
子ども環境シンポジウムで、環境学習に取り組んでいる3つ
の小学校の児童たちが、日ごろの活動の成果を発表しました。
その後、環境に関する行動を紙に書いたものを使って環境す
ごろくを楽しみ、環境についての知識を深めました。
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地域の医療を支える
市民病院



平成１０年１１月、八田町から鷹来町に移転して１０年が経過した市民病院。この１０年間で市民
病院は、市民の皆さんがいつでも安心して適切な医療が受けられるよう、地域の基幹病院と
して診療内容などの充実を図り、医療水準の向上に努めてきました。今回の特集では、地域
の医療を支えてきた市民病院のこれまでの取り組みを紹介しながら、日ごろの市民の皆さん
の疑問に答えていきます。 

移転から１０年 

地
域
の
医
療
を
支
え
る
市
民
病
院 

広報春日井2月15日号2



　市民病院の任務は、医療に関する要望に応えることに
よって、市民の皆さまが、明るく健康的な社会生活を送
るのをお手伝いすることです。そのためには、広い診療
領域にわたって、高水準の診療能力を維持するのはもち
ろんのこと、心のこもった看護を、優れた技術に基づい
て提供することが不可欠であります。職員一同、このこ
とを念頭に不断に努力してまいりました。病院新築移転
後10年を経過しましたのを機会に、現在の市民病院の状
況と機能を市民の皆さまにお知らせ致します。 

　0.35秒で64枚、0.5mmの幅で断層画像が
撮影可能です。短時間で多くの微細な画像
を得られるため、検査時の患者さんの負担
の軽減や、治療の安全性が図られます。 

　女性が気軽に相談できるように、女性の
内科医師が体と心の相談に対して十分な問
診をして診療を行います。完全予約制で、
必要に応じて専門医を紹介するなど適切な
医療を提供しています。 

女性専用外来（平成１５年４月～） 動脈硬化外来（平成１６年７月～） 

６４列マルチスライス型CT 
（平成１８年１０月～） 

　がん患者の皆さんが入院することなく、
自宅での生活や仕事を続けながら外来通院
で抗腫瘍（しゅよう）剤治療を安全で安心し
て受けることができます。 

外来化学療法センター 
（平成１９年３月～） 

　動脈硬化症の予防と再発を防ぐため、完
全予約制で血管外科の医師が診断・診療な
どを行い、超音波検査士が頚（けい）動脈血流、
四肢の動脈血流などを検査します。 

優れた技術と心のこもった看護で 

市民病院長・矢野孝 
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市内の救急搬送は… 搬送件数 

全国の病院で医師や看護師が不足して、小児科や産婦人
科が閉鎖されてるって聞いたけど、市民病院は大丈夫な
のかな？ 

東京都で妊婦が出産中に脳出血を起こして、搬送先の病
院が見つからなくて亡くなってしまうという痛ましい事
件があったけど救急医療は大丈夫なの？小児科医や産婦
人科医が足りているの？ 

平成20年4月1日現在で、医師は90人、看護職員は433人
勤務しています。10年前と比べても、患者1人当たりの
医師数は増加していて、診療科も維持しています。 

現在小児科医、産婦人科医とも4人が勤務しています。また、
県心身障害者コロニー中央病院や小牧市民病院、公立陶生
病院とも連携をとって、緊急の患者でも対応できるように
しています。ちなみに市民病院の救急車の搬入数は県内2
位で、1日に平均22.3台の救急車が入ってきます。 

　昨年、医療機関へ搬送した件
数は、市内で1万164件あり、そ
のほとんどは、1回目の医療機関
で受け入れられました。複数の
医療機関へ依頼したのは226件で、
その内訳は次のとおりです。（2回
目209件、3回目14件、4回目3件） 

搬送時間 

　119番通報から病院に
着くまでの時間は、市内
平均で24分（平成20年）
でした。これは、全国平
均の33分（平成19年）と
比較し、素早い対応がと
れているといえます。 

広報ナビゲーター 
小筆ちゃん 

医師、看護職員、入院患者、通院患者数の推移 

平成１１年度 

平成１５年度 

平成１９年度 

１９万１１４４ 

１９万０９４５ 

１８万２６７１ 

４１万６７２９ 

４１万０８４４ 

３７万５０５８ 

７５ 

８３ 

８７ 

３４４ 

４１８ 

４１４ 

入院患者 通院患者 医　師 看護職員 

※医師・看護職員数は各年度の４月１日現在 （単位：人） 
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医療事故のニュースもよく聞くけど大丈夫なのかな？病
気のことや今後の生活のことを相談できるといいんだけど？ 

平成15年に医療安全管理室（現在の病院安全推進室）
を開設し、医療事故の防止に努めています。また、
医療福祉相談室では、患者さんや家族の相談に応
じています。 

　安心して安全な医療が受けられるよう、
医療事故防止のための対策を立てています。
例えば、検査時や入院時に間違いが起き
ないよう体制を確立しました。 
　また、医療安全の最新情報をいち早く
提供できるよう情報の共有化を図るとと
もに、医療安全の勉強会を行っています。 
　さらに、今年度、感染管理認定看護師
を配置し、院内感染防止のため患者さん
や家族、職員に迅速に適切な指導を行っ
ています。 
 
