
地区社会福祉協議会の皆さんが実施している「子育て支援サロン」は、いつも
子どもたちや保護者の皆さんの笑い声でいっぱいです。今回、小野地区に市
内14番目の子育て支援サロン「ぴよぴよ」が開設されました。子どもたちは初
対面ながらも楽しそうに、また保護者の皆さんも互いに子育ての悩みを語り
合っていました。
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集中豪雨は、限られた範囲に、比較的短時間に大量の雨が降る現象で、特にがけ地、傾斜地、河川沿いなど
では突然大きな被害をもたらすことがあります。梅雨の到来を前に、今回は水害が発生したときの情報収集
について考えてみました。

　ゲリラ豪雨により引き起こされる水害としては次のよう
なものが考えられます。
・河川のはんらん
・急な増水
・低地の冠水
　これらの被害は台風や大雨でも起こり得る災害ですが、
ゲリラ豪雨の場合、範囲が狭いこともあり天気予報や警報・
注意報では予測しにくいことと、短時間に集中的に降るた
め瞬時に災害に至る可能性があることから、迅速に正確な
情報を知ることが大切になってきます。

　市では、水害が起こり得ると判断したときに、緊急性に応じて次の3種類の避難情報を出します。

※身体に障がいがある人など避難に時間がかかる人は、避難準備情報で早めに避難するようにしましょう。

❶ 避難準備情報
河川水位の上昇や気象状況な
どから判断して、避難が必要
になると予想される場合に発
表します。その地域の皆さん
は、余裕をもって適切に避難
できるように備えてください。

❸ 避難指示
危険が地域の皆さんの目前に
迫っているときに発令します。
避難勧告よりも拘束力が強い
ものです。避難指示が出たら、
隣近所や地域で協力し合って、
直ちに避難所へ避難してくだ
さい。

❷ 避難勧告
今後の雨などの状況により、
洪水や浸水の恐れがある場合
に発令します。その地域の皆
さんを拘束するものではあり
ませんが、速やかに避難所へ
避難してください。

避難情報

　近年の集中豪雨には、降雨の範囲が非常に局所的である、降雨時間が短い、単位時間当たりの降雨量が多い、
といった特徴があります。このような、ごく限られた範囲に集中して一度に降る大量の雨を「ゲリラ豪雨」と
呼び、１時間に50mmを超えるような集中豪雨の件数も増えています。

ゲリラ豪雨による被害

近年の集中豪雨「ゲリラ豪雨」

シリーズ

vol.17vol.17
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防災情報

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6072）

　災害に関する情報はさまざまな方法でお知らせしています。ゲリラ豪雨の場合、短時間で状況が刻々と変
化していきますので、防災関係機関の情報を自ら収集するよう心掛けましょう。

情報収集はいろいろな方法で

市ホームページから
（http://www.city.kasugai.lg.jp/）
入　口▶トップページ左上の

市広報車や消防車両から 区・町内会長への電話から

ＱＲコードを読み取るこ
とができる携帯電話の場
合はＱＲコードを利用し
てください。

入　口▶トップページの「緊急情報」から
掲載内容▶○緊急情報○避難所一覧など

モバイルサイトから
（http://mobile.city.kasugai.lg.jp/）

テレビやラジオから

○災害発生状況○避難所開設情報○避
難準備・勧告・指示情報○避難所一覧
○気象警報・注意報情報○雨量・土砂
災害防災情報○河川情報○地震情報○
道路規制情報○交通機関・ライフライ
ン情報
※河川情報では、現在の水位や映像を
確認することができます。

掲載内容▶

○避難準備・勧告・指示情報
○気象警報・注意報情報○市
における震度が1以上の地震情
報○水位情報
※事前登録が必要です

　避難準備・勧告・指
示や避難所開設などの
情報を連絡します。

安全安心情報ネットワーク
メール配信サービスから
（http://www.anzen.city.kasugai.aichi.jp/
Community/）

配信内容▶

から

河川情報

地区選択 河川選択

春日井市河川情報マップ

市職員
区・町内会長
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問い合わせ▶あいち森と緑づくり税について…東尾張県税事務所(☎81-3197) 、
　　　　　　それ以外… 市民税課（☎85-6093）

公的年金からの特別徴収の対象となる人へ
　公的年金からの特別徴収（年金引き落とし）が10月から
始まります。しかし、初年度は年税額の半分が普通徴
収（個人納付）となり、納税通知書の「普通徴収税額」欄
の納付額については、納付書により納めていただくか、
口座振替となります。

口座振替を利用されている人へ
今年度から納税通知書を変更し、口座振替を利用し
ない人と同じ様式に統一しました。
口座振替の対象は、普通徴収（個人納付）分のみとな
ります。10月から始まる公的年金からの特別徴収分は、
公的年金からの引き落としとなるため、口座振替の対
象にはなりません。

○

○

平成21年度の市・県民税納税通知書を6月1日（月）付けで郵送します。内容を確認の上、納期限までに納めてください。

○今回の納税通知書は、平成20年1月1日から12月31日までの所得に対する市・県民税となります。
○普通徴収（個人納付）分と、公的年金からの特別徴収（年金引き落とし）分の明細を記載した納税通知書となり
　ます。
　※給与からの特別徴収（給与引き落とし）分は、事業所へ送付しましたので、「特別徴収税額の決定通知書」を
　勤務先で受け取ってください。

市・県民税の納税通知書を郵送します

主な改正点
公的年金からの特別徴収（年金引き落とし）の開始（10月から）
　詳しくは、広報春日井4月15日号2～3ページまたは納税通知書に同封する案内文を見てください。

県民税の均等割額の変更
　県では、「山から街まで緑豊かな愛知」の実現を目指し、「あいち森と緑づくり税」を導入しました。県民税の
均等割額を平成20年度までの1000円から1500円に変更し、増額分の500円は「あいち森と緑づくり税」として、
森と緑のための新たな施策の財源とします。

