
視覚障がい者の皆さんのために、録音図書（デイジー図書）を
作成しているのは、「音訳ボランティア春日井」の皆さんです。
年に数回、機器の使い方や録音の仕方などの勉強会を行って
います。やさしい声で出来上がった図書は皆さんの元に届け
られます。
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市・県民税の公的年金からの特別徴
収（引き落とし）が始まります
こちらが地域密着型サービス事業所です
企業や勤労者のための助成・融資・相談
制度を紹介します
高齢者総合福祉計画を策定しました！
障がい者総合福祉計画を策定しました！
情報最前線

Photo ホット ほっと
各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など
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情報最前線
あなたの企画で講師にチャレン
ジ！、はっぴーサボテン商品券発
売のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　など



市・県民税の公的年金からの
特別徴収（引き落とし）が始まります

年金受給者で給与もある場合、平成20年度ま
では年金と給与に係る市・県民税の合計額を
給与からの引き落としができましたが、平成21
年度から公的年金に係る市・県民税について
は必ず公的年金からの特別徴収（引き落とし）、
または、普通徴収（個人納付）となります。（公
的年金以外の所得については給与引き落としが
可能です。）

○

市・県民税の特別徴収制度の開始に伴う
変更点

６５歳未満の年金受給者は、平成21年度より
公的年金などの収入に係る市・県民税につい
ては必ず普通徴収（個人納付）となります。公
的年金以外の所得については従来どおりです。

○

65歳未満の公的年金を受給されている皆
さんへ

対象者
　次の3つの条件をすべて満たす人です。
○公的年金を受給している人
○市・県民税が課税される人
○４月１日現在、６５歳以上の人

　ただし、次の人を除きます。
○老齢基礎年金などの公的年金の年間受
　給額が18万円未満の人
○特別徴収される市・県民税の年額が年
　金の年間受給額を超える人
○介護保険の特別徴収の対象でない人

対象となる年金の種類
　国民年金法に基づく老齢基礎年金（国民
年金）、老齢厚生年金、退職共済年金な
どが対象になります。
※対象となる公的年金を複数受給されてい
る場合、そのうち一つの年金から引き落とし
となります。

　次の場合は、普通徴収に切り替えとなります。
○年度途中に他の市区町村に転出した
○年度途中に死亡した
○特別徴収される税額に変更があった

公的年金からの特別徴収ができなくなる場合

○これまでの金融機関などに出向いての納付などの手続きが不要になります。

○普通徴収(個人納付)よりも１回あたりの納付の負担額が少なくなります。
　普通徴収では年税額を一括か4期に分けて4分の1ずつ納めていただいていました
　が、この公的年金からの特別徴収（引き落とし）では、年金の支給月ごと（年6回）に
　6分の1ずつ納めていただくことになるため、1回の納付額が減少することになります。

○この制度は、市、県民税の納付方法を変更するものですので、これにより　
新たな税負担が生じることはありません。

10月から
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問い合わせ▶市民税課（☎85－6093）

新たに特別徴収を開始する場合
　公的年金に係る市・県民税の年税額の4分の1ずつを6月、8月に普通徴収により納付していただき、
年税額の6分の1ずつを年金の支給月である10月、12月、翌年2月に特別徴収します。

前年度から特別徴収の継続となる場合
　前年度の市・県民税の12月と翌年2月に特別徴収された税額と同じ額を年金支給月である4月、6月、
8月に仮の税額として特別徴収します（仮徴収）。そして、年税額から仮徴収された税額を差し引いた
額の３分の１ずつを年金支給月である10月、12月、翌年2月に特別徴収します（本徴収）。

6月4月 8月 10月 12月
平成23年

6月4月 8月 10月 12月 翌年2月

1万円 1万円 1万円

徴収方法
仮徴収 本徴収

公的年金からの特別徴収

徴 収 月

税　　額 前年度市・県民税の12月と2月
に本徴収された金額と同額

年税額から、仮徴収した額を
差し引いた額の3分の1ずつ

例 平成22年
2月

1万2000円 1万2000円1万2000円

公的年金からの特別徴収税額と徴収方法

普通徴収 公的年金からの特別徴収

6月 8月 10月 12月 翌年2月

年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

6月 8月 10月 12月

1万5000円 1万5000円 1万円 1万円 1万円

例 平成21年 平成22年
2月

徴収方法

徴 収 月

税　　額

平成21年度の年税
額が6万円の場合

(6万6000円－3万円)÷3＝1万2000円

平成21年度の年
税額が6万円で、
平成22年度の年
税額が6万6000円
の場合

広報春日井4月15日号 3



こちらが地域密着型サービス事業所です

地域密着型サービスとは、要支援・要介護状態になった高齢者が、住み慣れた地域で安心した暮らしを続け
ることができるようにするため、平成18年4月に創設された介護保険サービスです。
※利用などについては各事業所に問い合わせてください。市内の地域密着型サービス事業所の利用は、原則
市民に限ります。

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

　共同生活を営む住居で生活し、入浴や食事の介護などの日常生活上
の世話と機能訓練などを行い、能力に応じて自立した日常生活を営め
るようにします。
対　象▶認知症の状態にある要支援２か要介護１～５の人

春日井グループホームそよ風
春日井ケアハートガーデン　グループホーム細木の杜
グループホーム遊び心
グループホーム暖楽家
グループホーム風里
グループホームグレイスフル八田
グループホーム春緑苑
グループホーム第２グレイスフル春日井
グループホーム百々春日井
グループホーム輪楽笑
グループホーム輪楽笑Ⅱ

東野町西1－12－4
細木町1－37
大留町2－15－8
堀ノ内町2－16－18
四ツ家町字四ツ家218－1
八田町2－27－10
廻間町字神屋洞703－1
牛山町3195－1
木附町1300－66
白山町5－5－2
白山町5－8－6

☎56－5578
☎35－5117
☎53－5670
☎89－8500
☎36－1085
☎85－5331
☎88－7917
☎32－6757
☎51－0040
☎51－8886
☎52－1719

18人
18人
9人
18人
18人
9人
18人
9人
18人
9人
9人

事業所名 所在地 電話番号 定員

小規模多機能型居宅介護

事業所名 所在地 電話番号 定員
小規模多機能型居宅介護あいゆう倶楽部
対象▶要介護１～５の人
小規模多機能型居宅介護グレイスフル浅山
対象▶要支援１・２か要介護１～５の人
ニチイのやわらぎ八田
対象▶要介護１～５の人

如意申町8－8－2

浅山町1－1－8

八田町4－10－10

☎33－2557

☎85－3617

☎56－1171

24人

25人

24人

　要支援・要介護状態になっても、利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるように、「通い」サービス
を中心に、「訪問」サービス・「宿泊」サービスを柔軟に組み合わせて利用できます。また、1か所の事業所から、
異なる３種類のサービスが利用できるため、なじみのスタッフから24時間・365日、連続性のあるサービス
を受けることができます。

利用者の自宅

小規模多機能型居宅介護事業所
送迎により事業所に通い、入浴や食事の
介護、機能訓練などを行います。

家族の留守中、家族のリフレッシュなど
の際、事業所で過ごすことができます。

自宅での介護、調理・洗濯・掃除の家事
などを支援します。

様態や希望に
応じて随時利用

訪 問

宿 泊

通 い

地域包括支援センターとは？

※平成21年4月1日現在の内容です。
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問い合わせ▶介護保険課（☎85－6182）

　地域包括支援センターは市内10か所に設置され、担当地域の高齢者とその家族の相談や援助
の窓口となっています。要支援、要介護の認定がない人についても利用することができます。

実態把握調査を行っています
　地域包括支援センターの職員が高齢者の住んでいる自宅を実態把握調査のために訪問しております。職員
は市が発行した調査員証を持っていますので、訪問時には確認してください。

　高齢者の住所により担当するセンターが決まっていますので、不明の場合は介護保険課に問い
合わせ、もしくは「かすがい・かいごねっと」より高齢者福祉サービスガイドで確認してください。
ホームページ　http://kaigo.city.kasugai.aichi.jp/

神屋町1306－1
廻間町字神屋洞703－1
出川町8－19－11
浅山町1－2－61
柏原町5－387
桃山町5079－1
牛山町3195－1
若草通1－12
下津町500
中切町3－3－9

地域包括支援センターあさひが丘
地域包括支援センター春緑苑
地域包括支援センターじゃがいも友愛 
市社会福祉協議会地域包括支援センター
市医師会地域包括支援センター
地域包括支援センターグレイスフル春日井
地域包括支援センター第2グレイスフル春日井
地域包括支援センター勝川
地域包括支援センター第2春緑苑
市社会福祉協議会第三介護地域包括支援センター

☎93－1314
☎88－8303
☎51－1840
☎87－5377
☎89－3027
☎89－2391
☎32－1117
☎33－8236
☎56－9166
☎56－8611

名称 所在地 電話番号

認知症対応型通所介護
（認知症専用のデイサービス）

　事業所に通い、入浴や食事の介護・機能訓練などを行います。
対　象▶認知症の状態にある要支援１・２か要介護１～５の人

内津の森デイサービスセンター
春緑苑デイサービスセンター
第２春緑苑デイサービスセンター
宅老所大泉寺
デイサービスセンターあさひが丘
デイサービスセンターグレイスフル春日井
デイサービスセンター第２グレイスフル春日井
デイサービス東野
ディサービス明日見の家（４月開設予定）

内津町493
廻間町字神屋洞703－1
下津町500
大泉寺町443－181｠
神屋町1306－1
桃山町5079－1
牛山町3195－1
東野町4－9－11
大和通1－37－2

