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職員数
平成22年4月1日…2496人（再任用職員68人を含む）
平成21年4月1日…2522人（再任用職員45人を含む）
※再任用職員とは定年退職者などを従前の勤務実績に基づ
き、再び採用した職員

職員の勤務時間、休憩時間の概要（平成22年4月1日現在）
　原則として、職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5
時15分までの1日7時間45分、週38時間45分です。なお、1日
の勤務時間には60分の休憩時間があります。

分限処分と懲戒処分制度の概要（平成21年度）
　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、
職を失ったり、降任されたり、給料を減額されたりします。
心身の故障による分限休職者▶28人　懲戒処分者▶0人

職員の服務の状況（各種制度の平均取得日数と取得人数・
平成21年度）
年次有給休暇(年間20日間付与される休暇)▶8.2日　厚生
休暇(健康増進のため、年間6日間付与される休暇)▶4.9日
育児休業(3歳までの子を養育するため取得することが可
能)▶49人※　育児短時間勤務(小学校就学の始期に達する
までの子を養育するため取得することが可能)▶1人※　部
分休業(小学校就学の始期に達するまでの子を養育するた
め取得することが可能)▶39人※　介護休暇(家族を介護す
るため、取得することが可能)▶1人※
※人数は平成21年度中に新たに休暇を取得した職員数

勤務成績の評定の状況
　職員の勤務の実績や職務に関連する能力、態度などを公
平かつ統一的に把握し、合理的な人事管理と職員の能力開
発、育成、活用を図ることを目的として、年1回勤務成績
の評定を行っています。

職員の競争試験と選考の状況（平成21年度合格者数と倍
率）
事務職（一般事務）▶14人（19.4倍）　事務職（社会福祉士）▶
3人（6.7倍）　事務職(精神保健福祉士)▶0人（0.0倍）　技術
職（土木）▶4人（6.3倍）　技術職（建築）▶3人（4.0倍）　技術
職（化学）▶2人（7.5倍）　技術職(機械)▶3人（2.7倍）　技術
職(電気)▶0人（0.0倍）　保育職1▶17人（5.4倍）　保育職2
▶6人（6.2倍）　消防職▶13人（10.5倍）　事務職(一般事務・
民間)▶2人（77.0倍）　保健師▶4人（9.0倍）

苦情処理制度の概要
　職員は任用、給与、勤務時間そのほかの勤務条件、服
務など人事管理の全般に関する苦情の申し出や相談を公
平委員会にすることができます。

勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況
　職員は給与など勤務条件に関して、公平委員会に適当
な措置を講ずるよう要求することができます。
平成21年度措置要求件数▶0件

不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況
　職員は懲戒その他その意に反する不利益な処分に関し
て、公平委員会に不服の申し立てをすることができます。
平成21年度不服申立件数▶0件

部門別職員数（各年4月1日現在）

人事行政の透明性を高め、その公平性を確保するため、職員の任用、給与、服務、福利厚生などの状況を公
表しています。その主な内容をお知らせします。

1 職員数そのほか服務などの状況

人件費の状況（普通会計決算・平成21年度）
歳出総額（Ａ）▶839億4639万円　実質収支▶19億4386万円
人件費（Ｂ）▶150億2591万円　人件費率（Ｂ/Ａ）▶17.9%
※人件費には、市長・議員など、特別職に支給される給
料・報酬などのほか、事業費から支出された職員の給与
なども含む（金額は万円未満切り捨て）

職員給与費（普通会計予算・平成22年度）
職員数（Ａ）▶1676人（74人）　給料▶64億1543万円　職員
手当▶14億9785万円　期末・勤勉手当▶24億664万円
計（Ｂ）▶103億1992万円　1人当たり給与費（Ｂ/Ａ）▶615
万円
※職員数の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の数で、給与
費には、特別職に対する給料・報酬などは含まない。職
員手当とは、扶養・地域・管理職・通勤・特殊勤務・住
居・時間外勤務などの手当で、退職手当は含まない（金額
は万円未満切り捨て）

特別職の報酬など（平成22年4月1日現在）
給料（月額）▶市長101万8500円、副市長85万600円　報酬
（月額）▶議長63万2000円、副議長57万1000円、議員52万
5000円　期末手当▶6月期1.45月、12月期1.65月

2 職員の給与などの状況

区分
部門

職員数（人） 対前年増減数（人）
平成21年 平成22年 平成21年 平成22年

普
通
会
計

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政

議　　会 10 9 ▲1
総　　務 249 237 2 ▲12
税　　務 74 74 ▲4
労　　働 2 2
農林水産 12 12 ▲1
商　　工 13 14 1
土　　木 139 136 ▲21 ▲3
小　　計 499 484 ▲24 ▲15

福
祉
関
係

民　　生 534 529 13 ▲5
衛　　生 229 222 ▲26 ▲7
小　　計 763 751 ▲13 ▲12

一般行政部門計 1262 1235 ▲37 ▲27
教　　　育 109 101 ▲17 ▲8
消　　　防 287 291 ▲2 4
普通会計計 1658 1627 ▲56 ▲31

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　　　院 681 669 18 ▲12
水　　　道 39 38 1 ▲1
下　水　道 36 33 ▲3 ▲3
そ　の　他 63 61 3 ▲2

計 819 801 19 ▲18
総合計 2477 2428 ▲37 ▲49



広報春日井9月15日号 3

そのほかの職員福祉のための制度の概要
　定期健康診断や職員健康（身体・心）相談室の開設、市
職員共済会（平成22年8月1日現在、2441人）への助成など
を行っています。

公務災害補償の実施状況（平成21年度）
　公務上（通勤含む）において、災害が発生し、職員が傷
病や死亡した場合には、地方公務員災害補償基金から一
定の補償がなされます。
通勤災害▶傷病1件　公務上の災害▶傷病21件

職員（共済組合員）の福祉事業の概要
　短期給付は、職員とその被扶養者の病気やけが、出産、
死亡、休業、災害などに対して支払われる給付です。長
期給付は、職員が退職した場合や、障がいの状態になっ
た場合、死亡した場合に、職員やその遺族の生活の安定
を図ることを目的として支給（退職共済年金、障害共済
年金、障害一時金、遺族共済年金）される給付です。ま
た、職員（共済組合員）の健康保持に資する保養所の宿泊
事業、住宅貸付などの貸付事業や、貯金事業などがあり
ます。