※病気や薬のことについての疑問や不安
を解消するため、医師や薬剤師が相談に
応じています。 

　患者や家族の皆さんに対し、医療費の支払
いや退院後の療養などに関する相談のほか、
医療給付制度・福祉制度などの紹介をしてい
ます。 
　また、がん相談支援センターを併設し、が
んについてのさまざまな相談に応じています。 

退院後について 

福祉制度について 

医療費について 

生活費について 

虐待・子育てについて 

医療給付制度について 

そのほか 

５１３９ 

２０５ 

１７８ 

９０ 

４０ 

２５ 

３３２ 

病院安全推進室 

平成１９年度の相談実績 

医療福祉相談室 

相談内容 件　数 
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いつも待ち時間が長くて困っているんですが… 

待ち時間が長くなる理由の一つに、予約なしで、直接市民病
院に来院される患者さんが多いことがあげられます。市民病
院には、1日約1500人が外来を受診します。そのうち、約3割の
人が予約なしで来院しています。予約をしないで来院されると、
予約をして待っている皆さんの診察も遅くなってしまいます。
病院としても時間通りに受診してもらえるよう努力していま
すが、待ち時間を縮めるため、ぜひ皆さんに協力してもらい
たいことがあります。それは、かかりつけ医を持つことです。 

　日ごろから自分の普段の健
康状態を熟知し、軽症か重症か、
専門医療の必要性があるかど
うかを的確に判断してくれる
のが、かかりつけ医です。 

　市民病院では、かかりつけ
医と各診療科の連携を円滑に
進めるために、平成17年4月に
医療連携室を開設しました。
かかりつけ医からの紹介によ
る検査依頼や治療方針にかか
わる相談に応じている一方、
病状が安定し、治療方針が決
定した人については、逆にか
かりつけ医を紹介しています。 

予約の内容にそ
って専門的な検
査や診断、診察、
入院などの処置
をします。 

※休日や夜間でかかりつけ医と連絡
が取れない場合は、まず緊急医に受
診しましょう。緊急医は23ページに
掲載しています。 

かかりつけ医とは… 

かかりつけ医と市民病院の関係 

医療連携室 かかりつけ医 

患者 

市民病院 

調子が悪くて受診 

軽症なら 
かかりつけ医が診察 

専門的な検査や診断、 
入院が必要な場合、 
市民病院に紹介状を 
書いて予約も一緒に 
入れてもらえます。 

病状が安定すれば、 
再びかかりつけ医へ 
紹介状を書きます。 
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　医療を身近なものに感じ知識を深めていただ
くために、平成17年度から年に4回程度公開市民
講座を開催しています。生活習慣病をはじめと
するさまざまな病気について、その予防や治療
の方法を専門の医師ができるだけ分かりやすく
説明しています。 

　市民病院は、地域の基幹病院として、患者
さんにとって優しい医療を最優先に、安心し
て信頼される医療の提供に努めるとともに、
県下公立病院初の64列マルチスライス型ＣＴ
を導入するなど、より高い水準の医療や救急
医療に積極的に取り組み、地域医療の向上を
図ってまいりました。 
　他市では、医師や看護師の不足などから診
療科目などを縮小せざる得ない病院も出てき
ていますが、当院では、医療従事の環境をよ
り充実させるとともに、市医師会や大学病院
との連携を強化して、市民の皆さんが引き続
き安心して医療が受けられるよう、医療体制
の確保に今後も十分に努めてまいります。 

公開市民講座 

　入院患者さんの気分転換と病院スタッ
フのコミュニケーションを深めるため、
七夕会やクリスマス会などの楽しい催し
を年に数回、開催しています。入院患者
の皆さんによる合唱や、病院スタッフや
ボランティアらによるフラダンスや仮装
ダンスなど、参加者全員で楽しんでいます。 

病院のスタッフと患者との交流会 

地域に密着した笑顔あふれる病院を目指して 

市長・伊藤太 
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市では、所有する資産を広告媒体として活用し、
自主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/koukokujigyouno.html

していますしていますしていますしていますしています

ををを

転入者用手提げ袋の提供

市民課番号札
4月1日（水）～平成22年3月31日（水）
市民課で証明書交付などの順番を待
つ人に手渡す番号札の両面〈表面（縦
3cm×横10㎝）、裏面（縦10㎝×横10
㎝）〉
A版6号のラミネート加工したもの　
※作成は市が行います。
1枠（番号札250枚）
入札により決定（最低入札価格60万
円）
2月16日（月）～27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、市役所執務時間中に直接、
市民課（☎85－6143）へ　※3月 4日
（水）に入札を実施し、掲載者を選定

掲載期間▶
掲載場所▶

規　格▶

枠　数▶
掲載料▶

申し込み▶

広告取扱業者募集(市民課の番号表示画面）

①広告主の募集と広告データの作成
②広告主登録申請書の提出など
4月1日（水）～平成22年3月31日（水）
1回15秒（1日に45回以上の掲載を保
証）
市民課受付窓口前の番号表示画面（65
インチプラズマディスプレイ）
○HTML形式で、解像度1024ピクセ
ル×768ピクセル○画面余白は上下左
右0ピクセルに設定し、スクロール
バーは表示しないように設定○画像
のフォーマットはJPGかGIF
2月16日（月）～3月19日（木）に、申請
書（市ホームページに用意）に必要事
項を記入して、実績報告書を添えて
市役所執務時間中に直接、市民課（☎
85－6143）へ

