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市民病院中期経営計画を策定しました
高齢者福祉サービスのお知らせ
情報最前線
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各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など
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総合体育館とサンフロッグ春日井で「かすがいDo!スポーツ
フェスタ」が行われ、多くの家族連れが来場しました。子ども
たちは跳び箱や平均台などに興味津々。家族そろってスポー
ツ日和の一日を満喫していました。

平成21年度当初予算の
概要



平成２１年度の当初予算は、「第五次総合計画を着実に実施すること」「中期財政計画を踏まえた財政健
全化を推進すること」を基本方針とし、市税の大幅な減収見込みや市債発行額の抑制といった厳しい
財政状況に対応した緊縮型予算としました。 

当初予算総額 
１５４５億１４５万円 
（前年度比３.４％減） 

一般会計歳入 ７７１億４５００万円 

市
税 

市
債 

大幅な減収見込み 

景気後退の影響による減収 計画的な市債管理 

（２０年度） 
４８５億円 

（２１年度） 
４７１億円 

（２０年度） 
７７億円 

（２１年度） 
７４.５億円 

２億５０００万円 １４億円 

発行額の抑制 

地方交付税 

中期財政計画の市債残高削減目標 

依存財源 
２４３億１２６２万円 

自主財源 
５２８億３２３７万円 

地方譲与税 

県支出金 

各種交付金 

国庫支出金 

市債 

その他の自主財源 

分担金及び負担金 

使用料及び手数料 

市税 

１億５０００万円 

１０億３０００万円 

４１億８２４６万円 

５１億５６００万円 

６３億４４１６万円 

７４億５０００万円 

３０億２２５４万円 

１２億７８０２万円 

１３億７８３０万円 

４７１億５３５０万円 

（平成２０～２４年度） 

5年間で１２９億円の市債残高の削減を計画 

市債発行の抑制を図り、将来負担の軽減に努めます。 

一般会計 

公共用地先行取得事業 

松河戸土地区画整理事業 

勝川駅周辺総合整備事業 

公共下水道事業 

市民病院事業 

水道事業 

合計 

８４０億５０８５万円 

４億８０７０万円 

９億６６４９万円 

１０億５７０９万円 

５８８億５７１１万円 

１５８億７２１４万円 

５７億５５９０万円 

１６７０億４０３０万円 

平成１９年度末１６７９億円 

平成２４年度末１５５０億円 

※数値については、万円単位未満を切り捨てていますので、合計に不一致があります。 

一般会計とは…福祉、環境、ごみ処理、道路整備、教育など行政サービス全般に関する経理を行う会計です。 

平
成
１９
年
度
末
市
債
残
高（
決
算
額
） 

計画 
数値 
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一般会計歳出目的別予算 
※（　）の数値は市民１人当たりの予算額です。 

一般会計歳出性質別予算 

民生費　２５９億１４４６万円（８万４４４０円） 
高齢者・障がい者・児童福祉や生活保護などにかかる費用 

総務費　１２５億５１０７万円（４万８９７円） 
徴税事務や住民登録事務、交通対策、自治振興、情報化推進 
などにかかる費用 

衛生費　９１億８７７２万円（２万９９３８円） 
市民の健康推進やごみ処理などにかかる費用 

公債費　９１億８１１１万円（２万９９１６円） 
借入金の返済にかかる費用 

土木費　８４億１４７７万円（２万７４１９円） 
道路や公園、河川の整備などにかかる費用 

教育費　６９億１５２３万円（２万２５３３円） 
学校、公民館、図書館などにかかる費用 

消防費　２４億２８７２万円（７９１４円） 
消防活動や防災活動にかかる費用 

商工費　１６億５３３万円（５２３１円） 
商工業の振興にかかる費用 

その他　９億４６５３万円（３０８４円） 
議会費、労働費、農林水産業費など 

その他の経費 
３０１億４９８６万円 

義務的経費 
３９０億１１８４万円 

投資的経費 
７９億８３２９万円 

その他 

繰出金 

補助費等 
 

維持補修費 

物件費 

普通建設事業費 

公債費 

扶助費 

人件費 

1.1%

12.8%

6.8%

1.7%

16.7%

10.3%

11.8%

18.4%

20.4%

９億１９９８万円 

９８億３９８０万円 

５２億１６０３万円 

１２億９３９１万円 

１２８億８０１３万円 

７９億８３２９万円 

９１億３２５万円 

１４１億５８４８万円 

１５７億５００９万円 

用
語
の
説
明 

自主財源：市が自主的に収入できる財源 
依存財源：国や県から交付されたり割り当てら
れる財源 
市債：市の借入金 
国庫支出金・県支出金：特定の事業を行うこと
により国や県から交付される収入（補助金など） 

義務的経費：その支出が義務付けられ任意に節減できない経費 
扶助費：高齢者・児童・障がい者への援助費や生活保護費など 
公債費：借入金の返済金およびその利息 
物件費：物品の購入費や民間へ業務を委託する経費など 
繰出金：特別会計の経費に充当する支出 
補助費等：他団体への補助金や負担金など 
維持補修費：施設の修繕料など 

平成２１年３月１日現在３０万６８９６人 

33.6%

16.3%

11.9%

11.9%

10.9%

9.0%

3.1%

2.1%

1.2%

歳
入 

歳
出 

3広報春日井4月1日号



（1）防災設備整備（１０００万円） 

　大規模な地震に備え、緊急地震速報装置を市内の公立保育

園に設置します。 

（2）地域福祉計画改定（２７４万円）  

　少子・高齢化や核家族化のさらなる進行、独り暮らし高齢

者の増加、高齢者や児童の虐待、災害時の要援護者支援など

の課題に対応するとともに、地域の実情に適した地域福祉を

推進するため、第2次地域福祉計画を改定します。 

（3）地域生活支援事業相談支援（４８００万円） 

　相談支援事業の円滑な実施のため、障がい児担当の相談員

を増員し、障がいのある子どもやその保護者の総合的な支援

の一層の充実を図ります。 

（4）動脈硬化検診の開始（３９６万円）  

　生活習慣病予防のため、健康診査や運動健診などに加え、

7月から保健センターで動脈硬化検診を行います。 

（5）雨水流出抑制対策（２１０３万円） 

　「流域水害対策計画」に基づき、篠田公園での地下貯留施

設の実施設計を行います。また、ゲリラ豪雨に対応するため、

浸水の多い地区1か所に可搬式ポンプを配備します。 

（1）私立保育園保育実施委託･補助 

　　　　　　　　　　　　　（１１億１９８７万円）

　新たに１園開園します。新設保育園では、一

時保育・延長保育などに加え、休日保育を実施

します。 

（2）障がい児保育実施委託（１１８１万円） 

　心身に中軽度の障がいのある児童が地域の保

育園で保育を受けられるよう、新たに出川保育園、

下津保育園で実施します。 

（3）保育園整備（４億４３５１万円）  

　味美保育園の建て替え整備を実施します。また、

平成22年度建て替え予定の小野保育園の実施設

計を進めます。 

（4）妊婦・乳児健康診査（３億１６０４万円）  

　妊婦の健康管理の充実および受診に係る経済

的負担の軽減を図るため、妊娠期間中の健康診

査の公費負担回数を現在の5回から14回に拡充し

ます。 

（5）校舎等耐震診断･耐震補強（８億１１２３万円） 

　耐震診断結果に基づき、構造耐震指標が0.7未

満の校舎などの耐震補強工事を計画的に実施し

ます。○小学校…耐震補強7校、実施設計12校 

○中学校…耐震補強4校、実施設計4校  

（6）少人数指導支援対策（１億３２９７万円）  

　少人数指導の充実や発達障がい児童に対応す

るため、少人数指導講師とティームティーチン

グ講師を増員します。また、障がいのある児童

の学習教育活動での日常生活動作の介助を行う

ため、新たに特別支援教育介助員を配置します。 

「第五次総合計画」に掲げる6つ    　　

勝川北部保育園（平成２１年４月開園） 

２代目道風くん 

１ 誰もが安全安心に、いきいきと暮らせるまち 

 2 子どもが健やかに育ち、生きる喜びを感じられるまち 
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　　の目標に沿ってお知らせします。 

かすがいシティバス 

緑のカーテン 

（1）文化・スポーツ応援団（６００万円）  

　市を全国にPRする独自性が高い文化イベントや、

地域間交流に貢献するスポーツ大会の開催を支

援します。 

（2）「書のまち春日井」発信（１５０万円） 

　2代目「道風くん」グッズや着ぐるみの製作を行

い、広く市民への周知を図っていきます。また

市民からもアイデアを募集するなど、さらなる「書

のまち春日井」の推進方法について検討します。 

（3）DV相談事業（３１３万円）  

　電話、面接によるDV相談と24時間対応できる

オンラインDV相談などを充実･強化するため、

相談員への助言や指導を行うスーパーバイザー

を配置します。 

（4）放課後児童健全育成事業施設整備（８３７５万円） 

　保護者が就労などにより昼間家庭にいない小

学生を対象として、授業終了後に遊びや生活の

場を提供する子どもの家を新たに4か所整備しま

す。（牛山小学校、西山小学校、神屋小学校、篠

原小学校） 

（1）高蔵寺ニュータウン再生（３２０万円） 

　「高蔵寺ニュータウン活性化施策検討会」を引

き続き開催し、ニュータウン地区の住民との意

見交換や情報交換をする機会を設け、再生に向

けた具体的な取り組みを進めます。 

（2）かすがいシティバス（１億３６００万円） 

　新たに2つの路線を設置するとともに、これ

までの7路線を2つの環状線に統廃合し、秋から

新たなシティバスの運行を開始します。 

（3）商業振興活性化事業（４０００万円） 

　商店街の活性化のため、メニュー選択型であ

った従来の助成制度を見直し、自由な発想に基

づく提案公募型の助成制度を創設します。 

（4）産業振興アクションプラン推進事業（５９０万円） 

 市内で事業を営む人や新たに創業する人に対し 、

商工会議所と連携してワンストップで支援事業

を展開していくとともに、各種支援サービスの

中核となるセンター施設の整備についてソフト・

ハード両面から検討します。 

（5）都市交流拠点整備（１億４０６５万円）  

　都市交通の結節点としての機能向上を図るため、

JR春日井駅周辺では、自由通路や駅舎周辺の整

備に係る基本設計を行い、名鉄味美駅周辺では

駅舎への東側からのアクセス通路の確保や、駅

舎改修のための基本設計を行います。 

4 にぎわいと活力に満ち、未来に輝くまち 

3 つながりと信頼を深め、みんなの力 
　で地域社会をつくるまち 
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特別会計 

