
鷹来小学校では、児童が中心となったボランティア活動で、
世界で感染症に苦しむ子どもたちのために、ペットボトルの
キャップを集めました。児童たちの思いが込められたキャッ
プはＮＰＯ法人を通じてワクチンに換えられ、世界の子ども
たちに届けられます。
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4月から行政組織が変わります
平成21年度前期市民講座
Photo ホット ほっと
情報最前線
あなたの愛犬に登録と狂犬病予防注射を

各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など
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情報最前線
資源物の持ち去り行為を禁止しま
す、全国高等学校剣道選抜大会が
開催されます
　　　　　　　　　　　　　など



市の将来像、「人と地域が輝き、安全安心で躍動する都市」の実現に向け、
効果的で効率的な行財政運営を行うため、組織を見直しました。今号では課
名や主な事務などについてお知らせします。

から行政組織が変わります4月

市の組織と主な業務（平成21年4月1日）

※新たに設置か名称を変更した部・課、所管を見直した課と主な事務を赤文字で表示してあります。

財政部

財政全般、予算編成
公有財産の管理、入札の執行・契約、公共用地の
取得、広告制度
市（県）民税・法人市民税・軽自動車税・たばこ税、
所得証明、自動車臨時運行許可
固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、評価
証明
市税の収納、納税相談、滞納処分、納税証明

財政課（☎85－6607）
管財契約課（☎85－6086）

市民税課（☎85－6091）

資産税課（☎85－6101）

収納課（☎85－6111）

市民
生活部

区・町内会・自治会、多文化共生、国際交流ルー
ム運営
市民参画、市民活動の推進
男女共同参画の推進、女性施策の企画・調整
講座、集会室、相談

消費者対策、各種相談、市民交流（春日井まつり）
戸籍届、住民異動届、外国人登録、印鑑登録、戸籍・
住民票の証明、埋火葬の許可
戸籍届、住民異動届、印鑑登録、戸籍・住民票・
市税の証明、母子健康手帳の交付、埋火葬の許可、
市税の収納
戸籍届、住民異動届、印鑑登録、戸籍・住民票・
市税の証明、母子健康手帳の交付、埋火葬の許可、
市税の収納、講座、集会室、図書室、ホール、高
森山テニスコートの運営

市民活動推進課（☎85－6617）

　市民活動支援センター（☎85－6618）
男女共同参画課（☎85－6152）
　青少年女性センター（☎85－4188）
　勤労青少年ホーム（☎85－4188）
市民生活課（☎85－6616）
市民課(☎85－6136）

　坂下出張所（☎88－0024）

東部市民センター（☎92－8511）

市長・副市長の秘書、ほう賞・表彰、式典
施策の総合調整、政策研究、総合計画の検証
総合計画の策定、広域行政、姉妹都市交流、行政
改革、統計調査
市政の啓発、広報の発行、広聴活動、陳情・要望、
各種刊行物の頒布

企画
政策部

秘書課（☎85－6016）
政策推進課（☎85－6042）
企画課（☎85－6031）

広報広聴課（☎85－6036）

総務部

庁舎管理、入札参加業者の登録、組織管理、例規
審査、個人情報保護・情報公開、選挙
職員の人事管理、研修、給与、福利厚生
防災対策、安全なまちづくり事業
交通安全対策、自転車対策、かすがいシティバス
情報化の推進、電子計算機の管理・運用
建設工事の検査、公共工事の技術管理・コスト縮
減

総務課（☎85－6067）

人事課（☎85－6021）
市民安全課（☎85－6072）
交通対策課（☎85－6053）
情報システム課（☎85－6124）
技術管理課（☎85－6122）

部・室・局 課・出先機関・連絡先 主な事務
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文化課（☎85－6079）

　道風記念館（☎82－6110）
スポーツ課（☎84－7117）
 ［総合体育館内に設置］
生涯学習課（☎85－6447）
　味美ふれあいセンター（☎31－3522）

　高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）

　南部ふれあいセンター（☎85－7878）
　西部ふれあいセンター（☎33－0808）
　鳥居松ふれあいセンター（☎56－5451）
　中央公民館(☎33－1111）
　知多公民館（☎32－8988）
　鷹来公民館（☎84－7071）
　坂下公民館（☎88－5555）
　青年の家（☎88－0677）

文化施策の企画調整、文化の振興、文化団体、文
芸館、市民会館
書作品の展示・保存・収集
スポーツの普及・振興、体育施設の管理、学校体
育施設の開放、スポーツ団体育成指導
生涯学習の推進、社会教育・青少年教育の振興
戸籍届、住民異動届、印鑑登録、戸籍・住民票・
市税の証明、母子健康手帳の交付、埋火葬の許可、
市税の収納、講座、集会室、図書室
講座、集会室、図書室、サービスコーナー（戸籍・
住民票・印鑑登録・市税の証明）
集会室
公民館事業、講座、公民館活動の推進

公民館事業、講座、公民館活動の推進、サービス
コーナー（戸籍・住民票・印鑑登録・市税の証明）
ホール、研修室（音楽・芸能の練習、研修）

文化
スポーツ部

部・室・局 課・出先機関・連絡先 主な事務

健康の増進、食育の推進、予防接種、感染症、救
急医療対策、地域医療、成人保健、歯科衛生
高齢者福祉、地域福祉、民生委員・児童委員、養
護老人ホーム、老人クラブ、老人憩いの家、ふれ
あいの家
介護保険、介護予防、地域包括支援センター、要
援護高齢者の福祉、介護サービスセンター
障がい者手帳、障がい者手当、障がい福祉サービス、
地域生活支援事業、自立支援医療
生活保護、戦傷病者・遺族の援護
国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療（子ど
も医療など）、国民年金

健康福祉部

健康増進課（☎85－6166）

高齢福祉課（☎85－6176）

介護保険課（☎85－6182）

障がい福祉課（☎85－6186）

生活援護課（☎85－6192）
保険医療年金課（☎85－6156）

次世代育成支援、児童手当、児童虐待防止、母子・
寡婦福祉、青少年健全育成（少年センターを廃止し、
業務を統合）、母子保健　
児童館、一時保育、子育て支援、ファミリー・サポー
ト・センター
児童館、交通安全の啓発活動
保育園の入園、保育サービス、保育園整備、子育
て支援センター

青少年
子ども部

子ども政策課（☎85－6201）

　子育て子育ち総合支援館（☎35－3501）
　
　交通児童遊園(☎81－1301）
保育課（☎85－6202）

　保育園29園

環境政策課（☎85－6216）

環境保全課（☎85－6217）

ごみ減量推進課（☎85－6221）

　清掃事業所（☎84－3211）
　クリーンセンター（☎88－0247）

　衛生プラント（☎31－6008）

環境基本計画の推進、地球温暖化対策機器の補助、
環境啓発、環境保全にかかる事前協議、空港周辺
対策、民家防音事業
大気・水質の環境監視、公害苦情相談、合併処理
浄化槽補助、犬の登録、自然環境の保全、環境分
析センター
ごみ減量対策、資源再利用、資源回収団体・生ご
み処理機購入の助成、ごみ処理施設整備
ごみ・粗大ごみ・し尿の収集、不法投棄対策
ごみの焼却・破砕・埋立処分、啓発（エコメッセ
春日井）
し尿・浄化槽汚泥の処理

環境部
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水道・下水道事業の計画・経理
水処理・汚泥処理、水質試験

給水装置・排水設備設置の申し込み、指定給水装
置工事事業者の指導監督、下水道普及
水道の開栓・閉栓、水道料金・下水道使用料、検針
水道施設の改良工事、水道管の維持管理
水道施設の維持管理、水道水の水質検査
下水道の建設・維持管理

上下水道部

診療科目…内科・精神科・神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・小児科・外科・整形外科・
形成外科・脳神経外科 ・呼吸器外科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・
耳鼻いんこう科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科・歯科口腔外科
救急部・中央手術部・集中治療部・日帰り手術センター・透析センター・血管内治療センター・
化学療法センター・がん相談支援センター・医療情報センター・薬剤部・病態統御センター（臨
床検査部・病理部）・技術部・医療連携室

病院安全
推進室

企画経営課（☎85－6406）
　高蔵寺浄化センター (☎51－1337）
　勝西浄化センター (☎33－0980）
　南部浄化センター (☎36－1190）
業務課（☎85－6346）

　［水道・お客様窓口　☎85－6411～14］
水道工務課（☎85－6416）
配水管理事務所（☎81－7157）
下水建設課(☎85－6356）

患者・妊産婦の看護・診療介助
経営、経理、物品調達、施設管理
医療事務、医療情報システムの運用
市民病院の医療安全、施設安全

管理課
医事課

市民病院 （☎57－0057）

医務局

看護局

事務局

市道の建設・維持管理、交通安全施設整備、道路
占用申請
公園・緑地の建設・維持管理、緑化推進、公園占
用申請
潮見坂平和公園（墓園）の管理・運営
河川・排水路の建設・維持管理、河川等占用申請、
水防・砂防
市営住宅、公共建築工事の設計・監督、公共施設
の保全