4 職員の福祉と利益の保護の状況

研　修　名 回数 日数 時間 受講者数
階層別研修
（14コース）

19 42 297 623

特別・専門研修
（39コース）

73 61 324.5 2459

派遣研修 － － － 82
通信教育
（36コース）

－ － － 82

総　　　計 92 103 621.5 3246

階層別研修▶勤務年数や職位に応じて要請される諸能力
の育成のために、各階層別に実施　特別･専門研修▶より
高度な専門的知識と技術を習得し、実務能力を養成する
ために実施　派遣研修▶自治大学校、国土交通大学、市
町村職員中央研修所など、高度な行政運営能力・専門能
力を養成するため他の研修機関に派遣　通信教育▶職員
の自己啓発支援として、通信教育講座の受講料を助成

３ 職員研修の実施状況（平成21年度）

職員の初任給（平成22年4月1日現在）
大学卒▶17万8800円（採用2年経過日給料額19万2800円）
高校卒▶14万4500円（採用2年経過日給料額15万4400円）

職員の平均給料月額、平均年齢（平成22年4月1日現在）
一般行政職▶33万5293円、平均年齢43歳0月　技能労務職
▶31万5847円、平均年齢47歳3月

一般行政職の級別職員数（平成22年4月1日現在）
1～3級（主事･主任）▶287人（39.1％）　4級（主査・統括主任）
▶223人（30.3％）　5～6級（課長補佐）▶126人（17.1％）　7
級（課長）▶81人（11.0％）　8級（部長）▶16人（2.2％）　9級
（部長）▶2人（0.3％)

地域手当（平成22年4月1日現在）
支給率▶3％（国と同じ）　支給対象職員数▶1658人　支給
対象職員1人当たり平均支給年額▶37万3241円

期末・勤勉手当（平成21年度）

※職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり

退職手当（平成21年度）

国
春日井市

期 末 勤 勉

6月 1.25月分 0.7月分

国と同じ12月 1.5月分 0.7月分

計 2.75月分 1.4月分

国
春日井市

自己都合 勧奨・定年

最高限度 59.28月分 59.28月分

国と同じ

勤続35年 47.5月分 59.28月分

勤続25年 33.5月分 41.34月分

勤続20年 23.5月分 32.76月分

その他の
加算措置

定年前早期退職者に対し、最高
100分の20を乗じて得た額を加
算

※平成21年度中に退職した市職員（全職種）の1人当たり平
均支給額は、自己都合退職者が172万円、勧奨・定年退職
者が2503万円（金額は万円未満切り捨て）

時間外勤務手当（平成21年度）
支給総額▶3億1386万円　職員1人当たり平均支給年額▶
18万円（金額は万円未満切り捨て）

その他の手当
扶養手当▶扶養親族1人につき6500円～1万3000円。満16
歳年度始めから満22歳年度末までの間にある子1人につき
5000円加算　 住居手当▶借家・借間は、家賃額に応じて
支給（最高限度額は月額2万7000円）　 通勤手当▶徒歩以
外で2km以上の通勤者に対して、5万5000円まで

特殊勤務手当（平成21年度）
職員全体に占める手当支給職員の割合▶42.5%　支給対象
職員1人当たり平均支給年額▶9万5471円　手当の種類▶
29種類

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成22
年4月1日現在）

経 験 年 数

10年 15年 20年

一般行政職
大学卒 27万7905円 31万9578円 32万3260円

高校卒 23万4600円 27万2150円 該当なし

技能労務職
大学卒 26万6000円 28万1650円 32万6700円

高校卒 25万8800円 27万2900円 29万6800円

※経験年数は、卒業後から採用までの年数（換算率により
加算）を含む

問い合わせ▶人事課（☎85－6021）
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情報あ・ら・か・る・と

10月からモデル地区でプラスチック
製容器包装の分別が始まります

土砂等の埋立て等を実施する事業者、
土地所有者の皆さんへ

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6217）問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6221）

10月2日(土)に
森浩一文庫と民俗考古展示室がオープン

不二ガ丘、中央台、東野町、小野町 、前並町（前
並町内会に加入している新開町、高山町、四ツ家
町の一部を含む）

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）　※10月から業務日が火～日曜日に、月曜日が休みになります

○分別収集されたプラスチック製容器包装の処理
について
　日本容器包装リサイクル協会を通じてリサイク
ル事業者に引き渡します。主に、フォークリフト
用のパレットやプランターなどの材料としてリサ
イクルされます。

○モデル地区の試行期間について
　モデル地区での分別収集は、平成23年度末まで
の予定です。その間に、分別対象物や収集地域の
拡大について検討していきます。

　春日井シンポジウムの中心的役割
を果たす森浩一同志社大学名誉教授から寄贈された考
古・歴史を中心とする図書約1万3000冊を｢森浩一文庫」
として開設します。蔵書は自著、全国の発掘調査報告
書、シンポジウム関連書籍などの貴重な資料で、文庫
内で閲覧(貸し出しは不可)することができます。市図
書館のホームページから検索することもできます。
ホームページ　http://www.lib.city.kasugai.aichi.jp/
index.

　春日井市の歴史を物
語る貴重な遺物や民俗資料を展示する民俗
考古展示室がリニューアルします。これま
での「見る」だ
けでなく、「触
れる」「体験す
る」コーナー
も設け、企画
展も行う予定
です。　ある時、所用で徳島の考古学の草分

け的存在であった秋山泰さんが我が家
に訪れました。その際、一晩中書斎で
本を読んでおられたのを見て、「この程
度の蔵書でも、人によってはそれほど
大切なのか」と驚きました。それが今回
の寄贈の１つの動機です。ぜひ活用く
ださい。同志社大学名誉教授・森浩一

開館時間▶いずれも午前9時～午後4時30分(月
曜日・年末年始は休館) 　※10月2
日(土)は記念式典(10時30分から)後
に開館します

ところ▶いずれも中央公民館

昭和40年代の団地の台所を再現
したコーナーもあります

森浩一文庫 民俗考古展示室

資源のリサイクルとごみの減量を進めるため、10
月から市内のモデル地区でプラスチック製容器包
装の分別収集を開始します。

モデル地区

10月1日から「春日井市土砂等の埋立て等に関す
る条例」を施行し、土壌汚染を未然に防止するた
め、土砂等の埋立て等の行為に対する新たな規制
が始まります。また、関連する「県民の生活環境
の保全等に関する条例」（以下、県条例）も改正さ
れ、同日施行されます。