　市・県民税の寄附金控除が平成20年度までの所得控除（所得金額からの控除）から税額控除（算出税額
からの直接控除）に変わりました。また、昨年度までは10万円を超える部分が控除対象でしたが、今年度から
は5000円を超える部分が控除対象となりました。
　なお、都道府県や市区町村に対する寄附金は「ふるさと納税」として、5000円を超える部分について、市・
県民税の所得割のおおむね1割を上限として控除されます。

寄附金控除の変更

納税通知書3ページの拡大図

納付書または口座振替
で納めていただく税額

10月、12月、2月に公的
年金から特別徴収（年金
引き落とし）される税額

広報春日井5月15日号4



児童を養育している人には、各種手当があります。内容をよく確認して手続きをしてください。

手当名

児童手当

12歳到達後最初の3月
31日までの児童（小学校
修了前の児童）を養育し
ている人

０歳から３歳未満
児童1人につき………１万円
３歳以上
第１子…………………5000円
第２子…………………5000円
第３子以降……………１万円

○手続きをした翌月分から支給
○年度の切り替え時期…６月
※所得制限があります。支給対
象児童が増減したときやほかの
市町村へ転出するときなどは手
続きが必要です。前年度、所
得制限などで支給対象外だった
人で今年度支給対象となる人は
５月中に手続きをしてください。

児童扶養
手当

父母の離婚などで父のい
ない18歳以下（一定の障
がいがある場合は20歳
未満）の児童を監護して
いる母か父母のいない児
童を養育している人

児童１人の場合…4万1720円
(一部支給停止者… 9850円～
4万1710円）
２人目……………5000円加算
３人目以降………3000円加算

○手続きをした翌月分から支給
○年度の切り替え時期…８月
※所得制限などがあります。手
当を受給してから5年または離婚
など支給要件に該当した月から７
年経過した場合で、かつ、必要
な届け出がない場合は手当額の
２分の１が支給停止となります。

県遺児手当

県内に住所があり、父母
の離婚などで父か母がい
ない18歳以下の児童を
監護している父か母また
は父母のいない児童を養
育している人

１～３年目
児童１人につき………4500円
４～５年目
児童１人につき………2250円

○手続きをした当月分から支給
○年度の切り替え時期…８月
※所得制限などがあります。６年
目以降手当支給はありません。

子ども福祉
手当

市内に住所があり、父母
の離婚などで父か母がい
ない18歳以下（一定の障
がいがある場合は20歳未
満）の児童を監護している
父か母または父母のいな
い児童を養育している人

児童１人につき………3500円
父子家庭への加算額
児童１人の場合…4万1720円
(一部支給停止者… 9850円～
4万1710円）
２人目……………5000円加算
３人目以降………3000円加算

○手続きをした翌月分から支給
○年度の切り替え時期…８月
※所得制限などがあります。

※18歳以下の児童とは、18歳に達した月の属する年度末までの人です。

　子育て家庭優待事業は18歳未満の子どもとその保護者や妊娠中
の人を対象とした、子育て家庭を地域社会全体で支える事業です。
　協賛店舗などで市が配布する優待カード「はぐみんカード」を提示す
ると、協賛店舗などが独自に設定するさまざまな特典が受けられます。

市内の協賛店舗一覧表　http://www.city.kasugai.lg.jp/kodomo/kosodate/9590/kosodateyutai.html

支給対象 手当の月額 備考

東海3県でも使えるようになりました！

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6201）
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　ボランティアや市民活動をより身近に感じてもら
うとともに、市民活動団体間の連携を深めるため、
ささえ愛センターまつりが開催されました。参加し
た皆さんは、パネル展や趣向を凝らした団体紹介コ
ーナーでの体験を通して、楽しみながら市民活動に
理解を深めました。

4/26
㊐

ささえ愛センターまつりが
開催されました
（ささえ愛センター）

　姉妹都市であるケローナの姉妹都市協会会長キャ
シー・ジェネンスさんと、その夫のクリス・ジェネ
ンスさんが、市長を表敬訪問しました。

市長

会長 

 
「昨年、ケローナ市を訪問したとき、ケローナ
の皆さんが積極的に春日井市との交流を深め
ようとしていて、とても嬉しかったです。こ
れからも、お互いに交流を深めていきましょ
う。」 
 「わたしたちも春日井市との関係をもっと広
げたいと思っています。いい関係を築きまし
ょう。」

4/14
㊋

深めよう、広げよう国際交流
（市役所）

市役所１階の元気ショップにて市役所１階の元気ショップにて

育成会八幡小学校音楽部による記念演奏

竹あんどん作り 古タイヤを使った和太鼓教室

育成会八幡小学校音楽部による記念演奏

竹あんどん作り 古タイヤを使った和太鼓教室

広報春日井5月15日号6



　社会科の授業の一環として、小学校4年
生を対象に市の職員が出向き、資源とご
みの出し方、リサイクルなどの大切さを
伝える「青空教室」が行われました。この
日、児童たちは、校庭で本物のごみ収集
車に直接触れ、家庭から持ち寄ったごみ
を自分たちでごみ収集車に積み込みなが
ら、物の大切さや、ごみを減らすことを
学んでいました。

4/22
㊌

ごみ減量とリサイクル
を学びました
（大手小学校）

　第1回目は、仁王像です。仁王様といえば、恐ろしい顔をして寺院の門に立っています。こ
の恐ろしい顔は、寺院を守るためです。口を必ず「あ・うん」の形にしています。
　銅製とは珍しいと思われるかもしれません。鋳造では、奈良の大仏などの大きな仏像を想
像しますが、この仁王像は、大きさおよそ15㎝と小ぶりです。それでも、大きな仁王像と見
まがうほど憤怒の形相も勇ましく、着衣は翻って躍動感があります。
　仁王像は、10月第1日曜日の密蔵院寺宝展で見ることができます。10月の寺宝展まで待てな
いと言う人は、密蔵院を訪れてみてください。住職に会えると、銅製仁王像（２躯）の絵はが
きをもらえるそうです。（※数に限りがあります。なくなり次第終了）

市内には指定文化財の彫刻が、全部で15あり
ます。彫刻といえば、日本は仏像から始まり
ます。古くは渡来人の止利仏師(とりぶっし)
から始まり、鎌倉時代の運慶、快慶から現在
に至っています。