建設部

道路課（☎85－6272）

公園緑地課（☎85－6281）

　潮見坂平和公園管理事務所（☎84－4444）
河川排水課（☎85－6361）

住宅施設課（☎85－6294）

勝川駅前地下駐車場・勝川駅南口立体駐車場・コ
ミュニティ住宅・勝川駅前公営施設の管理、商店
街近代化事業
勝川駅南口周辺土地区画整理事業、ＪＲ中央本線
連続立体交差事業

勝川地区
総合整備室

管理指導課（☎85－6636）

事業課（☎85－6646）

商工・労働施策の総合調整、労働対策、中小企業
融資、観光
商工業の振興施策の企画・推進、企業誘致・企業
育成、産学官連携
農業振興、土地改良事業、農業委員会

産業部

経済振興課（☎85－6246）

企業活動支援課（☎85－6247）

農政課（☎85－6236）

都市計画、都市景観、屋外広告物、地価公示、町名・
町界、駐車場に関する届出
都市交流拠点の企画・整備
土地区画整理事業の支援、組合土地区画整理事業
の認可・業務指導、松河戸土地区画整理事業
建築確認申請、開発行為許可申請、宅地造成工事
許可申請、住宅の耐震診断・相談

まちづくり
推進部

都市政策課（☎85－6264）

都市拠点整備課（☎85－6234）
都市整備課（☎85－6306）

建築指導課（☎85－6324）

部・室・局 課・出先機関・連絡先 主な事務
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　庁舎内の部・課の移動作業を３月２８日（土）～２９日（日）に行うため、３月３０日（月）から新しい部・課の配置
で業務を行います。

○３月２９日の日曜日の市役所業務は通常どおり（市民課業務、市民税課での証明書発行業務は午前８時３０　
分～正午、午後１時～５時、収納課での納付・納税相談は午前 9時～正午、午後 1時～4時）行います。
○スポーツ課は、3月31日（火）に総合体育館内に設置します。

お願い

そのほかのお知らせ

庁舎内配置は3月30日（月）から変わります！

議会に関する事務議会事務局 議事課（☎85－6492）

監査に関する事務監査事務局（☎85－6459）  （監査課を廃止）

消防機器の整備、消防水利、消防団、自治消防団、
自主防災組織
火災予防、防火管理、防火対象物の調査・指導、
危険物の規制・管理
消防通信、出動指令
災害防ぎょ、救急・救助、火災調査
災害防ぎょ、救急・救助
災害防ぎょ、救急

消防総務課（☎85－6376）

予防課（☎85－6383）

通信指令室（☎85－6391）
消防署（☎81－2219）
　東出張所（☎92－6251）
　西出張所（☎31－4270）
　南出張所（☎83－9119）
　北出張所（☎32－3111）
　高蔵寺出張所（☎51－1515）

教育総務課（☎85－6436）
　小学校（39校）
　中学校（15校）
学校教育課（☎85－6442）

　教育研究所（☎33－1114）
野外教育センター（☎92－8211）
　［少年自然の家（☎92－8211）］
　［都市緑化植物園（☎92－8711）］
文化財課（☎33－1113）
図書館（☎85－6800）
学校給食センター（☎32－9400）
　藤山台調理場（☎91－3004）
　前並調理場（☎32－4227）
　稲口調理場（☎33－0138）
　白山調理場（☎51－6700）

学校施設の建設・維持管理、私立幼稚園就園奨励費

児童生徒の入学・転入学、就学援助、学校保健、
通学区域
教職員研修、教育相談
少年自然の家・都市緑化植物園の管理・運営

文化財の保護・保存、文化財の調査・研究・啓発
図書の貸出、図書館資料の収集整理
学校給食の管理・運営
学校給食の調理

部・室・局 課・出先機関・連絡先 主な事務
公金の出納・保管会計課（☎85－6471）会計管理者

消防本部

教育委員会
事務局
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※生涯学習スポーツ課で担当していたスポーツに関する事務は総合体育館内のスポーツ課が担当します。

問い合わせ▶総務課（☎85－6074）

庁 舎 案 内

12階
11階
10階
９階

８階

７階

６階

５階

４階

３階

２階

１階

地下１階
地下２階

５ 階
４ 階

３ 階
２ 階

１ 階

大会議室兼催事場・展望レストラン
予備階（催事場） 
予備階（催事場）・会議室 
教育委員会／教育総務課・学校教育課
まちづくり推進部／都市政策課・都市拠点整備課・都市整備課・建築指導課
勝川地区総合整備室／管理指導課・事業課
上下水道部／お客様窓口（水道）・企画経営課・業務課・水道工務課・下水建設課
文化スポーツ部／文化課・生涯学習課
総務部／技術管理課
尾張農業共済事務組合
建設部／道路課・公園緑地課・河川排水課・住宅施設課
消防本部／消防総務課・予防課
総務部／情報システム課
消防本部／通信指令室
市長室・副市長室
企画政策部／秘書課
企画政策部／政策推進課・企画課・広報広聴課
総務部／総務課・人事課・交通対策課
財政部／財政課・管財契約課
土地開発公社
総務部／市民安全課
環境部／環境政策課・環境保全課・ごみ減量推進課
産業部／経済振興課・企業活動支援課・農政課
財政部／市民税課・資産税課・収納課

市民生活部／市民課
健康福祉部／保険医療年金課
会計管理者／会計課
駐車場
駐車場

選挙管理委員会
監査事務局

宿日直室
指定金融機関

売店

情報コーナー・情報公
開窓口・市民相談コー
ナー（外国人相談含む）

市民サロン

南館・議会棟
傍聴席入口
議場
第１～４委員会室・全員協議会室・議員控室
議会事務局／議事課　　各会派控室
市民生活部／市民活動推進課・男女共同参画課・市民生活課
健康福祉部／健康増進課
青少年子ども部／子ども政策課・保育課
少年サポートセンター春日井
健康福祉部／高齢福祉課・介護保険課・障がい福祉課・生活援護課

北　館
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備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�森まさし　�４０人　�
２０００円　�岩波文庫「今昔
物語集 天竺・震旦部」（な
い人は９０３円で購入可）

１４：００～
１５：３０

５／９～８／１５の
土曜日（８回）

インド・中国のよりすぐった説話集、
イソップのような動物説話や仏教伝
来の物語を読む今昔物語集

鷹

来

公

民

館

�原雅代　�１６人　�２０００
円　�３５００円　�エプロン、
タオル

１０：００～
１２：００

５／１４～８／２７の
木曜日（８回）

基礎を学び、とんぼ玉、スプーン、
マドラー、アクセサリー用ビーズな
どを作る

バーナーワーク 
(ガラス工芸)

�加藤信男　�５０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／１５～８／７の
金曜日（８回）

万葉人のまなざし、歌と作者に触れ
る万葉集のこころ

�けやきフォーラム　�２０
人　 �２０００円　 �２００円
　�ウインドウズＸＰかビ
スタ対応パソコン

１３：３０～
１５：３０

５／１９～８／１８の
火曜日（８回）

ワード、エクセルを学ぶ　※パソコ
ンは１回５００円で６台まで貸し出し可持ち込みパソコン

講座

�けんこうのわ碧の木　�
２歳以上の未就園児とその
保護者　�３５組　�タオル、
飲料水

１０：００～
１１：３０

５／２０～８／１９の
水曜日（８回）

親子が一緒になって、遊びなども交
えて、スキンシップを楽しみながら
体操をする

親子で体操ゲーム
★

�森幸代　�３２人　�１５００
円　�４８００円　�エプロン、
ふきん、持ち帰り用の容器

１０：００～
１２：３０

４／２２～７／２２の
水曜日（６回）

毎日の食卓を彩る手軽でおいしいパ
ンと洋菓子などを作る

初めてのパンとお
菓子づくり（６人ま
で託児付き）

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー

�村中治彦　�６０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／８～８／２１の
金曜日（８回）

生涯に１２万体の造仏発願をして全国
各地を遍歴したという修行僧・円空
について学ぶ

円空～その人物像
と円空仏

�嘉藤久美子　�８０人　�
２０００円　�新潮社「源氏物
語 六」（ない人は３３６０円で
購入可）

１０：００～
１１：３０

５／１３～８／２６の
水曜日（８回）

古典文学の代表作である「源氏物語」
の「竹河」を読む源氏物語の世界

�堀内八重子　�２５人　�
１５００円　�上靴、タオル

１３：３０～
１５：００

５／１７～６／２８の
日曜日（６回）

ゆったりとした動作と呼吸法で心と
体をリフレッシュする

楽しく元気に健康
太極拳

�…講師　�…対象　�…定員　�…受講料　�…教材費　�…持ち物

対　象

▲

市内在住か在勤、在学の人
申し込み

▲

３月３１日（火）〈必着〉までに、往復はがき（１講座につき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、各施設へ　※託児付き講座（２歳以上の未就学児）の託児と親子講座を希望
する人は子どもの氏名（ふりがな）・年齢を記入。持ち物が購入可か貸し出し可の講座で希望する人
は、「購入希望」か「貸し出し希望」と記入。講座名に★のある講座は、いずれか１講座の申し込みに
限る。定員を超えた講座については、４月３日（金）に各施設で抽選を行い、４月７日（火）以降に応募者
全員に結果を発送。