→土砂等を搬入して埋立て等を行う場合には、特
定事業の計画に係る届出などが必要となり、搬入
する土砂等の汚染の有無を事前に確認する必要が
あります。

◆土砂等の埋立て等に供する区域（土地の造成時
などにおけるたい積行為など）の面積の合計が
1000㎡以上となる場合

→4月1日施行の改正された土壌汚染対策法や法に
併せて改正された県条例の規定に基づき、土地の
形質の変更の届出などが必要となります。さらに、
その土地が汚染のおそれがある土地の基準などに
該当する場合には、土壌汚染状況調査などが必要
となる場合があります。

◆土地の形質の変更（掘削など土地の形状を変更す
る行為）の面積の合計が3000㎡以上となる場合

寄贈に
当たって
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9月20日～26日は動物愛護週間
　動物は命あるものです。飼い始めた動物は、家
族の一員として最後まで愛情を持って育て、絶対
に捨てたりしないでください。また、飼い主とし
ての自覚を持ち、次のことを守るとともに、周囲
に迷惑を掛けないようにしてください。
○餌の世話、健康管理、しつけやふん尿の始末を
する○放し飼いをしない○繁殖を希望しない場合
は去勢・不妊手術をする○名札などで飼い主を明
示する○犬は登録と狂犬病予防注射の接種を行う
動物愛護パネル展
月 日▶ 9月21日(火) ～ 27日(月)
ところ▶ 市役所市民ホール
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6279)

9月21日～30日は秋の交通安全運動
　次の重点実施項目に沿って運動を展開します。
○高齢者を交通事故から守ろう○夕暮れ時と夜間
の歩行中・自転車乗車中の交通事故をなくそう○
すべての座席でシートベルトとチャイルドシート
を正しく着用しよう○飲酒運転を根絶しよう○め
いわく駐車を追放しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

10月～12月の献血
とき ところ

10/16(土)9：30～ 16：00 市役所
10/17(日)9：30～ 16：00 市役所
10/30(土)9：30～ 15：00 総合福祉センター
11/25(木)9：30～ 16：00 市役所
11/27(土)10：00 ～ 16：00 バロー高蔵寺店
12/4(土)10：00 ～ 16：00 マイカル春日井サティ
12/11(土)10：00 ～ 16：00 サンマルシェ南館1階南出入口

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)

閉架書庫の利用停止
　蔵書点検のため、図書館、東部市民センター図
書室の閉架書庫に所蔵されている図書の貸し出し
・閲覧を停止します。
月 日▶ 10月1日(金) ～ 23日(土)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

忘れていませんか？子ども手当の申請
　4月1日現在で子ども手当の支給要件に該当する
人は、9月30日までに申請しないと、4月にさかの
ぼって手当が受けられません。期限を過ぎてから
の申請については、申請した月の翌月分からの支
給となります。
手続きの必要な人▶○中学2～ 3年生の子どもが

いる人○所得制限などにより児童手当を
受給していなかった人　※公務員は、勤
務先に問い合わせてください

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6201)

農業振興地域整備計画検討委員会の公開
と き▶ 10月1日(金)午前10時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 6人(先着順)
問い合わせ▶ 農政課(☎85－6236)

市民活動支援センター運営委員会の公開
と き▶ 10月6日(水)午前10時から
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ ささえ愛センター (☎56－1943)

認定こども園と新設保育園の開園
　学校法人の設置・運営により、田楽町に本市初
となる認定こども園「(仮称)あさひの森保育園(定
員150人)」を平成23年4月に開園します。認定こど
も園は、幼稚園と保育園のそれぞれ良いところを
生かしながら、その両方の役割を果たす新たな施
設で、休日保育と子育て支援を実施する予定です。
保育料の設定が若干異なります。
　また、大泉寺町に認可保育所「(仮称)いとうたん
ぽぽ保育園(定員150人)」も同時期に開園します。
　入園の申し込みについては10月1日号の広報春
日井および市ホームページでお知らせします。
問い合わせ▶ 保育課(☎85－6202)

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の検査をする動
脈硬化外来の予約受け付けを随時行っています。
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▶ 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)
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文化財特別展｢春日井の古代史事始Ⅲ｣開催
と き▶ 9月29日(水) ～ 10月11日(祝)〈4日(月)を除

く〉午前9時～午後5時(最終日は4時まで)
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 下原古窯・二子山古墳をはじめ市内の遺

跡から出土した埴輪(はにわ)を中心に、
古墳時代の春日井の様子を紹介する

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

夜コン｢フランキスト｣
と き▶ 9月17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▶ 小森絹子(バイオリン)、水村さおり(ピア

ノ)
曲 目▶ フランク｢ヴァイオリンソナタ｣、ガーシ

ュイン｢ボギーとベスより5つの小品｣な
ど

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

民俗展｢なつかしの子どものおもちゃ ｣
と き▶ 9月25日～ 11月6日の毎週土曜日午前9時

～午後4時
ところ▶ 郷土館
内 容▶ 子どものおもちゃを展示して紹介する
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

市民射撃競技大会
と き▶ 9月26日(日)午前8時30分～午後3時
ところ▶ 土岐市射撃場(岐阜県土岐市妻木町)
種 目▶ トラップ射撃競技、スキート射撃競技
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で資格を持ってい

る人・60人(先着順)
費 用▶ 参加料1種目5000円、2種目7000円　※昼

食付き
持ち物▶ 銃砲所持許可証、火薬譲受許可証、散弾

銃
申し込み▶ 当日午前8時30分～ 10時に、会場で
問い合わせ▶ 市射撃協会・長谷川(☎090－3556－2608)

9月～11月の廃棄自転車の部品提供
と き▶ 9月26日(日)、10月31日(日)、11月14日(日)

午前9時30分～正午
内 容▶ ベル、サドル、タイヤなどの提供(部品

の取り外しは各自)
持ち物▶ 工具
定 員▶ 12人程度(先着順)
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

映画｢ウォー・ダンス 響け僕らの鼓動｣
と き▶ 9月26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▶ アフリカのウガンダの難民キャンプで暮

らす子どもたちは、親を失い、心に傷を
負っている。音楽と踊りが彼らに生きる
喜びを与える、感動のドキュメンタリー
(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