☎88－8700
☎88－2245
☎56－9172
☎58－5913
☎93－1312
☎89－2341
☎31－7051
☎87－6688
☎32－8668

12人
36人
12人
12人
12人
12人
12人
17人
12人

事業所名 所在地 電話番号 定員

地域密着型介護老人福祉施設入
所者生活介護（定員29人以下の
小規模な特別養護老人ホーム）

　施設に入所して、入浴や食事の介護などの日常生活上の世話と機能
訓練などを行い、能力に応じて自立した日常生活を営めるようにします。
対　象▶要介護１～５の人

特別養護老人ホームグレイスフル浅山
あいあいの郷（７月開設予定）

浅山町1－1－8
松本町17

☎85－3611
☎75－2700（※）

29人
29人

事業所名 所在地 電話番号 定員

※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

地域包括支援センターとは？地域包括支援センターとは？地域包括支援センターとは？
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6 広報春日井4月15日号

市では、3月に「企業誘致」「企業の育成・活動支援」「創業支援」を3つの柱とする実行計画「春日井市産業振興
アクションプラン」を策定しました。このプランにおいて、20の新規事業を創設し、9の既存事業を拡充し
ました。その一部を紹介します。

助成制度

対　　　象 助成率 備　　　考

工場新増設・
移転助成

市内に、延べ面積500㎡以上、建物投資額1億円（市内
に工場などがある中小企業者については5000万円）
以上の工場などを新設か増設する場合　※土地を助成
対象とする場合は、3年以内に購入した土地に限る

固定資産（償却資産を除
く）に係る評価額の10
％（市外からの本社機
能移転の場合は12％）

限度額1億円（市外からの本社機能
移転の場合は1億2000万円）　※製
造業者に限る。別途、基盤調査、工
場緑地、福利厚生施設などに関する
助成あり

高度先端産業
立地促進助成

市内に、建物および機械設備の固定資産取得費用50
億円（中小企業者は2億円）以上、新規雇用者20人（中
小企業者は5人）以上の高度先端工場か固定資産取得
費用5億円（中小企業者は2億円）以上の研究所を設置
する場合　※県高度先端産業立地促進補助金の交付対
象となるものに限る

対象経費の10％（研究
所は20％）　※ 既設ま
たは賃借する建物内に
新たに機械設備を設置
する場合は5％（研究所
は10％）

限度額
○固定資産取得費用50億円未満か
新規雇用者20人未満の中小企業者
の工場は10億円
○その他の工場および研究所は2億
円（県と合わせて最大12億円）
※製造業者に限る

立地企業雇用
奨励助成

工場新増設・移転助成または高度先端産業立地促進助
成を行う事業者が、当該工場などの操業か事業を開始
してから3年間で、新たに5人以上の常用雇用従業員
を増員する場合　※市内事業所の減員分を除く（注）

1人あたり30万円 限度額1500万円　※製造業者に限
る

設備投資助成
市内の自己の用に供する建物内に事業の高度化または
効率化のため、新たに1億円以上の生産設備およびそ
の付属設備を設置する場合

固定資産（償却資産の
み）に係る評価額の5％

限度額1000万円　※工場新増設・
移転助成または高度先端産業立地促
進助成を受けてから5年間を経過し
ている製造業者に限る

工業振興共同
助成

工業団地協同組合か3社以上（子会社を除く）の事業者
が連携して通勤バス、託児支援などの福利厚生事業、
講習会などの共同事業を行うための運営にかかる経費
※福利厚生事業については最長3年間に限る

対象経費の3分の1（講
習会などは20％）

限度額400万円（講習会などは200
万円）　※連携事業者の3分の2以上
が製造業者の場合に限る

販路拡張助成 国内の展示会・見本市などへの出展に係る小間料
※展示即売があるものは対象外

対象経費の50％

限度額50万円/年（1回の出展につき
30万円）　※中小企業者に限る

知的財産権取
得助成 国内特許権か国内実用新案権の取得に要する経費 限度額10万円/年　※中小企業者か

個人に限る
ISO認証取得
助成

ISO9000・14000シリーズの認証取得に伴う初回審
査登録費用

限度額200万円　※1事業者につき
各シリーズ1回、中小企業者に限る

雇用促進支援
助成

雇用促進計画に基づき、事業者が3年間で新たに5人
以上の常用雇用従業員を増員する場合　※市内事業所
の減員分を除く（注）

1人あたり30万円 限度額600万円

中小企業退職
金共済助成

勤労者退職金共済機構が行う中小企業退職金共済制度
または春日井商工会議所が行う特定退職金共済制度に
係る共済掛け金

新たに被共済者となっ
た従業員1人につき年額
1万2000円

限度額なし　※新規従業員で1年以
上加入した場合に限る

商店街振興活
性化助成

商店街振興組合などの団体が、認定を受けた計画に基
づき商業活性化のために行う施設整備、運営に要する
経費

施設整備50 ～ 70 ％、
運営30～ 80％

限度額…施設整備2000 ～ 2800万
円、運営100 ～ 400万円　※商店
街振興組合などの商業団体に限る

商店街空き店
舗活用助成

商店街振興組合などが、入店を希望するもののために
支払う空き店舗の改装費および改築費、1年以内の賃
借料

50％ 限度額…賃借料120万円、改装費、
改築費150万円

拡充拡充拡充

拡充拡充拡充

新規新規新規

新規新規新規

新規新規新規

新規新規新規

新規新規新規

拡充拡充拡充

（注）増員する常用雇用従業員の3分の1以上が市内に住所がある場合に限る

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

□

□

□

□
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対　　　象 助成率 備　　　考

問い合わせ▶◎…企業活動支援課(☎85－6247)、□…経済振興課(☎85－6246)

融資制度

相談制度

産業人材育成
助成

中部大学大学院経営情報学研究科経営学専攻社会人試
験により入学した者が納付する入学料 入学料

限度額10万円　※中小企業者の経
営者、従業員などで事業者から推薦
を受けた人に限る

中部大学大学院のジョイント・ディグリー・プログラ
ム（工学修士課程と経営学修士課程を3年間で取得す
るプログラム）により同大学院経営情報学研究科経営
学専攻に入学した場合の授業料

授業料の3分の1 限度額30万円　※市内在住か在勤
の人に限る

産学共同研究
助成

大学または研究機関に新技術、製品、サービスなどの
開発または試作品の設計などの一部を委託する事業

対象経費の50％ 限度額50万円／年国、県その他の公的機関が実施する研究開発助成事業
（100万円未満のものを除く）を活用するための事前調
査、予備的研究事業

研修助成
中小企業大学校、春日井中小企業職業能力開発学院（春
日井商工会議所内）、中部職業能力開発促進センター
が実施する能力開発セミナーの受講料

受講料の50％ 限度額なし　※中小企業者に限る

創業資金利子
補給助成

創業から1年以内に日本政策金融公庫か市内の金融機
関から創業資金の融資を受け、市内で事業を行ってい
る人の支払利子額　※第1回利子の支払日から起算し
て36月以内に限る

支払利子額 限度額10万円／年

信用保証料
助成

県商工業
振興資金

通常資金

融資の際に必要になる
信用保証料

90％ 限度額50万円（融資申し込み時に融
資残高があり、回収条件がある場合
は減額となります）小規模企業資金 100％

県経済環境適応資金の
関連倒産防止資金 70％

限度額50万円（融資申し込み時に融
資残高があり、回収条件がある場合
は対象になりません）

新分野進出等企業支援事業の助成対象者を募集します
　新分野に進出するために新商品の研究開発などに取り組む企業などへの助成をします。

対　象 ▼○法人格を有していること○新商品の研究開発等が平成22年1月末までに完了し、報告できるもの
○ふるさと財団の新分野進出等企業支援補助事業の対象として採択されること

助成率 ▼対象経費の3分の2　※限度額1000万円
申し込み ▼ 5月29日（金）〈必着〉までに、所定の申請書類（企業活動支援課、市ホームページに用意）に記入して、

企業活動支援課（☎85－6247、Ｅメールkigyo@city.kasugai.lg.jp）へ

対　　　象 限　度　額 使　　　途 期　　　間 利　　　率

県商工業
振興資金

通常資金 従業員数が工業は50人以下、商業・
サービス業は30人以下 4000万

運転・設備

3年以内 年1.6％
5年以内 年1.7％
7年以内 年1.8％

小規模
企業資金

従業員数が工業は20人以下、商業・
サービス業は5人以下 1250万

3年以内 年1.4％
5年以内 年1.5％

設備 7年以内 年1.6％

内　　　　容 日　　　時 申し込み

金融相談
日本政策金融公庫（国民生活事業）による金融相談 毎週水曜日　10：00～ 12：00

春日井商工会議所
経営指導課（☎81－4141）

日本政策金融公庫（中小企業事業）による金融相談 予約制
商工組合中央金庫による金融相談 予約制

商店経営相談 個店の販売促進や商店街の活性化など商業に関する
相談 第２木曜日　13：30～ 16：00

労務相談 就業規則、賃金規定、福利厚生、雇用など諸問題に
関する相談 第３水曜日　13：00～ 16：00

拡充拡充拡充

拡充拡充拡充

◎

◎

新規新規新規

◎

□

□

□



この計画は、老人福祉法および介護保険法の規定に基づき、第３次計画を改定したものです。改定にあたっては、
本市における介護サービスの浸透や高齢者福祉事業の推進状況を踏まえ、社会情勢の変化や課題などに対応すると
ともに、高齢者の生活の実態や将来の見込みなどについて分析し、課題を整理のうえ、地域の実情に適合した「第４
次春日井市高齢者総合福祉計画（計画期間…平成21～ 23年度）」として策定しました。