銅製仁王像（２躯）
密蔵院（熊野町3133）
県指定　鎌倉時代

市内には指定文化財が88もあります。皆さん
は、幾つ知っていますか。このコーナーでは、
貴重な「たからもの（文化財）」を順次紹介して
いきます。

文化財

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

彫刻編
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I N F O R M A T I O N情報最前線

市では現在、今後のまちづくりの基本方針となる｢都市計画マスタープラン（都市計画に関する基本的な方
針）」の策定に向けて準備を進めています。このたび、計画案がまとまりましたのでその内容をお知らせし、
市民の皆さんの意見を募集します。

都市計画マスタープラン都市計画マスタープラン案について案について

市民意見市民意見を募集しますを募集します

都市計画マスタープラン都市計画マスタープラン案について案について

市民意見市民意見を募集しますを募集します

都市計画マスタープラン案について
市民意見を募集します
（パブリックコメントパブリックコメント）（パブリックコメントパブリックコメント）（パブリックコメント）

問い合わせ▶市民税課（☎85－6091）

市では、平成21年3月31日現在の住民基本台帳に記録されている人口が30万人以上となり、4月30日に
事業所税の課税団体に指定されました。

事業所税の課税団体に指定事業所税の課税団体に指定されましたされました事業所税の課税団体に指定事業所税の課税団体に指定されましたされました事業所税の課税団体に指定されました

募集期間 ▼ 6月1日（月）～ 7月1日（水）〈必着〉
提出方法 ▼直接か郵送、ファクス、Eメールで意見、

住所、氏名を書いて、〒486－8686春日井
市役所都市政策課（☎85－6264、FAX85
－0991、Eメールtoshisei@city.kasugai.lg
.jp）へ（直接の場合は市役所執務時間中）
※意見に対する個別の回答はしません。
また、内容については、個人が特定され
ない形で原則として公表します。

詳しくはホームページを見てください。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/zei/jigyousyozei.html

　計画案は、6月1日から都市政策課、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/publiccomment/pubbosyu.html

　　市内のすべての事業所・事務所が対象ですか？
Ａ．市内で事業を行う法人または個人で、
　　○事業所用家屋の延べ床面積が1000㎡を超える場合（資産割）
　または
　　○従業者総数が100人を超える場合（従業者割）
　に課税の対象になります。

　　事業所税の課税団体に指定されると、いつから課税の対象になりますか？ 
Ａ．地方税法施行令で「指定都市等となった日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日（以下本項に
おいて「適用日」という。）以後に終了する事業年度分の法人の事業及び適用日の属する年以後の年分の個
人の事業について適用する。」とされており、法人の場合は平成21年10月1日以後に決算を迎える事業年
度から、個人の場合は平成21年分（1月1日～ 12月31日）の事業から課税の対象になります。

Q.

Q.

計画案の概要
都市計画マスタープラン都市計画マスタープラン
の 策 定 に あ た っ ての 策 定 に あ た っ て

現 況 と 課 題現 況 と 課 題

全 体 構 想全 体 構 想

地 域 別 構 想地 域 別 構 想

ま ち づ く り 推 進 方 策ま ち づ く り 推 進 方 策
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行政相談
　5月18日(月) ～ 24日(日)は｢春の行政相談週間｣で
す。保険・年金、国税、登記、消費者保護、国の
行政機関などの窓口サービスなどについて、苦情
や意見・要望、あるいはわからないことがありま
したら、気軽に相談してください。
と き▶ 毎月第2・第4火曜日午後1時～ 4時
行政相談委員

氏名 住所 電話
浅井睦 牛山町1846－14 31－6311
伊藤幸子 神屋町2096－1 88－0320
足立榮一 八光町3－10 31－3805
松田照美 瑞穂通1－95－1 82－3465
長谷川典明 勝川町3－30 31－6602
熊谷智恵子 下市場町5－3－9 82－4281

ところ・問い合わせ▶市民相談コーナー (☎85－
6620)

保健センターの事業が変わります
7月から動脈硬化検診が始まります
　体力や気力の維持向上と、加齢性の変化によっ
て起こる病気の予防や生涯にわたって健康体を維
持するきっかけづくりのため、7月から｢動脈硬化
検診｣を始めます。
　なお、保健センターの休日診療は6月で廃止し
ます。
と き▶ 毎週水・金曜日の午前中(健康診査など

がある場合を除く)
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ ①40歳以上の市民②それ以外の人・20人
内 容▶ 血圧脈波検査・眼底検査・血液検査
費 用▶ ①2000円②5700円　※40歳以上の市民

で、市国民健康保険加入者と県後期高齢
者医療保険制度加入者は1000円

申し込み▶ 6月2日(火)から、保健センター (☎91－
3755)へ

全国一斉｢人権擁護委員の日｣特設相談所
　全国人権擁護委員連合会では、6月1日を｢人権
擁護委員の日｣と定め、人権擁護委員制度の周知
と人権思想の普及に努めるため、特設相談所を開
設します。人権をめぐる問題で悩んでいる人は気
軽に相談してください。
と き▶ 6月1日(月)午前10時～午後4時
相談員▶ 人権擁護委員
ところ・問い合わせ▶市民相談コーナー (☎85－

6620)

次世代育成支援対策地域協議会の公開
と き▶ 5月29日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)

春季かすがいクリーン大作戦
　クリーン大作戦は、地域の道路や公園などの清
掃を各区・町内会・自治会などの協力で行ってい
ます。みんなで参加して、きれいな街にしましょ
う。
と き▶ 5月31日(日)午前8時～ 10時
ところ▶ 市内全域
ごみの出し方▶各区・町内会・自治会で事前に決

められた場所に出してください。燃やせ
るごみはクリーン大作戦用ごみ袋に、燃
やせないごみ、汚泥はそれぞれ別々の土
のう袋に入れてください。　※家庭ごみ
や事業系ごみ、粗大ごみは出さないでく
ださい。

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6226)