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

秋の芸能祭
と き▶ 9月26日(日)午前10時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市文化協会創立40周年を記念した舞踊、

琴、民謡、太鼓、ギター、社交ダンスな
ど文化協会加盟団体による芸能発表会

問い合わせ▶ 市文化協会・山川(☎51－3831)

にこにこ劇場
と き▶ 9月26日(日)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)

南部ふれあいセンター同好会の展示・発表会
作品展
月 日▶ 10月1日(金) ～ 11月20日(土)
内 容▶ 同好会による水彩画、手工芸、俳句など

の作品展
芸能発表会
と き▶ 10月3日(日)午前10時～午後2時
内 容▶ 同好会による民踊、太極拳、舞踊、社交

ダンスなどの発表会
ところ・問い合わせ▶南部ふれあいセンター (☎

85－7878)

密蔵院所蔵文化財の公開
と き▶ 10月3日(日)午前9時～午後4時
ところ▶ 密蔵院(熊野町)
内 容▶ 秘仏木造薬師如来立像(本尊)を始め、県

・市指定文化財や寺宝の公開と徳川美術
館の小池富雄学芸員による講演

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)、密蔵院(☎83－
2610)

市の催しや講座などへの直接か電話での申し込みで、時間の記載がないものは午前8時30分から受け付けます。
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昼コン｢モダンクラシックス 魅惑のライヴ｣
と き▶ 10月2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▶ 安藤よしの(フルート)、伊藤玉木(ベー

ス)、松永祐未子(ピアノ)、倉知誉(ドラム
ス)

曲 目▶ スメタナ｢モルダウ｣、ドビュッシー ｢月
の光｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

西部ふれあいセンター芸能発表会
と き▶ 10月3日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ 同好会や地域で活動している団体による

日本舞踊や民踊、ダンスなどの発表会
作品展
月 日▶ 10月3日(日) ～ 10日(日)
内 容▶ 水墨画、絵手紙、写真、和裁などの作品

展
お茶会
と き▶ 10月3日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券300円、当日券350円
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

親子イモ掘り体験
と き▶ 10月9日(土)①午前9時から②午前10時30

分から(雨天の場合は翌日に順延)
対象・定員▶ 市内在住の小学2年生までの子どもとそ

の保護者・各15組30人(抽選)
費 用▶ 参加料300円
持ち物▶ 軍手、シャベル、持ち帰り用の袋
ところ・申し込み▶9月26日(日)〈必着〉までに、

往復はがき(1組1枚)に催し名(①②の別
も)、住所、親子の氏名(ふりがな)、子ど
もの年齢、電話番号を書いて、〒480－
0305坂下町4－250－1、坂下公民館(☎88
－5555)へ

市民弓道大会
と き▶ 10月24日(日)午前9時～午後4時30分(受け

付けは8時30分から)
種 目▶ 一般・高校の部…個人・団体戦(1チーム

3人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人
持ち物▶ 弓道具
ところ・申し込み▶10月5日(火)〈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・経験年数・経験者
は段位か級位を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市弓道協会・影山(☎31－5748)

自然満喫！トレッキング体験・秋
と き▶ 10月24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ほか(岐阜

県郡上市)
内 容▶ 白山禅定道｢義経の道｣トレッキングコー

スからウイングヒルズ白鳥リゾートま
で、紅葉を楽しみながら歩く

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▶ 9月30日(木)〈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、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/

手をつなぐコンサート
　手をつなぐ育成会50周年と福祉のつどい30回を
記念してコンサートを行います。
と き▶ 10月30日(土)午後1時～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター
出 演▶ 庄野真代と国境なき楽団
対象・定員▶ 市内在住の人・200人(内障がい者100人)

〈抽選〉
申し込み▶ 9月30日(木)〈消印有効〉までに、往復は

がきに｢手をつなぐコンサート｣、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、障が
い者手帳の有無・種別、付き添いの有無
を書いて、〒486－0857浅山町1－2－61、
市社会福祉協議会(☎85－4321)へ

かすがい男女共同参画市民フォーラム
と き▶ 11月6日(土)午後1時30分から(1時開場)
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ ｢もっと楽しく！パパの子育て｣をキャッ

チフレーズに映画｢ダブルシフト｣の上映
やフォトコンテスト入賞者の表彰など

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・400人(先着順)
申し込み▶ 10月15日(金)までに、はがきかファクス(1

枚で4人まで申し込み可)に｢市民フォー
ラム｣、住所、氏名、性別、年齢、電話
番号、参加人数、託児希望者(定員あり)
は｢託児希望｣と子どもの氏名(ふりがな)
・年齢も書いて、〒486－8686春日井市
役所男女共同参画課(☎85－6152、ＦＡ
Ｘ85－5522)へ　※市ホームページから
の申し込みも可
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紙芝居とお話を聞く会10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)

8(金)11：00～

図書館 6(水)11：00～、2(土)・9(土)
15：00～、27(水)15：30～

東部市民センター 1(金)・8(金)15：30～
味美ふれあいセンター 9(土)11：00～
西部ふれあいセンター 9(土)11：00～
知多公民館 6(水)15：30～
鷹来公民館 9(土)13：30～
坂下公民館 2(土)14：00～
中央公民館 9(土)11：00～

※高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンタ
ー、グリーンパレス春日井は休み
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市営駐車場の指定管理者
　市が設置している市営駐車場の管理を行う法人
などの団体(指定管理者)を募集します。
施設名称▶ 勝川駅前地下駐車場、勝川駅南口立体駐

車場
施設概要▶ ○駐車台数…勝川駅前地下駐車場135台

(自走式)、勝川駅南口立体駐車場73台(自
走式)○入出庫時間…いずれも午前6時～
午後12時

指定期間▶ 平成23年4月1日～ 28年3月31日(予定)
業務概要▶ 駐車料金の徴収、設備などの運転監視・

保守点検、清掃などに関する業務　※管
理業務の範囲や基準などについての詳細
は、条例および規則に規定

募集要項▶ 勝川管理課または市ホームページに用意
申し込み▶ 10月5日(火)までに、勝川管理課(☎85－

6636)へ

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)
・1人

任用期間▶ 10月1日～平成23年3月31日
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▶ 市販の履歴書(写真付き)に記入して、9月

17日(金)に市役所1002会議室か、9月21日
(火)に6階研修室へ　※9月24日(金)に面接
あり

問い合わせ▶ 人事課(☎85－6021)