（�３１－３５２２）西本町１－１５－１〒４８６－０９５８味美ふれあいセンター（�３３－１１１１）柏原町１－９７－１〒４８６－０９１３中 央 公 民 館
（�５１－０００２）高蔵寺町３－２－１〒４８７－００１３高蔵寺ふれあいセンター（�８４－７０７１）町屋町３６１０－１〒４８６－０８０９鷹 来 公 民 館
（�８５－７８７８）下条町６６６－６〒４８６－０９２３南部ふれあいセンター（�３２－８９８８）知多町４－６４－１〒４８６－０９４７知 多 公 民 館
（�３３－０８０８）宮町３－８－２〒４８６－０９０４西部ふれあいセンター（�８８－５５５５）坂下町４－２５０－１〒４８０－０３０５坂 下 公 民 館

（�９２－８５１１）中央台２－２－１〒４８７－００１１東部市民センター
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備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�市聴覚障害者福祉協会　
�４０人　�全日本ろうあ連
盟出版社「新手話教室入門」
（ない人は１２００円で購入可）

１０：００～
１１：３０

５／９～９／２６の
土曜日（１０回）

手話を学びながら、聴覚障がいがあ
る人への理解を深めるやさしい手話

知

多

公

民

館

�けんこうのわ碧の木　�
２歳以上の未就園児とその
保護者　�３５組　�タオル、
飲料水

１０：００～
１１：３０

５／１３～８／２６の
水曜日（８回）

親子が一緒になって、体操やゲーム
をしながら集団への解け込みと友達
づくりを覚える

親子ふれあい体操
★

�瀬尾昭夫　�３０人　�
２０００円　�スケッチブック、
鉛筆、ねりゴム（ない人は
１３４０円でセット購入可）

１０：００～
１１：３０

５／１４～８／２７の
木曜日（８回）

材料・道具の基本から、静物画の作
品を完成するまでを学ぶデッサン・クロッ

キー入門

�石原みち代　�２０人　�
２０００円　�４０００円　�エプ
ロン、ふきん２枚

１０：００～
１２：００

５／１６～９／５の
土曜日（８回）

うまい料理を作るための「いろは」を
分かりやすく学び、自分で作った料
理を味わう

はじめて習う「男
の料理」

�村中治彦　�４０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／１９～９／１の
火曜日（８回）

戦国動乱の戦いの日々を生き抜いた
郷土の地侍たちの活躍ぶりを学ぶ

中世・戦国時代の
春日井歴史探訪

�岩田鎮人　�４０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／２２～９／４の
金曜日（８回）

漢字の読みを中心に日本語の持つ面
白さを学ぶ大人の漢字教室

�新川麗水　�３０人　�
２０００円　�練習用紙代実費
�筆ペンや書道用具

１０：００～
１１：３０

５／１２～７／１４の
火曜日（８回）

書が楽しくなる、手紙文から慶弔時
の表書きなどを基本から学ぶ筆ペン・毛筆を習

ってみよう

坂

下

公

民

館

�日比野尚敬　�３０人　�
２０００円

１３：３０～
１５：３０

５／１３～７／１の
水曜日（８回）

唱歌、歌謡曲をキーボードに合わせ
て歌い、二部合唱にもチャレンジす
る

唱歌・歌謡曲をみ
んなで楽しく合唱

�曲愛弟　�２４人　�１５００
円　�６０００円　�エプロン、
上靴、ふきん２枚

１０：００～
１３：００

５／１３～７／１５の
水曜日（６回）

料理の幅が広がり毎日の食卓が楽し
くなる、韓国・台湾の味を学ぶ韓国・台湾料理を

習ってみませんか

�秋葉弥生　�３５人　�
２０００円　�タオル

１０：００～
１１：３０

５／１３～７／８の
水曜日（８回）

誰にでもできる、「仙人体操」と呼ば
れタイで古くから伝わる健康法を学
ぶ

仙人体操（ルーシ
ーダットン）で体
軽やか

�川地貞子　�３０人　�
２０００円

１０：００～
１２：００

５／１４～７／２の
木曜日（８回）

話すことがとても楽しくなる、初心
者レベルの英会話を学ぶ

英会話を始めてみ
ませんか

�渡辺平八郎　�３０人　�
２０００円　�４８００円　�エプ
ロン、上靴、ふきん２枚

１０：００～
１２：００

５／１５～７／３の
金曜日（８回）

和菓子職人の指導で、きれいでおい
しい季節の和菓子を作る季節の和菓子を作

ります

�櫻井芳昭　�３０人　�
２０００円

１０：００～
１２：００

５／１５～９／４の
金曜日（８回）

尾張の特色ある風景の図絵を見なが
ら、読み解く楽しみを味わう

図絵に見る尾張の
街道風景

�石橋満　�２歳以上の未
就園児とその保護者　�３０
組　�タオル、飲料水

１０：００～
１１：００

５／９～６／１３の
土曜日（６回）

親子が一緒になって体操やゲームを
しながら、集団遊びを通じて親子の
触れ合いを深める

親子で一緒に楽し
む体育★味

美
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�春風とんぼ　�２０人　�
１５００円　�４２５０円　�裁縫
道具

１８：３０～
２０：３０

５／１２～３０の火
・土曜日（６回）

手作りの人形を作り、その人形で腹
話術の基礎を学ぶ楽しく腹話術

�高島美穂　�２０人　�
１５００円　�３０００円　�エプ
ロン、ふきん

１０：００～
１２：００

５／１５～６／１９の
金曜日（６回）

ホームメイドのパンを作る
美味しい手作りパ
ンづくり
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備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�丹羽省吾　�３０人　�
１５００円　�５００円　�デジ
タルカメラ

９：３０～
１１：３０

５／７～６／１１の
木曜日（６回）

デジタルカメラの基礎知識と撮影の
基礎を学ぶデジタルカメラ撮

影入門

中

央

公

民

館

�けやきフォーラム　�２０
人　�２０００円　�２００円

９：３０～
１１：３０

５／１０～６／２８の
日曜日（８回）

ワード、エクセルとデジカメ写真の
編集を学ぶ　※パソコンの持ち込み
可

初めてのパソコン
講座

�稲葉清美　�３６人　�
１５００円　�４９００円　�エプ
ロン、ふきん２枚

１０：００～
１２：３０

５／１４～７／９の
木曜日（６回）

簡単にできる菓子や総菜パンなどを
作る

楽しいお菓子作り 
（１０人まで託児付
き）

�伊藤幸照　�２０人　�
２０００円　�２２００円（パステ
ル、用紙など）　�タオル、
消しゴム

１０：００～
１１：３０

５／１４～９／２４の
木曜日（８回）

パステル画の初級技法を習得し、作
品を制作するパステル画入門

�大島ひろ絵　�３０人　�
２０００円　�上靴、タオル

１３：３０～
１５：００

５／１５～７／３の
金曜日（８回）

呼吸法と簡単な体操で代謝を促しや
すい心身を作る

呼吸法とバランス
体操

�山口奈緒子　�３０人　�
１５００円　�４８００円　�ステ
ンレスボウル（２０～３０�）、
ハンドタオル

１０：００～
１１：３０

５／１１～６／１５の
月曜日（６回）

アロマテラピーで自分磨き。毎回、
草花の自然の香りの精油を使った入
浴剤やハーブを使ったバスオイルな
どを作る

お風呂で楽しむア
ロマテラピー

高
蔵
寺
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�村中治彦　�６０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／１３～８／１９の
水曜日（８回）