基本理念 「家族の和、隣人の輪、地域の環
生きがいのあるまち　かすがい」

【65歳以上の人（第１号被保険者）の介護保険料の基準月額】
　市の介護保険の給付費は、平成19年度約107億円でしたが、平成23年度には約148億円(約38％の伸び)になると
予測し、平成21～23年度の総額を約412億円としました。これにより65歳以上の人(第１号被保険者)の基準月額は
4106円と算出しました。

　なお、介護保険料の詳しい内容については、広報春日井6月15日号でお知らせします。
※この計画は、市役所情報コーナー、市ホームページで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/seisaku/plan/dai4jikourei/index.html

平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

介護保険給付費など 107億円 127億円 137億円 148億円

問い合わせ▶高齢福祉課（☎85－6184）

高齢者総合福祉計画を策定しました！

介護保険サービスの充実
高齢者福祉の充実

計画策定の主な背景

高齢者人口の増加

介護保険給付費の増加

ひとり暮らし高齢者の増加

団塊の世代への対応

1

2

3

4

重点課題

高齢者の社会参加の促進

介護予防の推進

地域での見守り活動の推進

認知症高齢者への対応の充実

1

2

3

4

４月スタート

広報春日井4月15日号8



問い合わせ▶障がい福祉課（☎85－6188）

※このほか、障がい福祉サービスや地域生活支援事業などの見込み量、見込み量確保のための方策などを盛り込
んでいます。
　この計画は、市役所情報コーナー、市ホームページで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/seisaku/plan/syougaisougou/index.html

この計画は、市が策定した「障がい者計画」と「障がい福祉計画」を一体的にまとめたもので、両計画を総称して「春日
井市障がい者総合福祉計画」としました。計画の期間は、障がい者計画が平成21年度から25年度、障がい福祉計
画が平成21年度から23年度となっています。

基本理念のもと、障がいのある人もない人も、自らの生活を主体的に選択し、住み慣れた地域の中でいきいきと安心
して暮らし続けられるまちを目指し、次の８分野において施策を推進します。

基本理念 共生社会

ソーシャル
インクルージョン
（※3)

リハビリ
テーション
（※2)

ノーマライ
ゼーション
（※1)

平成23年までの目標

施設入所者の地域生活への移行 入院中の精神障がいのある人の
地域生活への移行

福祉施設利用者の一般就労へ
の移行

193人（平成17年4月現在）
⬇

179人【目標値】

入所者数

25人(平成18年6月現在) 
⬇

19人【目標値・減少数】

退院可能な精神障がいのある人
の人数

7人（平成17年度）
⬇

28人【目標値】

福祉施設を退所し一般就労す
る人の数

障がい者総合福祉計画を策定しました！

基本目標 「障がいのある人が安心して
自立・共生できるまちづくり」

啓発と交流の推進

保健・医療の充実

保育・教育の充実

雇用・就労の促進

福祉サービスの充実

生活環境の整備

スポーツ・文化・レクリエーション活動の推進

情報・コミュニケ－ション支援の推進

1

2

3

4

5

6

7

8

４月スタート

※1…誰もが地域の中で当り前の暮らしができる社会を目指そうという理念
※2…人生の各段階において全人間的な復権を目指そうという理念
※3…すべての人 を々社会の構成員として包み支え合うという理念

広報春日井4月15日号 9
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I N F O R M A T I O N情報最前線

あなたの知識や技能、経験を市民の学びやまちづくりに生かしてみませんか？市では公民館などで開催す
る講座の講師を募集します。ぜひ応募してください。

あなたの企画で講師にチャレンジ！あなたの企画で講師にチャレンジ！あなたの企画で講師にチャレンジ！あなたの企画で講師にチャレンジ！あなたの企画で講師にチャレンジ！講師発掘・登用事業

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6167）

市では、市民一人一人が食についての意識を高め、生涯にわたって健全な心と体を培い、豊かな生活を送
ることができるよう、食育に関する施策の基本となる事項を定め、施策を総合的に、また、より積極的に
推進するために、計画期間を平成25年度までとする「春日井市食育推進計画」を策定しました。

食育推進計画を策定しました食育推進計画を策定しました食育推進計画を策定しました食育推進計画を策定しました食育推進計画を策定しました

募集期間 ▼ 4月13日（月）～ 5月8日（金）
対象・定員 ▼市内在住か在勤、在学の人・若干名　※グ

ループでの応募は不可
選　考 ▼〇1次…書類選考〇2次…プレゼンテーショ

ンと面接（6月中旬を予定）
申し込み ▼ 5月8日（金）〈必着〉までに、企画書（生涯学

習課、市ホームページ、市役所情報コーナ
ー、各公民館、各ふれあいセンターに用意）
に必要事項を記入して、直接か郵送、Ｅメ
ールで、〒486－8686春日井市役所生涯学
習課（☎85－6447、Ｅメールsyogaigk@city.
kasugai.lg.jp）へ

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/bunka/
syogai/kousi.html

開講時期 ▼ 10月～ 12月
講座回数 ▼ 1 ～ 5回　※1回につき約2時間
講師料（1回） ▼ 8000円　※交通費を含む
開講場所 ▼知多・鷹来・坂下公民館、東部市民

センター、味美・高蔵寺・南部・西
部ふれあいセンターのいずれか1か
所

募集する講座

１　食を通じて健康な体を育む
２　食を通じて豊かな心を育む
３　環境に配慮した食生活を送る
４　食への関心を高める

　この計画は、健康増進課、農政課、市ホームページ、市役所情報コーナーで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/sonota/index.html

　基本理念のもと、4つの基本目標や世代別の取組、重
点的取組などを定め、行政だけでなく家庭や事業者、団
体など多くの機関と連携・協働して計画を推進します。

基　本　目　標
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問い合わせ▶広報広聴課(☎85－6037)

市では、携帯電話を利用して、旬な情報や講座情報、四季折々に市内で行われるさまざまなイベント情報
など、メール配信サービスを行っています。ぜひ、利用してください。

メール配信サービスを利用してくださいメール配信サービスを利用してくださいメール配信サービスを利用してくださいメール配信サービスを利用してくださいメール配信サービスを利用してください

　　利用するための条件は？
Ａ． 登録が必要となりますので、市公式モバイルサイトの「メール配
信サービス登録」から手続きしてください。

　　登録料・情報提供料はかかるの？
Ａ．無料ですが、通信料は利用者の負担となります。

　　内容は？
Ａ．市からのお知らせや講座情報、イベント情報などです。

　　配信日はいつなの？
Ａ．週1回原則金曜日に配信しています。

サンプル画面

　アドレスを直接入力するか、QRコードを読み取ることがで
きる携帯電話の場合は、右のQRコードを利用してください。

市公式モバイルサイト　http://mobile.city.kasugai.lg.jp

Q.

Q.

Q.

Q.

「こんにちは市の職員です」実施団体を募集します「こんにちは市の職員です」実施団体を募集します「こんにちは市の職員です」実施団体を募集します「こんにちは市の職員です」実施団体を募集します「こんにちは市の職員です」実施団体を募集します
平成21年度平成21年度平成21年度平成21年度平成21年度

市では、市職員が地域で開催される会合などに出向き、市民の皆さんと市政に対する意見交換を行うこと
を目的として「こんにちは市の職員です」を開催しています。平成21年度の実施団体を募集します。

実施期間 ▼平成22年3月31日（水）まで　※年末年始〈12
月29日（火）～ 1月3日（日）〉を除く

開催時間帯 ▼○平日…午前10時～午後8時までの約1時間
○土・日曜日、祝休日…午前10時～午後7
時までの約1時間

開催場所 ▼申し込み団体で用意　※会場にかかる費用
は申し込み団体にて負担をお願いします。

対象団体 ▼市内の区・町内会・自治会を開催単位とし、
今年度は3団体を予定しています。　※小
グループや各種団体はこの対話の対象とは
なりません。

問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6037）

出席者 ▼テーマに関係する所管課長など
申し込み ▼開催希望団体は、申込書（市ホームページ

に用意）に団体名、代表者氏名、開催希望
日時、意見交換したいテーマと内容、参
加予定人数などを記入して、開催希望日
の1か月前までの市役所執務時間中に直接
か郵送、ファクスで、〒486－8686春日井
市役所広報広聴課（☎85－6037、FAX84－
7421）へ　※開催希望日時は、必ず第2希望
まで記入してください。

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/
koho/konnichiwa/konnichiwa.html

※実施日時の変更などについて相談や調整をすることがあります。
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名古屋法務局春日井支局 一時移転終了のお知らせ名古屋法務局春日井支局 一時移転終了のお知らせ名古屋法務局春日井支局 一時移転終了のお知らせ名古屋法務局春日井支局 一時移転終了のお知らせ名古屋法務局春日井支局 一時移転終了のお知らせ
　名古屋法務局春日井支
局は、庁舎増築工事のた
め、平成20年2月から瀬
戸法務総合庁舎に一時移
転して業務を行ってきま
したが、4月27日（月）に
元の所在地に戻ります。