市民美術展覧会のポスター
内 容▶ 市民美術展覧会を宣伝し、未発表のもの
規 格▶ Ｂ2(縦72.8cm×横51.5cm)を縦に使用し、

色は自由(金・銀・蛍光色は除く)
賞 ▶ ○優秀(採用作品2点)…賞品○佳作(若干

名)…賞品　※採用されたポスターの著
作権は本展覧会に帰属。入選作品は本展
覧会開催中、会場で展示

応募資格▶ 中学生以上(個人かグループで2点以内)
申し込み▶ 12月5日(日)〈必着〉までに、作品の裏面

に｢第60回春日井市民美術展覧会｣、住
所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、
職業か学校名と学年を書いて、制作意
図を200字以内にまとめたものを添えて、
〒486－0844鳥居松町5－44、かすがい市
民文化財団(☎85－6868)へ

かすがい市民文化財団職員
採 用▶ 平成23年4月1日
勤 務▶ 午前8時30分～午後5時15分　※変更とな

る場合あり
職種・人員▶ スタッフ職・5人程度
内 容▶ ①芸術文化事業の企画および制作②市か

らの受託事業または市との共催事業の実
施③広報宣伝、マーケティング、顧客管
理、資金調達計画の立案および実施④文
化フォーラム春日井と市民会館の管理運
営⑤財務・人事などの経営マネジメント

休 日▶ 4週間で8日(休館日の月曜日を含む)、年
末年始(12月29日～ 1月3日)

試 験▶ 第1次試験…10月25日(月)に論文試験、教
養試験、専門試験(実務経験者のみ)

申し込み▶ 9月30日(木)までに、所定の用紙(かすが
い市民文化財団ホームページに用意)に
記入して、直接か郵送で、〒486－0844
鳥居松町5－44、かすがい市民文化財団
(☎85－6846)へ　※9月21日(火)・27日(月)
は休館日。郵送の場合は9月27日(月)消印
有効

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

市の催しや講座などへの直接か電話での申し込みで、時間の記載がないものは午前8時30分から受け付けます。
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春日井まつり身体障がい者駐車場
月 日▶ 10月16日(土) ～ 17日(日)
ところ▶ 市庁舎周辺駐車場
対象・台数▶ 身体障がいなどの理由で、乗用車でしか

来場できない市民・各日20台(先着順)
申し込み▶ 10月1日(金)までに、市民生活課内、春日

井まつり実行委員会事務局(☎85－6616)
へ

市営住宅・コミュニティ住宅入居者
募集住宅▶ ①道場山住宅Ａ棟②③④道場山住宅Ｄ棟

⑤道場山住宅Ｅ棟⑥道場山住宅Ｆ棟⑦町
田第2コミュニティ住宅

募集戸数▶ ①2Ｋ(一般)1戸②2Ｋ(単身)1戸③④2Ｋ(一
般)各1戸⑤2Ｋ(母子・父子)1戸⑥2Ｋ(単
身)1戸⑦2ＤＫ(母子・父子、子育て)1戸〈10
月18日(月)に抽選〉

構 造▶ ①②③④⑤⑥鉄筋4階建て⑦鉄筋3階建て
家 賃▶ ①7600 ～ 1万4900円②③④8600 ～ 1万

6900円⑤8800 ～ 1万7200円⑥9700 ～ 1万
8900円⑦2万1500 ～ 4万2200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▶ 12月1日(水)
申込書▶ 9月21日(火) ～ 10月8日(金)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▶ 10月1日(金) ～ 8日(金)〈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

エコメッセ春日井　☎88－5006
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▶ 10月2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、ぞうき

ん
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 10月9日(土)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 小川隆平
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、ぞうきん2枚

パッチワークキルト教室～和布で来年のえとの卯
(う)の置物を作る
と き▶ 10月14日(木)・28日(木)〈2回〉午前9時30分

～ 11時
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▶ 洋裁用具
リサイクル工作～チラシで作る飾り傘
と き▶ 10月16日(土)・23日(土)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・12人(先着順)
費 用▶ 教材費100円
持ち物▶ 千枚通し、木工用ボンド
 
申し込み▶ いずれも9月22日(水)から、電話で

ささえ愛センター　☎56－1943
市民活動デビュー講座～市民活動団体の活動ＰＲ
を聞いて、実際に活動体験する！
とき・ところ▶①セミナー・団体ＰＲタイム…10

月7日(木)午前10時～正午・鳥居松ふれ
あいセンター②活動体験期間…10月9日
(土) ～ 11月30日(火)・各体験先

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
申し込み▶ 9月18日(土)から、電話かファクス、Ｅメ

ールに住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、ＦＡＸ56－4319、Ｅメールsasae
－i@city.kasugai.lg.jpへ

グリーンピア春日井　☎92－8711
創作紙粘土教室～ひまわりの花を作る(テーブル
用花器付き)
と き▶ 10月10日(日)午前9時30分～正午
講 師▶ 梅田寿子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 20cm×15cm×5cm程度の持ち帰り用の

箱
申し込み▶ 9月22日(水)から、電話で

味美ふれあいセンター　☎31－3522
ポーセラーツ入門～磁器に転写紙を使ってオリジ
ナル食器を作る
と き▶ 10月12日(火)・26日(火)、11月9日(火)〈3回〉

午前10時～正午
講 師▶ 糸魚川美どり
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750円、教材費4500円
持ち物▶ はさみ、手拭きタオル
申し込み▶ 9月20日(祝)から、電話で
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レディヤンかすがい　☎85－4188
仕事で役立つコミュニケーション力をつける｢仕
事での対人関係向上講座｣
と き▶ 10月9日(土)・23日(土)・30日(土)〈3回〉午

前10時～ 11時30分
講 師▶ 青嶋宮央
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料750円
子育てセミナー ｢教えます！魅力的なママにな
るコツ｣(託児付き)～子どもの心の成長過程を知
り、コラージュなどの芸術療法に触れ、子どもと
のコミュニケーションスキルを身に付ける
と き▶ 10月22日～ 11月12日の毎週金曜日(4回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人日本優良セラピスト支援連盟
対象・定員▶ 市内在住か在勤の子育て中か子育て予定

