▶ 月額所得15万8000円(高齢者世帯などは
21万4000円)以下

入居可能日▶ 8月1日(日)
申込書▶ 5月18日(火) ～ 6月9日(水)に、住宅施設課、

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で配
布

申し込み▶ 6月1日(火) ～ 9日(水)〈消印有効〉に、申
込書に記入して、添付はがき2枚に50
円切手をはって、直接か郵送で、〒486
－8686春日井市役所住宅施設課(☎85－
6294)へ

市民第九演奏会の出演者
　12月5日(日)に市民会館で開催する市民第九演
奏会の出演者を募集します。
合唱
練 習▶ 7月3日(土)から、毎週土曜日午後6時30分

～ 8時30分に文化フォーラム春日井・視
聴覚ホールなどで

合唱指導▶ 吉川朗
人 員▶ ○ソプラノ・アルト…各70人○テノール

・バス…各30人(抽選)
費 用▶ 参加費3000円(楽譜代は実費)
申し込み▶ 5月28日(金)〈消印有効〉までに、往復は

がきに｢市民第九演奏会出演希望｣、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、性別、身長、電
話番号、希望のパート、第九経験の有無
と回数を書いて、〒486－8686春日井市
役所文化課(☎85－6079)へ

オーケストラ
練 習▶ 9月から、日曜日午後1時～ 5時にハーモ

ニー春日井で
人 員▶ 弦楽器、管・打楽器若干名　※いずれも

経験者。詳しくは問い合わせてください
申し込み▶ 7月9日(金)までに、中部大学内、市交響

楽団事務局(☎51－1111)へ
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流域モニタリング一斉調査の参加者
　流域モニタリング一斉調査とは、水循環の現状
とその変化を把握するため、流域の水環境の状況
を県内全域で調査するものです。身近な水辺(河
川、湖沼、ため池など)の水質や水量、生態系な
どを調べてみませんか。
応募資格▶ 小学生以上のグループ(2人以上)　※小

学生は保護者同伴
調査する日▶ 6月1日(火) ～ 8月31日(火)で調査ができる

日
申し込み▶ 調査したい日の7日前までに、環境政策

課(☎85－6216)へ
　詳しくは、県のホームページを見てください。
ホームページ　http://kankyojoho.pref.aichi.jp/
mizujunkan/sihyou/sihyou.html

交通児童遊園　☎81－1301
将棋教室～駒の並べ方や動かし方を学ぶ
と き▶ 6月の毎週土曜日(4回)午前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・14人(先着順)
申し込み▶ 5月19日(水)午前9時から、電話で

図書館　☎85－6800
手作り布絵本教室～やさしいフェルト地の布絵本
を作る
と き▶ 6月8日(火)・22日(火)、7月13日(火)〈3回〉

午前10時～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 石田民子
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1000円
持ち物▶ 裁縫道具、はさみ(布用と紙用)、色鉛筆
申し込み▶ 5月25日(火)午前9時から、電話で

知多公民館　☎32－8988
ゆかたの着付け～着くずれしない着付けのコツを
学ぶ
と き▶ 6月13日(日)・20日(日)・27日(日)〈3回〉

午前10時～正午
講 師▶ 宮川昌子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・20人(先

着順)
費 用▶ 受講料750円
持ち物▶ ゆかた、肌着、タオル3本、腰ひも3本、

半幅帯、前板、伊達締め
申し込み▶ 5月20日(木)から、電話で

土 地 区 画
整理組合の のお知らせ

と　き ▼ 5月17日(月)から(土・日曜日、祝休日を除く)午前10時～午後4時
ところ ▼篠木四ツ谷土地区画整理組合事務所(篠木町7－2536・☎56－8606)
持ち物 ▼申込書(組合に用意)、実印、印鑑登録証明書、住民票(法人の場合は登記簿謄本か資格証明書)
申し込みできない人 ▼未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人
※申込者名義で売買契約することになります。代理人が申し込む場合は委任状が必要です。共有で購入
する場合は、申込書に連名で記入してください