勝川橋周辺から鹿乗橋周辺まで、庄
内川沿いの史跡や伝説を学ぶ

「春日井の歴史散
歩」～庄内川に沿
って

�武田みどり　�４０人　�
１５００円　�フェイスタオル、
ヨガマット（持っている人
のみ）　※マット持参の有
無も書いて

１３：３０～
１５：００

５／２５～６／２９の
月曜日（６回）

深くゆっくり呼吸をしながら、普段
動かさない部位を刺激することによ
って、心と体をひとつにしリラック
スさせる

健康ヨガ（６人まで
託児付き）

�大石公也　�２歳以上の
未就園児とその保護者　�
各３０組　�上靴、タオル、
飲料水　※◯１ ◯２ の別も書い
て

◯１ １０：００
～１０：５０ 
◯２ １１：１０
～１２：００

５／８～６／２６の
金曜日（８回）

ゲームなどを通して、集団への解け
込みと友達づくりをするふれあい親子体操 

◯１ ◯２ ★
南
部
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�いのぐち泰子　�６０人　
�２０００円　�岩波文庫「平
家物語（３）」（ない人は９０３円
で購入可）

１０：００～
１１：３０

５／９～８／２２の
土曜日（８回）

平家一門の都落ち･義仲入京までを
読む

平家物語

�石黒直子　�３０人　� 
２０００円　�小筆、墨汁、す
ずり、文鎮、下敷き、半紙、
ぞうきん

１０：００～
１１：３０

５／１５～８／２１の
金曜日（８回）

実用文字（住所、氏名、のし袋の上書
き、暑中見舞いなど）を気軽に小筆
で練習する楽しい小筆字入門

�小林弥壽昭　�２４人　�
２０００円　�１５００円　�手袋、
タオル、飲料水

９：３０～
１２：００

４／２４～９／１８の
金曜日（８回）

特設の畑で実際に野菜を作り、植物
の基礎知識や果樹・庭木の管理方法
なども学ぶ

野菜づくりをはじ
めよう！

西
部
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�ナオコ・カノエラニ・ヤ
マグチ　�３０人　�２０００円
�タオル、飲料水

１０：３０～
１２：００

５／７～６／２５の
木曜日（８回）

心が癒やされ、シェイプアップ効果
も期待できるフラダンスをハワイア
ン・ミュージックに合わせて優雅に
踊る

ビューティ・フラ
ダンス（初級編）

�山下里恵　�２歳以上の
未就園児とその保護者　�
各４５組　�上靴、タオル、
飲料水　※◯１ ◯２ の別も書い
て

◯１ １０：００
～１０：４０
◯２ １１：００
～１１：４０

５／１３～７／１の
水曜日（８回）

音楽で遊びながら、子どもの能力を
引き出し、協調性を身に付ける親子で楽しくリト

ミック◯１ ◯２ ★
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　県では、県内の製造業の実力を広く国内外にアピ
ールし、愛知のものづくりを世界的ブランドへと展
開するため、優れたものづくり企業を、平成15年度
から「愛知ブランド企業」として認定しています。
　今年は、新たに中津川包装工業株式会社が認定を
受けました。2月16日（月）に県から認定書が交付さ
れ、この日、市長に喜びの報告をしました。

2/24
㊋

「愛知ブランド企業」が認定
されました

中津川包装工業株式会社は…
各種段ボールケースや強化段ボール、段ボール
パレットを製造・販売しています。　

代表取締役社長・大辻誠代表取締役社長・大辻誠（右）（右）代表取締役社長・大辻誠（右）

　春日井市レジ袋削減推進協議会が市内
の店舗でレジ袋削減に向けたキャンペー
ンを行いました。市民団体と事業者、市
の3者が店舗入り口で買い物に訪れる皆さ
んに4月1日からのレジ袋有料化について
ＰＲしました。来客の皆さんの関心は高
いようで、すでにマイバッグを持参して
来店する人も多く見受けられました。

2/18
㊍

減らしましょう！レジ袋
（如意申町）

　西山町の大池で、群れ集う野鳥を観察しよう
と地元の老人会・西山倶楽部主催の探鳥会が行
われました。カモやサギなどの水鳥、コゲラや
メジロなどの小鳥合わせて36種類もの鳥を観察
できました。当日は専門家の皆さんたちによる
レクチャーが行われ、参加した皆さんも野鳥に
ついて一層知識を深めました。

2/15
㊐

早春のバードウオッチング
（西山町）

道場山親和会道場山親和会道場山親和会

広報春日井3月15日号10



　自分史の楽しさや表現方法を、文章だけでな
く写真や品物を併せて展示し初めて接する人に
も分かりやすく紹介しようと自分史フェスタが
開催されました。最終日には春日井にゆかりの
あるゲスト4人とラジオパーソナリティ２人が
聴き書きの朗読やトークで前向きに生きること
の楽しさと自分史の魅力を伝える「自分史おも
しろ百花」が行われました。

2/17㊋
～22㊐

それぞれの自分史を堪能
（文化フォーラム春日井、市民会館）

代表取締役社長・大辻誠（右）

Vol.
4

 YUBA

R
I

H
O
KK
AID

O JAPAN

北海道夕張市に出向

している神戸洋史主

査から、現地の奮闘

ぶりを紹介してきた

このコーナーは、今

回で最終回です。

「日々是感謝」
　市が破たんしても、人々の暮

らしや活動は決

して止まることなく脈々と続い
ていきます。困

難に立ち向かっている市民や職
員から強く感じ

たのは、「生きる」ことの厳しさ
と人生の重みで

す。
　夕張市の破たんは他人事では

なく、自治体職員

は危機感、緊張感を持つべきと
実感しています。

　視野が広がるというよりも、
別世界に近い夕

張での日々。そこでの貴重な経
験やさまざまな

人との出会いを通じて得たもの
すべてに、心か

ら感謝しています。
　まもなく派遣研修は終わりま

すが、わたしに

とっては同時に、春日井市での
新たな仕事や組

織風土改革への挑戦の始まりを
意味します。

　組織風土改革とは、自ら変革
しようという火

種が職員一人ずつに広がること
であり、夕張派

遣を通じて得た、仕事と人生に
対する情熱と真

摯（しんし）さをこれからさまざ
まな形で伝えて

いきたいと願っています。

道場山親和会

広報春日井3月15日号 11
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I N F O R M A T I O N情報最前線

問い合わせ▶ごみ減量推進課(☎85－6222)、清掃事業所(☎84－3211)

4月1日（水）から、市民の皆さんがごみステーションに出した新聞やアルミ缶などの資源物を持ち去る行
為が禁止されます。今後は、市民の皆さんからの目撃情報などを参考にしながら、パトロールを行ってい
きます。

資源物の持ち去り行為を禁止します資源物の持ち去り行為を禁止します資源物の持ち去り行為を禁止します資源物の持ち去り行為を禁止します資源物の持ち去り行為を禁止します4月1日から日から4月1日から日から4月1日から

市の資源収集委託車は
○午前8時30分以前には収集をしていません。
○車両に右のステッカーをはっています。

市の資源収集委託車と持ち去り行為をしている車の見分け方

　道路上のごみステーションか
ら、空き缶をトラックに積み込
んでいる人がいます。市民が市
のために出したものを横取りさ
れている気がして、嫌です。（高
森台在住・男性）

　マンションのごみステーショ
ンにトラックを横付けして、ア
ルミ缶だけ選んで持っていって
しまうんです。散らかるので注
意しようと思ったけど、何をさ
れるか分からないのでやめまし
た。（前並町在住・女性）

家電メーカー ▼三洋電機、シャープ、ソニー、東芝、パナソニック、日立製作所、三菱電機など　※リサ
イクル料金はメーカーによって異なる場合がありますので、事前に確認してください。

問い合わせ▶ごみ減量推進課(☎85－6222)、各家電小売店、家電リサイクル券センター (☎0120－319640)

家庭で不用になった家電製品を処分するときは、その部品や材料をリサイクルするため、消費者はリサイ
クル料金を負担する必要があります。4月1日（水）から、リサイクル対象品目が拡大し、「液晶式テレビ、
プラズマ式テレビ」「衣類乾燥機」が追加されます。

家電リサイクル家電リサイクルの対象品目対象品目が追加追加されますされます家電リサイクル家電リサイクルの対象品目対象品目が追加追加されますされます家電リサイクルの対象品目が追加されます4月1日から日から4月1日から日から4月1日から

　　　　　　品　　　目 リサイクル料金
エアコン 2625円

ブラウン管式テレビ、液晶式テレビ、
プラズマ式テレビ

15型以下 1785円
16型以上 2835円

冷蔵庫・冷凍庫
170ℓ以下 3780円
171ℓ以上 4830円

洗濯機 2520円
衣類乾燥機 2520円

実際にあった通報
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問い合わせ▶下水管理課(☎85－6349)