の女性・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費2000円
持ち物▶ 色鉛筆、はさみ、のり
 
申し込み▶ ｢仕事での対人関係向上講座｣は9月24日

(金)〈必着〉までに、｢教えます！魅力的
なママになるコツ｣は10月7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)、年齢、電話番号、
託児希望の場合は｢託児希望｣と子どもの
名前(ふりがな)・年齢も書いて、〒486－
0844鳥居松町2－247へ

鷹来公民館　☎84－7071
｢えとの親子｣木目込み人形作り～大黒兎の親子セ
ットを作る
と き▶ 10月3日(日)・10日(日)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 鈴木真淳祥
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4200円
持ち物▶ 木目込みべらか目打ち、はさみ、小皿、

タオル
ぼかし作り講座～生ごみをたい肥にする｢ぼかし｣
を作る
と き▶ 10月12日(火)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・20人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4kgのぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
プリザーブドフラワーアレンジメント講座～秋色
アレンジメント｢粋｣、華やかなクリスマスアレン
ジメント、お正月・モダンなしめ縄飾りを学ぶ
と き▶ 10月21日(木)、11月18日(木)、12月2日(木)

〈3回〉午前10時～正午

講 師▶ 住吉茂美
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750円、教材費9000円
持ち物▶ ワイヤーを切るはさみ、ごみ袋
持ち込みパソコン講座～ワード、エクセルから年
賀状作りまでを学ぶ
と き▶ 10月19日～ 11月23日の毎週火曜日(6回)

午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズＸＰかビスタ対応のノート

パソコン(1回500円で各3台まで貸し出し
可能)

 
申し込み▶ ｢『えとの親子』木目込み人形作り｣は9月

21日(火)から、｢ぼかし作り講座｣は9月22
日(水)から、｢プリザーブドフラワーアレ
ンジメント講座｣は9月24日(金)から、電
話で、｢持ち込みパソコン講座｣は9月27
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、パソコン貸し出し希望者は機
種名も書いて、〒486－0809町屋町3610
－1へ

中央公民館　☎33－1111
和紙ちぎり絵教室～和紙で季節の花やクリスマ
ス、正月用の作品を色紙に制作する
と き▶ 10月15日～ 11月19日の毎週金曜日(6回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 伊藤智美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円、教材費2700円
申し込み▶ 9月28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)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0913
柏原町1－97－1へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
文字もじ書くかく｢トンパ文字書道教室｣～中国
の少数民族・ナシ族に伝わる不思議な象形文字｢ト
ンパ文字｣。豊かな表現力と伝達力を体験する
と き▶ 10月23日(土)午後3時～ 5時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 浅葉克己
費 用▶ 参加料1500円
定 員▶ 60人(抽選)
申し込み▶ 10月10日(日)〈必着〉までに、はがき、フ

ァクス、Ｅメールで講座名、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を書いて、〒486
－0844鳥居松町5－44(ＦＡＸ82－0213、
Ｅメールws@lib.city.kasugai.aichi.jp)へ

市の催しや講座などへの直接か電話での申し込みで、時間の記載がないものは午前8時30分から受け付けます。
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生涯学習課　☎85－6447
愛知文教大学連携講座｢自分自身を韓国語で表現
しよう！ ｣～協働で学ぶ韓国語初歩
と き▶ 10月14日～ 11月18日の毎週木曜日(6回)

午後6時30分～ 8時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 准教授・稲熊美保
費 用▶ 受講料1500円
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
愛知文教大学連携講座｢歌で楽しく学ぶ中国語の
初歩｣
と き▶ 10月20日～ 11月17日の水曜日(3日を除く

4回)午後6時30分～ 8時
ところ▶ 中央公民館
講 師▶ 准教授・西口智也
費 用▶ 受講料1000円
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
 
申し込み▶ いずれも9月30(木)〈必着〉までに、往復

はがきに講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所生涯学習課へ

知多公民館　☎32－8988
入門｢秋の茶懐石｣～茶懐石に触れ、旬の食材を
いただく
と き▶ 10月20日～ 12月1日の隔週水曜日(4回)午

前10時～正午
講 師▶ 大石三恵
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、材料費3200円
持ち物▶ エプロン、ふきん、手拭きタオル、三角

きん
申し込み▶ 10月5日(火)〈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

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢お月見だんごをつくろう｣～
月見の季節の自然を観察し、団子を作って親子で
秋を楽しむ
と き▶ 10月15日(金)午前10時～正午
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)300円
自然満喫ウオーキングと芋煮会～かすがい東部丘
陵をウオーキングした後、芋煮鍋を調理し味わう
①ゆっくりファミリーコース②たっぷりウオーク
コース
と き▶ 10月31日(日)午前9時～午後2時
講 師▶ スポーツインストラクター、かすがい東

部丘陵自然観察会

対象・定員▶ 3歳以上の人・80人(抽選)　※小学3年生
以下は保護者同伴

費 用▶ 参加料600円
 
申し込み▶ いずれも9月30日(木)〈必着〉までに、｢あ

そびむしくらぶ｣は往復はがきかＥメー
ルに講座名、開催日、住所、親子の氏名
(ふりがな)・年齢・性別、電話番号を、｢自
然満喫ウオーキングと芋煮会｣は往復は
がきに講座名(①②の別も)、住所、氏名
(ふりがな)、年齢、性別、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
※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

介護保険課　☎85－6187
歯たから(ぱたから)セミナー～歯科医師の講演と
口腔(こうくう)機能のチェック
と き▶ 9月30日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 市歯科医師会歯科医師
対象・定員▶ 市内在住で65歳以上の人・20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ

かすがいげんきっ子センター
育児講座～お父さんと遊ぼう(自由参加)
と き▶ 10月2日(土)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住の1歳児とその父親
問い合わせ▶ かすがいげんきっ子センター (☎35－

3501)

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▶ 10月27日(水)午前9時～正午
ところ▶ 鷹来公民館
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▶ 9月21日(火)から、電話で

その電話
運転席では
圏外です
交通安全スローガン
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市体育協会の講座
ジョギング教室
と き▶ 9月26日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
費 用▶ 受講料300円(小学生100円)
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・土屋(☎83－8787)
初心者卓球教室
と き▶ 10月16日～ 11月6日の毎週土曜日(4回)午

後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 知多公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ ラケット、上靴
問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 10月17日(日)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▶ ｢ジョギング教室｣は当日午前8時30分か

ら、会場で、｢初心者卓球教室｣は10月5
日(火)〈必着〉までに、｢硬式テニス初心
者教室｣は10月9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、｢硬式テニス初心者教室｣は経験
年数も書いて、〒486－0804鷹来町4196
－3、総合体育館へ