戻り先 ▼鳥居松町4－46

19

155

155
155

★ ★東
名
高
速
道
路

愛
知
環
状
鉄
道
線

春日井
IC

じんりょう

森林公園

かすがい

JR中
央本
線

庄
内
川

こうぞうじ

◎市役所

春日井インター東
出川橋東

新東谷橋南
右折方向注意

鹿乗町

名古屋法務局
春日井支局

問い合わせ▶名古屋法務局春日井支局〈4月24日（金）まで…☎0561－86－8690〉
　　　　　　　　　　　　　　〈4月27日（月）から…☎81－3120〉

春日井市プレミアム付商品券発行事業実行委員会（春日井商工会議所と商店街連合会で組織）が発
行するプレミアム付き商品券の愛称が、市の特産品であるサボテンにちなみ、「はっぴーサボテ
ン商品券」となりました。　　　　　　　　

販売総額 ▼ 4億円（額面総額4億4千万円分）
プレミアム額 ▼販売総額の10％
使用できる店舗 ▼市内にある商品券取扱参加

店　※店頭にステッカー・ポスター
を表示予定

使用できる期間 ▼ 4月27日（月）～9月30日（水）

問い合わせ▶春日井商工会議所内、春日井市プレミアム付商品券発行事業実行委員会事務局（☎81－4141）

はっぴーサボテン商品券発売のお知らせはっぴーサボテン商品券発売のお知らせはっぴーサボテン商品券発売のお知らせはっぴーサボテン商品券発売のお知らせはっぴーサボテン商品券発売のお知らせ

　実行委員会では、商品券取扱参加店を募集しています。手続きなどについては、事務局ま
で連絡してください。　※一部、参加できない店や販売できない品目があります。

取扱参加店を募集中

　つり銭は出ません。購入された商品券は現
金に払い戻すことはできません。10月1日以
降は使用できません。商品券で購入できない
品目があります。
ホームページ　http://www.kcci.or.jp

販売開始日 ▼ 4月27日（月）午前9時から　※なくな
り次第、販売は終了します。

販売（取り次ぎ）場所 ▼春日井商工会議所、春
日井市内にある次の金融機関（出張
所を除く）〇大垣共立銀行〇十六銀
行○名古屋銀行〇東春信用金庫〇東
濃信用金庫〇尾張中央農協

販売単価 ▼ 1冊1万円（500円券×22枚つづり）
購入限度額 ▼ 1人10万円まで

はっぴーサボテン商品券の販売
はっぴーサボテン商品券の概要

注意事項



　スポーツの分野で優秀な成績を修めた選手や、
指導者を表彰するスポーツ賞表彰式が行われ、
北京オリンピックで活躍した松村亜矢子さん始
め、市内の29人と4団体が受賞しました。表彰を
受けた皆さんは、緊張の中にも満足そうな面持
ちをしていました。

3/20
㊗

スポーツ賞表彰式を行い
ました
(総合体育館)

　全国高等学校剣道選抜大会が行われ、県の予
選を勝ち進んできた男子の部・女子の部合わせ
て96校が一堂に会し、日本一の座を競いました。
会場では当日の寒さをものともしない熱い試合
が繰り広げられ、会場を大いに沸かせていまし
た。

3/27
㊎

燃える！剣道の甲子園
(総合体育館)

　平成20年10月の1か月間に市制65周年事業の一
つとして、落合公園で「誰でも体を動かそう『ラ
ジオ体操』」が行われました。事業が終了した後
も自主的に多くの市民の皆さんが集まってラジ
オ体操をしていることから、健康づくりと公園
の利用普及のため、水の塔に放送設備を設置し
ました。
　この日も、約40人の市民の皆さんが集まり、
楽しそうに体操をしていました。

3/27
㊎

みんな集まってラジオ体操
をしよう！
(落合公園)

広報春日井4月15日号 13
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差し押さえ財産のインターネット公売
公売物品▶ 動産(絵画など8品)
参加申し込み▶4月14日(火)午後1時～ 30日(木)午

後5時
物品(動産)下見会▶4月22日(水)午前10時～午後3

時・市役所303会議室
入札期間▶ 5月8日(金)午後1時～ 11日(月)午後1時30

分
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/
koubai/index.html
官公庁オークション(参加申し込みや入札方法な
ど)　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/　※春日
井市の情報は4月14日(火)午後1時から掲載予定
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6657)　※市税完納などに

より中止の場合あり

住民基本台帳カードが変わります
　4月20日(月)交付分から、住民基本台帳カードが
変わります。変更点は次のとおりです。　
デザイン▶ 表面左側に｢共通ロゴマーク｣と｢ＱＲコ

ード｣が加わります。
ＩＣチップ内▶券面事項確認領域が設定され、金

融機関など、本人確認が必要な場面でそ
の券面の情報(住所、氏名など)とチップ
内の情報を照合し、真正な住民基本台帳
カードであることを確認できます。

※既に使用されているカードにこの機能を追加す
ることはできませんが、従来のカードも引き続き
有効なカードです。
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6138)

5月～7月の献血
とき ところ

5/1(金)13：30～ 16：00 市民病院
5/17(日)10：00～ 15：00 落合公園
5/26(火)9：30～ 16：00 市役所
6/6(土)10：00～ 16：00 バロー高蔵寺店
6/13(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店
6/27(土)10：00～ 16：00 ユーストア篠木店
7/11(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
7/23(木)14：00～ 16：00 名古屋徳洲会総合病院

対 象▶ 16 ～ 69歳の人　※65歳以上の人は健康
を考慮し、60 ～ 64歳の間に献血経験が
ある人に限定

問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)か県赤十字血液
センター (☎0561－84－1131)

エコメッセ春日井臨時休館
　5月17日(日)は、施設保安点検のため休みます。
問い合わせ▶ エコメッセ春日井(☎88－5006)

子育て支援サークルの助成
　地域における子育て支援を目的に、構成員以外
を対象として、親子交流の場の提供や情報提供な
どの子育て支援事業を実施するサークルに助成を
します。
助成金額▶ 1団体当たり年額10万円を限度(3年を上

限)
申し込み▶ 6月1日(月)までに、子ども政策課(☎85－

6206)へ

青少年の居場所づくり事業の助成
　青少年の健全育成を目的に、市内を活動拠点と
する青少年育成団体などが、市内の中高生を中心
とした青少年を対象として、居場所となる継続的
な青少年参加活動を実施する事業に対し助成をし
ます。
助成金額▶ 1事業当たり年額10万円を限度(3年を上

限)
申し込み▶ 6月1日(月)までに、子ども政策課(☎85－

6151)へ

外国人向け市政情報誌の発行
　毎月、広報春日井15日号の発行と同時に、外国
人向けの情報紙｢ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＫＡ
ＳＵＧＡＩ｣を英語、中国語、ポルトガル語に翻
訳して発行しています。
配布場所▶ 市民課外国人登録窓口、市役所情報コー

ナー、東部市民センター、各ふれあいセ
ンター、各公民館、レディヤンかすがい、
アスティ高蔵寺、ささえ愛センター内国
際交流ルームなど、市内18か所

問い合わせ▶ 広報広聴課(☎85－6036)

保健センターからのお知らせ
　7月から新たに大会議室、和室、料理教室を貸
し出します。料金は次のようになります。

場所
使用料金

午前(9：00
～ 12：00)

午後(13：00
～ 17：00)

夜間(17：30
～ 21：30)

大 会 議 室 5200円 6900円 6900円
和 室 1600円 2100円 2100円
料 理 教 室 2200円 2800円 2800円

※月曜日は休み。保健センターの業務に支障のあ
る場合は利用不可
申し込み▶ 5月1日(金)から、保健センター (☎91－

3755)へ
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6167)
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　平成19年に10 ～ 20代を中心に麻しんが大流行したことを受け、学校などで集団
生活をし、麻しん予防接種を1回しか受けていない年代に、平成20年4月から5年間
に限り、中学1年生と高校3年生相当年齢の人に補足的接種(2回目)を実施します。対
象者に接種券を4月上旬に送付しましたので、届いていない人は連絡してください。

接種期間▶4月1日(水) ～平成22年3月31日(水)
対 象▶中学1年生相当年齢(平成8年4月2日～ 9年4月1日生まれ)の人、高校3年生相

当年齢(平成3年4月2日～ 4年4月1日生まれ)の人
接種方法▶市内の指定医療機関での個別接種

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6168）

○過去に麻しんと風しんの予防接種を別々に接種した場合も、2回目は混合ワクチンを接種します。
○妊娠中の人は接種できません。
○対象年度内に接種してください。

赤十字活動資金(社資)募集にご協力を
　赤十字の活動は、皆さんから毎年拠出していた
だいている資金で支えられています。今年も5月
に社員増強運動月間を迎え、各区・町内会・自治
会の役員の協力で活動資金の募集をお願いしてい
ます。
問い合わせ▶ 生活援護課内、日本赤十字社市地区事務

局(☎85－6191)

リサイクルプラザ情報を活用してください
　家庭で不用になった家具や電気製品などを有効
に活用しませんか。エコメッセ春日井内の｢リサ
イクルプラザ情報掲示板｣では、無償の不用品の
譲渡の情報を紹介しています。不用品を提供でき
る人、譲渡を希望する人は、連絡してください。
対象者▶ 市内在住で、不用品の提供者は品物を3

か月間保管できる人　※品物は修理の必
要のない物に限定

取り扱わない物▶ガス・石油暖房器具、布団、タ
オル類、靴、本、レコード、ＣＤ、オー
トバイ、貴金属類、動植物、不動産など

問い合わせ▶ エコメッセ春日井(☎88－8999)

4月～6月の読み聞かせの会
と き▶ 4月25日(土)、5月23日(土)、6月27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