企業会計 

特別会計 

（1）地球温暖化対策推進（１７５万円） 

　ヒートアイランド対策や地球温暖化防止に有

効とされる｢緑のカーテン」を公共施設に設置し

市民に啓発を図ります。また、環境教育や児童

の体力向上にも効果が期待される芝生化を、試

験的に篠木小学校などで実施します。 

（2）資源持ち去り防止対策（６３万円） 

　ごみステーションからの新聞紙や飲料缶など

の資源の持ち去り行為を防止するため、警告看

板の設置や早朝パトロールを実施します。 

（3）クリーンセンター施設再整備（１億６９９２万円） 

　旧3号焼却炉を解体し、解体後の跡地に溶融

スラグや資源物を貯留するためにストックヤー

ドを整備します。 

（4）あんしん歩行エリア整備（１６００万円） 

　3月にあんしん歩行エリアの指定を受けた八

幡地区において交通事故の防止と快適な歩行空

間の安全確保を目指し、歩道の整備をします。 

 

（5）街づくり支援制度（３０８万円） 
　生活道路、排水路など身近な施設の整備改善

のため、地域住民が主体となって行う街づくり

活動に対し、技術的な支援のためのアドバイザ

ーやコンサルタントの派遣、必要な経費の一部

助成を行い、地域の生活環境の改善を図るとと

もに、地域住民と市との協働による地域の特性

を生かした街づくりを推進します。 

（1）行政経営システム（６６０万円） 
　第五次総合計画の推進に当たり、市民による

施策および事業の評価・提案の仕組みの導入な

ど、計画に掲げた目標の効果的な達成を目指し、

経営システムの充実を図ります。 

（2）共同セキュリティ外部監査（５６万円） 
　市の情報および情報システムをさまざまな脅

威から防御し、市民の財産・プライバシーを守

るため、職員研修により情報セキュリティ意識

を醸成するとともに、あいち電子自治体推進協

議会による外部監査および内部監査を実施し、

情報のセキュリティを常に点検します。 

５４０億３１２５万円 
（前年度比８．１％減） 

特別会計とは…介護保険事業や 
公共下水道事業など、特定の歳 
入を特定の歳出に充てて経理を 
行う会計です。 

２３３億２５２０万円 
（前年度比４．２％増） 

企業会計とは…特別会計のうち 
企業会計方式により経理を行う 
会計のことです。 

▲
 

公共用地先行取得事業 
国民健康保険事業 
後期高齢者医療事業 
老人保健医療事業 
介護保険事業 
介護サービス事業 
民家防音事業 
潮見坂平和公園事業 
松河戸土地区画整理事業 
勝川駅周辺総合整備事業 
公共下水道事業 

１１億２８３５万円 
２６３億８７１６万円 
２７億５７６５万円 
１億２６９６万円 

１２９億１８６９万円 
１億９４１４万円 
４１６７万円 

２億７８３９万円 
６億６２４７万円 
８億５３３３万円 
８６億８２３９万円 

２６０.６％ 
△３.９％ 
６.４％ 

△９４.７％ 
△１.４％ 
△６.５％ 
１.７％ 
△２.２％ 
△２３.９％ 
△２２.９％ 
△１７.０％ 

会計名 予算額 対前年度比 

市民病院事業 

水道事業 

１３２億６３３４万円 
１４４億３２３９万円 
４億２３８８万円 
１６億８８５３万円 
５１億９７８１万円 
５５億９４７万円 
３億９４９５万円 
１６億９４７９万円 

収益的 
 
資本的 
 
収益的 
 
資本的 

収入 
支出 
収入 
支出 
収入 
支出 
収入 
支出 

6 効果的で効率的な自立した都市経営 5 快適で美しく、いつまでも住み続け 
　たい循環型のまち 
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問い合わせ▶管理課（☎57－0057）

総務省から示された「公立病院改革ガイドライン」などに基づき、「春日井市民病院中期経営計画（公立病院改
革プラン）」を策定しました。市民病院では地域において必要な医療を安定的かつ継続的に提供するため、具
体的な年次計画や数値目標を定め、健全経営と医療の質の確保について、さまざまな取り組みを実施してい
きます。

　平成21年度から25年度までの5年間
計画期間

　医師や看護師の不足が全国的に問題となっていますが、市民病院では、運営に必要な医師や看護師などの
医療スタッフの人員はかろうじて確保できている現状です。
　収支については、全国の公立病院の約7割が赤字であり、市民病院でも赤字が続き厳しい経営状況にあり
ますが、経営改善に向けた取り組みを実施し、経営の健全化を図ることにより、直営(市による経営)を維持
していきます。

経営形態

○医療水準の向上
○高度で専門的な医療の提供
○救急医療の充実
○診療体制の維持・強化
○円滑な医療連携の展開
○人材の育成

果たすべき役割
○地域に果たす医療機能の確保・充実…糖尿病センターな
　どの開設、産科医24時間常駐体制の堅持、ＭＲＩ装置の
　グレードアップ、多様な勤務環境の整備
○市民の立場にたった医療サービスの提供…予約方法の見
　直し、検査体制の見直し、接遇の向上
○安定した経営基盤の確立…電子カルテの導入、委託業務
　の見直し、コスト意識の改革、業務経験者の確保・育成

主な取り組み

　経常黒字を達成するため、病床利用率(病床数に対する入院患者数の比率)を90％以上、職員給与費対医業
収益比率を45％以下にするなどの数値目標を設定し、医療の質の確保と安定した経営基盤の確立に向け経営
改善を推進していきます。計画期間内は、減価償却費の負担が大きいことや設備の修繕費などの経費が必要
となってきていることにより、経常黒字は困難ですが、職員一人一人の継続的な経営努力により、平成27年
度に経常黒字を目指します。

数値目標の設定

　中期経営計画は、市民病院、市民病院ホームページ、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、各公民館で見ることができます。
ホームページ　http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/

市民病院中期経営計画を策定しました
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■経常収益（入院収入、外来診療収入など）
■経常費用（給与費、業務委託費など）

■現金預金などの残高　■経常損益（収益－費用）　

収益・費用の推移 現金預金などの残高と経常損益の推移
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高齢者福祉サービス高齢者福祉サービス
　　　　　　のお知らせ　　　　　　のお知らせ
高齢者福祉サービス
　　　　　　のお知らせ
市では、援護が必要な高齢者やその家族の皆さんが、健康で生きがいのある生活を送ることができるように、
各種福祉サービスを提供し、自立生活を支援しています。今年度、変更があったサービスを中心にお知らせ
します。

　対象者をこれまでの「要介護1～5」から
「要介護3～5」に見直し、理髪店や美容院に
出向くことが、真に困難な在宅の高齢者を
対象とすることとしました。対象者（施設入
所者は対象外）が、シャンプー・カットなど
の基本サービスを受けるときの整髪料の一
部を助成します。

費　用▶

利用回数▶

自己負担金700円　※基本サービス
以外は実費負担
2か月に1回（補助券を送付します）

　市内に住所があり、家庭で常時介護が必
要な重度要介護者を介護している人に、心
身の疲労軽減を図るための手当を支給しま
す。

対　象▶

支給額▶
支給回数▶

市の介護保険の認定を受けた要介
護3～5の人を家庭で介護している
人（介護している人が要介護3～5
の場合は対象になりません）
月額2000円
年1回（5月）

訪問等理美容サービス訪問等理美容サービス訪問等理美容サービス 在宅重度要介護者介護手当在宅重度要介護者介護手当
（旧：在宅ねたきり高齢者等介護者手当 名称のみ変更）（旧：在宅ねたきり高齢者等介護者手当 名称のみ変更）
在宅重度要介護者介護手当

（旧：在宅ねたきり高齢者等介護者手当 名称のみ変更）

　要介護等認定者に対し、介護サービスの
利用に伴う諸費用の負担を軽減するための
手当を支給します。

対　象▶

支給額▶
支給回数▶

○市民税非課税世帯の人（生活保護
世帯を除く）○介護保険施設に入
所・入院している人のうち、本人
所得が市民税非課税で、世帯の中
で最も所得が多い人の年間所得が
365万円以下の人
月額3000円
年3回（5月、9月、1月）

介護福祉特別給付金介護福祉特別給付金介護福祉特別給付金

　高齢者が、1階かエレベータ付きの集合住
宅または戸建て住宅へ住み替えをする場合
に、引越しにかかる費用や従前の住居の退
去に伴う修繕費用の一部を助成します。ま
た、民間賃貸住宅に入居する人で連帯保証
人が確保できない場合には、民間保証会社
への初回債務保証委託料の一部も併せて助
成します。

対　象▶

助成限度額▶

65歳以上の高齢者のみの世帯で次
のいずれの要件にも該当する人○
エレベータのない賃貸住宅の2階以
上に居住し、身体などの状況によ
り日常生活を営む上で支障がある
人○市民税非課税世帯の人
引越しなどの費用… 20万円、初回
債務保証委託料…3万円

高齢者賃貸住宅住み替え助成高齢者賃貸住宅住み替え助成高齢者賃貸住宅住み替え助成

ホームヘルパー養成研修
受講料助成 

車いす・ストレッチャー対応型
タクシー利用助成事業

（旧：外出支援サービス事業）

高齢者住宅改修費の助成
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高齢者福祉サービス
　　　　　　のお知らせ

問い合わせ▶介護保険課（☎85－6182）

訪問等理美容サービス 在宅重度要介護者介護手当
（旧：在宅ねたきり高齢者等介護者手当 名称のみ変更）

介護福祉特別給付金 高齢者賃貸住宅住み替え助成

　高齢者などの介護を地域で担う人材を育
成するため、ホームヘルパー養成研修の2級
課程を修了した人に、受講料の一部を助成
します。

対　象▶

助成限度額▶

手続き▶

①高齢者（65歳以上）か要介護認定
を受けた家族を介護している、ま
たは過去に介護していた人②障が
い者の家族を介護している、また
は過去に介護していた人③社会福
祉協議会のにこにこヘルパーとし
て高齢者、障がい者の介護を行っ
ている人　※4月1日以降開講の研
修から②と③を新たに対象者に加
えました。
3万円　※雇用保険法の教育訓練給
付金、母子及び寡婦福祉法に規定
する給付金などの受給資格者は、
対象経費からその額を控除　
研修を修了した日の翌日から起算
して30日以内に申請してください。