あき地を適切に管理しましょう
　空き地を放置すると雑草などが生い茂り、犯罪
や火災、害虫の発生につながる恐れがあります。
清潔で安全な環境を保つため、空き地を所有・管
理している人は、適切な管理をしてください。
　市では、草刈り機の貸し出し(有料・予約制)や
除草の委託制度を設けています。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6279)

市営勝川駅前地下駐車場を利用してください
　勝川駅前の地下駐車場がすべて自走式になり、
使いやすくなりました。駅に近く、大変便利です。
ＪＲ勝川駅周辺での買い物や名古屋・多治見方面
へ出掛けるときには、ぜひ利用してください。ま
た、勝川駅南口にも市営立体駐車場がありますの
で、利用してください。
入出庫時間▶ 午前6時～午後12時
利用料金▶ 3時間まで…150円/30分
 3時間～ 5時間…900円＋100円/60分
 5時間から…1100円＋50円/60分
問い合わせ▶ 管理指導課(☎85－6637)

ハチの発生に注意を
　ハチは5月ごろから、雨や風が当たらない場所
に巣を作ります。雑草の除去や庭木・垣根のせん
定などをして、清潔で風通しのよい環境づくりを
心掛けましょう。スズメバチの駆除に困っている
場合は、相談してください。
問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
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　家事分担について、未婚者は約9割が「分担すべき」と答えた一方、既婚者で「分担している」とした
のは約4割にとどまります。また、既婚者の男女別で比較すると、半数の男性が「分担している」と考
えているのに対し、7割近くの女性が「分担していない」と回答しており、意識の違いがあることが分
かります。未婚者が描く結婚生活が、結婚後の実際の生活では実現するのが困難という結果が出て
います。互いに思いやりを持って、助け合っていくことが必要ですね。
結婚後、夫が家事を分担すべきだと思いますか？
分担していますか？（単位：％）

分担すべきだと思わない
分担すべきだと思う

未婚者

既婚者

テーマ▶夫婦の家事分担、現実はどうなってるの？

下のグラフはある企業が、全国の20代から40代
の未婚・既婚男女600人（各300人）を対象に行っ
た「結婚に関するアンケート調査」の結果です。

分担していない
分担している
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問い合わせ▶男女共同参画課（☎85－6152）
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道風記念館運営協議会の公開
と き▶ 6月5日(金)午後2時から
定 員▶ 10人(先着順)
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

おたのしみ会
と き▶ 5月24日(日)午前10時～ 11時
内 容▶ 人形劇やパネルシアターを楽しむ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)
協 力▶ 名古屋経済大学児童文化研究会

映画｢マリア・カラス最後の恋｣
と き▶ 5月31日(日)①午前10時30分から②午後2

時から(上映15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▶ 20世紀最高のオペラ歌手といわれるマリ

ア・カラスとギリシャの富豪オナシスと
の愛憎劇(日本語字幕)

入場料▶ 900円、ペア1700円(ともに当日200円増)
〈時間指定、全自由席、3歳以上有料〉

入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ
で販売中　※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)

夜コン｢タテ・ヨコ・ヘイコウ？ ｣
と き▶ 5月29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▶ 上田花奈(フルート)、内田玲(チェロ)、浅

野真帆(ピアノ)
曲 目▶ カプースチン｢フルート、チェロとピア

ノのための三重奏曲｣、ピアソラ｢アディ
オス・ノニーノ｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

歯の健康教室
と き▶ 6月7日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター、保健センター
内 容▶ 歯科健診、フッ化物塗布(乳幼児のみ)、

歯科相談、歯科保健指導、成人歯科健診
など

対 象▶ 就学前の乳幼児とその保護者
持ち物▶ タオル、フッ化物塗布代300円(希望者の

み)
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6164)

郷土館茶会｢水無月｣
と き▶ 6月7日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※大垣共立銀行春日井支店の駐

車場が利用可
呈茶券▶ 400円(当日会場で販売)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)
協 力▶ 市茶道連盟協会
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展示｢太宰治と松本清張を読む｣
と き▶ 5月21日(木) ～ 6月5日(金)〈月曜日を除く〉

午前9時～午後8時(最終日は3時まで)
内 容▶ 今年は昭和を代表する作家、太宰治と松

本清張の生誕100年にあたるため、この
二人の作品などを約200冊展示、紹介し
ます。

ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

フリーマーケット
と き▶ 5月24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

歯の健康家族コンクール
　6月4日(木)から始まる｢歯の衛生週間｣に合わ
せ、口の健康に努めている家族を表彰します。
と き▶ 6月7日(日)午前9時～ 11時
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 歯や歯肉などの審査　※9月6日(日)の健

康救急フェスティバルで表彰
対 象▶ 平成15年4月2日～ 16年4月1日に生まれ

た虫歯が無い子とその両親(ひとり親家
族を含む)

申し込み▶ 5月28日(木)までに、電話かはがきに住
所、参加者全員の氏名(ふりがな)・生年
月日、電話番号を書いて、〒486－8686
春日井市役所健康増進課(☎85－6164)へ

卓球大会
と き▶ 6月21日(日)午後2時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶5月20日(水)午前9時から、か

すがいげんきっ子センター (☎35－3501)
へ

体験してみよう！着衣泳
と き▶ ①6月28日(日)②7月5日(日)午前8時30分～

10時
内 容▶ 着衣状態での水泳が困難なことを体験・

認識し、併せて水難事故の予防・救助法
を体験する　※プール利用券の購入が必
要

対象・定員▶ 小学生以上(小学生は保護者同伴)・各30
名

申し込み▶ 5月30日(土)〈必着〉までに、往復はがき
に住所、氏名(ふりがな)、年齢、学年、
電話番号を書いて、〒486－0804鷹来町
4286、サンフロッグ春日井(☎56－2277)
へ

グリーンピアコンサート
オカリナコンサート
と き▶ 5月23日(土)午後2時～ 2時40分
出 演▶ オカリナ・スプリング・ウェル
曲 目▶ ｢花の首飾り｣｢砂山｣『白雪姫』より｢ハイ

ホー ｣など
アコーディオンアンサンブルコンサート～アコー
ディオンと一緒に歌おう
と き▶ 5月30日(土)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ プレジール・アコ
曲 目▶ ｢ＴＳＵＮＡＭＩ｣｢草津節｣｢翼をくださ