業　務▶

取扱期間▶
掲載時間▶

掲載場所▶

規　格▶

申し込み▶

7月1日（水）から提供枚数がなくなる
まで
市民課と出張所で転入届をした人へ
配布する案内などを入れるための手
提げ袋の両面（表面、裏面とも全体の
約7割）
指定の配布物（約400g）の持ち運びに
十分な大きさ（幅320㎜、高さ340㎜、
マチ80㎜）と強度をもつもの　※大き
さは下限
1万枚（2回に分けて納品）

提供期間▶

掲載場所▶

規　格▶

数　量▶
申し込み▶2月16日（月）～3月13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、執務時間中に直接市民
課（☎85－6143）へ　※3月17日（火）に
入札を実施し、提供者を選定
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していますしています
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高齢者福祉サービスガイド
おおむね5月～平成22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18日（水）～3月18日（水）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、執務時間中に
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▶

1号車…4月1日（水）～6月30日（火）、2
号車…4月1日（水）～平成22年3月31日
（水）　※3か月を単位として複数月の
申し込み可
①車体両側側面（1号車・2号車）②車
内（1号車）
①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1.1m②運転席後ろの
掲示板（縦50㎝×横45㎝）
①左側2枠、右側1枠、計3枠②1枠
①1号車…1枠月額4000円、2号車… 1
枠月額3000円②月額2000円
2月27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、市役所執務時
間中に直接、高齢福祉課（☎85－
6184）へ　※応募者多数の場合は、審
査後、抽選により決定

掲載期間▶

掲載場所▶

規　格▶

枠　数▶
掲載料▶

申し込み▶

福祉の里バス
おおむね5月～平成22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18日（水）～3月18日（水）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、執務
時間中に障がい福祉課（☎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

3か月を単位として1年以内
市が保有する清掃車両（燃やせるごみ
の収集車）の架装部両側側面
ラッピングフィルム（はく離可能なも
の） 〈縦0.9m×横1.4m以内〉
1台2枠
8台（先着順）
1台月額8000円　※広告の作成経費、
車体への貼り付け、撤去費用は広告
主の負担
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、
執務時間中に直接、清掃事業所（☎84
－3211）へ

掲載期間▶
掲載場所▶

規　格▶

枠　数▶
台　数▶
掲載料▶

申し込み▶

清掃車両(パッカー車) 
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国民健康保険事業の現状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、他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。

○重複診療はやめましょう
　1つの病気で病院を転々としたり、必要以上の薬を求めたりするのはやめましょう。医療費の無駄遣いに
　なるだけでなく、かえって体に悪い場合もあります。
○早期発見・早期治療に努めましょう　
　体調の変化に気付いたら、早めに受診するようにしましょう。通院や入院の期間が短くなり、体の負担が
　軽くなります。
○自分自身で健康管理をしましょう
　毎日規則正しい生活をし、食事や睡眠、適度な運動に心掛け、病気を予防することが何よりも大切です。

健康増進のために

総収入額
257億9985万円

平成19年度 市の国保会計の決算額

28億6604万8000円の赤字

医療費

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

173億8978万3000円

50億2350万7000円

14億8979万円

18億4180万2000円

1億5332万円

27億6769万6000円

保険税

　(内介護分

国・県の補助金

療養給付費交付金

繰入金

そのほか

97億1799万1000円

5億779万6000円)

61億2723万5000円

58億5190万6000円

19億2137万8000円

21億8134万円

総支出額 
286億6589万8000円

問い合わせ▶国保年金課（☎85－6158）

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。
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都市生活型公害の防止 地球環境の保全

Vol.10
最終回

まとめ

　わたしたちには、健全で恵み豊かな
環境を維持しつつ、地球温暖化をはじ
めとする環境問題の解決を図り、持続
可能な社会を構築していくことが求め
られています。
　このため、この条例に盛り込まれて
いることなどを手掛かりとして、日常
生活や事業活動でのあらゆる機会を通
じて、自ら進んで環境にやさしい活動
や取り組みを行っていくことが大切で
す。まずは、自分にできることから始
めましょう。

○冷暖房は適度な温度設定を心掛け
　ましょう。
○できるだけ公共交通機関や自転車
　を利用しましょう。
○電気やガスなどの節約を心掛け、
　エネルギーの有効利用を図りまし
　ょう。
○風呂の残り湯を洗濯などに使いま
　しょう。

取り組み例

　生活排水対策や生活騒音の低減を図
るなど、市民の皆さんが、自ら都市生
活型公害を生じさせないように努めま
しょう。

事業所などにおける公害の防止

　公害の発生を防止するには、環境へ
の負荷を低減し、公害を未然に防止す
るための取り組みを実践していくこと
が大切です。
　周辺環境に配慮した事業活動を行い
ましょう。

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）、環境保全課（☎85－6217）

これまで、1年にわたって生活環境の保全に
関する条例についてお知らせしてきました。
この条例は大きく3つの柱から構成されてい
ます。それぞれの柱について留意し、市民・
事業者・市が協働して、良好な生活環境を
保全していきましょう。
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　バリアフリーについての意識や知識の向上を
目的として、柏原小学校で中部運輸局愛知運輸
支局の主催でバリアフリー教室が行われまし
た。児童たちはボランティアの皆さんの指導の
下、車いすで坂や段差のあるコースを行き来し
たり、アイマスクを着用して階段の上り下りを
したりするなど、障がい者の疑似体験と介助体
験をしました。