問い合わせ▶高齢福祉課（☎85－6364）

　一般の公共交通機関を利用することが困
難な在宅高齢者・障がい者の人が、車いす・
ストレッチャー対応型の車両を利用して、
医療機関などへ外出する際の費用の一部を
助成します。日常生活自立度がB1の人、下
肢障がい1級の人も対象になりました。

対　象▶

助成限度額▶
利用回数▶

世帯全員が市民税非課税で、次の
いずれかに該当する人○介護保険
の要介護1～5と認定された人で日
常生活自立度（寝たきり度）がB・C
の人○体幹機能障がい1級か下肢障
がい1級の身体障がい者手帳を持っ
ている人
5000円
片道を1回として、月2回　※障が
い者移動支援事業（タクシー券・燃
料券）との併用はできません。

ホームヘルパー養成研修ホームヘルパー養成研修
受講料助成 受講料助成 

ホームヘルパー養成研修
受講料助成 

車いす・ストレッチャー対応型車いす・ストレッチャー対応型
タクシー利用助成事業タクシー利用助成事業

（旧：外出支援サービス事業）（旧：外出支援サービス事業）

車いす・ストレッチャー対応型
タクシー利用助成事業

（旧：外出支援サービス事業）

　日常生活に援護が必要で介護保険の認定を受けてない高齢者が住む住宅に手すりを取り付ける
などの改修工事を行う費用の一部を助成します。
助成金額▶限度額20万円　※生計中心者の所得税額により一部負担金が必要な場合があり、6月1日

（月）の申請分から一部負担金の算定条件を変更します。

高齢者住宅改修費の助成高齢者住宅改修費の助成高齢者住宅改修費の助成

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)
または生計中心者が前年所得税非課税世帯

生計中心者の前年所得税課税年額が4万1円以
上の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額が1万5001
円以上4万円以下の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額が5001円以
上1万5000円以下の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額が5000円以
下の世帯

対象世帯の階層区分
利用者
負担額

0円

1万6300円

2万8400円

4万2800円

5万2400円

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)
または生計中心者が前年所得税非課税世帯

生計中心者の前年所得税課税年額が8万1円以
上の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額が3万1円以
上8万円以下の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額が1万1円以
上３万円以下の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額が1万円以下
の世帯

対象世帯の階層区分
利用者
負担額

5万2400円

4万2800円

2万8400円

1万6300円

0円
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I N F O R M A T I O N情報最前線

文化財ボランティア養成講座の受講生を募集します文化財ボランティア養成講座の受講生を募集します文化財ボランティア養成講座の受講生を募集します文化財ボランティア養成講座の受講生を募集します文化財ボランティア養成講座の受講生を募集します
市内の貴重な史跡・文化財の紹介・解説などをする文化財ボランティアの養成講座を開催します。昨年度
の受講生の皆さんは11月に春日井文化財ボランティアの会を発足し、活動場所で活躍しています。あな
たも、次世代を担う子どもたちに春日井の歴史を伝えてみませんか。

活動場所 ▼郷土館、四つ建て民家・民俗展示室、二子山古墳など
定　員 ▼ 30人（超えたときは抽選）
申し込み ▼ 4月21日（火）までに、はがきかEメールに「文化財ボランティア」、住所、氏名（ふりがな）、電話

番号を書いて、〒486－0913柏原町1－97－1、文化財課（☎33－1113、Eメールbunkazai@city.
kasugai.lg.jp）へ

とき 講座内容 講　師 受講場所

１ 5/15（金）
14:00 ～ 15:30 開講式、春日井市の歴史と文化財について 文化財課職員 中央公民館

２ 5/21（木）
14:00 ～ 16:00 ボランティアの意義と魅力について

先進都市ボランティア（千葉県佐
倉市） 中央公民館

３ 5/29（金）
10:00 ～ 15:30 下街道を実際に歩いてみよう

市文化財保護審議会委員
地元講師

下街道（勝川駅～
郷土館）

４ 6/5（金）
14:00 ～ 15:30 下街道と郷土館の解説事例

市文化財保護審議会委員
春日井文化財ボランティアの会 郷土館

５ 6/12（金）
14:00 ～ 16:00 民俗展示室と四つ建て民家の解説事例

文化財課職員
春日井文化財ボランティアの会

民俗展示室・四つ
建て民家

６ 6/19（金）
10:00 ～ 15:30 味美二子山古墳と下原古窯跡群について 文化財課職員 中央公民館

７ 6/26（金）
10:00 ～ 15:30 各班分かれて解説を考えてみよう 文化財課職員 中央公民館

８ 7/10（金）
10:00 ～ 15:30

文化財の解説をしてみよう
発表と閉講式 市文化財保護審議会委員 中央公民館

プレミアム付き商品券をプレミアム付き商品券を
発行します発行します

プレミアム付き商品券をプレミアム付き商品券を
発行します発行します

プレミアム付き商品券を
発行します

定額給付金の定額給付金の
支給支給時期時期に合わせてに合わせて
定額給付金の定額給付金の
支給支給時期時期に合わせてに合わせて
定額給付金の
支給時期に合わせて

地域経済を元気にしようと、春日井商工会議所と商店街連合会が協力して、次のとおりプレミアム付き商
品券を発行します。なお、商品券の購入方法や時期など詳しい内容は、広報春日井4月15日号でお知らせ
します。

販　売 ▼ 4月27日（月）から（予定）
販売価格 ▼ 1冊1万円（額面1万1000円分）
利用店 ▼市内参加店

プレミアム付き商品券の問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）、商店街連合会（☎84－8848）
定額給付金・子育て応援特別手当の問い合わせ▶定額給付金・子育て応援特別手当支給事務局（☎84－0050）

「定額給付金・子育て応援特別手当」についてのお知らせ
　市は、定額給付金・子育て応援特別手当の申請書を該当す
る世帯に発送しましたので、早めに手続きをしてください。
※詳しくは、今号と併せて配布したチラシを見てください。

養成講座の内容
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一時保育を利用してください一時保育を利用してください一時保育を利用してください一時保育を利用してください一時保育を利用してください
保護者などが緊急・一時的に家庭での保育ができない場合に子どもを預かります。

問い合わせ▶保育課（☎85－6202）

申し込み ▼利用希望日の7日前までに、一時保育利用申請書（各施設で配布）に記入して、健康保険証、子ども
医療費受給者証、印鑑を持って、子ども同伴で保育を希望する施設へ

施設名 と　き ところ 対　象 利用料 定員 電　話

公
立
高座保育園

日・祝休日、年末
年始を除く
①8:30 ～ 16:00
②8:30 ～ 12:30
③13:00～ 16:00
（土曜日は正午まで）

高蔵寺町北3－6－3 6か月児～就学前

①2500円
②1500円
③1000円
（①②は給食
代を含む）

10人 51－2605
白山保育園 味美白山町2－3－2 1歳児～就学前 10人 31－6622

私　
　

立

神屋保育園 神屋町2022－3 6か月児～就学前 10人 88－8739
あさひにこにこ保育園 鷹来町字上東光坊4703－1 6か月児～2歳児 5人 86－5337

天使みつばち保育園 朝宮町2－10－12 生後57日目～就
学前 10人 35－5010

さくら保育園
※新規 出川町8－6－1 6か月児～就学前 10人 52－6006

公　
　

立

かすがいげんき
っ子センター

月曜日（祝休日の
ときはその翌日）、
年末年始を除く
①7:30 ～ 19:00
②7:30 ～ 12:30
③13:00～ 19:00

勝川町8－2858－1 6か月児～就学前

①3000円
②1500円
③1500円
（①②は給食
代300円が別
途必要）

15人 35－3501

自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう自宅の耐震診断・改修をしましょう

非木造住宅耐震診断・耐震改修費補助
対　象 ▼次のいずれも満たす住宅〇昭和56年5月31日

以前に着工された非木造住宅〇一戸建て、
長屋、共同住宅、併用住宅（建物全体の半分
以上が住宅として使われていれば対象）

補助額 ▼助成額と市の定める限度額を比較していず
れか少ない額

申し込み ▼いずれも4月1日（水）から、所定の用紙（建
築指導課、市民安全課、市ホームページ、
市役所情報コーナー、各ふれあいセンタ
ー、鷹来・坂下公民館、総合福祉センター、
グリーンパレス春日井に用意）に記入し
て、直接（木造住宅無料耐震診断のみ郵
送可）建築指導課（☎85－6328）へ　※申し
込み前に相談が必要です。

木造住宅耐震改修費補助
　耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
対　象 ▼市の木造住宅無料耐震診断で倒壊する可能

性がある（判定値1.0未満）と判断された住宅
の所有者

対象工事 ▼耐震改修の結果、地震に対して安全な構造
（判定値1.0以上）となる工事

補助額 ▼ 60万円を限度に耐震改修工事費（工事費、設
計・補強計画策定費）の2分の1の額

木造住宅無料耐震診断
　県の講習を受け登録された耐震診断員が、木造住
宅の耐震診断を行います。
対　象 ▼次のいずれも満たす木造住宅〇昭和56年5月

31日以前に着工された在来軸組構法、伝統
構法の住宅〇現在居住している住宅〇一戸
建て、長屋、併用住宅（貸家を含む）、共同
住宅　※診断費用の自己負担はありません。

募集棟数 ▼ 300棟（先着順）
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市税等納期一覧表市税等納期一覧表市税等納期一覧表市税等納期一覧表市税等納期一覧表 ～納期限までに納めましょう～納期限までに納めましょう～納期限までに納めましょう～納期限までに納めましょう～納期限までに納めましょう

平成21年度の市税等の納期をお知らせします。また、口座振替を利用している人は、預貯金残高を確認
してください。

※納付場所は、収納課、坂下出張所、東部市民センター、味美・高蔵寺ふれあいセンター、市内すべての金
融機関、コンビニエンスストアです。ただし、コンビニエンスストアとゆうちょ銀行・郵便局では、納期限
を過ぎた場合は取り扱いません。

問い合わせ▶収納課（☎85－6111）

区　　　分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税 1期 2期 3期 4期

固定資産税・都市計画税 1期 2期 3期 4期
軽自動車税 全期

国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
介護保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

後期高齢者医療保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

納期限 4/30
（木）

6/1
（月）

6/30
（火）

7/31
（金）

8/31
（月）

9/30
（水）

11/2
（月）

11/30
（月）

12/28
（月）

2/1
（月）

3/1
（月）

3/31
（水）

かすがい熟年大学かすがい熟年大学かすがい熟年大学かすがい熟年大学かすがい熟年大学
ところ ▼文化フォーラム春日井ほか
対象・定員 ▼ 市内在住で、学習意欲がある60歳以上の人・○生活コ