わくわく工作ランド
と き▶ 4月25日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 牛乳パックを利用して紙すきをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小・中学

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)
協 力▶ チルドレン

ジョギング大会
と き▶ 4月26日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
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)

ウオーク大会
と き▶ 4月29日(祝)午前10時から(雨天中止)
集 合▶ グリーンピア春日井芝生広場で、午前9

時から受け付け　※駐車場に限りがあり
ますので、公共交通機関か乗り合わせで
来てください。

コース▶ 築水の森・みろくの森散策路(西高森山
コース)①健脚コース6.9km②標準コース
3.8km　※コースに険しい坂道があるた
め山歩きができる服装で参加してくださ
い。小学生以下は保護者の同伴が必要

問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6281)　※当日の開催
案内は、午前7時30分以降にテレドーム
(☎0180－99－5111)へ。プリペイド式携
帯電話、ＰＨＳからは利用不可
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ところ・問い合わせ▶図書館（☎85－6800）

幼少の時から書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、物ごとを正しく判断する力をつけておくこ
とが、子どもたちにとってどんなに大切なことか…。子どもに読書を勧めるだけでなく、大人にとっ
ても子どもの読書の大切さを考えるとき、それが「こどもの読書週間」です。

図書館クイズ
と　き▶5月2日(土)午後1時～ 2時
内　容▶本や図書館に関するクイズを楽しむ

録音・点字図書体験
と　き▶5月3日(祝)午前11時～午後3時
内　容▶本をテープやＣＤにした録音図書、点

字図書、対面図書で視覚障がいの体験
をする

腹話術と楽しい手品
と　き▶4月29日(祝)午後2時～ 2時30分
内　容▶腹話術と手品を楽しむ

スカイフォーラムおはなし会
と　き▶5月6日(休)午前11時～ 11時30分

※雨天の場合は、3階お話の部屋で開催
内　容▶絵本などの読み聞かせ

折り紙教室
と　き▶5月5日(祝)午後2時～ 3時
内　容▶親子で楽しい折り紙を学ぶ
定　員▶15組(先着順)　※整理券は当日午後1

時30分から、3階お話の部屋で配布

図書館体験
と　き▶5月4日(祝)午後2時～ 2時30分　

※3階お話の部屋の前に集合
内　容▶普段は見ることができない図書館の舞

台裏を紹介する

～笑顔のヒミツは本の中～笑顔のヒミツは本の中～笑顔のヒミツは本の中

館蔵品展｢道風の心をつなぐ｣
と き▶ 4月28日(火) ～ 5月24日(日)午前9時～午後

4時30分
内 容▶ 小野道風顕彰活動により全国の著名書家

から寄せられた作品を展示
観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
展示品解説
と き▶ 5月3日(祝)・17日(日)午前10時30分～11時、

午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

ハンギングバスケット展
と き▶ 4月30日(木) ～ 5月10日(日)午前9時～午後

6時(最終日は2時まで)
内 容▶ 応募作品をマスター部門、一般部門ごと

に展示
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

温水プール無料開放
　勤労者とその家族をはじめ市民の皆さんの健康
推進を図り、勤労意欲を促進するため、温水プー
ルを1日無料開放します。
と き▶ 5月1日(金)午後1時～ 8時30分
ところ▶ サンフロッグ春日井
持ち物▶ 水泳帽、100円硬貨(ロッカー代)　※硬貨

は使用後に戻ります。
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6246)

植物園まつり
と き▶ 5月3日(祝) ～ 5日(祝)午前10時～午後4時
内 容▶ 野点茶会、模擬店、緑と花のバザール、

切手の販売、キーホルダー作り、バタ
ー作り、ポニーに乗ろう、ウサギ・モル
モットとの触れ合い、草木染体験コーナ
ー、ガーデニング教室〈3日(祝)、4日(祝)
のみ〉、地震体験コーナー、緑の相談、
カンアオイと細辛展〈2日(土) ～ 5日(祝)〉

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92
－8711)　※期間中は、駐車場が十分に
確保できませんので、公共交通機関を利
用してください。

市民体操大会
と き▶ 5月9日(土)午前10時～午後3時30分
器械体操種目▶○小学生男女個人…連盟作成の規

定演技○中学生男女個人…自由演技
新体操女子種目▶○小学生発表会個人・小学4年

生以上競技会個人…リボン○中学生個人
…ボール・クラブ、中学生団体…リボン
5○高校生個人(オープン参加)…手具自
由　※中学生は演技申告書を提出

対 象▶ 市内在住か在学の小学生～高校生
費 用▶ 参加料(1人)200円
ところ・申し込み▶4月25日(土)〈必着〉までに、

所定の用紙(総合体育館に用意)に記入し
て、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市体操連盟・伊藤(☎81－2664)
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再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 5月3日(祝)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)

初夏のファミリーキャンプ
と き▶ 5月16日(土)午前9時30分～ 17日(日)午後1

時
内 容▶ 家族でテント泊やハイキング、野外料理、

キャンプファイアー、パン作りなどを楽
しむ

対象・定員▶ 小学生を含む家族・25組(抽選)
費 用▶ 参加料大人3000円、小学生以下2500円
ところ・申し込み▶4月30日(木)〈必着〉までに、

往復はがきに行事名、家族全員の住所・
氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を書い
て〒487－0031廻間町1102－1、少年自然
の家(☎92－8211)へ

市民バスケットボール大会(一般の部)
と き▶ 5月23日(土)・31日(日)、6月13日(土)午前

9時30分から
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上で構

成するチーム
費 用▶ 参加料(1チーム)6000円
ところ・申し込み▶5月6日(休)〈必着〉までに、所

定の用紙(総合体育館に用意)に記入し
て、総合体育館へ　※5月10日(日)午前11
時から、総合体育館で行う代表者会議に
出席してください。

問い合わせ▶ 市バスケットボール協会・安藤(☎090－
3447－0698)

初めて挑戦！アウトドアⅠ
と き▶ 5月30日(土)午前9時30分～ 31日(日)午後2

時30分
内 容▶ 初めての仲間とテント泊やキャンプファ

イアー、野外炊事、工作などを通して、
自然に親しむ

対象・定員▶ 小学2 ～ 4年生・40人(抽選)
費 用▶ 参加料4500円
ところ・申し込み▶4月30日(木)〈必着〉までに、

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

柳家喜多八ひとり会
と き▶ 6月27日(土)午後2時

から
ところ▶ 文化フォーラム春日

井・視聴覚ホール
内 容▶ 小三治の懐刀と評さ

れる実力派、柳家喜
多八の落語会

入場料▶ 2500円(全自由席、未
就学児不可)

入場券▶ 4月25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)

松竹大歌舞伎
と き▶ 7月25日(土)○昼の部…正午から○夕方

の部…午後5時から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 片岡仁左衛門、片岡孝太郎ほか
演 目▶ ｢正札附根元草摺｣｢義経千本桜｣(昼・夕

方共通)
入場料▶ ＳＳ席7500円(文化フォーラム春日井の

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

電話先行予約▶4月24日(金)午前10時～午後5時
に、かすがい市民文化財団(☎85－6868)、
チケットぴあ特電(☎052－320－9911)へ

入場券▶ 5月8日(金)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)

義経千本桜より 片岡仁左衛門©松竹
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市民納涼まつり協賛
　7月25日(土)〈小雨決行、荒天中止時は26日(日)〉
に落合公園で行われる夏の風物詩、市民納涼まつ
りを盛り上げるため、皆さんの協力をお願いしま
す。
対 象▶ 企業、団体など　※当日の観覧席招待券

を差し上げます。パンフレットと市ホー
ムページに協賛者名を掲載します。

種類 内容 金額(1口)
特 Ｓ スターマイン(大)、うちわ、手拭い 50万円
特 Ａ スターマイン(中)、うちわ、手拭い 30万円
特 Ｂ スターマイン(小)、うちわ 20万円
特 C 打上玉(20発) 10万円
Ａ 打上玉(10発) 5万円
Ｂ 打上玉(6発) 3万円
C 打上玉(2発) 1万円

う ち わ うちわ 7万円
手 拭 い 手拭い 7万円

申し込み▶ 5月29日(金)までに、所定の用紙(市民生
活課、市ホームページに用意)に記入し
て、市民生活課内、納涼まつり実行委員
会事務局(☎85－6622)へ

紙芝居とお話を聞く会5月の開催日
ところ とき

文化フォーラム春日井(赤
ちゃんのためのおはなし
会)

8(金)・22(金)11：00～

図書館
2(土)・9(土)・16(土)・
23(土)15：00～、13(水)・
20(水)・27(水)15：30～

東部市民センター 1(金)・8(金)・15(金)・22(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 9(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 9(土)14：00～
南部ふれあいセンター 20(水)15：30～
西部ふれあいセンター 9(土)・23(土)11：00～
知多公民館 休み
鷹来公民館 9(土)13：30～
坂下公民館 2(土)14：00～
中央公民館 9(土)11：00～
グリーンパレス春日井 16(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

ファミリー・サポート・センターの会員
　ファミリー・サポート・センターは、子育ての
援助を受けたい人(依頼会員)と、子育ての援助を

したい人(援助会員)とがお互いに助け合う会員組
織です。
対 象▶ ○依頼会員…0歳～小学6年生の子どもが

いる市内在住か在勤、在学の人○援助会
員…市内在住の自宅で子どもを預かるこ
とができる人　※依頼会員・援助会員と
もに講習会の受講が必要。資格や経験、
性別、年齢は不問。活動に当たって、依
頼会員は援助会員にセンターが定めた報
酬の支払いが必要