1/16
㊎

体験を通じてバリアフリー
について考えました
（柏原小学校）

　新春を飾るスポーツの祭典であるこの大会には、
全国から集まった約5700人のランナーたちが参加
し、10㎞競技、3㎞競技、3㎞ジョギングのそれぞれ
の部で力走しました。
　当日は格別の寒さで雪もちらつきましたが、参加
した皆さんは息をはずませながら、スポーツの楽し
さを満喫し、沿道からはたくさんの観客が熱いエー
ルを送っていました。

1/11
㊐

新春春日井マラソン大会が
行われました
（総合体育館）
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1/15
㊍

まちの感心な広報当番さん
（如意申町）

　松山小学校６年生の中村充希さんは、３年
前にお父さんが町内の広報当番になったとき
から広報配付の手伝いをするようになりまし
た。今も授業の後や土・日曜日に、町内の広
報当番の人に協力して各世帯に広報を届けて
いて、町内の皆さんから感謝されています。「寒
い日に配るのは大変です」と言いつつも、この
日も広報と「元気」を届けていました。

※この記事は、町内の人からの情報により掲
載しました。

1/22
㊍

文化財を火事から守りましょう
（密蔵院）

　文化財を火災の被害から守ることを目的に、
1月26日の「文化財防火デー」に先駆けて文化財
防火訓練が行われました。
　消防職員・地元の消防団員による多宝塔への

放水訓練やいずみ幼稚園・神領保育園の園児と文化
財ボランティアなどによる初期消火訓練の後、園児
たちが「よいこの防火の誓い」を斉唱しました。参加
者は、防火の大切さをさらに認識していました。

　柏井保育園の園児たちが、正月にもらったお年玉の一部を
飢えなどで苦しむ世界の子どもたちのための募金に協力しま
した。この日、会場に訪れたのは年長児36人。それぞれ手に
した募金袋を募金箱に入れ、本間副市長からお礼の言葉とと
もに「やさしさをありがとう」のカードを受け取り、うれしそ
うにしていました。

1/23
㊎ お年玉を世界の子どもたち

のために
（レディヤンかすがい）
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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、｢住宅防火いのちをまも
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(☎85－6384)

3月1日～8日は女性の健康週間
　女性が生涯を通じて、健康で明るく充実した日
々を自立して過ごせるよう、この機会に自分の健
康を確認しましょう
レッツ！健康チェック
と き▶ 3月1日(日)午前10時～午後3時(受け付け

は2時30分まで)
ところ▶ ザ・モール春日井(六軒屋町)
内 容▶ 血管年齢測定、骨密度測定、ボイスチェ

ック(声紋の動きでストレス度などを測
定)などの健康チェックとがんや生活習
慣病予防の豆知識の紹介

対 象▶ 18歳以上の人　※男性も可
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6172)

高座山を｢喫煙・たき火禁止区域｣に指定
　高座山は、春先に入山者の
たばこの投げ捨てなどによる
山火事が発生しています。消
火困難な地域であることか
ら、いったん火災が発生する
と、延焼拡大が予想されます。
そこで、過去の火災発生状況
から、空気が乾燥しやすい時季に合わせて、3月1
日(日)から5月31日(日)まで規制を行います。
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6384)

環境審議会の公開
と き▶ 3月10日(火)午後3時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 2月24日(火)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

3月の献血
とき ところ

14(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店
24(火)9：30～ 16：00 市役所

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▶ 生活医療課(☎85－6191)か県赤十字血液
センター (☎0561－84－1131)

民俗企画展｢春日井に鉄道がやってきた｣
と き▶ 2月17日(火) ～ 27日

(金)午前9時～午後5
時〈21日(土)は休み。
水曜日は午後7時ま
で、最終日は午後3
時まで〉

ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 春日井を通る中央本

線敷設の歴史を鉄道
模型・明治時代の新
聞資料・実物資料・
写真などにより展示紹介

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

館蔵品展｢書表現の工夫 散らし書きの妙｣
と き▶ 2月17日(火) ～ 4月26日(日)午前9時～午後

4時30分
内 容▶ 村瀬太乙、尾上紫舟、鈴木梅渓、日比野

五鳳らの、文字の配置などに工夫を凝ら
し、美しく散らし書きされた作品30点を
展示

費 用▶ 観覧料一般100円、大学・高校生50円
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

映画会
と き▶ 2月22日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢ダンボ｣
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 3月1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)
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公民館まつり
中央公民館まつり
月 日▶ 2月22日(日) ～ 3月1日(日)
内 容▶ ○芸能発表会…22日(日)午前10時～午後

2時○作品展示…24日(火) ～ 1日(日)〈最
終日は正午まで〉

ところ・問い合わせ▶中央公民館(☎33－1111)
鷹来公民館まつり
月 日▶ 3月8日(日) ～ 15日(日)
内 容▶ ○芸能・体育発表会…8日(日)午前9時30

分～午後3時○作品展示…10日(火) ～ 15
日(日)〈最終日は午後2時まで〉

ところ・問い合わせ▶鷹来公民館(☎84－7071)