ース・歴史コース各150人○文学コース・健康科学コー
ス各100人（超えたときは抽選）　※現地学習はありませ
ん。

費　用 ▼ 受講料4000円　※健康科学コースは実技保険料として
100円が必要

申し込み ▼ 4月14日（火）〈必着〉までに、往復はがきにコース名（1人1
コース）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番
号を書いて、〒486－8686春日井市役所生涯学習課（☎85－6446）へ

コース 月日（13回） 時　　間 演　　題

生　活 5/27、6/10・24、
7/8・22、8/5・19、
9/2・16、10/7・
21、11/4・18の
水曜日

10：00　
～ 11：30

○ストレスとコミュニケーション○自分を知ろう○生命保険について○医療保険に
ついて○介護保険について○老化を防ぐ食事○相続について○裁判員制度について
○超低金利時代を生き抜くために○金融商品の基礎○マネープランの実際○防犯対
策について○エネルギー利用と環境問題

歴　史 14：00　
～ 15：30

○魏志倭人伝を読む○学問の自由と現在○表現の自由と現在○信教の自由と現在○
幕末期の政治と新撰組○日本人の日記とその歴史○戦国期尾張地域の真宗勢力○あ
なたの知らない平安時代

文　学 5/28、6/11・25、
7/9・23、8/6・20、
9/3・17、10/8・
22、11/5・19の
木曜日

10：00
～ 11：30

○政治史として読む源氏物語○古典文学に描かれた尾張三河○太宰治生誕100年の
今、何が見えてくるか○「鳥虫あはせ」をめぐって○「小鳥うた合」をめぐって○万葉集
の恋の歌○万葉集の旅の歌○万葉集の挽歌○「源氏物語」の女性○理想の女性－紫上－

健康科学 14：00　
～ 15：30

○高齢者がかかりやすい心の病気について○心ってなんだろう○心理療法ってなん
だろう○認知症について○骨のお話し○メタボ対策に運動を○食生活のチェックに
ついて○かかりやすい感染症とインフルエンザの予防について○実技5回

※講師の都合により演題が変更になる場合があります。講師は、近隣大学の教授や市民病院医師などです。

と　き ▼ 5月19日（火）
午後1時30
分から

ところ ▼市民会館
講　演 ▼「円空の生涯」・長谷川公茂
※閉講式・合同講座は12月に行います。

開講式・合同講座



春日井のサボテン　

　サボテンフェアが、今年も4月4日（土）～
5日（日）に落合公園で行われます。
　春日井市は、「実生サボテン（幼苗）の生
産が日本一」です。春日井市では、日本一
のサボテンを全国に発信しようと、商工会
議所を中心に多くの皆さんが、特産品づく
りに工夫を凝らしてみえます。サボテンの
鉢植えはもちろん、アイスクリーム、うい
ろう、サブレ、うどん、そば、ラーメンなど。
そして、マスコットキャラクター「春代・
日丸・井之介」の3人もＰＲに頑張っていま
す。

　サボテンフェアでは、どんなサボテンが
展示・即売され、新しい特産品が見られる
のかが楽しみです。昨年はラーメンがおい
しくなった（逆に言えば、以前は…）ことが
印象的でした。ぜひ、足を運んでいただき
たいと思います。
　ところで、サボテンの栽培方法には挿し
木や接ぎ木による方法もありますが、種か
ら育てる方法を実生栽培といいます。種子
の採取→種まき→移植を経て1～3㎝程の大
きさに育てます。私も見学したことがあり
ますが、梅雨時のころ温室の中での作業と
なり大変な重労働です。
　参考までにサボテンが日本の記録に残っ
ている一番古いものは、今から約320年前
の元禄元年（1688年）貝原益軒の「和爾雅」と
されているようです。そしてサボテンの語
源は、シャボン（せっけん）がシャボテン、
転じてサボテンとなったのが定説になって
います。

　3月27日（金）～ 29日（日）に岩手県盛岡市で開
催される第31回全国スポーツ少年団剣道交流大
会に、愛知県代表として出場する西桐一喜君（東
野小6年）と中村航君（西部中2年）が、市長に報告
しました。
　市長が「愛知県で1位になったことは、素晴ら
しいことです。全国大会でも頑張ってください」
と激励をすると、西桐君は「一生懸命頑張ってき
ます」、中村君は「今まで習ってきたことを発揮
して全国の頂点を目指したいです」とそれぞれ意
気込みを語っていました。

3/6㊎ 剣道で全国大会へ
出場します

2/27
㊎

受けとめて、わたしの一票　
（西藤山台小学校）

　西藤山台小学校の児童会役員選挙で、市長選
挙や国会議員選挙などで実際に使っている投票
箱や記載台を使用して投票を行いました。
　児童たちは立候補した児童の演説をよく聞き、
票にそれぞれの思いを託して投票していました。

13広報春日井4月1日号
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広報春日井からのお知らせ
　4月1日号から、毎月定期的に行うお知らせや催
しなどについては、3か月分の日程をまとめて掲
載します。
問い合わせ▶ 広報広聴課(☎85－6036)

｢4月の献血｣の日程変更
　広報春日井3月15日号の15ページでお知らせし
ましたマイカル春日井サティで行う献血の日程は
4月4日(土)から25日(土)に変更になりました。
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)

シルバー優待証明カードを交付
　このカードを提示すると、下表の施設が優待
料金で利用できます。なお、カードを提示しなく
ても運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険
証を提示すれば優待料金で利用することができま
す。
対 象▶ 市内在住の60歳以上(名古屋港水族館、

ポートビル、南極観測船ふじは65歳以上)
の人
施設名 利用料金

サンフロッグ春日井・温
水プール 200円

サンフロッグ春日井・ト
レーニング室

100円か回数利用券1枚(回数利
用券11枚つづり1000円)

道風記念館 無料
名古屋港水族館 1000円
名古屋港ポートビル
南極観測船ふじ 無料

申し込み▶ 6か月以内に撮影した顔写真(縦3㎝×横
2.5㎝、ポラロイドは不可)、住所・氏名
・生年月日が確認できる物(健康保険証や
運転免許証など)を持って、本人が直接、
高齢福祉課(☎85－6176)へ　※坂下出張
所、東部市民センター、味美・高蔵寺ふ
れあいセンターでは受け付けのみ可(カ
ードは後日郵送)

まちづくり交付金事業の事後評価結果の公表
　松河戸地区およびＪＲ神領駅周辺地区で実施し
た｢まちづくり交付金事業｣の事後評価結果を公表
します。
と き▶ 4月1日(水) ～平成22年3月31日(水)の市役

所執務時間中
ところ▶ 都市整備課、市役所情報コーナー
 ※市ホームページでも見ることができま

す。
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/machi/kukaku/machiko.html
問い合わせ▶ 都市整備課(☎85－6306)

テニスコートの抽選申し込みの変更
　4月1日(水)〈5月分抽選申し込み〉から、1件あた
りの申し込み時間の上限を従来の1時間から2時間
に変更します。
問い合わせ▶ スポーツ課(☎84－7117)

水道料金改定のお願い
　広報春日井1月15日号と一緒にチラシでお知ら
せしました新水道料金制度は、6月1日以後の検針
から対象となります。検針は、通常2か月ごとに
実施し、前回検針からの2か月分をまとめて請求
させていただいています。新料金での請求開始は
7月からとなりますので、よろしくお願いします。
　料金改定の詳細は、市ホームページをご覧くだ
さい。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/
jougesui/kaitei/index.html
問い合わせ▶ 業務課(☎85－6346)

全国大会等スポーツ競技大会出場者激励費
　全国大会などのスポーツ競技大会に出場する選
手に激励費を交付します。
対象大会▶ ○国際規模の競技大会○全国規模の競技

大会〈国民体育大会、文部科学省か(財)日
本体育協会か同協会加盟団体が主催(共
催)する全国規模の大会〉

交付対象▶ ○個人…市内在住か在勤、在学の人○団
体…過半数が市内在住か在勤、在学のい
ずれかで構成された団体

交付条件▶ 予選か記録会、選考会を経た対象大会で
(国や県の代表は除く)同一大会において
市から派遣費などの支給を受けていない
こと

金額
国際
規模

個人 2万円
団体 2万円×市内在住か在勤、在学の人数（上限20万円）

全国
規模

個人 5000円
団体 5000円×市内在住か在勤、在学の人数（上限5万円）

申し込み▶ 対象大会に出場が決定してから大会終了
後30日以内に、申請書(スポーツ課に用意)
に必要書類を添えて、スポーツ課(☎84
－7117)へ　※申請と交付の場所が市役
所内から総合体育館内に変わりますので
注意してください。制度や申請書類など
の詳細は問い合わせてください。
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高齢者通院乗車券交付と事業廃止のお知らせ
高齢者通院乗車券交付
交付内容▶ 名鉄乗車券、ＪＲ東海バス回数券、シテ

ィバス回数券のうち1種類を交付　※こ
の乗車券は、高齢者の皆さんが医療機関
へ通院される際の交通費の一部を補助す
るものですので、必ず本人が利用してく
ださい。

対 象▶ 市内に住所がある満70歳以上で、現在医
療機関に通院している人

申し込み▶ 4月3日(金) ～ 9月30日(水)に、印鑑、診察
券、年齢を確認できるもの(健康保険証
など)を持って、本人が直接、地区の民
生委員へ

事業廃止のお知らせ
　かすがいシティバス路線の見直し時期に合わ
せ、9月30日(水)をもって乗車券の交付を終了しま
す。
問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6364)

地域防犯組織支援事業補助
内 容▶ 防犯活動パトロール用品の購入などの補

助
対 象▶ 区・町内会や自治会などが中心となって、

その地域内にあるボランティア団体など
の参加を得て地域ぐるみで設立された自
主防犯組織　※既に交付を受けた団体を
除く

補助額▶ 5 ～ 25万円(その地域の世帯数に応じて
予算の範囲内で交付)

申し込み▶ 4月10日(金)から、所定の用紙(市民安全
課に用意)に記入して、直接、市民安全
課(☎85－6064)へ

4月6日～15日は春の交通安全運動
〇子どもや高齢者を交通事故から守ろう〇すべて
の座席のシートベルトとチャイルドシートを正し
く着用しよう〇自転車の安全利用を進めよう〇飲
酒運転を根絶しよう〇めいわく駐車を追放しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