　3月31日（火）から下図の区域で、宅地内の生活排水などを公共下水道に
接続できるようになります。この区域内では、し尿浄化槽便所は遅滞なく、
くみ取り便所は3年以内に公共下水道に切り替えるよう法律で定められて
います。また、3月31日以降にこの区域内に新築する建築物は、公共下水
道に接続しなければ建築できません。なお、公共下水道への切り替えにあ
たり、費用の一部を無利息で貸し付けする制度がありますので問い合わせ
てください。

公共下水道の供用公共下水道の供用を開始開始しますします公共下水道の供用公共下水道の供用を開始開始しますします公共下水道の供用を開始します

東野町西２丁東野町西２丁目東野町西２丁目

松原松原公園公園

東野町東野町 3 丁目

西島公園西島公園

中島公園中島公園

北島公園北島公園

落合公園落合公園

生
地
川

生
地
川 松原公園

東野町 3 丁目

西島公園

東野小学校東野小学校東野小学校

名古屋外環状線名古屋外環状線名古屋外環状線

池合東公園池合東公園池合東公園
中島公園

北島公園

落合公園

生
地
川八
田
川

八
田
川

八
田
川

すでに供用開始済みの区域

該当区域
町・丁目界

N

「スイスイ」
（下水道マスコットキャラクター）

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

ところ ▼総合体育館

問い合わせ▶生涯学習スポーツ課(☎85－6452)

全国高等学校全国高等学校
剣道選抜大会が剣道選抜大会が
開催されます開催されます

全国高等学校全国高等学校
剣道選抜大会が剣道選抜大会が
開催されます開催されます

全国高等学校
剣道選抜大会が
開催されます

この大会は、第1回から春日井で開催され、「剣道
の甲子園」と呼ばれています。今年も、全国各地か
ら予選を勝ち抜いた男女各48校の高校剣士が集結
し、栄光の天翔旗を目指して熱戦を繰り広げます。



問い合わせ▶環境保全課（☎85－6279）

狂犬病予防のために、犬の飼い主は愛犬に年1回6月30日までに狂犬病予防注射を受けさせることが義務
付けられています。各会場で予防注射を行いますので、会場へは、ふんの始末ができる用意をして、綱な
どにつないで扱い慣れた人が連れてきてください。飼い主が犬を制止できないときや問診の結果により、
注射ができないこともあります。

対　象▶生後91日以上の犬
費　用▶○予防注射3300円（注射料2750円、注射済票交付手数料550円）○登録と予防注射6300円（登録

手数料3000円、予防注射3300円）
※当日は郵送された「狂犬病予防注射実施・登録確認通知書」を必ず持ってきてください。新たに犬を
飼い始めた場合は、登録と予防注射が必要です。また、飼い犬の死亡や所在地の変更、飼い主の変更
などが生じた場合は、環境保全課へ連絡してください。

犬の登録・注射日程と会場
月　日 時　間 と　こ　ろ

4/9(木)

  9:30 ～ 10:15
10:45 ～ 11:30
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:45

玉野農村婦人の家（玉野町）
堂須公園（押沢台1）
細野公民館（細野町）
東部市民センター

4/10(金)

  9:30 ～ 10:30
11:00 ～ 11:30
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

JA尾張中央堀ノ内支店（堀ノ内町）
春見公園（春見町）
天王公園（若草通5）
勝川駅南公園（松新町6）

4/13(月）

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

上条区集会所（上条町8）
水林公園（鳥居松町1）
徳農学習等供用施設（神明町）
西高山町公民館（西高山町3）
大手公民館（大手町4）

4/14（火)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:10
14:40 ～ 15:10

内津駐在所前（内津町）
西尾公民館（西尾町）
JA尾張中央明知支店（明知町）
神屋町公民館（神屋町）
大洞公園（藤山台4）

4/15 (水)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:15
11:45 ～ 12:15
12:45 ～ 13:15
14:45 ～ 15:15

八田公民館（八田町）
JA尾張中央春日井支店（宮町）
味美町学習等供用施設（味美町3）
地蔵ケ池公園（勝川町1）
道風公園（松河戸町）

4/16(木)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

上田楽運動広場（上田楽町）
六軒屋公園（六軒屋町5）
総合福祉センター
弥生公園（弥生町2）
勝川南部学習等供用施設（勝川町3）

4/17 (金)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:15
13:45 ～ 14:45

かすが台中央公園（坂下町7）
廻間公民館（廻間町）
後田公園（高森台3）
水辺公園（岩成台6、岩成台小西側）

月　日 時　間 と　こ　ろ

4/20(月)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

善光寺橋公園（西山町4）
桃山区民会館（桃山町2）
JA尾張中央田楽支店（田楽町）
牛山北部学習等供用施設（牛山町）
牛山南部学習等供用施設（牛山町）

4/21(火)

  9:30 ～ 10:15
10:45 ～ 11:15
11:45 ～ 12:15
12:45 ～ 13:15
14:45 ～ 15:15

大留下公民館（大留町5）
神領住宅集会所（神領町）
松本公民館（松本町2）
大泉寺町公民館（大泉寺町）
桃花園自治会集会所（東山町5）

4/22(水)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:15
11:45 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

美しが丘東公園（神屋町）
坂下区公会堂（坂下町3）
ネオポリス中央公園（神屋町）
欅ケ丘集会所（坂下町5）

4/23(木)

  9:30 ～ 10:15
10:45 ～ 11:30
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

東野公民館（東野町7）
下市場公民館（下市場町2）
小木田神社（小木田町）
春日井保健所（柏井町2）

4/24(金)

  9:30 ～ 10:15
10:50 ～ 11:20
12:00 ～ 12:40
14:10 ～ 14:40

高蔵寺ふれあいセンター
外之原中公民館（外之原町）
繁田公園グラウンド（気噴町北2）
北ノ坪公園（出川町5）

4/27(月)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:15
11:45 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

二子山公園（二子町2）
味美ふれあいセンター
如稲学習等供用施設（如意申町4）
南下原公民館（南下原町）

4/28(火)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:30
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

木附農業研修施設（木附町）
石尾公園（石尾台2）
白山公会堂（白山町8）
出川公園（不二ガ丘2）

4/30(木）

  9:30 ～ 10:00
10:45 ～ 11:15
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

味美ふれあいセンター
総合福祉センター
東部市民センター
高蔵寺ふれあいセンター

広報春日井3月15日号14
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ハーモニー春日井の宿泊が廃止
　4月1日(水)から、ハーモニー春日井の宿泊が廃
止になります。
問い合わせ▶ ハーモニー春日井(☎88－0677)

都市計画マスタープラン策定委員会の公開
と き▶ 3月17日(火)午前10時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 3月17日(火)午前10時から
ところ▶ 市役所6階研修室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－

6152)

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、治療後の再発を防ぐため、血管外科の医
師が診療・診断などを行い、超音波検査士が頸部
血流や手足の動脈血流などを検査する動脈硬化外
来の4月～ 9月分の予約受け付けを開始します。
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▶ 3月18日(水)から、予約専用〈☎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)

工場立地法の届出の提出先が変わります
　4月1日(水)から、工場立地法に基づく、市内の
特定工場に係る届出の提出先が、｢市産業部企業
活動支援課｣に変わります。なお、3月31日(火)ま
では従来通り県尾張県民事務所産業労働課となり
ます。
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6247)

心身障がい者奨学金について
　平成21年度の心身障がい高校奨学生および心
身障がい者技能習得奨学生の申し込みが始まりま
す。
対 象▶ 市内在住で、身体障がい者手帳か療育手

帳、精神障がい者保健福祉手帳の所持者
(所得制限あり)

支給金額▶ 高校奨学金、技能習得奨励金ともに月
額1万円　※高校奨学生の対象者で新た
に入学する場合は入学準備金として1万

7500円を別途支給(4月申し込み者に限
る)

提出書類▶ 世帯全員の住民票、生計中心者の平成20
年度市県民税課税証明書、在学証明書か
入学証明書、印鑑、本人(奨学生)名義の
銀行通帳(ゆうちょ銀行を除く)

申し込み▶ 4月1日(水) ～平成22年3月2日(火)〈必着〉
に申請書(障がい福祉課に用意、電話、
ファクスでも請求可)に必要事項を記入
し、提出書類を添えて、直接か郵送で
〒486－8686春日井市役所障がい福祉課
(☎85－6186、ＦＡＸ84－5764)へ

4月の献血
とき ところ

4(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
11(土)10：00～ 16：00 ユーストア中切店

18(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)

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)

すみれ塚俳句・短歌優秀作品が決定
　内々神社境内にある投句ポストに俳句53句、短
歌13首の応募があり、次の優秀作品が選ばれまし
た。
俳句(一般)▶ (梅村半醒選)
 ○｢寒晴や大吉嬉し内々宮｣林よね(鳥居