郷土館茶会｢やよい｣
と き▶ 3月1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)
協 力▶ 市茶道連盟協会

アニメひろば
と き▶ 3月1日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ ｢アンパンマンとタイヤキごう｣｢ボンゴ｣
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)

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)

13(金)・27(金)11：00～

図書館

4(水)11：00～、7(土)・14(土)
・21(土)・28(土)15：00～、
11(水)・18(水)・25(水)15：30
～

東部市民センター 6(金)・13(金)・20(祝)・27(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 14(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 14(土)14：00～
南部ふれあいセンター 18(水)15：30～
西部ふれあいセンター 14(土)11：00～
知多公民館 4(水)15：30～
鷹来公民館 休み
坂下公民館 7(土)14：00
中央公民館 14(土)11：00～
グリーンパレス春日井 21(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

ひな祭り会
と き▶ 3月1日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ 大型紙芝居や絵巻など
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)
出 演▶ かえるの子

ミニコンサート
と き▶ 3月1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)

グリーンピア篠笛コンサート
と き▶ 3月8日(日)午後2時～ 3時
出 演▶ 篠笛アンサンブル｢風(ふう)の会｣
曲 目▶ ｢竹田の子守唄｣｢ゆりかご｣｢崖の上のポ

ニョ ｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

マナカナ トーク＆ライブ｢ふたりうた｣
と き▶ 5月9日(土)午後2時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ ＮＨＫ朝の連続テレビ小説｢だんだん｣の

ヒロインを演じる三倉茉奈・佳奈による
懐メロコンサート

曲 目▶ ｢赤いスイートピー｣｢恋のバカンス｣｢Ｍ｣
など

入場料▶ 一般3500円、ペア券6000円(全席指定、
未就学児不可)

入場券▶ 2月21日(土)から、文化フォーラム春日井
・文化情報プラザ、チケットぴあで販売

 ※かすがい市民文化財団では、代金引換
サービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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環境美化指導員
期 間▶ ○前期(4月～ 9月)○後期(10月～平成22年

3月)
内 容▶ ごみの分別、排出などの指導や啓発、市

内の公園や道路などに散乱している空き
缶などのごみや犬のふんなどの回収

対象・人員▶ 市内在住で、普通自動車運転免許証があ
る人・各4人

勤 務▶ 平日の午前9時～午後4時(週2日～ 3日程
度)

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27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

アトリウムの祭典｢アトの祭り｣出演団体
と き▶ 夏…6月20日(土) ～ 21日(日)、秋…9月12

日(土) ～ 13日(日)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 市内外で活動する音楽団体の発表会
費 用▶ 運営協力費(1団体)5000円
ところ・申し込み▶2月19日(木)までに、所定の用

紙(文化フォーラム春日井・文化情報プ
ラザ、市民会館、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、
各公民館などに用意)に記入して、かす
がい市民文化財団へファクス(ＦＡＸ82
－0213)し、2月26日(木)午後7時から文化
フォーラム春日井で抽選会に参加

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

坂下公民館　☎88－5555
人気の和菓子｢いちご大福｣
と き▶ 3月27日(金)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 渡辺平八郎
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費600円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴
申し込み▶ 2月28日(土)〈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

西部ふれあいセンター　☎33－0808
旅の楽しさ倍増！講座・台湾編～大人気の台湾の
点心を作りながら、簡単な言葉を学んだり、おす
すめスポットや本場の話を聞いたりする
と き▶ 3月13日(金)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 曲愛弟
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・32人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費1000円
持ち物▶ エプロン、ふきん
申し込み▶ 2月18日(水)から、電話で

中央公民館　☎33－1111
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布ぞう
りを編む
と き▶ 3月4日(水)・11日(水)〈2回〉①午前9時30

分～ 11時30分②午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各8人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料500円、材料費150円
持ち物▶ 5cm×130cmの布30枚、裁縫用具、はさ

み
申し込み▶ 2月22日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名(①②の別も)、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

文化財課　☎33－1113
親子教室 ｢お手玉を作って、遊ぼう｣
と き▶ 3月14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

(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ 裁縫用具
申し込み▶ 3月6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
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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15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25日(水)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(超えた

ときは抽選)
持ち物▶ 軽作業ができる服装、長靴、弁当、水筒、

帽子、軍手(ある人のみ)
 
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(5月は第2・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(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料3500円
 
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～ 12月の第1日曜日〈5月は6日(休)に

実施、9月を除く8回〉午前9時30分～正午
講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円、教材費8000円
 
草木染教室～草木染の基礎を学ぶ
と き▶ 4月～平成22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(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費(半期分)8500円
 
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22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(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費(半期分)1万5000円
 
デジタルカメラ写真教室
と き▶ 4月～平成22年3月の第4金曜日(12回)午

前9時30分～正午
講 師▶ 垣内博
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円

持ち物▶ デジタルカメラ

申し込み▶ ｢園芸教室｣は2月19日(木)から電話で、そ
れ以外は2月28日(土)〈必着〉までに、往
復はがき(1人1枚)に教室名、住所、氏名(ふ
りがな)、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