合併処理浄化槽の設置に補助
　合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、台所や洗
濯などの生活雑排水を処理することができ、単独
処理浄化槽よりも放流される汚れの量が少なく、
河川の水質浄化のためにも大変有効です。
内 容▶ 公共下水道の事業認可区域外で、専用住

宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を設
置する場合、単独処理浄化槽やくみ取り
便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合
に、予算の範囲内で先着順に補助金を交
付　※浄化槽設置後の申請や平成22年3

月15日(月)までに工事が完了しない場合
は除く。また、建築確認申請が必要な増
改築を伴う転換は、新設となります。

補助金▶ ○新設…5人槽10万円以内、7人槽12万円
以内、10人槽15万円以内○単独処理浄化
槽からの転換…5人槽42万2000円以内、7
人槽50万4000円以内、10人槽63万8000円
以内○くみ取り便槽からの転換…5人槽
33万2000円以内、7人槽41万4000円以内、
10人槽54万8000円以内

申し込み▶ 4月6日(月)から、環境保全課(☎85－6217)
へ

飼い主のいない猫の去勢避妊に補助金を交付
　飼い主のいない猫の繁殖を防ぐため、飼い主の
いない猫の去勢・避妊手術に補助金を交付します。
　この補助制度は、市民、動物病院、市の三者で
負担し合うことにより行うものです。
対 象▶ 市内に生息する飼い主のいない猫を保護

して、手術を受けさせることができる市
内在住の人

補助額▶ オス(去勢1頭)7500円、メス(避妊1頭)1万
2500円　※市民の負担額(1頭)5000円

手続き▶ ○保護する前(手術前)に申請が必要○申
請書には、区長・町内会長・自治会長は
1人、または、隣人など2人による飼い主
のいない猫であることの確認が必要○申
請書と一緒に対象となる猫の写真1枚を
提出すること

申し込み▶ 4月8日(水)から(予算の範囲内で先着順)、
環境保全課(☎85－6279)へ

母子健康手帳交付日のお知らせ
　平成21年度から、母子健康手帳を健康管理セン
ターと保健センターでも交付することになりまし
た。健康管理センターでは4月から、保健センタ
ーでは7月から行います。この2か所では交付時に
内容の説明のほか、育児体験やミニ講座・個別相
談を併せて実施します。　※子ども政策課、出張
所、日曜市役所、水曜日時間外窓口での交付は引
き続き行っています。
と き▶ 4月9日(木)・14日(火)・22日(水)・28日(火)、

5月7日(木)・13日(水)・19日(火)・26日(火)、
6月4日(木)・11日(木)・23日(火)・30日(火)
①午前10時～ (午前9時45分から受け付
け)②午前11時～ (午前10時45分から受け
付け)　※予約は不要。時間は30 ～ 40分
程度

ところ▶ 健康管理センター
対 象▶ 市内に住民票がある人
持ち物▶ 妊娠届出書、筆記用具
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6170)
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環境対策に補助金を交付
　地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素を削
減するため、次の補助を実施します。
地球温暖化対策機器設置
内 容▶ 自ら居住する市内の住宅(店舗などとの

併用住宅を含む)に、次の地球温暖化対
策機器を設置する場合、予算の範囲内で
補助金を交付(先着順)

補助額▶ ○住宅用太陽光発電システム…1kＷ当
たり2万円(上限4kＷ)○住宅用太陽熱利
用システム…強制循環型は1台当たり2万
円、自然循環型は1台当たり1万5000円○
住宅用高効率エネルギーシステム(高効
率給湯器)…1台当たり2万円

申し込み▶ 4月16日(木)から、所定の用紙(環境政策
課、市ホームページに用意)に記入して、
環境政策課(☎85－6211)へ　※補助金交
付申請は、予算の範囲内で先着順に受け
付け

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/shinsei/shinsei/kankyoseisaku/
ondankakiki.html

都市計画審議会の公開
と き▶ 4月17日(金)午前10時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 5人(超えたときは抽選)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 4月22日(水)午後1時30分から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 教育総務課(☎85－6436)

産業振興アクションプランを策定
　産業振興の実行計画として｢春日井市産業振興
アクションプラン｣を策定しました。プランは、
企業活動支援課、市ホームページ、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、レディヤンかすがい、
総合福祉センターで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sangyo/
keizai/actionplan.html
問い合わせ▶ 企業活動支援課(☎85－6247)

緑の相談員による出前診断
と き▶ 毎月第2・4木曜日午前10時～午後4時(要

予約)
内 容▶ 現地に出向いて病害虫の防除対策や施

肥、庭木の手入れなど植物に関する相談
問い合わせ▶ グリーンピア春日井(☎92－8711)

ＤＶ対策基本計画を策定
　ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)の防止や
ＤＶ被害者の支援を積極的・効果的に推進するた
め、｢春日井市ＤＶ対策基本計画｣を策定しました。
基本計画は、男女共同参画課、市ホームページ、
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、レディヤ
ンかすがい、総合福祉センターで見ることができ
ます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/
danjo/danjo/dv－t/dvkeikaku.html
問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

男女共同参画情報紙｢はるか｣を発行
配布場所▶ 男女共同参画課、市の主な施設
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/sankaku/danjo/danjo/haru－t/index.
html

問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

各種健康診査の受診券などが変わります
各種がん検診などについて
　4月から実施期間と発送時期が変わります。ま
た、｢各種がん検診等のご案内｣の内容を6月から
リニューアルし、検診の詳細や各種サービスにつ
いても掲載します。
○実施期間…4月～翌年2月となり、3月は検診の
結果、精密検査が必要となった人の受診勧奨を行
います。○発送時期…20 ～ 39歳の女性および40
歳以上の社会保険加入者で4、5月生まれの人につ
いては4月中旬の予定です。　※以後順次広報春
日井でお知らせします。
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6172)
国民健康保険加入者の特定健診および後期高齢者
医療制度加入者の健診について
　4月から、健診後の保健指導に対応するため、
実施期間を受診券発送後約2か月間とします。な
お、受診券は、がん検診などの受診券と併せて、
6月から順次発送する予定です。
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6367)

子ども会活動補助金受付
　地域子ども会を対象に、平成21年度子ども会活
動補助金の申請を受け付けます。
条件など▶ 子ども会活動中の事故などを補償する保

険への加入や、その他構成要件など
受付期限▶ 6月1日(月)
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)
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ふれあい広場
と き▶ ①4月1日・22日、5月27日、6月17日 ②4

月8日、5月13日、6月3日・24日 ③4月15
日、5月20日、6月10日の水曜日午前10時
～ 11時

内 容▶ 親子で触れ合い遊びを楽しみながら友達
づくりをする

対 象▶ 市内在住の①6か月児から②1歳児③2～
3歳児とその保護者

持ち物▶ バスタオル(①のみ)
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

ひよこ教室
と き▶ ①4月9日、5月7日、6月4日②4日16日、5

月14日、6月11日③4月23日、5月21日、6
月18日の木曜日午前10時～ 11時

内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して友
達づくりと育児相談をする

対 象▶ 市内在住の①0歳児②1歳児③2 ～ 3歳児
といずれもその保護者

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)

子育て広場
と き▶ 4月10日～ 7月17日の毎週金曜日(5月29日

を除く)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 体操や手遊び、おもちゃ作り、季節の行

事などを行う
対 象▶ 市内在住の未就園児とその保護者
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

子ども劇場
と き▶ ①4月11日(土)②5月9日(土)③6月13日(土)

午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ ①大型紙芝居｢みどりみどり｣、ペープサ

ート｢はらぺこあおむし｣②大型紙芝居
｢じろきちおおかみ｣③大型紙芝居｢おに
のかたなかじ｣　※①②③いずれも腹話
術、南京玉すだれなど

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▶鷹来公民館(☎84－7071)
協 力▶ おはなしの会、ロゴス腹話術研究会

昼コン｢花より金五！！ ｣
と き▶ 4月11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▶ メビウスブラスクィンテット
曲 目▶ バッハ｢Ｇ線上のアリア｣、チャイコフス

キー ｢花のワルツ｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 4月12日(日)、5月10日(日)、6月14日(日)

午前10時～午後3時
内 容▶ ○壊れたおもちゃの修理(部品は実費)○

不用になったおもちゃ (使える物に限る)
の交換　※修理できない物もあり

ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－
5006)

夜コン｢自然が届けた音色｣
と き▶ 4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▶ 近藤幹夫、堀陽子(マリンバ、ビブラフ

ォン)、長谷部沙恵(ピアノ)
曲 目▶ モンティー ｢チャルダッシュ ｣、浜田均

｢ビブラフォンとピアノの為のソラチ・
セカンド｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

お話の部屋
と き▶ 4月19日(日)、5月17日(日)、6月21日(日)

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)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 4月19日(日)、5月31日(日)、6月21日(日)

午前9時30分～正午受け付け、引き渡し
は当日午後3時～ 4時かそれぞれ翌週の
日曜日

定 員▶ 30人(先着順)　※今まで利用したことが
ない人で1人1点に限定

ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－
5006)

市クラブ対抗バドミントン春季大会
と き▶ 4月19日(日)午前8時15分から
種 目▶ ランク別男子・女子団体戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟登録クラブ

の人
費 用▶ 参加料(1チーム)6000円
ところ・申し込み▶4月10日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、代表者の住所
・氏名・電話番号、参加者全員の氏名、
クラブ名を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)



18 広報春日井4月1日号

福祉の里グラウンドゴルフ大会
　社会福祉協議会設立30周年を記念し、大会を行
います。
と き▶ 4月25日(土)午前9時から正午(雨天中止)
ところ▶ 福祉の里グラウンドゴルフ場
対象・定員▶ 市内在住の人(3人1組)・16組(先着順)
申し込み▶ 4月10日(金)午前9時から、直接か電話で、

福祉の里レインボープラザ(☎88－7007)
へ

連盟会長杯硬式テニス大会
と き▶ 4月26日(日)午前9時から〈予備日5月2日

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

各ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で、連盟

登録をした人(大会当日登録可)
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 4月14日(火)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、種目、2人の住所・氏名・年
齢・電話番号を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

ささえ愛センターまつり
　市民活動団体(ＮＰＯやボランティアをはじめ
とした社会貢献活動団体)がそれぞれの団体ＰＲ
や活動紹介をさまざまなイベントを通して行いま
す。
と き▶ 4月26日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
問い合わせ▶ ささえ愛センター (☎56－1943)

自然満喫！トレッキング体験・春
と き▶ 5月10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(岐阜県郡