安全なまちづくり協議会に支援金贈呈
　県遊技場商品販売加工連合会が主催する「あい
ちパチンコセーフティマイタウン事業」で、安全
なまちづくり協議会の活動が認められ、8月18日
(水)に支援金贈呈式がありました。協議会では防
犯意識を一層高めてもらうよう、この支援金で啓
発物品を購入し、キャンペーンなどに有効利用し
ていきます。
問い合わせ▶ 市民安全課内安全なまちづくり協議会事

務局(☎85－6064)

ひきこもり・不登校無料個別相談会
　ひきこもり・不登校の解決に向けて、ＮＰＯと
保健所の相談員が共同して個別相談会(予約制)を
実施します。　※継続相談可
と き▶ 9月16日(木)午前10時～午後4時
ところ▶ 県春日井保健所(柏井町2)
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 学齢期以降の当事者・家族…ＮＰＯ法人

青少年生活就労自立サポートセンター名
古屋(☎090－7308－8145)、学齢期の当事
者・家族…ＮＰＯ法人こころとまなびど
っとこむ(☎052－452－1136)、春日井市
・小牧市在住の人…県春日井保健所(☎31
－0750)

認知症についての市民シンポジウム
と き▶ 9月25日(土)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 基調講演｢認知症について｣医師・岩田拡、

シンポジウム｢高齢者を地域で支える｣
対象・定員▶ 認知症に関心がある人・200人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 10月1日(金)午前10時～午後5時
ところ▶ 市役所301会議室
内 容▶ 土地価格や地代、家賃、借地権、相続時

の土地の分割および不動産の有効利用な
ど、不動産に関する相談

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

司法書士による無料相談会
と き▶ 10月3日(日)午前10時～正午、午後1時～

3時
ところ▶ ルネック
内 容▶ 相続、贈与などによる不動産登記、会社

設立などによる法人登記、訴訟書類の作
成についての相談

問い合わせ▶ 県司法書士会春日井支部(☎56－6070)

行政書士無料相談会
と き▶ 10月5日(火)午前10時～正午、午後1時～

4時
ところ▶ 市役所301会議室
内 容▶ 建設業許可関係、農地法許可関係など、

官公署に提出する許認可関係についての
相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 県行政書士会尾張支部

市の催しや講座などへの直接か電話での申し込みで、時間の記載がないものは午前8時30分から受け付けます。
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古本バザールで販売する古本の募集
　赤い羽根共同募金運動の一環として、春日井ま
つりで行っている｢古本バザール｣で販売する古本
を募集します。
受け付け▶ 10月8日(金)までの店舗営業時間中に、市

内の郵便局26局、市内の東春信用金庫7
支店、東海労働金庫春日井支店か、10月
1日(金) ～ 10日(日)の午前8時30分～午後
5時に総合福祉センターへ

問い合わせ▶ 市社会福祉協議会内市共同募金委員会
(☎85－4321)

春日台職業訓練校の訓練生募集
試験日▶ 11月9日(火)以降の指定する日
試験内容▶ 適性試験、面接試験
訓練期間▶ 1年
募集する科▶ 機械科、縫製科、木工科、陶磁器科、紙

器製造科
対象・定員▶ 義務教育を修了か平成23年3月修了見込

みの知的障がい者で、自己の身辺処理が
可能で、訓練に支障となる著しい問題行
動のない人・各科20人(先着順)

申し込み▶ 10月1日(金) ～ 平 成23年3月18日(金)に、
入校願書(公共職業安定所に用意)、療育
手帳の写しなどの書類を持って、住所地
を管轄する公共職業安定所へ

ところ・問い合わせ▶春日台職業訓練校(☎88－
0811、ＦＡＸ88－0948)

コロニー祭
と き▶ 10月3日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 県心身障害者コロニー (神屋町)
内 容▶ オープニングパレードや各種ステージ、

模擬店、フリーマーケットなど
サイエンス教室
と き▶ 10月3日(日)午前10時15分～午後3時
ところ▶ 県コロニー発達障害研究所(神屋町)
内 容▶ 標本の展示や細胞の観察、脳の働きの分

析などの楽しくて簡単な実験
問い合わせ▶ 県心身障害者コロニー (☎88－0811)

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ ①10月3日(日)②11月24日(水)③12月5日

(日)午後2時～ 4時
ところ▶ ①③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
と き▶ 10月2日(土) ～ 3日(日)午前9時～午後3時

(雨天中止)
ところ▶ ＪＲ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)

県民茶会の参加者募集
　秋に行われる県民茶会の参加者を募集します。
参加には呈茶券(1枚2席)が必要です。
と き▶ 11月7日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 稲沢市民会館(稲沢市正明寺)
対象・定員▶ 市内在住か在学、在勤の人・25人(抽選)
申し込み▶ 9月30日(木)〈必着〉までに、はがき(1人

1枚)に住所、氏名、電話番号、呈茶券
の希望枚数(2枚まで)を書いて、〒486－
8686春日井市役所文化課へ

問い合わせ▶ 市文化協会・犬飼(☎81－4990)

10月～12月の認定産業医による健康相談
とき ところ

10/17(日)、11/14(日)、
12/19(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井

10/26(火)、11/16(火)、
12/21(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)　

10月～12月の県春日井保健所
とき

食事療法相談(複数の疾患
を持つ人)〈予約制〉

10/12(火)、11/9(火)、
12/14(火)
13：30～ 15：00

歯科相談(予約制)
10/21(木)、11/18(木)、
12/16(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

10/12(火)、11/9(火)、
12/14(火)14：00～ 15：30

血液検査(エイズ、肝炎検
査等)

毎週火曜日(12/21・28を除く)
9：30～ 11：00

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日(12/28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)



展　示

2級・3級カラーコーディネーター検定
月 日▶ 12月5日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 2級7140円、3級5100円
申し込み▶ 9月21日(火)～10月22日(金)〈土・日曜日、