落合公園管理棟　☎56－0414
盆栽講習会～植え替えの基礎を学ぶ
と き▶ 3月21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・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料350円
申し込み▶ 2月28日(土)〈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
東野町落合池1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
貼り絵教室～余り布で野菜や魚、おひなさまの張
り絵を作る
と き▶ 3月4日(水)・18日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 谷口春美
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500円
持ち物▶ はさみ、のり
申し込み▶ 2月18日(水)から、電話で

消防本部　☎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(火)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19日(木)から、電話で

かすがい健康プラン21

喫煙が体に
及ぼす影響に
ついて知りましょう
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健康推進課　☎85－6170
カミカミ健康教室～赤ちゃんの健康と離乳食につ
いて学ぶ
と き▶ 3月3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20年5月～ 6月生まれの

乳児(第1子)とその保護者・45組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳、子ども用歯ブラシ
 
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4日(水)②3月11日(水)③3月18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・30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳(①のみ歯ブラシ、手鏡、

タオル)
 
モグモグ健康教室～赤ちゃんの健康と離乳食につ
いて学ぶ
とき・ところ▶3月5日(木)午前10時～ 11時30分・

保健センター、3月17日(火)午前10時～
11時30分・西部ふれあいセンター

対象・定員▶ 市内在住の平成20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)

 
日曜パパママ教室～保健師による保健指導・もく
浴指導
と き▶ 3月15日(日)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の初妊婦とその夫・30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
 
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 3月18日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
講 師▶ 市栄養士
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1～ 5歳の子どもが

いる保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
 
申し込み▶ ｢カミカミ健康教室｣は2月19日(木)から、

｢モグモグ健康教室｣は2月20日(金)から、
｢食育のすすめ教室｣は2月23日(月)から、
｢日曜パパママ教室｣は2月24日(火)から
電話で　※｢パパママ教室｣は常時受け付
け

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
認知症予防教室～今からでもできる認知症予防
と き▶ 2月25日(水)午前10時30分～正午
ところ▶ 中切町公民館
講 師▶ 理学療法士・張本浩平
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 第三介護地域包括支援センター (☎56－

8611)へ
 
太極拳で心も体もリフレッシュしましょう
と き▶ 2月25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▶ 伊藤行美
定 員▶ 30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
 
口腔(こうくう)ケア教室「歯ッピーエイジング！」
と き▶ 2月26日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 歯科医師・長谷川泰夫
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 社会福祉協議会地域包括支援センター

(☎87－5377)へ
 
体を動かして寒い冬をのり越えよう！～かすがい
いきいき体操と太極拳でほかほか
と き▶ 2月26日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 地域包括支援センター春緑苑職員
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 3月3日(火) ～ 7日(土)午前8時30分～午後

5時
登録される人▶平成元年3月2日までに生まれ、平

成20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21年3月1日
登録日▶ 平成21年3月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)
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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3月中にそれぞれの届け出先で
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)

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2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。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22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)

20日 ( 祝 ) は一部を除き休みます。

月の生活相談3
この情報は毎月15日号で掲載しています。

いじめ・不登校相談
とき ところ 電話

月～金曜日9：00～ 12：00
13：00～ 16：00 中央公民館 34－8400

介護相談
とき ところ

16(月)　13：30～ 15：30
(要予約、当日予約可) 市役所相談室105

申し込み▶ 介護保険課(☎85－6182)へ

総合健康相談
とき ところ

4(水)・18(水)　
10：00～ 12：00 保健センター

9(月)・23(月)
9：00～ 17：00 健康推進課

内 容▶ 保健師や栄養士による高血圧、糖尿病な
どの生活習慣病を含む体や心の健康など
の相談

持ち物▶ 健康手帳(持っている人)
申し込み▶ 健康推進課(☎85－6172)へ　※電話相談

は、健康推進課で市役所執務時間中に対
応

レディヤンかすがい相談室
曜日 時間 電話

女性の悩み相談(家庭の
もめごとや結婚・離婚、
家族や職場の人間関係、
ドメスティック・バイオ
レンス、性別による差別
的扱い、セクシュアルハ
ラスメント、不安や悩み
　など)

火曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－7871
水～金曜日 13：00～

16：30
第2・4土曜
日

10：00～
12：00

女性のための法律相談
(面接のみ、予約制)

第1・3土曜
日

10：00～
12：00

85－4188
(予約
9：00～
17：00)

若者就業支援相談(職業
適性診断、就職支援など)
〈予約制〉

第1木曜日 13：00～
16：00

85－4401
(予約　
85－4188
9：00～
17：00)

※31日(火)の女性の悩み相談は休み。若者就業支
援相談の予約は相談日の2日前まで、開催日以外
の木曜日に2人以上の申し込みがあった場合は実
施

心の健康福祉相談(面接のみ、予約制)
とき ところ 電話

第4水・木曜日　
14：00～ 16：00 障がい福祉課 85－6186

内 容▶ 水曜日は精神科医、木曜日は臨床心理士
による個別相談
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外国人相談
日・
曜日 時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語 4(水)

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

市役所相談
室105

85－6579
(相談日のみ)

中国語 11(水)
スペイン語 18(水)
ポルトガル語 25(水)
英語
フィリピノ語 1(日)

国際交流ル
ーム(ささ
え愛センタ
ー内)

85－6606
(要予約)

英語
スペイン語 8(日)

中国語 15(日)
英語
ポルトガル語 22(日)

全言語 29(日)