用途地域 ▼第一種住居地域、準工業地域
周辺施設 ▼東部中、篠木小、幼稚園など
整備概要 ▼整地済み(現状引き渡し、一部を除く)、

上水道・都市ガスは道路に本管布設
済み、引き込みは個人で

掲載情報は4月末現在です。保留地の詳しい内容については、組合事務所に問い合わせてください。

県道
内津
・勝
川線
｠

かす
がい
｠

JR
中央
本線
｠

国道
19号
｠

庄内
川｠

内津川
｠

東 名 高 速 道 路｠

｠神領小｠

じん
りょ
う｠

じん
りょ
う｠

東部中｠

篠木小｠

南城中｠

出川小｠

国道155号 篠木四ツ谷土地区画整理組合事務所

番号 地積（㎡） 処分価格（円）
20街区13 725.48 8343万200 
42街区1 222.43 2024万1130 
49街区9-3 1415.90 1億4159万 
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鷹来公民館　☎84－7071
和菓子作り講座～大島まんじゅうを作る
と き▶ 6月3日(木)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▶ 5月18日(火)から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
パッチワークキルト教室～和布でお座り人形を作
る
と き▶ 6月3日(木)・17日(木)〈2回〉午前10時～ 11

時30分
講 師▶ 丹羽ちず子
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▶ 裁縫用具、黒か藍(あい)の糸
折り紙教室～折り紙でお面の小物入れを作る
と き▶ 6月15日(火)・22日(火)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ ひまわりの会
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500円
持ち物▶ ピンセット、8cm×10cmの持ち帰り用

の袋
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▶ 6月19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▶ いずれも5月18日(火)から、電話で

児童センター　☎87－6866
親子陶芸教室
と き▶ 6月26日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 県陶磁資料館(瀬戸市)　※児童センター

の福祉バスを利用
対象・定員▶ 市内在住の小中学生とその保護者(2人1

組)・15組(抽選)
費 用▶ 参加料(1組)1500円
持ち物▶ 弁当、エプロン
申し込み▶ 6月14日(月)〈必着〉までに、往復はがき

(1組1枚)に教室名、住所、参加者の氏名
(ふりがな)、電話番号、子どもの学校名
と学年を書いて、〒486－0857浅山町1－
2－61へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの春から夏の管理について
と き▶ 6月5日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 北健司
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
園芸教室～ウチョウランの育て方
と き▶ 6月13日(日)午前9時30分～正午
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢バラの春から夏の管理について｣は5月

18日(火)から、｢ウチョウランの育て方｣
は5月20日(木)から電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢森の中のさんぽ｣～森の中の
空気を感じながら木のトンネルをくぐって自然に
親しみ、親子で散歩を楽しむ
と き▶ 6月11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
自然学校｢カヌーに乗って湿地探検｣～地域特有
の湿地と珍しい昆虫・植物を観察し、カヌーに乗
って地層や東部丘陵の山並みを違う視点から見る
と き▶ ①6月26日(土)②6月27日(日)午前9時～午

後3時30分
対象・定員▶ ①小学4年～中学生②中学生以上の人・

各10人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ 弁当
 
申し込み▶ ｢あそびむしくらぶ｣は5月29日(土)〈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)、年齢、
性別、電話番号を書いて、｢自然学校｣は
6月1日(火)〈必着〉までに、往復はがきに
講座名(①②の別も)、住所、氏名(ふりが
な)、学年(年齢)、性別、電話番号を記入
して、〒487－0031廻間町1102－1、Ｅメ
ールshizen@s－kousya－kasugai.or.jpへ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
旅先ふれあい英会話教室
と き▶ 6月12日～ 7月17日の毎週土曜日(6回)午

後1時30分～ 3時
定員・対象▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円
申し込み▶ 5月18日(火)午前9時から、電話で
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レディヤンかすがい　☎85－4188
ストレス発散 元気が出るヨーガを楽しむ
と き▶ 6月1日・8日・15日、7月6日・13日・27