会員になるための講習会
と き▶ 5月25日(月)午後1時～ 5時
内 容▶ 子どもの体と病気、心理、安全と応急手

当てなど、会員活動に必要な知識を学ぶ
定 員▶ 30人(託児10人)〈先着順〉
申し込み▶ 4月26日(日) ～ 5月10日(日)に、証明写真

(縦4㎝×横3㎝)2枚と印鑑を持って、かす
がいげんきっ子センター内、ファミリー
・サポート・センター (☎35－3516)へ

非常災害時井戸水提供の家
　地震などの災害時に上水道が止まった場合、復
旧までの一時的な生活用水を確保するため、｢非
常災害時井戸水提供の家｣の指定を行っています。
市内に井戸があり、協力できる人は連絡してくだ
さい。
問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

レディヤンかすがい　☎85－4188
子育て中からキャリアアップ講座(託児付き) ～
社会的視点や自分自身を客観的に見ることで自己
肯定感を育む
と き▶ 5月15日、6月19日、7月17日、8月21日、

9月4日・18日の金曜日(6回)午前10時30分
～正午

対象・定員▶ 市内在住の1歳6か月～ 2歳6か月の第1子
をもつ女性(原則全日程受講可能な人)・
20人

費 用▶ 受講料1500円、資料代1100円
申し込み▶ 4月30日(木)〈必着〉までに、はがき、フ

ァクス、Ｅメールに講座名、住所、氏名
(ふりがな)、年齢、電話番号、託児希望
の場合は｢託児希望｣と子どもの名前(ふ
りがな)・年齢を書いて、〒486－0844鳥
居松町2－247、ＦＡＸ85－7890、Ｅメー
ルladyan@city.kasugai.lg.jpへ
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と　こ　ろ 学級名 と　　き

知多公民館(☎32－8988)

〒486－0947　知多町4－64－1
ことぶき

第4金曜日

10：00～ 11：30

鷹来公民館(☎84－7071)

〒486－0809　町屋町3610－1
えびす

第4木曜日

10：00～ 11：30

坂下公民館(☎88－5555)

〒480－0305　坂下町4－250－1
源敬

第2金曜日

10：00～ 11：30

東部市民センター (☎92－8511)

〒487－0011　中央台2－2－1
はいから

第2木曜日

13：30～ 15：00

期 間▶5月～平成22年3月(11回)
内 容▶毎回テーマを変えて学習する

※講座内容などは各施設で異なりま
すので、詳しくは各施設へ

対象･定員▶おおむね60歳以上の人・各50人(坂
下公民館は48人、いずれも定員を超
えたときは抽選)

費　用▶受講料2000円(別途教材費が必要な
講座あり)

申し込み▶4月24日(金)〈必着〉までに、往復は
がきに高齢者学級、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、各施設へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
楽しいサイクリング教室
と き▶ 5月9日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 木村雄二
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
和服のリフォーム～不用の着物をあまり手をかけ
ずに洋服感覚で着る
と き▶ 5月13日(水)・20日(水)・27日(水)〈3回〉

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 松本誉世
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 不用になった着物類、裁縫用具
 
申し込み▶ いずれも4月21日(火)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
ふしぎな押花～生きた草花を特殊な加工で、はが
きやブローチに押し花を彩る
と き▶ 5月7日・21日、6月4日・18日の木曜日(4回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ あだちやすこ
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1000円、教材費4000円
持ち物▶ はさみ、カッターナイフ、ティッシュペ

ーパー、押し花にしたい草花
食育で健康な家庭づくり～素材の味を楽しむスー
プづくり
と き▶ 5月15日(金)午前9時30分～正午
講 師▶ 高橋政光
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費500円
持ち物▶ エプロン、三角巾、ふきん2枚
 
申し込み▶ いずれも、4月19日(日)から電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢新緑の森の中へいこう｣～鮮
やかな新緑の中で、自然の面白さや不思議さを親
子で発見する
と き▶ 5月8日(金)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
野外活動・自然体験指導者講座

回・とき 内容

①5/9(土)10：00～ 15：00 開講式、自然の仕組み、地域の自然など

②6/13(土)15：00～ 20：30
自然体験活動の理念、参加者
・対象者を知る、ナイトハイク
など

③9/19(土)14：00～ 20：30 安全対策、普通救命救急、キャンプファイアなど

④11/28(土)9：00～ 15：00 ハイキングガイドを通して里山文化を知る

⑤2/20(土)9：00～ 15：00 効果を上げる指導方法、モデルプログラムを作るなど

※自然体験活動推進協議会(ＣＯＮＥ)認定のリー
ダー養成講座(部分参加も可)
対象・定員▶ 教員や野外活動指導者、自然体験リーダ

ーなど16歳以上で興味がある人・各20人
(抽選)　

費 用▶ 受講料全5回3000円、各回700円
 
申し込み▶ ｢あそびむしくらぶ｣は4月28日(火)〈必着〉

までに、｢自然体験指導者講座｣は4月30
日(木)〈必着〉までに、往復はがきかＥメ
ールに講座名、住所、参加者の氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号、｢自然体験指
導者講座｣は参加希望の回(①～⑤)を書い
て、〒487－0031廻間町1102－1、Ｅメー
ルshizen@s－kousya－kasugai.or.jpへ



20 広報春日井4月15日号

味美ふれあいセンター　☎31－3522
おもわずうなる男の一品料理～手軽で手早くでき
て、かつ美味しい一品を作る
と き▶ 5月11日(月)午前10時～正午
講 師▶ 大鹿裕司　
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、調理用ふきん、手ふきタオル
着物の着付け～着付けの基本を習う
と き▶ 5月14日～ 6月4日の木曜日(4回)午後6時

30分～ 8時30分
講 師▶ 加藤太恵
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ 着物、帯、長じゅばん、小物
今日から出来る楽しい携帯電話の使い方
と き▶ 5月22日(金)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 今井聡子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 携帯電話(ＮＴＴドコモの機種に限る)
 
申し込み▶ いずれも4月24日(金)〈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
－0958西本町1－15－1へ

落合公園管理棟　☎56－0414
盆栽講習会｢盆栽の基礎｣～雑木の芽つみ、葉刈
りの基礎を学ぶ
と き▶ 5月16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・20人(抽選)
費 用▶ 受講料350円
申し込み▶ 4月30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、〒486－0817
東野町字落合池1へ

図書館　☎85－6800
手作り布絵本教室～やさしいフェルト地の布絵本
を作る
と き▶ 5月26日(火)、6月9日(火)・23日(火)〈3回〉

午前10時～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 石田民子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 裁縫道具、はさみ(布用と紙用)、定規
申し込み▶ 4月28日(火)午前9時から、電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
リボン刺繍の春色ポーチ～初心者のためのリボン
刺しゅうを学び、ポーチを作る
と き▶ 5月14日(木)・21日(木)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 伊藤美紀
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費1000円
持ち物▶ 裁縫道具(縫い針、まち針、はさみ)
申し込み▶ 4月27日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0013
高蔵寺町3－2－1へ

中央公民館　☎33－1111
楽しく親子でリトミック
と き▶ 5月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)午前10

時30分～ 11時30分
講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児(2歳以上)とその保

護者・35組(抽選)
外国人のための日本語講座～初心者と初級者のク
ラスに分かれて日本語を学ぶ
と き▶ 5月10日～ 8月9日の毎週日曜日(14回)午

前10時～正午
講 師▶ 安藤桂子、醍醐克人
対象・定員▶ 日本語を母語としない人・40人
費 用▶ 教材費4725円(テキスト代)
 
申し込み▶｢楽しく親子でリトミック｣は4月24日(金)

〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)に教
室名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号を書いて、〒486－0913柏原町1－
97－1、｢日本語講座｣は5月10日(日)午前
10時に直接、中央公民館へ

命に危険がある人を
待たせないよう、
救急車の利用方法を
考えましょう!
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かすがい市民文化財団　☎85－6868
芸術講座｢アジアの手しごと｣ ～更紗や首里織、
ポジャギなどの染織工芸の鑑賞のポイントや伝統
の柄などを現物を見ながら学ぶ①インド・東南ア
ジア②沖縄③コリア
と き▶ ①5月15日(金)②5月22日(金)③5月29日

(金)午後7時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ ①岩立広子②沖縄県立芸術大学名誉教授

・祝嶺恭子③李玉禮
費 用▶ 受講料各900円　※①～③通し券は2500

円
特 典▶ 通し券購入者は｢ポジャギづくり講座｣〈5

月13日(水)・20日(水)・27日(水)全3回〉、｢ス
トラップづくり一日体験｣〈5月29日(金)〉
に申し込みできます。4月30日(木)〈必着〉
抽選

受講券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ
で販売中(代金引換サービスあり)

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24日(日)午前9時～正午
ところ▶ 総合福祉センター
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20日(月)から、電話で

サン・アビリティーズ春日井
障がい者スポーツ教養文化講
座｢ソフトバレーボール講座｣
と き▶ 5月7日・21日、6月4

日・18日、7月2日の
木曜日(5回)午後7時
～ 9時

講 師▶ 市バレーボール連盟
対象・定員▶ 障がい者とその介助

者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
障がい者スポーツ教養文化講座｢ボッチャ講座｣
と き▶ 5月13日・27日、6月10日・24日、7月8日

の水曜日(5回)午後7時～ 9時
講 師▶ 上級障害者スポーツ指導員
対象・定員▶ 障がい者とその介助者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ いずれも4月19日(日)から、電話かファク