い｣など
さわやかオカリナコンサート
と き▶ 5月31日(日)①午前11時～ 11時40分②午

後1時30分～ 2時10分
出 演▶ オカリナグループ たうんず(ＴＡＷＮＳ)
曲 目▶ ｢崖の上のポニョ ｣｢ドナドナ｣｢バラが咲

いた｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

ジョギング大会
と き▶ 5月24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▶ 4km、8km
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)

紙芝居とお話を聞く会6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)

12(金)・26(金)11：00～

図書館

3(水)11：00～、6(土)・13(土)
・20(土)・27(土)15：00～、
10(水)・17(水)・24(水)15：30
～

東部市民センター 5(金)・12(金)・19(金)・26(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 13(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 13(土)14：00～
南部ふれあいセンター 17(水)15：30～
西部ふれあいセンター 13(土)・27(土)11：00～
知多公民館 3(水)15：30～
鷹来公民館 13(土)13：30～
坂下公民館 6(土)14：00～
中央公民館 13(土)11：00～
グリーンパレス春日井 20(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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市さつき展
と き▶ 6月1日(月)～ 7日(日)午前9時～午後4時(最

終日は2時まで)
ところ▶ 市役所市民ホール
主 催▶ さつき団体連合会
出展者募集
搬 入▶ 5月31日(日)午後2時～ 4時に、市役所市

民ホールへ
申し込み▶ 5月22日(金)までに、公園緑地課(☎85－

6283)へ

氷点下195℃の世界を体験しよう
　6月の環境月間にちなみ、環境分析センターを
開放し、親子おもしろ実験室を開催します。
と き▶ 6月13日(土)午前10時～正午
内 容▶ 液体窒素による氷点下195℃の世界の体

験や河川水の簡易測定による環境分析体
験など

対 象▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者
・10組(先着順)

ところ・申し込み▶5月18日(月) ～ 6月8日(月)に、
環境分析センター (☎51－6110)へ

市長杯硬式テニス大会
と き▶ 6月14日(日)午前9時から〈予備日6月21日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子ダブルス、壮年(45歳以上)

男子ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で大会当

日までに連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 5月30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)

レニングラード国立舞台サーカス
と き▶ 8月29日(土)①午後1時から②午後4時か

ら
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 空中ブランコやクマの玉乗りなど、市民

会館にサーカスがやってくる！
入場料▶ 2000円、ファミリー券(3枚セット)5000円

(当日券500円増、3歳以上有料)
入場券▶ 5月30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)

市営住宅空家入居者
募集住宅▶ ①道場山住宅Ｅ棟②道場山住宅Ｆ棟③上

八田住宅Ｂ棟④杁ヶ島住宅Ａ棟⑤東野住
宅Ｃ棟

募集戸数▶ ①2Ｋ(一般)1戸②2Ｋ(一般)1戸③3ＤＫ(高
齢・障がい)1戸④2ＤＫ(単身・一般)1戸
⑤3ＤＫ(母子・父子)1戸(6月17日(水)に抽
選)

構 造▶ ①②③鉄筋4階建④鉄筋3階建⑤鉄筋5階
建

家 賃▶ ①9700 ～ 1万4500円②1万800 ～ 1万6100
円③3万2800 ～ 4万8900円④2万5800 ～ 3
万8400円⑤3万2200 ～ 4万7900円　※額
は変更になる場合あり

入居基準▶ 月額所得15万8000円(高齢者世帯などは
21万4000円)以下

入居可能日▶ 8月1日(土)
申込書▶ 5月18日(月) ～ 6月10日(水)に、住宅施設

課、市役所情報コーナー、坂下出張所、
東部市民センター、各ふれあいセンター
で配布

「人と地域が輝くまち  「人と地域が輝くまち  かすがいかすがい」の貸し出しを始めます「人と地域が輝くまち  「人と地域が輝くまち  かすがいかすがい」の貸し出しを始めます市政PRビデオ 「人と地域が輝くまち  かすがい」

問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6037）

市では、市民との協働によるまちづくりをテーマに、市政PRビデオ「人と地域が輝くまち かすがい」を
制作しました。図書館などでDVD、ビデオテープの貸し出しを始めますので、ぜひ活用してください。

貸出開始日▶5月15日(金)
貸出場所▶図書館、市役所情報コーナー
収録時間▶18分50秒
※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/douga_kasugai/
douga_kasugai.html
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申し込み▶ 6月1日(月) ～ 10日(水)〈消印有効〉に、申
込書に記入して、添付はがき2枚に50
円切手をはって、直接か郵送で、〒486
－8686春日井市役所住宅施設課(☎85－
6294)へ

市民第九演奏会の出演者
　12月6日(日)に市民会館で開催する市民第九演
奏会の出演者を募集します。
合唱
練 習▶ 7月4日(土)から、毎週土曜日午後6時30分

～ 8時30分に総合福祉センターなどで
指 導▶ 吉川朗
人 員▶ ○ソプラノ・アルト…各70人○テノール

・バス…各30人(抽選)
費 用▶ 参加料3000円(楽譜代は実費)
申し込み▶ 5月29日(金)〈消印有効〉までに、往復は

がきに｢市民第九演奏会出演希望｣、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、性別、身長、電
話番号、希望のパート、第九経験の有無
と回数を書いて、〒486－8686春日井市
役所文化課(☎85－6079)へ

オーケストラ
練 習▶ 9月から、日曜日午後1時～ 5時にハーモ

ニー春日井で
人 員▶ 弦・打楽器の経験者若干名
申し込み▶ 6月12日(金)までに、中部大学内、市交響

楽団事務局(☎51－1111)へ 
問い合わせ▶ いずれも文化課(☎85－6079)

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～バラの春から夏の管理について
と き▶ 6月6日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 北健司
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
園芸教室～ウチョウランの育て方について
と き▶ 6月14日(日)午前9時30分～正午
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
 