日の火曜日(6回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 井坂津矢子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ マットかバスタオル
デッサンと水彩画を基礎から学ぶ
と き▶ 6月5日～ 9月18日の第1・3土曜日(8回)午

前10時～ 11時30分
講 師▶ 溝渕泰史
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円、教材費300円
持ち物▶ 鉛筆(Ｂ～ 4Ｂ各1本)、消しゴム
 
申し込み▶ いずれも5月24日(月)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0844鳥居松町2－247へ

ハーモニー春日井　☎88－0677
いけばなの入門講座
と き▶ 6月26日～ 7月31日の毎週土曜日(6回)午

後2時～ 3時30分
講 師▶ 原科初美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(先着順)
費 用▶ 受講料1500円、教材費4800円
持ち物▶ はさみ、タオル、花包み
申し込み▶ 5月20日(木)から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
おいしいクッキング～楽しく作ろう変わりハンバ
ーグ
と き▶ 7月4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▶ 5月31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、保護者名、電話番
号を書いて、〒486－0945勝川町8－2858
－1(☎35－3501)へ

介護保険課　☎85－6187
認知症介護家族支援教室～認知症に関する講義と
家族交流会
と き▶ 7月13日、8月10日、9月14日、10月12日、

11月9日、12月14日の火曜日(6回)午後1時
～ 4時(7月13日のみ午前10時～午後2時)

ところ▶ 総合福祉センター
対象・定員▶ 初期から中期の認知症の人を主に介護し

ている市内在住の家族・20人
費 用▶ 昼食代1000円(初回のみ)
申し込み▶ 5月18日(火)午前9時から、直接か電話で

　あなたはタバコが老化を早めたり、美容の大
敵であることを知っていますか？　右の写真は、
22歳の双子が40歳まで喫煙した場合（左）と喫煙
しなかった場合（右）にどんな顔立ちになるかを
特殊メイクしたものです。

市では、禁煙週間に合わせてタバコに対する正しい知識の普及・啓発を図るため、「禁煙キャンペーン」
を実施します。また、保健師による禁煙相談も随時行っています。気軽に相談してください。

５月31日～５月31日～
６月６日は６月６日は

５月５月
31日は31日は ですです「禁煙週間」、「禁煙週間」、 「世界禁煙デー」「世界禁煙デー」５月31日～

６月６日は
５月
31日は です「禁煙週間」、 「世界禁煙デー」

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6172）

タバコは美容の大敵！

喫煙を続けると美容上の影響が出ます！喫煙を続けると美容上の影響が出ます！
○肌が荒れる　　　　○しわが増える　　　　　　　　　　○顔色が悪くなる
○歯が黒くなる　　　○しみ・そばかすができやすい　　　○息が臭くなる

（出典：イギリスBBC）

容姿にも
こんなに

影響するのね…
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
認知症予防教室～楽しく脳のエクササイズ！
と き▶ 5月25日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 味美老人憩いの家
講 師▶ 寺本順子
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
認知症予防教室～カラーコーディネート、色を使
って脳刺激
と き▶ 5月28日(金)午前10時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 宮本真由美
持ち物▶ 色えんぴつ12色
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ
落語を聞いて笑って楽しく！～うつ・閉じこもり
予防
と き▶ 5月29日(土)午前10時～正午
ところ▶ じゃがいも友愛デイサービス
講 師▶ 南山大学落語研究会
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛

(☎51－1840)へ

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▶ ①6月2日(水)②6月8日(火)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22年1月～ 2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)

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▶ 6月15日(火)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8月～ 9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
男性の料理教室～初心者大歓迎！フライパンで作
れる簡単パエリアを伝授します
と き▶ 6月26日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・20人(抽選)
費 用▶ 参加費500円
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ、バンダ

ナ可)、ふきん
もうすぐママの料理教室～妊婦さんのためのバラ
ンス満点、カルシウムたっぷりメニュー
と き▶ 6月30日(水)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の妊婦・20人(抽選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ、バンダ