ス(☎84－2611、ＦＡＸ84－3005)で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
そろばんを使って、頭の体操！！
と き▶ 4月28日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームグレイスフル春日井
講 師▶ 小林義美、小林月美
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ
心の健康に気をつけよう！～中高年の認知・うつ
予防
と き▶ 4月29日(祝)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▶ 医師・垣内泰久
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

健康増進課　☎85－6164
カミカミ健康教室～9か月ご
ろからの離乳食とむし歯予防
について学ぶ
と き▶ 5月1日(金)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

7月～8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
健康体操教室～リズムに合わせた体操や家庭でで
きる簡単な体操
と き▶ 5月8日～ 6月12日の毎週金曜日(6回)午後

1時30分～ 3時
ところ▶ 総合体育館
講 師▶ 市体操連盟健康体操部指導員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
持ち物▶ 上靴
モグモグ健康教室～5、6か月ごろからの離乳食
と食べさせ方について学ぶ
と き▶ 5月12日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住の平成20年12月～ 21年1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)

 
申し込み▶ ｢健康体操教室｣は4月20日(月)から、｢カ

ミカミ健康教室｣は4月21日(火)から、｢モ
グモグ健康教室｣は4月23日(木)から、電
話で　
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子ども政策課　☎85－6170
母と子のサポート情報～乳幼児健康相談・歯っぴ
ー歯科相談・母乳相談(予約制)
と き▶ ①5月1日(金)・○15日(金)、○6月5日(金)

・18日(木)、7月3日(金)・○17日(金)②5月
29日(金)、6月26日(金)、7月24日(金)の10
時～正午　※○印の日は歯科相談は実施
していません。身体計測のみの人は11時
までに来所してください。(予約不要)

ところ▶ ①健康管理センター②保健センター
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▶ ①5月13日(水)②5月20日(水)③5月27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)
日曜パパママ教室～保健指導・もく浴指導
と き▶ 5月24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
 
申し込み▶ ｢日曜パパママ教室｣は4月21日(火)から、

電話で　※それ以外は常時受け付け

グリーンパレス春日井　☎84－0381
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 5月19日～ 7月7日の毎週火曜日(8回)午前

9時30分～ 10時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料2400円
たのしいフラダンス教室
と き▶ 5月21日～ 6月11日の毎週木曜日(4回)午

前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
やさしいヨガ教室
と き▶ 5月21日～ 6月11日の毎週木曜日(4回)午

後7時～ 8時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 1200円
 
申し込み▶ いずれも4月30日(木)〈必着〉までに往復

はがき(1講座1枚)に講座名、住所、氏名
(ふりがな)、電話番号、市外在住の人は
勤務先か学校名を書いて、〒486－0817
東野町字落合池1－2へ

かすがいげんきっ子センター
育児講座～お父さんと遊ぼう(自由参加)
と き▶ 5月6日(休)午前10時～ 11時
対 象▶ 市内在住の6か月～ 1歳児とその父親
つくってあそぼ～身近な素材を使って遊ぶ
と き▶ 5月19日～ 7月14日の隔週火曜日(5回)
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・15組(抽選)
おいしいクッキング～ごはんでパーティー！ (お
にぎりなど)
と き▶ 5月31日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
費 用▶ 材料費200円
子育て支援グループリーダー養成講座～乳幼児期
の特徴や絵本の選び方・読み方、応急手当てなど
を学ぶ
と き▶ 6月4日(木)・10日(水)・18日(木)・25日(木)、

7月2日(木)・9日(木)〈6回〉午前10時～ 11
時30分

対象・定員▶ 市内在住でボランティアに関心がある人
・30人(抽選)

ファミリークッキング～ひまわりごはん(具材を
ひまわりの形に飾る)
と き▶ 6月7日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の人・4家族(抽選)　※1家族4人

まで
費 用▶ 材料費(1人)300円
 
申し込み▶ 4月28日(火)〈消印有効〉までに、｢おいし

いクッキング｣は往復はがき(1人1枚、き
ょうだいでの申し込みは連名可)に講座
名、住所、氏名(ふりがな)、学校名、学年、
保護者名、電話番号を書いて、｢つくっ
てあそぼ｣｢ファミリークッキング｣は往
復はがき(1家族1枚)に講座名、住所、参
加者全員の氏名(ふりがな)、年齢、電話
番号を書いて、｢子育て支援グループリ
ーダー養成講座｣は往復はがきに講座名、
住所、氏名(ふりがな)、電話番号を書い
て、〒486－0945勝川町8－2858－1、か
すがいげんきっ子センター (☎35－3501)
へ

総合福祉センター　☎84－3611
懐かしの抒情歌や童謡を歌いませんか？～ピアノ
演奏の鑑賞なども併せて楽しむ
と き▶ 5月13日・27日、6月3日・17日の水曜日(4

回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 柴香織、山田美和子
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・50人(抽選)
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費 用▶ 受講料520円
手とり足とりパソコン講座(高齢者編)
と き▶ 5月13日・27日、6月3日・10日の水曜日(4

回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ パソコンクラブＫＴＳ
定 員▶ 市内在住の60歳以上で過去に同講座を受

講していない人・18人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
点訳奉仕員養成講座～点字を学び、視覚障がい者
の社会参加のためのボランティア活動につなげる
と き▶ 5月14日～ 12月17日の木曜日(20回)午前

10時～正午
講 師▶ 点訳ボランティア春点
対象・定員▶ 市内在住の人・30人(抽選)
費 用▶ テキスト代などは実費
点字講座～社会生活への参加と自立のために必要
な点字を習得
と き▶ 5月14日～平成22年3月4日の木曜日(30回)

午前10時～正午
講 師▶ 点訳ボランティア春点
対象・定員▶ 市内在住の視覚障がい者・30人
健康体操を取り入れた社交ダンス～初心者でもで
きる腰痛予防に効果のある歩き方から始める
と き▶ 6月の毎週金曜日(4回)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 神田真佐志
定 員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・35人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
持ち物▶ 運動靴
 
申し込み▶ ｢点字講座｣は5月1日(金)までに電話で、

それ以外は4月27日(月)〈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。初回受け付け時に
障がい手帳の提示が必要

高齢福祉課　☎85－6364
家族介護のためのハートフルケアセミナー～①認
知症高齢者の理解と対応・健康寿命を延ばす口腔
(こうくう)ケア②高齢者の排泄の特徴と援助理解
・排泄介護の実際③廃用症候群を防ぐ・高齢者の
ための健康づくり～転倒を防ぐために
と き▶ ①6月21日(日)②6月28日(日)③7月5日(日)

〈3回〉午前10時～午後4時(①は午前9時30
分から)

ところ▶ 東部市民センター
対象・定員▶ 市内在住で介護技術を身に付けたい人・

40人(抽選)
申し込み▶ 5月29日(金)〈必着〉までに、はがきに講

座名、住所、氏名、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所高齢福祉課へ

介護保険課　☎85－6187
介護予防体操地域講座～ ｢かすがいいきいき体
操｣で運動器・口腔(こうくう)機能の向上を図る

とき ところ
5/7(木)10：00～ 11：30 西部ふれあいセンター
5/12(火)13：30～ 15：00 鷹来公民館
5/14(木)10：00～ 11：30 坂下公民館
5/19(火)13：30～ 15：00 サン・アビリティーズ春日井
5/21(木)10：00～ 11：30 南部ふれあいセンター
5/26(火)13：30～ 15：00 東部市民センター
5/28(木)10：00～ 11：30 味美ふれあいセンター

講 師▶ 市体操連盟健康体操部指導員
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・各会場30人(先着順)
申し込み▶ 4月20日(月)から、電話で

市体育協会の講座
市民弓道教室
と き▶ 5月16日～ 7月4日の毎週土曜日(8回)午後

6時30分～ 8時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人

・20人(先着順)
費 用▶ 受講料6000円
持ち物▶ 弓道具(貸し出し可)
ところ・申し込み▶4月26日(日)〈必着〉までに、

はがきに教室名、住所、氏名、年齢、電
話番号、経験の有無、弓道具の貸し出し
を希望するときは｢貸し出し希望｣と書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体
育館へ

問い合わせ▶ 市弓道協会・影山(☎31－5748)

土地区画整理組合の事業計画の変更案
事業名▶ 春日井篠木四ツ谷土地区画整理事業
組合名▶ 春日井篠木四ツ谷土地区画整理組合
と き▶ 4月17日(金) ～ 30日(木)〈毎日〉午前8時30

分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6308)　

※この案についての意見書は、4月17日
(金) ～ 5月14日(木)に、市長あてに提出す
ることが可能
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市税等の納期限・納税相談
固定資産税1期
　納期限は4月30日(木)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▶ 4月26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)

山菊づくり(盆栽仕立)講習会
と き▶ 4月16日(木)、5月21日(木)、6月23日(火)、

7月16日(木)、8月18日(火)、9月10日(木)・
17日(木)〈7回〉午前9時30分～ 11時30分

ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 石井口丸男
定 員▶ 30人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円
申し込み▶ 公園緑地課(☎85－6281)へ
主 催▶ 市菊栄会

えきサイト勝南
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(勝南プラザ)前
内 容▶ アトラクション(マジックショー、バル

ーンアートショー＆プレゼント、ピエロ
ショー、鳴子踊り、キッズジャズダンス
など)、フリーマーケットと新鮮朝市(な
くなり次第終了)

問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)

5月～7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〉

5/12(火)、6/9(火)、7/14(火)
13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 5/21(木)、6/18(木)、7/16(木)
9：30～ 11：00