申し込み▶ いずれも5月19日(火)から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
将棋教室～駒の並べ方や動かし方を学ぶ
と き▶ 6月の毎週日曜日(4回)午後2時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・14人(先着順)
申し込み▶ 5月20日(水)午前9時から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
パッチワークキルト教室～古布で親子すずめを作
る
と き▶ 6月4日(木)・18日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 丹羽ちず子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費1200円
持ち物▶ 裁縫用具、黒糸、手芸用接着剤(木工用

でも可)
申し込み▶ 5月19日(火)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
リフレッシュヨーガ入門～やる気、勇気、元気が
出るヨガを楽しむ
と き▶ 6月5日～ 7月10日の毎週金曜日(6回)午後

1時30分～ 3時
講 師▶ 井坂津矢子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ マットかバスタオル
アレンジ花講座～玄関から洋間まで花を生けて家
の中を明るくしよう
と き▶ 6月17日～ 7月15日の毎週水曜日(5回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1250円、教材費7500円(器代を含

む)
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
 
申し込み▶ ｢リフレッシュヨーガ入門｣は、5月25日

(月)〈必着〉までに、｢アレンジ花講座｣は、
5月31日(日)〈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)、
電話番号を書いて、〒486－0844鳥居松
町2－247へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
エッセイ講座～優れたエッセイを読み、実際にエ
ッセイを書きながら、文章の書き方を身に付ける
と き▶ 7月9日～ 9月17日の毎週木曜日(8月13日

を除く10回)午後7時～ 9時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 芳賀倫子
受講料▶ 5000円
定 員▶ 20人(抽選)
申し込み▶ 6月16日(火)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクスに講座名、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を書いて、〒486－0844鳥
居松町5－44、かすがい市民文化財団(Ｆ
ＡＸ82－0213)へ
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知多公民館　☎32－8988
和菓子｢草もち｣を作る
と き▶ 5月30日(土)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 渡辺平八郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費600円
持ち物▶ エプロン、手ふきタオル、持ち帰り用の

容器
ゆかたの着付け～着くずれしない着付けのコツを
学び、縁日や盆踊り、花火大会へ出掛けてみませ
んか！
と き▶ 6月14日(日)・21日(日)・28日(日)〈3回〉

午前10時～正午
講 師▶ 宮川昌子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・15人(先

着順)
費 用▶ 受講料750円
持ち物▶ ゆかた、肌着、タオル2本、腰ひも4本、

半幅帯、前板
 
申し込み▶ ｢和菓子『草もち』を作る｣は5月19日(火)

から、｢ゆかたの着付け｣は5月20日(水)か
ら、電話で

中央公民館　☎33－1111
デッサン教室～鉛筆を使って、絵を描くための基
本を学ぶ
と き▶ 6月～ 8月までの第2・4金曜日〈6回〉午前

10時～ 11時30分
講 師▶ 溝渕泰史
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円、教材費300円
持ち物▶ Ｂ～ 4Ｂの鉛筆、消しゴム
申し込み▶ 5月26日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒486－0913柏原町1
－97－1へ

市民生活課　☎85－6616
かすがいエコライフフェア｢消費生活講座｣～①
食の安全について②春日井の食育を考える
と き▶ 6月12日(金)①午前10時30分～ 11時30分

②午後1時30分～ 2時30分
ところ▶ 市役所303会議室
講 師▶ ①東海農政局職員②中部大学教授・野口

忠
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 5月18日(月)から、直接かファクスで、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、市
消費生活展実行委員会事務局(☎85－
6616、ＦＡＸ85－5522)へ

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ②｢森の中の散歩｣～森の中の
空気を感じながら木のトンネルをくぐって自然に
親しみ、親子で散歩を楽しむ
と き▶ 6月12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
自然学校｢カヌーに乗って湿地探検｣～地域特有
の湿地と珍しい昆虫・植物を観察し、カヌーに乗
って地層や東部丘陵の山並みを違う視点から見る
と き▶ ①6月20日(土)②6月21日(日)午前9時～午

後3時30分
対象・定員▶ ①小学4 ～ 6年生、中学生②一般・各10

人(抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ 弁当
 
申し込み▶ ｢あそびむしくらぶ②｣は5月26日(火)〈必

着〉までに、往復はがきかＥメールに講
座名、住所、親子の氏名(ふりがな)、年齢、
性別、電話番号を書いて、｢自然学校｣は
6月3日(水)〈必着〉までに、往復はがきに
講座名(①②の別も)、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒487－0031廻間町
1102－1、Ｅメールshizen@s－kousya－
kasugai.or.jpへ

東部市民センター　☎92－8511
涼を楽しむガーデニング～涼しさを演出する器
で、夏に向けたガーデニングを楽しむ
と き▶ 6月15日(月)午前10時～正午
講 師▶ 八木昌子
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、教材費3000円
持ち物▶ 花ばさみ、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 6月4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)、
電話番号を書いて、〒487－0011中央台2
－2－1へ

とび出さない
きみも車も
じてん車も
交通安全スローガン
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グリーンパレス春日井　☎84－0381
やさしいヨガ教室
と き▶ 6月15日～ 7月6日の毎週月曜日(4回)午後

1時～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 5月29日(金)〈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

市民病院　☎57－0057
市民公開講座～ ｢64列マルチスライス型ＣＴに
よる画像診断能の向上｣、｢ＣＴでの冠動脈撮影に
ついて｣
と き▶ 6月20日(土)午後1時～ 3時
講 師▶ 市民病院放射線科部長・安藤啓一、同放

射線技術室職員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・100人(抽選)
申し込み▶ 6月10日(水)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名、電話番号を書い
て、〒486－8510鷹来町1－1－1、市民病
院管理課へ

かすがいげんきっ子センター 
おいしいクッキング～お弁当
大好き！
と き▶ 7月5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
育児講座～親子ビクス
と き▶ 7月10日(金)午前10時～ 11時
講 師▶ 稲田有己子
対象・定員▶ 市内在住の2～ 3歳児とその保護者・30

組(抽選)
 
申し込み▶ 5月31日(日)〈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、｢育児講
座｣は往復はがきに講座名、住所、参加
者全員の氏名(ふりがな)、年齢、電話番
号を書いて、〒486－0945勝川町8－2858
－1(☎35－3501)へ