上市)
内 容▶ 白鳥の雄大な自然を感じながらトレッキ

ングコース(初・中級)をガイドと歩き、
山菜採りや天然温泉入浴を楽しむ

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の高校生か同年齢
以上で完歩できる人

 45人(超えたときは抽選)
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▶ 4月17日(金)〈必着〉までに、往復はがき
に住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、
電話番号、市内在住以外の人は勤務先、
学校名を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館(☎84－7101)へ

市民硬式テニス大会
と き▶ 5月10日(日)午前9時から〈予備日5月24日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 高校生以下・一般・壮年(45歳以上)の部

の男女各ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1組)1000円
申し込み▶ 4月25日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、種目、2人の住所・氏名・年
齢・電話番号を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

高齢者ゲートボール大会
と き▶ 5月20日(水)午前8時30分受け付け、9時開

始〈予備日5月21日(木)〉　※両日とも雨天
は中止

ところ▶ 総合体育館
参加資格▶ 市内在住の60歳以上の人で構成された5

～ 7人のチーム
持ち物▶ スティック、弁当、水筒
申し込み▶ 4月24日(金)〈必着〉までに、はがきか所

定の用紙(高齢福祉課に用意)にチーム
名、代表者の氏名・年齢・住所・電話番
号、各選手の氏名・年齢を書いて、〒486
－8686春日井市役所高齢福祉課(☎85－
6176)へ

レクリエーションスポーツ大会
と き▶ 5月24日(日)午前8時30分から
ところ▶ 総合体育館
ソフトバレーボール
部 門▶ 女性の部①(39歳以下)、女性の部②(40歳

以上)、混成の部(女性が2人以上)
チーム人数▶ 4 ～ 6人　※審判(主審1人・副審1人・線

審2人)は参加者が行うため、5月13日(水)
午後7時から総合体育館で行う審判講習
会に必ず2人以上の参加が必要

グラウンド・ゴルフ
参加要件▶ 3人で構成されたチーム　※雨天の場合

は、5月26日(火)に延期。申込チーム数が、
128チームを超えたときは抽選

ドッヂビー
参加要件▶ 小学生　※体育指導委員の指導によるド

ッヂビー体験コーナー
申し込み▶ ソフトバレーボール、グラウンド・ゴル

フは4月15日(水)〈必着〉までに、はがき
(1チーム1枚)に、種目、部門(ソフトバレ
ーボールのみ)、チーム名、全員の氏名
(代表者に○を表示)・年齢・性別、代表
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者の住所・電話番号を書いて、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館内スポ
ーツ課(☎84－7117)へ。ドッヂビーは当
日午前8時30分から総合体育館で　※ソ
フトバレーボール、グラウンド・ゴルフ
は大会前に参加チーム代表者へ案内を郵
送

子どもの家の指定管理者
　牛山小学校、西山小学校に新しく設置する子ど
もの家の管理運営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▶ 牛山子どもの家、西山子どもの家
施設概要▶ 育成室など
指定の期間▶ 10月1日～平成26年3月31日
業務概要▶ 放課後児童健全育成事業の実施や利用の

許可、利用料金などの収受、施設の維持
管理など　※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
定されています。

募集要領▶ 4月1日(水)から、子ども政策課、市ホー
ムページで配布

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/kodomo/other/shiteikanri.html

申し込み▶ 4月30日(木)までに、子ども政策課(☎85
－6206)へ

フリーマーケットの出店者
と き▶ 5月24日(日)午前10時～午後3時
対 象▶ 市内在住で商業者でない人
販売品目▶ 家庭での不用品(営利目的の物は不可)
小間料▶ 1小間(250㎝×150㎝)1000円
小間数▶ 45小間(超えたときは抽選)
ところ・申し込み▶4月15日(水)〈必着〉までに、

往復はがき(1グループ・1家族につき1枚)
に代表者の住所・氏名・電話番号、参加
人数、販売品目を書いて、〒480－0304
神屋町1－2、エコメッセ春日井(☎88－
5006)へ

障がい者施策推進協議会の委員
任 期▶ 委嘱の日から3年
内 容▶ 障がい者総合福祉計画の策定および円滑

な推進を図るため、年2～ 5回程度開か
れる協議会で必要な意見を述べる

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上の人で、
市の附属機関などの委員になっていない
人・3人

申し込み▶ 4月30日(木)〈消印有効〉までに所定の用

紙(障がい福祉課、市ホームページ、市
役所情報コーナー、レディヤンかすがい、
坂下出張所、東部市民センター、各ふ
れあいセンター、総合福祉センター、各
公民館に用意)に記入して、直接か郵送、
ファックス、Ｅメールで、〒486－8686
春日井市役所障がい福祉課(☎85－6188、
ＦＡＸ84－5764、Ｅメールshogaifk@cit
y.kasugai.lg.jp)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/
huzoku/k_shougai/iinbosyu.html

 ※書類および面接により審査・選考。選
考結果は後日、文書で通知

鷹来公民館　☎84－7071
プリザーブドフラワーアレンジメント講座～母の
日をテーマにアレンジする
と き▶ 4月23日(木)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250円、教材費3000円
申し込み▶ 4月3日(金)から、電話で

図書館　☎85－6800
一日子ども司書～本の貸し出しや返却、ブックカ
バーを掛ける作業などを体験
と き▶ 4月25日(土)午前9時30分～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
対象・定員▶ 今までに参加したことがない市内在住の

小学3～ 6年生・24人(先着順)
持ち物▶ 図書館利用者カード、本1冊(Ａ5サイズ)
申し込み▶ 4月7日(火)午前9時から、直接か電話で

東部市民センター　☎92－8511
かんたん編み物でさわやかベスト～かぎ針で誰に
でも編める春夏向きのベストを作る
と き▶ 4月30日(木)、5月14日(木)〈2回〉午前9時

30分～ 11時30分
講 師▶ 中村瑞代
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500円、教材費3700円
持ち物▶ かぎ針(5号と6号)、とじ針
申し込み▶ 4月16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、電話番号を書いて、〒487－0011
中央台2－2－1へ
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落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会～母の日のアレンジ
メントを作る
と き▶ 4月26日(日)午前10時～正午
講 師▶ 内村朋子
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、教材費3000円
持ち物▶ クラフト用はさみ(ワイヤーを切れるも

の)、ピンセット、持ち帰り用の袋
 
緑化講習会～マツのみどり摘みの仕方、剪定(せ
んてい)方法を学ぶ
と き▶ 5月9日(土)、10月17日(土)〈2回〉午前9時

30分～ 11時30分
講 師▶ 加藤繁明
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で2回とも参加で

きる人・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料700円
持ち物▶ 植木ばさみ
 
申し込み▶ いずれも4月15日(水)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0817東野町字落合池1へ

児童センター　☎87－6866
親子陶芸教室
と き▶ 5月9日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 県陶磁資料館(瀬戸市)　※児童センター

の福祉バスを利用
対象・定員▶ 市内在住の小中学生とその保護者(2人1

組)・15組(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料(1組)1500円
持ち物▶ 弁当、水筒、エプロン、手拭きタオル
 
幼児のびのび教室～楽しい親子遊び
と き▶ 5月13日・20日、6月3日・17日、7月1日

の水曜日(5回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ チルドレン
対象・定員▶ 市内在住の平成18年4月～ 19年3月生ま

れの未就園児とその保護者(2人1組)・30
組(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料600円、材料費200円
 
申し込み▶ いずれも4月13日(月)〈必着〉までに、往

復はがき(1組1枚)に教室名、住所、参加
者の氏名(ふりがな)、電話番号、｢幼児の
びのび教室｣は子どもの生年月日、｢親子
陶芸教室｣は子どもの学校名と学年を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
包丁の研ぎ方教室～包丁の研ぎ方を学ぶ
と き▶ 4月25日(土)午前10時～ 11時30分
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
申し込み▶ 4月4日(土)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
社交ダンス初心者体験講座
と き▶ 4月30日(木)午後7時30分～ 9時
講 師▶ ルピナス
対象・定員▶ 市内在住の人・25人(先着順)
持ち物▶ 運動ができる服装、上靴(運動靴可)
申し込み▶ 4月7日(火)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
工作教室～ビーズでアクセサリーを作る
と き▶ 5月10日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(超えたときは

抽選)

グリーンピア春日井　☎92－8711
呈茶事入門教室～客としての心得を学ぶ
と き▶ 4月29日(祝)午前10時～午後3時
講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ ふくさ、懐紙、扇子、エプロン、タオル
 ※当日は和服を着用
 園芸教室～ろうや柿の育て方について学ぶ
と き▶ 5月6日(休)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
 おしゃれ園芸教室～初夏から秋までカラーリーフ
で楽しむハンギング
と き▶ 5月10日(日)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 坂梨一郎
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用ばさみ、エプロン、持ち帰り用の

袋
 申し込み▶ ｢呈茶事入門教室｣｢園芸教室｣は4月4日

(土)から電話で、｢おしゃれ園芸教室｣は4
月15日(水)〈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)、
電話番号を書いて、〒487－0001細野町
3249－1へ
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ハーモニー春日井　☎88－0677
初心者のためのお茶入門講座
と き▶ 5月9日～ 6月13日の毎週土曜日(6回)午後

2時～ 3時30分
講 師▶ 原科初美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(先着順)
費 用▶ 受講料1500円、材料費1800円
持ち物▶ ふくさ、懐紙、扇子
 
初心者のための和太鼓入門講座
と き▶ 5月17日～ 7月12日の毎週日曜日(6月7日

を除く8回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 柴田捷幸
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2000円、材料費1500円
 
申し込み▶ ｢お茶入門講座｣は4月4日(土)から電話で、

｢和太鼓入門講座｣は4月15日(水)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、
〒480－0302西尾町392へ

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
楽しい絵手紙教室～小池邦夫の絵手紙の世界を学
ぶ
と き▶ 5月12日～ 6月16日の毎週火曜日(6回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 佐藤重夫
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・45人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1500円、教材費1000円
持ち物▶ 水彩画用具、墨、筆洗いバケツ
申し込み▶ 4月16日(木)〈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、〒480－0304
神屋町字引沢57－1へ

サン・アビリティーズ春日井
交流の日｢フライングディスク講座｣
と き▶ 4月～ 10月の第3日曜日と12月～翌年3月

の第2日曜日(11回)午前10時～正午

講 師▶ あいち障害者フライングディスク協会
対象・定員▶ 障がい者と健常者・50人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 4月5日(日)から、電話かファクス(☎84－