育児相談
とき ところ 電話

月～金曜日
9：00～ 16：00

子育て支援センタ
ー 85－8824

神屋子育て支援セ
ンター 88－8333

火～日曜日
9：00～ 19：00

かすがいげんきっ
子センター 35－3192

月～金曜日
9：30～ 16：00 全公私立保育園 各保育園

水曜日(電話のみ)
9：00～ 16：00 児童センター 87－6866

※公私立保育園のところ・電話は保育課(☎85－
6205)で確認してください。

年金相談
とき ところ 電話

第1・3水曜日　
10：00～ 12：15、13：00
～ 16：00

東部市民センター 92－8511

月～金曜日
9：00～ 17：00 国保年金課 85－6160

※国保年金課の窓口では社会保険事務所への年金
記録照会の取り次ぎ、記録確認を実施中

ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)相談
とき ところ 電話

月～金曜日　9：00～12：00、
13：00～16：00

市民活動推進課
男女共同参画室 85－6296

オンラインＤＶほっと相談も行っています。
ホームページ　http://www.soudan－kasugai.jp/
※返信は月～金曜日の午前8時30分～午後5時

民生相談
曜日 時間 電話

家 庭 児 童 火～土曜日

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

84－4600

母 子 就 業 第1・3金曜
日

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－6208

内 職 火曜日 10：00～
12：00、
13：00～
15：00

84－4612
心 配 ご と 火曜日

84－4611こ と ぶ き 結 婚(40
歳 以 上 の 人 の み) 水曜日

あゆみ(知的障がい児
・面接のみ、予約制)

第2・4水曜
日

10：00～
12：00

88－0811
(春日台養
護学校)

ふ れ あ い カ ウ ン セ
リ ン グ(電 話 の み) 金曜日

10：00～
15：00 84－4611

身 体 障 が い 者 水曜日 13：00～
16：00 84－4612

ところ▶ 総合福祉センター (☎84－3611)

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 2(月)・16(月)

10：00～
12：00、
13：00～
16：00

消 費 生 活 月～金曜日

10：00～
12：00
13：00～
15：00

行 政 10(火)・24(火)

13：00～
16：00

法律(面 接のみ、予約制) 水・金曜日・8(日)
な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 4(水)
登 記(面 接のみ、予約制) 13(金)
不 動 産 取 引 27(金)
建 築 火曜日
多重債務(面接のみ、予約制) 19(木)・22(日)

※8日(日)午後1時～ 4時は消費生活相談を実施
ところ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)　※多重

債務相談は鳥居松ふれあいセンター

ささえ愛センター相談
日・曜日 時間 電話

ＮＰＯあれこれ相談(予
約不要) 11(水) 17：00～

21：00 56－1943
ＮＰＯ相談(予約制) 28(土) 10：00～

12：00、
13：00～
16：00

ボランティア相談(予約
不要) 火～金曜日 84－3600
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母乳相談
日・曜日 ところ 時間

2(月)・16(月) 健康管理センター 10：00～
11：006(金)・24(火) 保健センター

内 容▶ 助産師による母乳相談(要予約)
対象・定員▶ 市内在住の人・各4人
持ち物▶ 母子健康手帳、タオル
申し込み▶ 健康推進課(☎85－6170)へ　

1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

12(木)・26(木) 健康管理センター 10：00～
11：0019(木) 保健センター

内 容▶ 身体計測、健康・育児相談(予約不要)　
※卒乳指導があります。

対 象▶ 市内在住の平成20年3月生まれの子ども
持ち物▶ 母子健康手帳
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6170)

青少年の相談
とき 電話

青少年の悩み相談・心の電
話かすがい(電話のみ)

月～土曜日
15：00～ 19：00 82－7830

青少年の悩み相談・青少年
Ｅメール相談(Ｅメールの
み)

24時間受け付け 下記相談
先へ

少年相談(少年の非行化など
の問題)

月～金曜日
 9：00～ 12：00、
13：00～ 16：00

81－2288
(少年セ
ンター )

少年サポートセンター春日
井(少年非行などの悩み)
〈面接は予約制〉

月～金曜日
 9：30～ 16：00

56－7910
(市役所
南館2階)

青少年Ｅメール相談先▶ホームページ　http://
www.sei.city.kasugai.aichi.jp/pc.html　
※返信は月～土曜日の午後3時～ 7時(3日
以上かかることもあり)

生涯学習相談
とき ところ 電話

月～金曜日
9：00～ 16：00

生涯学習スポーツ
課 85－6448

児童虐待防止相談・母子自立相談
とき ところ 電話

月～金曜日　8：30～17：00 子ども政策課 85－6208

※緊急連絡は、☎85－6487(児童虐待防止ホット
ライン・24時間受け付け)へ

乳幼児健康・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

6(金) 保健センター 10：00～
11：0013(金) 健康管理センター

内 容▶ 健康・育児・歯科相談(要予約)、身体計
測

対象・定員▶ 市内在住の人で、乳幼児健康相談・各16
人、歯っぴー歯科相談・各32人

持ち物▶ 母子健康手帳　※歯科相談は、歯ブラシ、
コップ、タオル

申し込み▶ 健康推進課(☎85－6170)へ　※身体計測
のみの人は予約不要、電話相談は随時受
け付け

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

5(木)・19(木)
10：00～ 16：00 高齢者などの居宅

申し込み▶ 相談日の1週間前までに、介護保険課(☎
85－6182)へ

3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(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 19(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