子ども政策課　☎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▶ ①6月3日(水)②6月10日(水)③6月17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)
日曜パパママ教室～保健指導・もく浴指導
と き▶ 6月21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
Ｕターン育児塾～祖父母の育児教室
と き▶ 6月16日(火)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
内 容▶ もく浴実習やおむつ交換・最近の育児に

ついての講話
対象・定員▶ 市内在住で、もうすぐ孫ができる人か乳

児(1歳未満)の孫がいる人・20人(先着順)
 
申し込み▶ ｢Ｕターン育児塾｣は5月19日(火)から、

｢日曜パパママ教室｣は5月26日(火)から、
電話で　※｢パパママ教室｣は常時受け付
け

消防本部　☎85－6374
上級救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当てや、傷病者の管理方法を学ぶ
と き▶ 6月21日(日)午前9時～午後5時
ところ▶ 保健センター
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▶ 5月19日(火)から、電話で

定額給付金、子育て応援特別手当
の申請は済んでいますか？
申請期限は9月24日(木)までです。
早めに申請してください。
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)
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健康増進課　☎85－6164
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▶ ①6月2日(火)②6月9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21年1月～ 2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)

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▶ 6月4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8月～ 9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
ママのためのボディデザイン教室
と き▶ 6月26日(金)、7月10日(金)・24日(金)〈3回〉

午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
内 容▶ パワーヨガと子育て中の体重コントロー

ルについて学ぶ
対象・定員▶ 市内在住で産後1年を過ぎた40歳未満の

人で、ＢＭＩ〈体重(kg)÷身長(m)÷身長
(m)〉23.0以上または体重が妊娠前の体
重に戻っていない人・15人(抽選)　※託
児は1歳から2歳未満の参加者1人につき1
子までで10人(抽選)

男性の料理教室～初心者大歓迎！繊細！？豪快！
？男の料理
と き▶ 6月27日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・20人(抽選)
費 用▶ 参加費500円
持ち物▶ エプロン・三角巾(手ぬぐい、バンダナ

可)、ふきん
 
申し込み▶ ｢モ グ モグ健康教室｣は5月22日(金)か

ら、｢カミカミ健康教室｣は5月25日(月)
から電話で、｢ママのためのボディデザ
イン教室｣は6月5日(金)〈必着〉、｢男性
の料理教室｣は6月1日(月)〈必着〉まで
に、はがき(1人1枚)かＥメールに講座
名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話
番号、｢ママのためのボディデザイン教
室｣は身長・体重、託児の有無(希望す
る場合は子の月齢)を書いて、〒486－
8686春日井市役所健康増進課(Ｅメール
kenko@city.kasugai.lg.jp)へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ソフトエアロビクス教室
と き▶ 6月16日～ 7月7日の毎週火曜日(4回)午前

11時～ 12時
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1200円
申し込み▶ 5月18日(月)午前9時から、電話で

市体育協会の講座
硬式テニス初級者教室
と き▶ 6月20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
申し込み▶ 6月13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

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 6月3日(水) ～ 7日(日)〈毎日〉午前8時30分

～午後5時
登録される人▶平成元年6月2日までに生まれ、平

成21年3月1日までに春日井市に転入の届
け出をし、その日から登録基準日まで引
き続き住民基本台帳に記録されている人

登録基準日▶ 平成21年6月1日
登録日▶ 平成21年6月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

市税等の納期限
軽自動車税
　納期限は6月1日(月)です。最寄りの金融機関や
コンビニエンスストアで納付してください。また、
便利な｢口座振替｣を利用してください。口座振替
の人は、預貯金残高を確認してください。
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6111)
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就業支援講習会
医療事務講習(託児付き)
と き▶ 7月1日(水) ～ 9月15日(火)〈18回〉午前10

時30分～午後3時10分
ところ▶ 国際医療管理専門学校名古屋校(名古屋

市中村区)
内 容▶ 医療事務の初級を学ぶ
定 員▶ 60人(抽選)
費 用▶ 教材費8690円
経理事務講習(託児付き)
と き▶ 7月3日(金) ～ 9月11日(金)〈18回〉午前10

時30分～午後3時10分
ところ▶ 名古屋経営会計専門学校5号館(名古屋市

千種区)
内 容▶ 簿記の基本と企業会計などを学ぶ
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2350円
パソコン講習(初級)
と き▶ 7月4日(土) ～ 10月10日(土)〈14回〉午前10

時～午後3時40分
ところ▶ 名古屋経営会計専門学校5号館(名古屋市

千種区)
内 容▶ ワードやエクセルなどの基本操作を学ぶ
定 員▶ 20人(抽選)
費 用▶ 教材費2100円
対 象▶ いずれも母子家庭の母か寡婦で、全日程

参加できる人
申し込み▶ 5月29日(金)までに、所定の用紙(子ども

政策課に用意)に記入して、子ども政策
課(☎85－6229)へ

主 催▶ 県母子寡婦福祉連合会

内閣総理大臣名の書状を贈呈します
　先の大戦において外地などに派遣され、戦時衛
生勤務に従事した旧日本赤十字社救護看護婦・旧
陸海軍従軍看護婦(慰労給付金受給者を除く)に対
して、その労苦に報いるため、内閣総理大臣名の
書状が贈呈されます。
申し込み▶ 平成23年3月31日(木)までに、請求書(生

活援護課に用意)に記入して、〒100－
8926東京都千代田区霞が関2－1－2、総
務省大臣官房総務課(☎03－5253－5182)
へ

協定保養所利用助成事業が始まります
　健康の保持・増進を図るため、県後期高齢者医
療制度加入者を対象に、協定保養所利用料金を補
助します。
対象者▶ 県後期高齢者医療制度加入者
期 間▶ 6月1日(月) ～平成22年3月31日(水)
内 容▶ 1人1泊につき1000円を補助(最大4泊まで)
利用可能施設

施設名 所在地(電話番号)
レ イ ク サ イ ド 入 鹿 犬山市(67－3811)
名 古 屋 市 休 養 温
泉 ホ ー ム 松 ケ 島 桑名市(0594－42－3330)