ナ可)、ふきん
 
申し込み▶ ｢モグモグ健康教室｣は5月21日(金)から、

｢カミカミ健康教室｣は5月24日(月)から電
話で、それ以外は6月7日(月)〈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、電話番号を
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

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▶ ①6月2日(水)②6月9日(水)③6月16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▶ 6月19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5月25日(火)から、

電話で、｢パパママ教室｣は常時受け付け



16 広報春日井5月15日号

グリーンパレス春日井　☎84－0381
やさしいヨガ教室
と き▶ 6月20日～ 7月11日の毎週日曜日(4回)午

前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 6月5日(土)〈必着〉までに往復はがき(1教

室につき1枚)に教室名、住所、氏名(ふり
がな)、電話番号、市外在住の人は勤務
先か学校名を書いて、〒486－0817東野
町字落合池1－2へ

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▶ 6月22日(火)午前10時～午後1時
ところ▶ 消防署東出張所
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・10人(先着順)
申し込み▶ 5月19日(水)から、電話で

市体育協会の講座
初心者女性ソフトテニス教室
と き▶ 6月の毎週金曜日(4回)午前9時～正午
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・50人(抽選)
費 用▶ 受講料3000円
持ち物▶ ソフトテニスラケット(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▶ 6月19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▶ ｢初心者女性ソフトテニス教室｣は5月27

日(木)〈必着〉までにはがきに、｢硬式テ
ニス初心者教室｣は6月5日(土)〈必着〉ま
でに往復はがきに、教室名、住所、氏名、
電話番号、｢硬式テニス初心者教室｣は年
齢、経験年数を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

サンフロッグ春日井　☎56－2277
カラダにＥトレーニング教室～トレーニング室で
の効果的な運動方法や知識を習得し、運動の習慣
づけを目指す
と き▶ 6月8日(火)午前10時～正午
講 師▶ トレーニング指導士
対象・定員▶ 高校生か同年齢以上の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 5月20日(木)午前9時から、直接か電話で

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 6月3日(木) ～ 7日(月)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶平成2年6月2日までに生まれ、平

成22年3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6月1日
登録日▶ 平成22年6月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

市税等の納期限
軽自動車税
　納期限は5月31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。
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6111)

国民健康保険税の納税通知書を郵送します
　6月上旬に、平成22年度国民健康保険税納税通
知書を郵送します。納期限内に納付してください。
なお、国民健康保険への加入や脱退の届け出は異
動があった日から14日以内に行ってください。　
※災害や失業・廃業により前年よりも世帯全体の
所得が著しく減少した場合などで保険税を納付す
ることが困難な人は、申請により税額を減免でき
る場合がありますので相談してください
失業者に対する軽減について
　平成22年度から、倒産、解雇など事業主の都合
や雇用期間の満了など、本人の意思以外により離
職(失業)している人(非自発的失業者)で、申請によ
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り税額が軽減される場合があります。
条 件▶ ○雇用保険の特定受給資格者および特定

理由離職者○平成21年3月31日以降に離
職した人○離職年月日時点で65歳未満の
人○雇用保険受給資格者証第1面の離職
理由コードが次のいずれかに該当する人

 特定受給資格者…11、12、21、22、31、
32、特定理由離職者…23、33、34

軽減内容▶ 離職者本人の前年の給与所得を30/100と
して算定

持ち物▶ 雇用保険受給資格者証と印鑑
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6156)

勝南にぎわい市
と き▶ 5月29日(土) ～ 30日(日)午前9時～午後3時

(雨天中止)
ところ▶ 勝川駅南口ビル(勝南プラザ)前
内 容▶ フリーマーケットと新鮮朝市(なくなり

次第終了)
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)

3級販売士検定
月 日▶ 7月10日(土)
ところ▶ 春日井商工会議所
受験料▶ 4000円
申し込み▶ 5月24日(月) ～ 6月15日(火)に、春日井商

工会議所(☎81－4141)へ

危険物取扱者試験
月 日▶ ①7月11日(日)②7月18日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
内 容▶ ①甲種、乙種第1～ 6類、丙種②乙種第4