2611、ＦＡＸ84－3005)で

健康増進課　☎85－6164
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 5月8日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
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▶ 4月6日(月)から、電話で

消防総務課　☎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▶ 5月9日(土)午後1時～ 4時
ところ▶ 東部市民センター
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▶ 4月6日(月)から、電話で

図書館　☎85－6800
音訳技術講習会(初級編) ～視覚障がい者が利用
する録音図書の製作に必要な基礎知識と技術の習
得
と き▶ 5月14日～ 10月1日の毎週木曜日(6月4日、

7月16日・23日・30日と8月と9月24日を除
く)〈12回〉午前10時～正午

ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 坂森順
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で全日程参加でき

る人・25人(先着順)
申し込み▶ 4月9日(木)午前9時から、直接か電話で

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
ラ・フィーラ体操教室～整体効果と癒やしの作用
で体の機能を高める体操をする
と き▶ 5月21日～ 6月25日の毎週木曜日(6回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 宮下茂代
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1500円
申し込み▶ 4月16日(木)〈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、〒480－0304
神屋町字引沢57－1へ

申し込み▶ 4月14日(火)〈消印有効〉までに、往復は
がき(1人1枚、きょうだいでの申し込み
は連名可)に教室名、住所、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号、学校名、学年、
保護者名を書いて、〒486－0945勝川町8
－2858－1(☎35－3501)へ
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
認知症予防教室～みんなと出会い触れ合い楽しみ
ながら認知症予防
と き▶ 4月7日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ 寺本順子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
 
手先を使って認知症予防～折り紙でこいのぼりを
作りましょう
と き▶ 4月11日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春

日井
講 師▶ 丹羽兌子
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井(☎32－1117)へ
 
健康教室～自分でできる足もみ健康法！！
と き▶ 4月17日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 出口智代
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
 
認知症の理解と正しい服薬管理
と き▶ 4月22日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑
講 師▶ 薬剤師・森公作
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ
 
折り紙で手先を使って認知症予防
と き▶ 4月23日(木)午前10時～正午
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 西本笑子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛

(☎51－1840)へ
 
頭痛について～よい頭痛・悪い頭痛
と き▶ 4月23日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 医学博士・田島正孝
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

総合福祉センター　☎84－3611
やさしい編み物～夏に着れるサマーセーターを編
んでみよう
と き▶ 5月8日・22日、6月12日・26日の金曜日(4

回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 伊藤雅子
定 員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・15人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料520円・材料費2500円
持ち物▶ 棒針(6号)、とじ針(ある人のみ)
 
手話奉仕員養成講座(入門課程) ～手話の特徴や
表現方法など基本を学ぶ
と き▶ 5月9日～平成22年1月16日の土曜日(30

回)午前10時～正午
講 師▶ 市聴覚障害者福祉協会
対象・定員▶ 市内在住で手話を初めて学ぶ人・40人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 教材費1200円
 
手話奉仕員養成講座(レベルアップ課程) ～手話
通訳をめざすための基本を学ぶ
と き▶ 5月12日～ 11月24日の火曜日(25回)午後7

時～ 9時
講 師▶ 市聴覚障害者福祉協会
対象・定員▶ 市内在住で入門課程を修了し、手話で簡

単な日常会話のできる人・20人　※面接
あり。詳細な日程は募集後に連絡

費 用▶ 教材費1470円
 
申し込み▶ いずれも4月15日(水)〈必着〉までに往復

はがきに講座名、住所、氏名、年齢、電
話番号、身体障がい者は障がい名を書い
て、〒486－0857浅山町1－2－61へ　
※身体障がい者は無料。初回受け付けの
ときに障がい手帳の提示が必要

児童センター　☎87－6866
モリコロパークで遊ぼう！サツキとメイの家に行
くよ
と き▶ 5月17日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ 県児童総合センター〈モリコロパーク内

(愛知郡長久手町)〉　※児童センターの
福祉バスを利用

対象・定員▶ 市内在住の小中学生・25人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 参加費600円
持ち物▶ 弁当、水筒
申し込み▶ 4月20日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、電話番号、氏名
(ふりがな)、学校名、学年、保護者名を
書いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ
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市子育て支援センター (上八田保育園内)
子育てサロン～親子のふれあい遊び
と き▶ ①5月14日(木)・21日(木)・28日(木)〈3回〉

②6月5日(金)・12日(金)・19(金)〈3回〉③
7月1日(水)・8日(水)・15日(水)〈3回〉④6
月25日(木)⑤7月22日(水)、いずれも午前
10時～ 11時30分

ところ▶ ①総合体育館②④保健センター③⑤南部
ふれあいセンター

対象・定員▶ ①②③市内在住の1歳6か月以上の未就園
児とその保護者・30組④⑤市内在住の4
～ 12か月の未就園児とその保護者・15
組

申し込み▶ 4月13日(月)午前9時から、☎85－8824へ

市体育協会の講座
こども相撲教室
と き▶ 4月5日～ 5月3日、5月31日～ 6月14日、6

月28日～ 7月26日、9月6日～ 10月25日、
11月15日～ 29日の日曜日(24回)午後2時
～ 4時

ところ▶ 総合体育館相撲場
対 象▶ 小学生
費 用▶ 受講料(月間)2000円
問い合わせ▶ 市相撲連盟・加藤(☎080－2622－9359)
 
春日井ラグビースクール
と き▶ 4月12日～平成22年3月14日の毎月第2・4

日曜日午前9時～ 11時30分
ところ▶ 名城大学農学部グラウンド(鷹来町)
講 師▶ 県ラグビーフットボール協会公認コーチ
対 象▶ 幼児～中学生
費 用▶ 受講料(年間)6000円
問い合わせ▶ 市ラグビーフットボール協会・永井(☎

82－3256)
 
硬式テニス初心者教室
と き▶ 5月3日(祝)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▶ ｢こども相撲教室｣は当日午後2時から、

｢春日井ラグビースクール｣は当日午前9

時から会場で、｢硬式テニス初心者教室｣
は4月25日(土)〈必着〉までに、往復はが
きに教室名、住所、氏名、年齢、電話番
号、経験年数を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

5月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・各50人(先着順)
費 用▶ 受講料(1回)300円　※回数券3000円(11枚

つづり)あり
申し込み▶ 当日、教室開始の1時間前から受け付け

(午前の最初の教室は、8時30分から)
ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)　

※木曜日午後6時30分からのヨガは6月25
日まで、金曜日午前10時45分からの脂肪
燃焼エアロは6月26日までの期間限定の
開催。※4日(祝)は9時15分から脂肪燃焼
エアロを開催。7日(木)は休館日のため休
講
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15
ヨガ ソフト

エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ

10：45
～

11：45

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

ヨガ

20：00
～

21：00

スタン
ダード
エアロ

ダイナ
ミック
エアロ

ソフト
エアロ

ヒップ
ホップ

かすがいげんきっ子センター 
卓球教室
と き▶ ①5月14日～ 6月4日の毎週木曜日(4回)午

後4時～ 5時 ②5月16日～ 6月6日の毎週
土曜日(4回)午前9時～ 10時

対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 3年生②小学4～ 6
年生・各10人(超えたときは抽選)

申し込み▶ 4月14日(火)〈消印有効〉までに、往復は
がきに教室名(①②の別も)、住所、氏名(ふ
りがな)、学校名、学年、保護者名、電
話番号を書いて、〒486－0945勝川町8－
2858－1(☎35－3501)へ

止まってる
車のかげに
危険あり
交通安全スローガン
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サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室(基本編) ～水の特性を理
解しながら、効果的なウオーキングをマスターす
る
と き▶ 4月10日(金)午後1時～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料300円　※別途、プール利用券の

購入が必要
 
クロールを覚えよう～クロールの基本をマスター
する
と き▶ ①4月28日～ 5月28日の毎週火・木曜日(5

日・7日を除く8回)午後5時～ 6時②5月8
日～ 6月3日の毎週水・金曜日(8回)午後5
時～ 6時③5月8日～ 6月3日の毎週水・金
曜日午後6時15分～ 7時15分(8回)

対象・定員▶ 市内在住の小学生・各35人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料4000円
 
水中運動～水の中で運動することで、運動不足の
解消を目指す
と き▶ 5月1日～ 22日の毎週金曜日(4回)午前9時

20分～ 10時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・45人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
ロングスイミング教室～ゆっくり長く泳げるフォ
ームをマスターする(希望者には飛び込み練習も)
と き▶ 5月の毎週水・金曜日(6日を除く8回)午前

10時～ 11時
対象・定員▶ クロールで25m以上泳げる市内在住か在

勤、在学で高校生以上か同年齢以上の人
・20人(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料6000円
 
アクアビクス～水の抵抗を大きくうける動きを取
り入れた運動量の多い水中エアロビクス
と き▶ 5月1日～ 22日の毎週金曜日(4回)午前10

時40分～ 11時40分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・60人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
親子で幼児水泳～親子で水慣れやバタ足、浮き身
などの水泳の基本をマスターする
と き▶ 5月8日～ 6月3日の毎週水・金曜日(8回)

午後4時～ 4時45分
対象・定員▶ 平成15年4月2日～ 18年4月1日に生まれ

た幼児と保護者(幼児1人につき保護者1

人の同伴が必要)・30組
費 用▶ 受講料5000円
 
お父さんのための脱メタボ教室～個別カウンセリ
ングと、運動指導を受けて2か月間で運動習慣を
身に付ける
と き▶ 5月9日～ 6月20日の隔週土曜日(4回)午後

2時～ 5時(2回目以降は30分程度の個別
カウンセリングとトレーニング指導を行
う)

講 師▶ トレーニング指導士
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・6人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2500円　※別途、トレーニング室

利用券(4回分)の購入が必要、トレーニン
グ室未登録の人は200円も必要

 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は4月4日(土)午

前9時から電話で、それ以外は4月15日
(水)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
1枚のみ)に教室名(①②③の別も)、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話番号、
市内在住以外の人は勤務先か学校名と学
年を書いて、〒486－0804鷹来町4286へ

児童センター　☎87－6866
こども空手教室
と き▶ 5月10日(日)・16日(土)・24日(日)・31日(日)、

6月7日(日)〈5回〉午前10時～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 岡本康
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・50人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ タオル、水筒
 
卓球教室
と き▶ 5月23日(土)・30日(土)、6月6日(土)・14

日(日)・27日(土)〈5回〉午前10時～ 11時
30分

ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 野々山容充
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ タオル、水筒、ラケット、上靴
 