松町)○｢若葉光溜めて古刹の昼深し｣浅
野文子(一宮市)○｢神苑の静けさふかめ
落椿｣坂野國比古(一宮市)○｢すべらずの
松天心の春日受く｣坂野真砂子(一宮市)
○｢春光や内々の社の句碑を訪ふ｣平林千
津江(一宮市)

俳句(児童・生徒)▶(国語科研究会選)
 ｢真っ赤だよもみじがきらりまい下りる｣

落合樺凛(二子町)
短歌(一般)▶ (伊吹純選)
 ○｢打水のゆき届きたる夕暮れを力士ら

二人肩並べ行く｣山田幸子(柏井町)○｢迷
い道出し所に内津の杜思いがけない初詣
なり｣石井道子(小牧市)

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

東部市民センターホールの休館
　11月2日(月)から平成22年2月28日(日)まで、改修
工事(予定)のためホールは利用できません。
問い合わせ▶ 東部市民センター (☎92－8511)
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vol.5
テーマ▶答えて分かる参画度！あなたの意識をチェック＆チェンジ！

Ａの人…すごい！
　周りの人にもその輝きのこ
つを教えてあげてくださいね。

Ｂの人…もう一息！
　頭では分かっていても現実
は…できることから少しずつ
意識を変えていってみては？

Ｃの人…これから！
　知らず知らずに性別にこだ
わっているところが…？少し
立ち止まって考えてみると新
しい世界が見えてくるかも！

問い合わせ▶市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152）

ＮＯ ＹＥＳ

CBA

男は強いのでめった
なことでは泣かない。
女は弱いので泣く。

町内会長や生徒会長な
ど、リーダーはやっぱ
り男がいい。

家事や育児をする男は、
全力で仕事をしていな
いような気がする。

妻は当然夫を立てて敬
い、夫に従うものだ。

近所付き合いやいろい
ろな手続きは、夫の名
前でした方がいい。

食事の支度をせずに妻
が外出するのはよくな
い。

父親はいざという時だ
け子どもに関わるくら
いがちょうどいい。

スタート！

就学でお困りの家庭に給食費などを援助
　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)

アトリウムの祭典｢アトの春祭り｣
と き▶ 3月21日(土)午前10時から、22日(日)午前

11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▶ 市内外で活動する音楽団体による、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)

市民植樹祭
　緑と花の潤いのあるまちづくりを推進するた
め、市民の皆さんの参加で開催します。なお、参
加者には花の苗を差し上げます。
と き▶ 3月22日(日)午前10時～ 11時(小雨決行)
ところ▶ 熊野北公園(熊野町北)　※車での来場は

不可
持ち物▶ 小さいスコップ(ある人のみ)
問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6281)

フリーマーケット
と き▶ 3月22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

映画会
と き▶ 3月22日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢きかんしゃトーマス｣｢ジャックと豆の

木｣ほか
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)

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

加藤丈博
(あいち造形デザイン専門学校1年)

佐々木詩織
(名古屋市立工芸高等学校3年)
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読み聞かせの会
と き▶ 3月28日(土)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
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)
協 力▶ かえるの子

ジョギング大会
と き▶ 3月29日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
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)

記念に残そう！ファミリー撮影会
と き▶ 3月29日(日)午前9時～ 10時
内 容▶ 子どもがプールで遊んだり、泳いだりす

る様子を写真やビデオで撮影する
対象・定員▶ 家族・5組(先着順)
費 用▶ 参加料(1家族)500円　※別途、プール利

用券の購入が必要
申し込み▶ 3月20日(祝)午前9時から、サンフロッグ

春日井(☎56－2277)へ

映画｢愛されるために、ここにいる｣
と き▶ 3月29日(日)①午前10時30分から②午後2

時から(上映10分前に映画解説あり)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 人生に疲れた中年男性が、タンゴ教室で

ひとりの女性と出会い、互いに引かれ合
うさまをつづる静かな愛の物語(日本語
字幕)

入場料▶ 前売1000円、当日1100円(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)

王子杯ソフトテニス大会
と き▶ 4月5日(日)午前9時から〈予備日4月12日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の団体戦(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)1800円
申し込み▶ 3月24日(火)〈必着〉までに、はがきに大

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

問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎82－3835)

サボテンフェア
　サボテンの展示・販売やサボテンラーメン・サ
ボテン関連食品などが楽しめます。
と き▶ 4月4日(土) ～ 5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(☎85－6244)

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)

10(金)・24(金)11：00～

図書館

1(水)11：00～、4(土)・11(土)
・18(土)・25(土)15：00～、
8(水)・15(水)・22(水)15：30
～

東部市民センター 3(金)・10(金)・17(金)・24(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 11(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 11(土)14：00～
南部ふれあいセンター 15(水)15：30～
西部ふれあいセンター 11(土)・25(土)11：00～
知多公民館 1(水)15：30～
鷹来公民館 11(土)13：30～
坂下公民館 4(土)14：00～
中央公民館 11(土)11：00～
グリーンパレス春日井 18(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

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
開放校▶ ○春日井…ソフトテニス、硬式テニス○

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、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、硬
式テニス、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　※政
治・宗教・営利活動には利用は不可

申し込み▶ 3月26日(木)までに、所定の用紙(生涯学
習スポーツ課に用意)に記入して、直接、
生涯学習スポーツ課(☎85－6452)へ
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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6㎡)〈希望区画が重複

したときは抽選〉
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15日(日)から、潮見坂平和公園事務所
で配布

申し込み▶ 4月1日(水)から、〈月曜日(祝休日の時は
翌日)を除く〉潮見坂平和公園事務所(☎
84－4444)へ

河川浄化モデル地区
　市内を流れる河川の水質汚濁監視や生活排水対
策事業などを積極的に行っている地区に、活動費
の一部を助成します。
対 象▶ 3分の2以上が河川周辺に住所がある100

世帯以上の町内会などの地域団体
申し込み▶ 4月7日(火)までに環境政策課(☎85－6216)

へ

さくら保育園の休日保育利用者
と き▶ 4月12日(日)以降の日・祝休日(年末年始

を除く)午前8時～午後7時
ところ▶ さくら保育園(出川町8)
対象・定員▶ 市内の保育園に通園している通常保育が

可能な児童で、保護者などが休日に保育
ができない世帯の6か月以上児・1日おお
むね20人

保育料▶ 0 ～ 2歳児…3000円、3歳以上児…1500円
申し込み▶ 利用希望日の3週間前までに、休日保育

利用申請書に休日就労証明書などの休日
に保育ができないことを証する書類を添
えて、子ども同伴でさくら保育園(☎52
－6006)へ　※3月中の申し込みは保育課
(☎85－6202)へ

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種類とします)

 ※器材は市販、オリジナルとも可
部 門▶ 一般、マスター　※詳細はホームページ

http://www.city.kasugai.lg.jp/shisetsu/
syokubutsuen/hanging.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(水)〈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

市の花｢さくら｣写生大会
内 容▶ サクラが咲いている市内の風景を、四つ

切り画用紙に写生した作品　※作品の返
却は不可

対 象▶ 市内在住の小中学生
申し込み▶ 4月20日(月)〈必着〉までに、作品の裏に

住所、氏名、学校名と新学年、電話番号
を書いて公園緑地課(☎85－6281)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1日(土)午前9時～午後5時か2日(日)午

前9時～正午
申し込み▶ 7月3日(金) ～ 17日(金)〈必着〉までに、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で配布中)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

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▶ 4月8日(水)・15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、教材費150円
持ち物▶ 5cm×130cmの布30枚、裁縫用具、はさ

み
申し込み▶ 3月24日(火)〈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
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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4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、水筒、帽子
 
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18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
 
園芸教室～ミニ盆栽の育て方について
と き▶ 4月19日(日)午後1時30分～ 4時
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▶ 盆栽用枝切ばさみ、ピンセット、持ち帰

り用の袋
 
申し込み▶ いずれも3月19日(木)から、電話で

西部ふれあいセンター　☎33－0808
プロカメラマンに学ぶ！はじめてのカメラ～これ
から写真を始めたい人必見の写真の基礎知識や撮
影テクニックを学ぶ(花畑での撮影実習付き)
と き▶ 4月18日(土)午前10時～正午　※荒天時

は撮影実習は中止
講 師▶ 浦野忠仁
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
持ち物▶ カメラ(デジタル・アナログどちらでも

可)
費 用▶ 受講料250円
申し込み▶ 3月18日(水)から、電話で

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
と き▶ 4月12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・定員▶ 新小学生以上(新小学1～ 3年生は保護者

同伴)・80人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料(1人)250円
 
里山体験｢田んぼの学校｣～米作りを中心に里山
の自然を五感を使って楽しむ
月 日▶ ①4月25日(土)～ 26日(日)②5月23日(土)～

24日(日)③7月4日(土)④10月10日(土) ～ 11日
(日)⑤10月17日(土)～18日(日)⑥11月14日(土)
～ 15日(日)〈6回〉

対象・定員▶ 新小学4 ～ 6年生で、全日程参加できる
人・40人(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料1万5000円(宿泊費、食費、教材費
を含む)