血液検査(エイズ、肝炎検
査など)

毎週火曜日(祝日を除く)　9：30
～11：00

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

問い合わせ▶ 県春日井保健所(柏井町2、☎31－2188)
 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/

iryofukushi/kasugai－hc/

3月の認定産業医による健康相談
とき ところ

15(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
24(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)　※精神科医による｢心の健康｣
電話相談にも随時対応
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春日井市子ども会育成連絡協議会結成45周年
記念講演会
とき▶2月22日（日）午後1時30分～ 4時（1時開場）
ところ▶東部市民センターホール　内容▶子ど
も会の活動事例発表、講演「地域の教育力と子
ども会の役割」茨城大学生涯学習教育研究セン
ター准教授・長谷川幸介　定員▶400人（先着順）
問い合わせ▶岩田（☎090－3300－8995）

創立35周年記念 春日井さくら太鼓発表会
とき▶3月1日（日）午後1時～ 4時30分（0時30分
開場）　ところ▶市民会館　内容▶和太鼓演奏
の発表会　※ゲスト…志多らほか　定員▶1000
人（先着順）　問い合わせ▶春日井さくら太鼓・
柴田（☎090－8076－4717）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン （☎85－6073）
2／17(火)～22(日) 写真作品展 Photo Friends “PLATZ”
2／24(火)～3／1(日) 母娘3人展 母娘3人会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079） 2／17(火)～3／1(日) 春日井写団ハッピネス作品
展 春日井写団ハッピネス

坂下公民館 （☎88－5555） 2／19(木)～28(土) 市民講座「日本画をはじめ
よう」作品展 市民講座受講者

グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 （☎92－8711）

2／20(金)～22(日) 雪割草と梅花展 春日井山草会
2／25(水)～3／1(日) デコパージュ展 ねむの花工房

落合公園管理棟 （☎56－0414） 2／25(水)～3／3(火) 植物画展 植物画同好会「美咲会」
高蔵寺ふれあいセンター （☎51－0002） 2／26(木)～3／10(火) 水彩画作品展 ふれあい水彩画同好会

ふるさとの歴史コーナー企画展
春日井の近代化遺産その3
と き▶ 2月28日(土) ～ 3月27日(金)
ところ▶ ルネック
内 容▶ 旧陸軍軍需工場関連施設、庄内川のアー

チ橋、神屋｢水利民生｣施設などを写真な
どで紹介

問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)
協 力▶ 市文化財友の会

神経系難病患者・家族教室
と き▶ 3月6日(金)午後2時～ 3時15分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ 患者・家族交流会｢同じ病状の人たちと

話しましょう｣
対象・定員▶ パーキンソン病や脊髄(せきずい)小脳変

性症などの神経系難病患者とその家族・
30人(先着順)

申し込み▶ 2月18日(水) ～ 3月2日(月)に、県春日井保
健所(☎31－2188)へ

小規模特別養護老人ホームの入居者募集
施設名▶ 小規模特別養護老人ホーム「あいあいの

郷」(松本町)
開設日▶ 7月1日(水)〈予定〉
対象・定員▶ 市内在住で、介護保険の要介護認定が要

介護1以上の人・29人
申し込み▶ 3月1日(日)から電話で、社会福祉法人成

祥福祉会｢岩崎あいの郷」内「あいあいの
郷｣開設準備室(☎75－2700)へ　※要電
話予約、郵便による申し込みなどは不可

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/fukushi/kourei/aiainosato.html

火のしまつ
君がしなくて
誰がする
平成20年度　全国統一防火標語



料金（１日券）▶

運行時間▶

運行ルート▶

午前9時～午後7時（約
40分間隔）
西友勝川店から勝川
駅、勝川駅前通商店街、
味美駅、味美商店街な
ど9㎞を約40分で1周
　　　大人（中学生以上）200円・小人（小
学生）100円

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

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

2／21

2／28

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

在宅緊急医
外科

内科・小児科・外科

内科・小児科

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎35－6877

☎85－0077

☎84－3060

☎91－3755

☎35－2203

☎87－4103

☎78－0001

☎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）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

あさひ病院（下原町）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

浅田レディースクリニック（松新町1）

神領マタニティ（堀ノ内町3）

桃花台レディスクリニック（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

2／15

2／22

3／1

土曜・祝休日を除く平日夜間の緊急医の診療は午後9時～11時30分です。

●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。

☎0180－995－999

火 災 情 報水 道 修 繕

市商店街連合会ホームページ
http://www.kasugai-shoren.org

市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6093）…1日、8日、22日、
29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） 
 …29日の午前9時～正午、午後1時～4時
※詳しくは問い合わせてください

●

●

3月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.21

勝川・味美ちょい乗りバス
「かっちぃ」運行中！
市商店街連合会では、勝川・味美方面を巡回
するコミュニティバス「かっちぃ」を運行して
います。商店街が中心となってバスを運行さ
せるという取り組みは全国でも珍しく、地域
活性化につなげることを目的にしています。
ぜひ利用してください。
また、市民サポーターや企業スポンサーも募
集していますので、協力をお願いします。

問い合わせ▶市商店街連合会（☎84－8848）、　
　　　　　　春日井商工会議所（☎81－4141）
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