類、丙種
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 6月7日(月) ～ 16日(水)に、受験願書〈消防

本部、消防署、各出張所で5月24日(月)か
ら配布〉に記入して、直接か郵送で、消
防試験研究センター愛知県支部へ　※電
子申請もあり

 ホームページ　http://www.shoubo－
shiken.or.jp

予備講習会
と き▶ 6月24日(木)午前9時30分～午後4時30分
ところ▶ ウインクあいち(県産業労働センター )

〈名古屋市中村区〉
費 用▶ 受講料4000円、テキスト4000円(テキス

トのみの購入も可)
問い合わせ▶ いずれも予防課(☎85－6387)

5月22日は国際生物多様性の日
　5月22日は、生物多様性の問題に関する普及と
啓発を目的に国連が定めた｢国際生物多様性の日｣
です。生物多様性条約事務局は、この日に世界各
地の青少年の手で学校に植樹などを行う｢グリー
ンウェイブ｣への参加を呼び掛けています。世界
各地で午前10時に植樹することで、地球上を東か
ら西に向かって｢緑の波｣が進む様子をイメージし
たものです。
　皆さんも、身近な生物多様性を守る一歩として、
木を植えてみてはいかがでしょうか。
問い合わせ▶ 県環境部環境政策課(☎052－954－6246)
ホームページ　http: //www.pref.aichi.jp/000001
7686.html

認知症市民講座
と き▶ 5月29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▶ ｢介護保険を理解するために～認知症の

方がサービスを受けるには～ ｣介護保険
課職員

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)

環境月間県民のつどい
と き▶ 6月4日(金)午後1時から
ところ▶ ウィルあいち(名古屋市東区)
内 容▶ 環境保全関係功労者表彰式、講演｢自然

が教えてくれたこと｣高木美保
定 員▶ 800人
問い合わせ▶ 県環境部環境活動推進課(☎052－954－

6208)

地デジ専用アンテナキットの貸し出し
内 容▶ 地上デジタル放送を受信できるかどうか

を確認できる簡易なアンテナキットの貸
し出し

申し込み▶ 申込書用紙(総務省テレビ受信者支援セ
ンターホームページ、家電量販店の店
頭に用意)に必要事項を記入して、本人
確認書類を添えて、郵送かファクスで、
〒150－0047東京都渋谷区神山町16－2 
bit cube 3階、総務省テレビ受信者支援
センター地デジ専用アンテナキット事務
局(☎03－3467－5256、ＦＡＸ03－5738
－5286)へ

 ホームページ　http://digisuppo.jp



と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
5 ／1 6 (日)～   2 0 (木) 桐塑人形作品展 萌の会
5 ／21(金)～  2 7 (木) 伊勢型紙作品展 みろく伊勢型紙同好会
5 ／29(土)～  3 1 (月) スラッシュキルト作品展 レインボー

鷹来公民館 (☎84－7071) 5 ／1 6 (日)～   2 3 (日) 春の盆栽展 青紅会
坂下公民館 (☎88－5555) 5 ／1 6 (日)～   3 0 (日) 写真展示 坂下カメラクラブ
味美ふれあいセンター (☎31－3522) 5 ／1 8 (火)～   3 0 (日) 味美墨絵同好会作品展 味美墨絵同好会
落合公園管理棟 (☎56－0414) 5 ／2 0 (木)～   2 7 (木) 水彩風景画展 日彩会
南部ふれあいセンター (☎85－7878) 5 ／2 6 (水)～     6／6 (日) 風景及び花画展 南部水墨会
アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 5 ／2 6 (水)～     6／7 (月) 絵手紙＆水彩スケッチ展 池田ふじの