 
申し込み▶ ｢わくわく自然ランド｣は3月31日(火)〈必

着〉までに、往復はがきに講座名、住所、
参加者全員の氏名、年齢、電話番号を書
いて、｢里山体験｣は4月9日(木)〈必着〉ま
でに、往復はがきに講座名、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

エコメッセ春日井　☎88－5006
押し絵教室～ミニ盆に縁起物のひょうたんと童を
飾る
と き▶ 4月16日(木)・23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(1組)1200円
持ち物▶ はさみ、目打ち、洗濯挟み10個、タオル、

手芸用接着剤(木工用でも可)
 
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18日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 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4kg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3月18日(水)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
おもしろ古代史｢続日本紀の世界｣～大宝律令制
定と持統太上天皇の崩御
と き▶ 4月～ 9月の第3水曜日(6回)午前10時～ 11

時30分
講 師▶ いのぐち泰子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・63人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 講談社学術文庫｢続日本紀｣上巻、角川文

庫ソフィア｢万葉集｣上巻
申し込み▶ 3月31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
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ハーモニー春日井　☎88－0677
初心者のための尺八入門講座
と き▶ 4月15日～ 6月17日の毎週水曜日(5月6日

を除く)、6月21日(日)〈10回〉午後2時～ 3
時30分

講 師▶ 中部尺八ネット
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ 6寸管7孔の尺八(ない人は2000円で貸し

出し可)
 
初心者のための琴入門講座
と き▶ 4月15日～ 6月17日の毎週水曜日(5月6日

を除く)、6月21日(日)〈10回〉午後2時～ 3
時30分

講 師▶ みどりね会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ 琴(ない人は5000円で貸し出し可)
 
初心者のためのフルート入門講座
と き▶ 4月16日～ 7月30日の毎週木曜日(5月7日

を除く15回)午後2時～ 3時30分
講 師▶ 市岡美保
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料3750円
持ち物▶ フルート(ない人は約1万6000円で貸し出

し可)、ガーゼ、楽器をふく柔らかい布
 
初心者のためのバイオリン入門講座
と き▶ 4月16日～ 7月30日の毎週木曜日(5月7日

を除く15回)午後2時～ 3時30分
講 師▶ 大橋淑恵
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料3750円
持ち物▶ バイオリン(ない人は約1万6000円で貸し

出し可)
 
初心者のためのクラシックギター入門講座
と き▶ 5月12日～ 7月14日の毎週火曜日(10回)午

後2時～ 3時30分
講 師▶ ＭＹギターアンサンブル春日井
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2500円、教材費1500円
持ち物▶ ギター (ない人は4500円で貸し出し可)、

足台(縦15㎝×横15㎝×高さ15㎝)

申し込み▶ いずれも3月31日(火)〈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、楽器の貸
し出しを希望する人は｢貸し出し希望｣と
書いて、〒480－0302西尾町392へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
高齢者の口腔(こうくう)機能向上
と き▶ 3月22日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 歯科衛生士・櫻井裕子
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
 
認知症予防教室｢そろばんパチパチ脳元気！ ｣
と き▶ 3月24日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 小林義美
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
 
転倒予防教室～絶対に転びたくない人のために
と き▶ 3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▶ 25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
 
認知症と成年後見制度について学びましょう
と き▶ 3月30日(月)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▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ

消防本部　☎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25日(土)午前10時～午後1時
ところ▶ 消防署南出張所
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▶ 3月18日(水)から、電話で



21広報春日井3月15日号

健康推進課　☎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▶ ①4月1日(水)②4月8日(水)③4月15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のうち、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、手鏡、

タオル)
 
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▶ 4月2日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の平成20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、子ども用歯ブラシ
 
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▶ ①4月7日(火)午前10時～ 11時30分②4月

14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20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)

 
日曜パパママ教室～保健指導・もく浴指導
と き▶ 4月19日(日)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の初妊婦とその夫・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▶ ｢カミカミ健康教室｣は3月23日(月)から、

｢モグモグ健康教室｣は3月25日(水)から、
｢日曜パパママ教室｣は3月27日(金)から、
電話で　※｢パパママ教室｣は常時受け付
け

市体育協会の講座
硬式テニス初心者教室
と き▶ 4月11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)
 
小学生ハンドボール教室
と き▶ 4月11日(土) ～平成22年3月の毎月2回程

度(8月は除く)の土曜日午前9時～正午(小
学3年生以下は11時まで)

ところ▶ 総合体育館など
講 師▶ 日本体育協会公認コーチ、スポーツ指導

員
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・40人(先着順)
費 用▶ 受講料(年間)8000円(保険料を含む)　※3

期に分けて徴収
持ち物▶ 上靴
問い合わせ▶ 市ハンドボール協会・萩原(☎090－3305

－9466)
 
市民アーチェリー教室
と き▶ 4月11日～ 5月30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
講 師▶ 市アーチェリー協会
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▶ ｢硬式テニス教室｣は4月4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、経験年齢を書いて、〒486
‐0804鷹来町4196－3、総合体育館へ、｢ハ
ンドボール教室｣は4月11日(土)午前9時
から、｢アーチェリー教室｣は4月11日(土)
午後1時40分から、直接、総合体育館で

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(火)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▶ 3月29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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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いただくもので
す。
縦覧
と き▶ 4月1日(水) ～ 30日(木)〈土・日曜日、祝

休日を除く〉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
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(水) ～ 30日(木)〈土・日曜日、祝

休日を除く〉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(水)に、平成21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。
　なお、平成21年度より納税通知書と各納期の納
付書がとじられていない単票形式になります。納
付書は単票となっていますので納期、保管に注意
してください。
ところ・問い合わせ▶いずれも資産税課(☎85－

6101)

29日（祝）は一部を除き各相談とも休みます。

月の生活相談4
この情報は毎月15日号で掲載しています。

総合健康相談
とき ところ

1(水)・15(水)　
10：00～ 12：00 保健センター

13(月)・27(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

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

2(木)・16(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

メンタルヘルス相談(面接のみ、予約制)
曜日 時間 ところ

第2・3火曜日 13：45～ 14：45
健康推進課

第4木曜日 14：00～ 16：00

　3月まで障がい福祉課で実施していました｢心の
健康福祉相談｣は4月から｢メンタルヘルス相談｣と
名称変更し健康推進課で実施します。
内 容▶ 火曜日は精神科医、木曜日は臨床心理士

によるうつや引きこもりなどの心の健康
に関する個別相談

申し込み▶ 健康推進課(☎85－6172)へ

年金相談
とき ところ 電話

第3水曜日　
10：00～ 12：00、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

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

生活相談の掲載について

　広報春日井15日号に掲載してきました生活相談
は、今号で掲載を終了し、5月からの生活相談は
広報春日井4月15日号と同時に配布する市役所ガ
イド(保存版)に掲載しますのでよろしくお願いし
ます。
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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。

外国人相談
日・
曜日 時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語

1(水)

9：00～
12：00

2階市民相
談室

85－6624
(相談日のみ)

英語 13：00～
16：00

ポルトガル語 8(水)

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

スペイン語 15(水)
ポルトガル語 22(水)
英語
フィリピノ語 5(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 12(日)

中国語 19(日)
英語
ポルトガル語 26(日)

青少年の相談
とき 電話

青少年相談(電話) 月～土曜日
15：00～ 19：00 82－7830

青少年相談(Ｅメール) 24時間受け付け 下記相談
先へ

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)

　4月1日(水)から｢青少年の悩み相談｣と非行化な
どの問題の｢少年相談｣は統合し、青少年相談とな
ります。
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

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)

第2・4火曜
日

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－7871第1・3火曜
日、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)

※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

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)

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

仲間と楽しめる
運動や趣味を
見つけましょう
かすがい健康プラン21
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母乳・乳幼児健康相談
日・曜日 ところ 時間

3(金)・17(金) 健康管理センター 10：00～
11：0028(火) 保健センター

内 容▶ 保健師、助産師、栄養士による健康・育
児相談、助産師による母乳相談(要予約)、
身体計測

対象・定員▶ 市内在住の人で、母乳相談・各4人、乳
幼児健康相談・各16人

持ち物▶ 母子健康手帳　※母乳相談はタオル
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

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 6(月)・20(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 7(火)

消 費 生 活 月～金曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：00

行 政 14(火)・28(火)

13：00～
16：00

法律(面 接のみ、予約制) 水・金曜日
な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 1(水)
登 記(面 接のみ、予約制) 10(金)
不 動 産 取 引 24(金)
建 築 火曜日
多重債務(面接のみ、予約制) 16(木)・26(日)