祝日を除く午前10時～午後6時〉に、検定
センター(☎03－3989－0777)へ　※ホー
ムページからも申し込み可

 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)
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かすがい環境フェスタ～春日井エココロはぐみ
んDAY～
とき▶9月20日(祝)午前10時～午後4時　ところ
▶市庁舎周辺、市民会館、文化フォーラム　
内容▶環境(エコ)に触れ、エコを学び、エコへ
の気付きがあるイベントを行う　問い合わせ
▶(社)春日井青年会議所事務局(☎81－8480)
春日井水墨画協会展
とき▶9月22日(水)～26日(日)午前9時～午後5時
(最終日は4時まで)　ところ▶文化フォーラム
春日井　内容▶協会加盟13クラブの水墨画作
品展　問い合わせ▶山本(☎82－6352)
秋のおさらい会～育成公演
とき▶9月23日(祝)午後1時～3時30分　ところ▶

文化フォーラム春日井・視聴覚ホール　内容▶
日本舞踊の発表会　定員▶198人　問い合わせ
▶藤間(☎090－6336－7880)
森で遊ぼ！～五感で楽しむ秋・冬のおさんぽ
とき▶9月24日(金)、12月10日(金)午前9時～午後0
時45分　ところ▶築水の森(少年自然の家内)　
内容▶自然の中を散歩しながら親子の触れ合
いや親同士の交流を楽しむ　対象・定員▶1～
2歳の子どもとその親・各25組(先着順)　費用
▶保険代(1組)100円　申し込み▶Eメールに希
望日、住所、子どもの氏名・年齢、電話番号
を書いて、森のたんけんたい・小林(Eメール
morinotankentai@yahoo.co.jp)へ
教育シンポジウム
とき▶10月10日(日)午前10時～正午(開場9時30
分)　ところ▶愛知文教大学(小牧市大草)　内容
▶シンポジウム「教師にとっての『学びの共同
体』～教師の教育観の形成を中心に～」　定員
▶160人(先着順)　申し込み▶愛知文教大学ホー
ムページから
ホームページ　http://www.abu.ac.jp/

ところ と　き 展示名 出品者

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）
9/15（水）～27（月） 春日井写団ハッピネス

倶楽部作品展 春日井写団ハッピネス

9/29（水）～10/11（祝） 響のカタチ 江尻光華

市役所市民サロン （☎85－6073）
9/16（木）～20（祝） 油彩・水彩風景画展 風軌会
9/21（火）～25（土） 油彩クラブ作品展 油彩クラブ
9/26（日）～30（木） 狂言面作品展 狂言面同好会

坂下公民館 （☎88－5555）9/17（金）～29（水） 趣味の作品展 十二人の会

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
9/18（土）～19（日） 野辺の生け花展 野辺の生け花教室受講

生と講師
9/23（祝）～10/3（日） 植物画教室受講生作品展 植物画教室受講生と講師

落合公園管理棟 （☎56－0414）
9/18（土）～20（祝） 秋の山野草展 牛山山草会
9/24（金）～26（日） おもと展 日本おもと協会春日井支部

鷹来公民館 （☎84－7071）9/19（日）～10/1（金） 秋の書展 無玄会
東部市民センター （☎92－8511）9/23（祝）～27（月） 高森台美術館・作品展 いちょうの会

※展示時間は各施設に問い合わせてください



地域経済地域経済元気
です！
元気
です！

と　き▶10月16日(土)～17日(日)午前10時～午後4時
ところ▶市役所北駐車場
内　容▶○かわいい看護師体験○本場の水餃子作り体験○ＩＴプロ
　　　　グラマー体験○プロサッカー選手体験など　　 問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）
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「おしごと探検隊inパルケdeキッズランド」in春日井まつり
夢の職業を体験しよう！

　春日井商工会議所青年部では、子どもたちに“将来の夢”を体験し
てもらおうと、「おしごと探検隊inパルケdeキッズランド」を開催し
ます。消防レスキュー体験をはじめ、いろいろな職業を体験するこ
とができます。ぜひ遊びに来てください。

10月 の子育て情報
行事名 とき・ところ 内容(参加は市内在住の人に限ります)

妊　

婦

プレママ講座
              

毎週火曜日10：00～11：00
市役所201会議室 母子健康手帳の交付と使い方、妊娠中の生活など

持ち物▶妊娠届出書7日(木)、21日(木)10：00～11：00
保健センター

パパママ教室
　　　 
常時受け付け

①6日(水)②13日(水)③20日(水)〈3回〉
10：00～12：00
健康管理センター

①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新生児の育児と栄養
対象・定員▶妊婦とその夫・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
          
9/22(水)から、電話で

23日(土)10：00～12：00
健康管理センター

もく浴指導、妊婦疑似体験、育児体験
対象・定員▶初めてパパとママになる人・60組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳

乳
幼
児

乳幼児健康相談
歯っぴー歯科相談
          
常時受け付け

1日(金)、15日(金)10：00～12：00
健康管理センター

乳幼児の発育発達、母乳、離乳食、歯の相談、身
体計測
持ち物▶母子健康手帳
※身体計測のみの人は10：00～11：00(予約不要)

8日(金)10：00～12：00
保健センター

モグモグ健康教室
          
9/28(火)から、電話で

①6日(水)②14日(木)10：00～11：30
①レディヤンかすがい②保健センター

5か月ごろからの離乳食と食べさせ方について学ぶ
対象・定員▶平成22年5月～6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

カミカミ健康教室
          
9/27(月)から、電話で

5日(火)10：00～11：30
保健センター

9か月ごろからの離乳食と虫歯予防について学ぶ
対象・定員▶平成21年12月～22年1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

ふれあい広場
             

①6日(水)②13日(水)③20日(水)
10：00～11：00
かすがいげんきっ子センター

親子で体操や触れ合い遊び、友達づくりなど
対　象▶①０歳児②1歳児③2～3歳児とその保護者
持ち物▶①のみバスタオル

ひよこ教室 ①7日(木)②14日(木)③21日(木)
10：00～11：00
児童センター

親子の触れ合いや楽しい遊びを通した友達づくり
対　象▶①0歳児②1歳児③2～3歳児とその保護者
持ち物▶①のみバスタオル

問い合わせ▶　 …子ども政策課(☎85－6170)､    …健康増進課(☎85－6164)､
　　　　　　　 …かすがいげんきっ子センター(☎35－3501)､   …児童センター(☎87－6866)

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

このコーナーでは、出産や育児に関してほぼ毎月行われる講座や催しについて
翌月の予定を掲載します。不定期の講座や催しは各種お知らせを見てください( )

自由参加

児

自由参加

自由参加

子

子

子

子

健

健

か

か
子 健

児
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