メンタルヘルス相談(自
殺、ひきこもり、うつな
ど心の健康問題や心の病
気に関する相談)

月～金曜日(祝日を除く)　9：00
～ 12：00、13：00～ 16：30

ひきこもりを考える親の
つどい

5/12(火)、6/9(火)、7/14(火)
14：00～ 15：30

血液検査(エイズ、肝炎検
査等) 毎週火曜日　9：30～ 11：00

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日　10：00～ 15：00

※5月5日(祝)の血液検査、骨髄ドナー登録はでき
ません。
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/

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ 5月3日(祝)・27日(水)、6月7日(日)・24日

(水)、7月5日(日)・22日(水)のいずれも午
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
日は保健所または市役所の相談員も参加

対 象▶ 身内に心の病の人を抱え、何とかしたい
と考えている家族

問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)
主 催▶ 春日井地域精神障害者家族会｢むつみ会｣

春の芸能祭
と き▶ 5月3日(祝)午前10時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 舞踊、琴、民謡、太鼓、ギター、社交ダ

ンス、フラダンス、詩吟など、加盟団体
による芸能発表会

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)
主 催▶ 市文化協会

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、前月で終了しました。5月以降の予定は、広
報4月15日号と同時に配布しました市役所ガイド
(保存版)に掲載していますので、そちらを見てく
ださい。また、相談日や場所などが変更になる場
合は、広報でお知らせしていきます。
問い合わせ▶ 広報広聴課(☎85－6036)

よくみよう
くるまとじてんしゃ
しんごうき
交通安全スローガン
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総合華展
と き▶ 5月4日(祝) ～ 5日(祝)午前10時～午後4時

(呈茶席は3時まで)
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 市華道連盟協会員とその生徒による生け

花展　※呈茶席、琴の演奏もあり
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)
主 催▶ 市華道連盟協会

5月～7月の認定産業医による健康相談
とき ところ

5/17(日)、6/21(日)、7/19(日)
10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井

5/26(火)、6/23(火)、7/28(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

ＤＴＰデザイナー基礎技術習得コース
と き▶ 5月25日(月) ～ 7月24日(金)の毎週月～金

曜日(祝日除く)の午後2時～ 6時
内 容▶ デザイン作成ソフトを使ったＤＴＰデザ

インに必要な技術を習得する
ところ▶ ㈲ワコー天白教室(名古屋市天白区)
対象・定員▶ 障がい者手帳(身体・精神)所持者・7人(面

接で選考)
受講料▶ テキスト代1万円
申し込み▶ 5月11日(月)までに公共職業安定所へ(受

講には安定所での求職登録が必要)
問い合わせ▶ 公共職業安定所か愛知障害者職業能力開

発校(☎0533－93－2102)

消防設備点検資格者講習
と き▶ 第1種…6月2日(火) ～ 4日(木)、第2種…6

月9日(火) ～ 11日(木)
ところ▶ 県産業貿易会館西館(名古屋市中区)
内 容▶ 防火対象物に設置されている消防用設備

などの点検をする資格を取得するための
講習

定 員▶ 各200人(先着順)
費 用▶ 受講料各3万3000円
申し込み▶ 4月20日(月) ～ 28日(火)に、申請書(予防

課に用意)に記入して、郵送か直接、〒461
－0011名古屋市東区白壁1－50、県消防
設備安全協会へ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)

食品表示110番
　食品表示に対する消費者の関心が高まっている
ことや食品の品質表示の一層の適正化を図る観点
から、広く国民からの表示について情報提供や問
い合わせを受けるためのホットラインを設置して
います。気軽に利用してください。
問い合わせ▶ 農林水産省表示・規格課(☎052－223－

4618)、独立行政法人農林水産消費安全
技術センター名古屋センター (☎052－
229－1063)、県食育推進課(☎052－951－
3893)

日商簿記検定
と き▶ 6月14日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井
受験料▶ 1級7500円、2級4500円、3級2500円、4級

1600円
申し込み▶ 4月22日(水) ～ 5月13日(水)に春日井商工

会議所(☎81－4141)へ　※1級のみ顔写
真(縦4.5cm×横3.5cm)が必要

珠算・段位認定検定
と き▶ 6月28日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所
受験料▶ 1級2040円、2級1530円、3級1330円
申し込み▶ 4月23日(木) ～ 5月13日(水)に 顔 写 真(縦

4.5cm×横3.5cm)を添えて、春日井商工
会議所(☎81－4141)へ

2・3級福祉住環境コーディネーター検定
と き▶ 7月12日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井(予定)
受験料▶ 2級6300円、3級4200円
申し込み▶ 4月28日(火) ～ 5月29日(金)〈土・日曜日、

祝日を除く午前10時～午後6時〉に検定セ
ンター (☎03－3989－0777)か、ホームペ
ージhttp://www.kentei.org/へ

問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)

｢水稲共済｣に加入しましょう
　水稲を20a以上耕作している人は、加入しなけ
ればなりません。10a以上耕作している人も加入
できます。安い掛金で安心の水稲共済に、ぜひ加
入しましょう。
問い合わせ▶ 尾張農業共済事務組合春日井支所(☎85

－6251)

寝たばこは
絶対にやめましょう



みのり会発表会
とき▶5月5日（祝）午前10時開演（9時開場）　と
ころ▶市民会館　内容▶大正琴、三味線などの
演奏　問い合わせ▶前田（☎92－5454）
･･････････････････････････････････････････
創立40年記念コンサート
とき▶5月17日（日）午後2時～ 4時（1時30分開
場）　ところ▶電気文化会館ザ・コンサートホ
ール（名古屋市中区）　内容▶混声合唱団｢ニュ
ータウンエコー｣と｢高蔵寺ニュータウン女声合
唱団｣による合唱　定員▶395人（先着順）　入場
料▶1500円　問い合わせ▶福田（☎・ＦＡＸ91
－3147）
･･････････････････････････････････････････
中部大学キャンパス・コンサート
とき▶5月30日（土）午後2時～ 4時（1時開場）　
ところ▶三浦幸平メモリアルホール（松本町）　
内容▶弦楽三重奏コンサート　出演▶山口裕之
（バイオリン）、丹羽道子（ビオラ）、山内俊輔
（チェロ）　対象・定員▶中学生以上の人・500
人（超えたときは抽選）　申し込み▶5月1日（金）
〈必着〉までに、往復はがき（1人1枚）に演奏会名、

住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、〒487
－8501松本町1200、中部大学キャンパス・コン
サートＫ係（☎51－1111）へ

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）
4／15(水)～5／20(水) リボン刺繍作品展 伊藤美紀
4／16(木)～28(火) 書道作品展 彩の会

落合公園管理棟 （☎56－0414）
4／17(金)～19(日) 春の山野草展 春日井山草会
4／24(金)～26(日) セッコク展 セッコク同好会

グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 （☎92－8711）

4／17(金)～19(日) 春のミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会
4／24(金)～26(日) えびね展 東海えびね会

4／30(木)～5／10(日) ハンギングバスケット展 ハンギングバスケット展応
募者

ルネックギャラリー （☎34－6800）
4／17(金)～20(月) 古布の四季の花 善田ひかる
4／22(水)～26(日) 10人・といろ展 日本画「10人・といろの会｣

市役所市民サロン （☎85－6073）
4／19(日)～24(金) 水彩画作品展 西水会

4／25(土)～30(木) フォト四季彩幹事伊藤澄夫
還暦記念写真展 フォト四季彩

味美ふれあいセンター （☎31－3522） 4／19(日)～29(祝) 絵手紙展 絵手紙ぶどうの会
西部ふれあいセンター （☎33－0808） 4／22(水)～5／5(祝) 家族の肖像展 山下旺太郎
アスティ高蔵寺 （☎85－6079） 4／28(火)～5／10(日) デイサービスすみれ作品展 デイサービスすみれ

あなたも情報発信しませんか？

　掲載申請書は市ホームページからダウ
ンロードできます。掲載希望号発行日の1
か月前までに申請書に記入して、郵送か
ファクスで、〒486－8686春日井市役所広
報広聴課（☎85－6036、FAX84－7421）へ
ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/shinsei/shinsei/koho/koho.html
※市の後援等がある催しを掲載します。
申し込みの際に後援等の決定通知書の写
しを提出してください。
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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

4／18

4／25

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

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎83－8777

☎33－7033

☎84－3060

☎91－3755

☎31－5252

☎41－6260

☎31－4358

☎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）

鈴木医院（柏原町3）

肛門科安藤外科（若草通3）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

山田産婦人科（柏井町2）

エンゼルレディースクリニック（小牧市）

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

4／19

4／26

4／29

●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）…10日、24日、31
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） 
 …10日、17日、24日、31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

●

●

5月　日曜日の市役所業務

在宅緊急医
産婦人科

地域経済
NO.23

アライアンス・パートナー発掘市は、商工会議所の会
員同士で行う事前予約型の商談会です。業種・業態・
規模にかかわらず、会員であれば誰でも参加できます。

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

申し込み▶5月19日（火）まで
専用ホームページ　http://www.aichi-partner.jp

アライアンス・パートナー発掘市２００９
エントリー企業募集！！ ｢売りたい｣｢買いたい｣はもちろん、共

同開発や販売サポート、アウトソーシ
ング、情報収集まで、ビジネスに関わ
ることはすべて可能です！売り込みか
と思ったら、良い出会いにつながった
り、販売先を紹介してもらったり…と、
思わぬ出会いが意外な可能性を生み出
します。
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