ところ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)　※多重
債務相談は16日(木)は鳥居松ふれあいセ
ンター、26日(日)はレディヤンかすがい

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

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

歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

3(金) 健康管理センター 10：00～
11：0028(火) 保健センター

内 容▶ 歯科相談(要予約)
対象・定員▶ 市内在住の人・各32人
持ち物▶ 母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、タオ

ル
申し込み▶ 健康推進課(☎85－6170)へ　※電話相談

は随時受け付け

介護相談
とき ところ 電話

20(月)　13：30～ 15：30
(要予約、当日予約可) 介護保険課 85－6182

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) 8(水) 17：00～

21：00 56－1943
ＮＰＯ相談(予約制) 25(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

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ 4月5日(日)・22日(水)午後2時～ 4時
ところ▶ 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　※当
日は保健所の相談員も参加

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｣

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 4月1日(水)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、不動産の有効利用につい
ての相談や不動産に関する法律相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 県不動産鑑定士協会
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危険物取扱者試験
月 日▶ 4月26日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
内 容▶ 乙種1類～ 6類、丙種
受験料▶ 乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 3月23日(月) ～ 4月1日(水)の受付期間内

に、受験願書(消防本部、消防署、各出
張所で配布中)に記入して、郵送か直接、
〒461－0011名古屋市東区白壁1－50、消
防試験研究センター愛知県支部へ

予備講習会
と き▶ 4月9日(木)午前9時30分～午後4時30分
ところ▶ 県勤労会館(名古屋市昭和区)
費 用▶ 受講料4000円、教材費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)

自衛官募集
試験日▶ 5月16日(土) ～ 17日(日)　※飛行要員希望

者のみ両日受験
種 目▶ 一般・技術幹部候補生
応募資格▶ 20歳以上26歳未満〈22歳未満は大卒者(見

込み含む)、大学院修士課程修了者(見込
み含む)は28歳未満〉　※平成22年4月1日
時点

申し込み▶ 願書を請求の上、4月1日(水) ～ 5月12日
(火)〈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/

シルバー人材センター入会説明会
と き▶ 4月14日(火)、5月12日(火)、6月16日(火)

午後1時30分～ 4時
ところ▶ レディヤンかすがい
対 象▶ 市内在住の健康で働く意欲のあるおおむ

ね60歳以上の人
持ち物▶ 写真(3㎝×2.5㎝)1枚
申し込み▶ はがきかファクス、Ｅメールで住所、氏

名(ふりがな)、性別、年齢、生年月日、
電話番号、参加希望日を書いて〒486－
0845瑞穂通1－186、市シルバー人材セン
ター (☎84－3515、ＦＡＸ84－3125、Ｅ
メール kasugai@sjc.ne.jp)

4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〉 14(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 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/

4月の認定産業医による健康相談
とき ところ

19(日)　10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
28(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

ホテルプラザ勝川ブライダル市民特典
　市内在住か在勤の人には、ホテルでの披露宴に
特別割引があります。また、結婚式、披露宴では
価格、サービスの面で満足いただけるよう各種プ
ランを用意しています。
　常時ブライダル相談を受けていますので、スタ
ッフに気軽に問い合わせてください。
問い合わせ▶ ホテルプラザ勝川(☎36－2331)
 ホームページ　http://www.theplaza.co.jp

県高等学校等奨学金貸付金について
対 象▶ 世帯の収入が県の定める一定の基準以内

で、親権者か未成年後見人が県内に在住
し、国公私立の高等学校か専修学校高等
課程に在学する生徒

貸付額(月額)▶国公立1万8000円、私立3万円(無利
息)　※自宅外通学者には5000円を加算。
国公私立とも1万1000円を選択すること
も可能

申し込み▶ 在学する高等学校などが指定する時期(6
月上旬ごろ)に、在学校などへ　※8月中
旬ごろに決定の予定

問い合わせ▶ 県高等学校教育課(☎052－954－6785)

孫に手を
握られ思う
交通ルール
交通安全スローガン



春日井東高校吹奏楽部スプリングコンサート
とき▶3月20日（祝）午後1時30分～3時（1時開場）
ところ▶東部市民センターホール　曲目▶「ア
ルセナール」「崖の上のポニョ」「リトルマーメイ
ドメドレー」など　問い合わせ▶春日井東高校
・大城（☎88－4801）
･･････････････････････････････････････････
婦人会大会
とき▶3月28日（土）午後1時～ 3時30分　ところ
▶レディヤンかすがい　内容▶第1部…公演「知
って、聴いて、楽しむオペラ」、第2部…各支部
による舞台発表　問い合わせ▶市婦人会協議会
・遠山（☎・FAX82－6821）
･･････････････････････････････････････････
わくわく！ふれあいワールド「親子でイースタ
ーを楽しもう！」
とき▶4月1日（水）①午前10時～ 10時40分②午
前11時～ 11時40分　ところ▶ささえ愛センタ
ー内国際交流ルーム　内容▶イースターの行事
を楽しみながら、英語の手遊びやわらべ歌を親
子で学ぶ　対象・定員▶①1歳～年長の子ども
とその保護者②年少～小学3年生の子どもとそ

の保護者・各7組（先着順）　申し込み▶3月18日
（水）～27日（金）に、電話で国際交流ルーム（☎
85－6606）へ
･･････････････････････････････････････････
講演会「シルクロードにロマンを求めて～永遠
の華 ペルシャ」
とき▶4月4日（土）午後2時～4時30分（1時30分
開場）　ところ▶東部市民センター　内容▶古
代ペルシャ帝国の栄光をカラースライド映像で
語る最新シルクロード紀行　講師▶山森理子　
定員▶70人（先着順）　費用▶資料代1000円　
申し込み▶3月31日（火）までに、中川（☎91－
7425）へ
･･････････････････････････････････････････
成瀬ひろみバレエスタジオ発表会
とき▶4月19日（日）①午後1時②午後5時（いずれ
も30分前に開場）　ところ▶市民会館　内容▶
第1部…小品集、第2部…「白鳥の湖」より、第3
部…創作バレエ「“N” meets Disney」　入場料▶
1000円　入場券▶成瀬ひろみバレエスタジオで
販売中　問い合わせ▶成瀬ひろみバレエスタジ
オ（☎56－3416）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン （☎85－6073）
3／16(月)～22(日) 拓画（カラー魚拓）展示 拓画同好会
3／23(月)～29(日) デッサン展 木曜デッサン会

鷹来公民館 （☎84－7071）
3／17(火)～22(日) 春の洋ラン展 春日井洋ラン同好会
3／29(日)～4／5(日) 春の山草展 青紅会

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）
3／17(火)～29日(日) 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

3／31(火)～4／12(日) 春友水墨会作品展 春友水墨会
グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 （☎92－8711）

3／18(水)～22(日) 現代押し花アート展 千種の会
3／27(金)～29(日) カンアオイ展 東海葵会

坂下公民館 （☎88－5555） 3／18(水)～29(日) 文化書道愛知県連合会作品
展 文化書道愛知県連合会

ルネックギャラリー （☎34－6800） 3／25(水)～30(月) 打田宗平nononoアート展 打田宗平

西部ふれあいセンター （☎33－0808） 3／26(木)～4／5(日) 好古会絵画クラブ展 好古会絵画クラブ

落合公園管理棟 （☎56－0414） 3／27(金)～29(日) おもと展 日本おもと協会 春日井支
部
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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

3／21

3／28

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

☎85－0077

☎89－3388

☎84－3060

☎91－3755

☎75－3882

☎33－8011

☎34－1166

☎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）

あさひ病院（下原町）

はやかわクリニック（下市場町6）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

ミナミ産婦人科（小牧市）

大林産婦人科医院（高山町1）

アルファクリニック（朝宮町1）

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

3／15

3／20

3／22

3／29

●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

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。

市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6093）…5日、12日、26
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） 
 …26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

●

●

4月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.22

春日井商工会議所と商店街連合会との共催により実施さ
れた市内の魅力あるお店を消費者から推薦する「私が選
ぶ…地域一番店コンクール」で優秀店6店が決定し、「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）

「第６回 私が選ぶ…地域一番店
  コンクール」  優秀店決定！！

○バーゼル（パン／東野町2）
○ハリカ春日井店（ギフト／東野町1）
○御菓子処 美濃屋（和菓子／大和通2）
○カフェ 百時（喫茶／鳥居松町6）
○和食 伊佐や（和食／大手田酉町3）
○わしょく屋（和食／出川町8）

受賞店

ぜひ、一度お店に
行ってみてね！

○応募総数…2263票
○推薦店舗数…約600店
たくさんの推薦、ありがとうございました！
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