申し込み▶ ｢こども空手教室｣は4月13日(月)〈必着〉

までに、｢卓球教室｣は4月20日(月)〈必
着〉までに、往復はがき(1人1枚)に教室
名、住所、氏名(ふりがな)、学校名、学
年、保護者名、電話番号を書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61へ
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総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩こり・腰痛予防のスト
レッチ体操や簡単な軽運動
と き▶ 5月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 東部市民センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
 
癒やしのストレッチ体操～ストレッチ体操で心身
ともにリラックスする
と き▶ 4月29日～ 5月27日の毎週水曜日(6日を除

く4回)午前10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・40人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
始めてみよう！楽しい体操(とびばこ) ～開脚跳
び、台上前転などができるように練習する
と き▶ 5月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)①午後6

時～ 7時②午後7時30分～ 8時30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学1～ 2年生・各35

人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
ステップエアロ～ステップ台を使用したエアロビ
クスでお尻やももを引き締める
と き▶ 5月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)午後6時

30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・35人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
すこやか幼児体操(①年少②年中) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 5月9日～ 30日の毎週土曜日(4回)①午前9

時30分～ 10時30分②午前10時45分～ 11
時45分

対象・定員▶ 市内在住か在園の①平成17年4月2日～
18年4月1日②平成16年4月2日～ 17年4月
1日に生まれた幼児・各35人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料1000円
 
ジュニアダンス～ヒップホップの要素を取り入れ
たダンスで、楽しく体を動かす
と き▶ 5月9日～ 30日の毎週土曜日(4回)午前10

時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・40人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円

ジュニア養成教室(軟式野球) ～基礎から応用ま
での野球の動作を練習し、市民球場で試合をする
と き▶ 5月14日～ 6月11日の毎週火・木曜日(4日

を除く8回)午後5時30分～ 7時(6月9日・
11日は午後5時に市民球場へ集合)

対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・35人
(超えたときは抽選)

講 師▶ 市軟式野球連盟
費 用▶ 受講料3000円
 
ジュニア養成教室(硬式テニス) ～基礎から応用
までのテニスの動作を練習し、試合をする
と き▶ 5月14日～ 6月11日の毎週火・木曜日(4日

を除く8回)午後7時30分～ 9時
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・35人

(超えたときは抽選)
講 師▶ 市硬式庭球連盟
費 用▶ 受講料3000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は4月4日(土)午

前9時から電話で、それ以外は4月15日
(水)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
つき1枚のみ)に教室名(①②の別も)、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、学年、電話
番号、市内在住以外の人は、勤務先か園
名、学校名を書いて、〒486－0804鷹来
町4196－3へ

障がい者生活支援センターが移転
　4月1日(水)から、｢障がい者生活支援センターＪ
ＨＮまある｣が長塚公民館から総合福祉センター
へ移転します。
相談日時▶ 火～土曜日午前9時～午後5時　※面接・

訪問は要予約
対象となる障がい▶精神障がい
問い合わせ▶ 障がい者生活支援センターＪＨＮまある

(☎・ＦＡＸ84－5503)

認知症市民講座
と き▶ 4月11日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢認知症の基礎知識｣医師・山際加代
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)か市認知症地域

連携の会事務局あさひが丘ホスピタル
(☎88－0284)
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春日井ジュニアバドミントン教室
とき▶4月～平成22年3月の毎週水曜日午後6時
～ 9時　ところ▶総合体育館　内容▶バドミン
トンを楽しむ　対象▶市内在住の小学2～ 6年
生　費用▶参加料（3か月）4000円　申し込み▶
丹羽（☎83－0717）へ
･･････････････････････････････････････････
春日井南高校吹奏楽部・ＯＢ定期演奏会
とき▶4月12日（日）午後1時30分～ 4時30分（1時
開場）　ところ▶市民会館　曲目▶「ローマの
祭」「マーチングジュピター」など　※松山小学
校音楽部も出演　問い合わせ▶春日井南高校・
清水（☎32－7688）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
4 ／1(水)～6(月) 水彩ぶどうの会展 水彩ぶどうの会
4 ／7(火)～12(日) 水墨画作品展 水墨画クラブ五月会
4 ／13(月)～18(土) 水墨画作品展 平成水墨画クラブ

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

4 ／3(金)～5(日) 万年青展 春日井万年青同好会
4 ／10(金)～12(日) すみれ展 日本スミレ同好会

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
4 ／3(金)～30(木) ステンドグラス展 児島美津子
4 ／3(金)～30(木) 貼り絵作品展 綾の会

西部ふれあいセンター (☎33－0808) 4 ／7(火)～19(日) 薬草・薬酒展 天野利𠮷
落合公園管理棟 (☎56－0414) 4 ／10(金)～12(日) 春の盆栽展 緑風盆栽会・牛山松柏会
アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 4 ／14(火)～26(日) 中部大学 写真部作品展 中部大学 写真部

｢勝南にぎわい市｣出店者募集
と き▶ 4月25日(土) ～ 26日(日)午前9時30分～午

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

り品など)　※営利目的の物は販売不可
ブース料▶ 1日につき1ブース1000円(250cm×150cm)
ブース数▶ 24ブース(先着順)
申し込み▶ 4月3日(金)から、勝川開発㈱(☎34－6800)

へ

eco検定受験対策セミナー
　環境と経済を両立させた｢持続可能な社会｣を目
指す｢eco検定｣に合格するために、環境問題の基
本的な知識や出題の傾向について、過去の試験問
題を活用しながら具体的に解説します。
と き▶ 5月16日(土)午前10時～午後5時(9時30分

受付)
ところ▶ 犬山国際観光センター
費 用▶ 受講料5000円(公式テキスト、過去模擬

問題集は別途必要)
定 員▶ 70人
申し込み▶ 5月7日(木)までに、春日井商工会議所(☎

81－4141)へ

計算力・思考力検定
と き▶ 5月23日(土)
ところ▶ 春日井商工会議所
受験料▶ 3 ～ 4級3500円、5～ 7級2000円、8～ 10

級1500円
申し込み▶ 4月3日(金) ～ 20日(月)に春日井商工会議

所(☎81－4141)へ

2級・3級カラーコーディネーター検定
と き▶ 6月21日(日)
ところ▶ 春日井市商工会議所(予定)
受験料▶ 2級7140円、3級5100円
申し込み▶ 4月7日(火) ～ 5月8日(金)〈土・日曜日、

祝休日を除く午前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)



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

4／4

4／11

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

☎84－1811

☎84－3060

☎91－3755

☎76－2603

☎82－2161

☎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）

田代クリニック（鳥居松町4）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

みわレディースクリニック（小牧市）

米本レディスクリニック（篠木町1）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

4／5

4／12

健 康

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

人　口 （＋1556）

世帯数
30万6896人
12万2915世帯 （＋1921）

まちの動き

（17件）

（2人）

（1844件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

9件
850件

1人

平成21年2月28日現在　（　）内は前年同日比

平成21年2月　（　）内は1月からの累計

市では、母子健康手帳を交付するときにマタニティマークキーホルダーを一緒に渡しています。妊婦
さんが外出をするとき、バッグにマタニティマークを付けておくと、周囲に妊娠していることをさり
げなく示すことができ、また、周囲の人も妊婦さんに対して配慮がしやすくなります。みんなで妊婦
さんにやさしい環境をつくっていきましょう。

　妊婦さんの健康は、産まれてくる赤ちゃんの成長
のためにとても大切です。特に妊娠初期は外見から
では見分けがつかないため、気遣ってあげましょう。

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6170）

・電車やバスなどで席を譲りましょう
・タバコは控えましょう

このマークを見掛けたら…

マタニティマーク、知っていますか？
～妊婦さんへの思いやり

マタニティマーク、知っていますか？
～妊婦さんへの思いやり
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問い合わせ▶市民安全課（☎85－6064）、春日井警察署（☎56－0110）

多発 自転車盗 鍵のいろいろ

・CP建物部品（防犯性能の高い
  建物部品）の活用 (右のマーク)
・ワンドア・ツーロック
・センサーライトの活用
・庭先に防犯砂利を敷き詰める
・近所同士の声掛け（あいさつ）

・イモビライザの装着
・警報機の設置
・車内に荷物（バッグ、ゴルフ
  セットなど）を置かない
・防犯に配慮された駐車場を利用
・駐車場にはセンサーライトを活用

犯罪から身を守るポイント
～あなたは大丈夫？

・鍵はツーロック (右図)。新たに購入する
  ときは、ツーロック装着車に
・少しの時間でもきちんと鍵掛け
  （自宅や学校でも確実に！）
・きちんと管理された駐輪場を利用
・必ず防犯登録

被害の４割は施錠なし。ワンロックでは、掛け
ていても盗まれることがあります。被害者の多
くは中高生です。

侵入盗 自動車盗・車上狙い

住宅対象侵入盗は愛知県が全国ワースト１
位。就寝中の被害（忍び込み）も多発。侵入
手口はサムターン回しやガラス破りが多い。

自動車盗は春日井市が県内ワースト１位。
ハイエースの盗難、カーナビ被害が多発。

1 2

強い

普通

弱い

馬蹄錠「ディンプルキー」

馬蹄錠「シリンダーキー」

馬蹄錠「プレスキー」

ワイヤー錠

差込錠

バラ科
ソメイヨシノ

　桜といえば誰もがこのソメイヨシノを思い浮かべるくら
い最も代表的で有名な桜です。葉が出る前に淡いピンクの
花をボリューム感たっぷりに付け、非常に華やかな感じが
します。咲くときも散るときも徐々にではなくて一斉にそ
れが起こるところに日本人は心を引かれてきたのでしょう。
　ソメイヨシノはオオシマザクラとエドヒガンの雑種であ
り、江戸末期から明治初期に江戸の染井村（現在の東京都
豊島区駒込）の植木職人たちによって育成され「吉野桜」と
して売り出されていましたが、後に吉野のヤマザクラとは異なる種の桜であることが分かり、「染井吉野」
と命名されました。ちなみに学名はPrunus yedoensisで、江戸の名が織り込まれています。

然春 日 井 の 自

発行／春日井市　〒486－8686 愛知県春日井市鳥居松町5－44　☎（0568）81－5111（代）
編集／企画政策部広報広聴課　☎（0568）85－6036　ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/

春日井市はISO14001の認証を取得し、
環境保全活動を積極的に推進しています。
再生紙を使用しています。

昭和50年から長い間好評いただきました「春日井の自然」のコーナーは、今月をもちまして最終回とさ
せていただきます。
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