あ い ち 健 康 プ ラ ザ 東浦町(0562－82－0235)
シ ー サ イ ド 伊 良 湖 田原市(0531－35－1151)
サ ン ヒ ル ズ 三 河 湾 蒲郡市(0533－68－4696)
豊 田 市 百 年 草 豊田市(0565－62－0100)

利用方法▶ 直接、希望する施設に申し込んでくださ
い。その際、｢愛知県後期高齢者医療の
資格があります｣と伝えてください。宿
泊当日、利用される施設の窓口で健康保
険証を提示して、利用カードの交付(押印)
を受けてください。宿泊料金清算のとき
に、1000円を補助します。

問い合わせ▶ 県後期高齢者医療広域連合給付課(☎052
－955－1205)

3級販売士検定
と き▶ 7月11日(土)
ところ▶ 春日井商工会議所
受験料▶ 4000円
申し込み▶ 5月25日(月) ～ 6月16日(火)に、春日井商

工会議所(☎81－4141)へ

危険物取扱者試験
月 日▶ ①7月12日(日)②7月19日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
対 象▶ ①一般②高校生
内 容▶ ①甲種、乙種1類～ 6類、丙種②乙種4類、

丙種
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 6月8日(月) ～ 17日(水)に、受験願書〈消防

本部、消防署、各出張所で5月25日(月)か
ら配布〉に記入して、直接か郵送で、〒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▶ 6月25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)

ポイ捨て禁止！

ダメ
だよ!



山びこどんぐり会「歌の大輪歌謡祭」
とき▶5月24日（日）午前10時～午後7時（9時30分
開場）　ところ▶東部市民センターホール　内
容▶市民参加による歌の発表会　問い合わせ▶
臼田（☎51－5152）
･･････････････････････････････････････････
春日井東部いけばな同好会総合いけばな展
とき▶5月30日（土）～ 31日（日）午前9時～午後
5時（最終日は4時まで）　ところ▶東部市民セン
ター　内容▶小原流、嵯峨御流、草月流の3流
派の会員たちで個性豊かな生け花を発表する　
※茶菓の用意もあり　問い合わせ▶近藤（☎95
－0800）
･･････････････････････････････････････････
アレルギーっ子のお母さん達とおしゃべり会
とき▶6月11日（木）午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶親同士の交流と子
どもの集い　対象▶アレルギー（アトピー、食
物アレルギー、ぜんそく）のある子どもとその
保護者　※親のみの参加も可　申し込み▶6月9
日（火）までに、電話かファクスに氏名、電話番
号、参加人数、子どもの年齢、除去食を書いて、
春日井アレルギーの会・波多野（☎・FAX56－

9269）へ
･･････････････････････････････････････････
市長杯囲碁大会
とき▶6月14日（日）午前9時30分～午後4時20分
ところ▶総合福祉センター　内容▶段・級別の
グループで一人4試合行う　費用▶参加料1500
円（中学生以下1000円）　申し込み▶5月30日
（土）〈必着〉までに往復はがきに住所、氏名、年
齢、電話番号、段か級を書いて、〒487－0005
押沢台1－1－10、重見（☎92－3732）へ

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン （☎85－6073）

5／16(土)～20(水) レザークラフト作品展 前田レザークラフト同好会
5／21(木)～25(月) 水彩画「花」展 桃花園美術クラブ

5／26(火)～30(土) 水彩画作品展 鳥居松ふれあい水彩画クラ
ブ

鷹来公民館 （☎84－7071） 5／17(日)～24(日) 春の盆栽展 青紅会
味美ふれあいセンター （☎31－3522） 5／18(月)～30(土) 水墨画作品展 味美墨絵同好会
坂下公民館 （☎88－5555） 5／19(火)～30(土) マーガレット展 マーガレット押花倶楽部
ルネックギャラリー （☎34－6800） 5／21(木)～26(火) 創作アップリケ 綾の会

落合公園管理棟 （☎56－0414）
5／21(木)～28(木) 水彩風景画展 日彩会
5／30(土)～6／14(日) 落合公園散見写真展 安藤年孝

南部ふれあいセンター （☎85－7878）
5／22(金)～24(日) 鷹来さつき会花季展 鷹来さつき会
5／27(水)～6／9(火) 花と風景の水墨展 南部水墨会

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002） 5／23(土)～6／3(水) 楽しんでます絵手紙展 絵手紙土筆の会
グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 （☎92－8711）

5／23(土)～24(日) 春季バラ展 春日井バラ会
5／27(水)～31(日) サツキ展 さつき団体連合会

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

5／16

5／23

5／30

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

☎51－5552

☎85－0077

☎51－5552

☎84－3060

☎91－3755

☎82－2161

☎34－1166

☎81－1303

☎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）

白山外科クリニック（白山町5）

あさひ病院（下原町）

白山外科クリニック（白山町5）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

米本レディスクリニック（篠木町1）

アルファクリニック（朝宮町1）

森永産婦人科（八事町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

5／17

5／24

5／31

「持続可能な社会」を私たちの手で

地域経済
NO.24

ｅｃｏ検定
～社会と環境を考える「人」のために
　環境に関する技術やモノづくりは日々研究が進み、社会としてのシステム
づくりも着々と進められています。しかし、それらを動かし、享受するのは
まさに「人」です。
　環境と経済を両立させた「持続可能な社会」を目指すのが「ｅｃｏ検定（環境
社会検定試験）」です。
　環境への意識改革、自己啓発につながる第一歩として、ｅｃｏ検定にチャレ
ンジしてみませんか？

と　き▶
ところ▶
受験料▶
申し込み▶

①7月26日（日）②12月20日（日）
春日井商工会議所（予定）
5250円
①5月12日（火）～6月12日（金）②10月6日
（火）～11月6日（金）〈土・日曜日、祝日を
除く午前10時～午後6時〉に、東京商工会
議所検定センター（☎03－3989－0777）か
ホームページから
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）

（環境社会検定試験）

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

●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）…7日、14日、28
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） 
 …28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

●

●

6月　日曜日の市役所業務
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