※展示時間は各施設に問い合わせてください

1500円（中学生以下1000円）　申し込み▶5月26
日（水）〈必着〉までに、往復はがきに住所、氏
名、年齢、電話番号、段か級を書いて、〒487
－0005押沢台1－1－10、重見（☎92－3732）へ
･･････････････････････････････････････････
アレルギーっ子のお母さん達とおしゃべり会
とき▶6月10日（木）午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶親同士の交流と子
どもの集い　対象▶アレルギー（アトピー、食
物アレルギー、ぜんそく）のある子どもとその
保護者　※親のみの参加も可　申し込み▶6月9
日（水）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、
春日井アレルギーの会・波多野（☎・FAX56－
9269）へ
･･････････････････････････････････････････
高蔵寺きてみん祭ｉｎサンマルシェ
とき▶7月18日（日）～ 19日（祝）午後1時～ 9時
ところ▶サンマルシェ駐車場、ＮＡＳホール（い
ずれも中央台）　内容▶高蔵寺フォークジャン
ボリー公開オーディション、クラシックコンサ
ート、ジャズライブカフェなどイベント盛りだ
くさんの夏祭り　申し込み▶高蔵寺フォークジ
ャンボリー公開オーディションの参加者は所定
の様式（ホームページに用意）に記入して、Ｅメ
ールで高蔵寺きてみん祭実行委員会（Ｅメール
expanet@angel.odn.ne.jp）へ　※60組・先着順
ホームページ　http://www.0568kasugai.
net/̃expanet/

山びこどんぐり会 歌の大輪歌謡祭
とき▶5月23日（日）午前10時～午後7時（9時30分
開場）　ところ▶東部市民センター　内容▶市
民参加による歌の発表会　問い合わせ▶臼田
（☎51－5152）
･･････････････････････････････････････････
おまめさんず“双子多胎ママ限定”フリーマーケ
ット
とき▶5月23日（日）午前11時～午後2時〈予備日
6月6日（日）〉　ところ▶高蔵寺町北（個人駐車
場にて）　対象▶双子多胎児の親　申し込み▶
Ｅメールで、おまめさんず・大島（Ｅメール
omamesans2@yahoo.co.jp）へ
･･････････････････････････････････････････
春日井東部いけばな同好会 総合いけばな展
とき▶5月29日（土）～ 30日（日）午前9時～午後
5時（30日は4時）　ところ▶東部市民センター　
内容▶小原流、嵯峨御流、草月流の3流派によ
るいけばなの作品を展示　問い合わせ▶春日井
東部いけばな同好会（☎91－2682）
･･････････････････････････････････････････
市長杯春日井市民囲碁大会
とき▶6月6日（日）午前9時30分～午後4時20分　
ところ▶総合福祉センター　内容▶段・級別の
グループで1人4試合行う（互先）　費用▶参加料

展 示

18 広報春日井5月15日号



5／16

5／23

5／30

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
診 療 時 間 帯

5／15

5／22

5／29

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

☎84－1811

☎85－0077

☎83－8777

☎84－3060

☎36－0301

☎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）

田代クリニック（鳥居松町4）

あさひ病院（下原町）

鈴木医院（柏原町3）

健康管理センター（柏原町5）

かすがいマタニティクリニック（前並町）

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。
※5月15日（土）の在宅緊急医は5月1日号に掲載した内容から変更になりました

■…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）…6日、13日、27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） 
 …27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）…27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

●

●

●

6月　日曜日の市役所業務

☎0180－995－999

火 災 情 報

地域経済 NO.36

平成23年3月卒業予定の学生や一般求職者を対象とした就職フェアを開催します。
採用計画のある事業所が一堂に集合します。参加予定企業は携帯サイトから見
てください。
携帯サイト　http://www.ad-future.info/keitai/kcci/
と　き▶6月8日（火）、10月5日（火）午後1時～ 4時30分
ところ▶ホテルプラザ勝川
内　容▶①企業担当者とブース形式での面談
　　　　②職業対策ミニセミナー「企業ブースの面談で大切な3つのポイント」
　　　　名古屋就職センター所長・志賀実樹也
共　催▶春日井市、愛知県、（独）雇用・能力開発機構愛知センター、（財）愛知県労働協会
後　援▶ハローワーク春日井

就職フェアin春日井を開催

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

QRコード
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