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レジ袋有料化 削減の状況は…
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市の財政状況をお知らせ
します

市制65周年を記念して制作した、春日井の歌と踊り「どっこいせ」の披露を、
杉の子会、春日井疾風、春日井RGの3団体の子どもたちが、わいわいカーニ
バルのステージで行いました。また、踊りのミニ講習会も行われ、今後は、
小学校や幼稚園、各団体などを中心に普及していきます。秋の春日井まつり
では、パレードやステージで総踊りを披露します。



■歳入 

4割自治 

自主財源の確保 

地方自治体の財政基盤を、「4割自治」
という言葉で表現することがあります。
これは、自治体運営に必要な財源の
うち、4割程度しか自力で賄うことが
できないことを表しています。そう
したなかで、春日井市は税収により6
～7割を賄うことができ、国や県に頼
らず自らの力で安定的な収入を確保
しているといえます。 

市は国や県に依存しない市独自の財
源を確保するため、さまざまなアイ
デアを生かした自主財源の確保に取
り組んでいます。その一例として建
物資産などを活用した広告料収入が
挙げられます。 

民生費の増加 
人口の増加とともに、経費も増加し、
歳出規模は年々大きくなっています。
なかでも、近年は高齢者や障がい者、
児童、生活困窮者といった社会的弱
者に対する援護経費である民生費が
大きく増加しており、今後もこの傾
向は続くと考えられます。 

※支払いや入金に時間的なずれが生じることにより、会計年度を過ぎて支払い・入金が行われるケース
　に対応するため、未収金・未払金を整理する2か月間のこと。 

市では、毎年６月と１２月に市の財政状況を公表しています。今回は、普通会計における平成２０年度予算執行状況、
基金残高・地方債残高の推移、平成１９年度決算数値を用いた他市との財政比較分析についてお知らせします。 

平成20年度予算執行状況 執行済額は平成21年4月30日現在の数値です。 出納整理期間（※）中のため決算額ではありません。 

執行率９２.１％（単位：億円） 

■歳出 執行率７８.４％（単位：億円） 

地方税 

４７８ ４８５ 

表の見方 

総務費 

１１３ １６９ 

執行済額 最終予算額 

民生費 

２０７ ２６４ 

衛生費 

８５ ９４ 

土木費 

５８ １１６ 

消防費 

２６ ２９ 

教育費 

７６ ７８ 

公債費 

９０ ９２ 

その他 

３５ ３９ 

譲与税・交付金 

５８ ６７ 

国・県支出金 

１３４ １５７ 

その他自主財源 

７５ ９０ 

地方債 

６７ ８２ 
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２００ 

１５０ 

１００ 

５０ 

０ 

１８００ 

１６００ 

１４００ 

１２００ 

１０００ 

８００ 

６００ 

４００ 

２００ 

０ 

基金残高の推移 

■歳入 

4割自治 

自主財源の確保 

地方自治体の財政基盤を、「4割自治」
という言葉で表現することがあります。
これは、自治体運営に必要な財源の
うち、4割程度しか自力で賄うことが
できないことを表しています。そう
したなかで、春日井市は税収により6
～7割を賄うことができ、国や県に頼
らず自らの力で安定的な収入を確保
しているといえます。 

市は国や県に依存しない市独自の財
源を確保するため、さまざまなアイ
デアを生かした自主財源の確保に取
り組んでいます。その一例として建
物資産などを活用した広告料収入が
挙げられます。 

民生費の増加 
人口の増加とともに、経費も増加し、
歳出規模は年々大きくなっています。
なかでも、近年は高齢者や障がい者、
児童、生活困窮者といった社会的弱
者に対する援護経費である民生費が
大きく増加しており、今後もこの傾
向は続くと考えられます。 

※支払いや入金に時間的なずれが生じることにより、会計年度を過ぎて支払い・入金が行われるケース
　に対応するため、未収金・未払金を整理する2か月間のこと。 

財政調整基金 
基金は家計でいうと貯金にあたり
ます。財政調整基金とは、その中
でも特別な目的を持たず、いざと
いうときに使われるものです。貯
金がないということは、災害発生
時や急激な不景気による資金不足
に対応できないことになります。 

　市民病院、文化フォーラム、最終処分場、クリーンセンターなど大規模な施設整備に備え目的基
金を積み立ててきましたが、平成7年度から施設整備に着手し、その財源として基金を取り崩したこ
とから平成11年度にかけて基金残高は減少しました。以後、バブル崩壊による景気の低迷から、基
金残高は低いまま推移し、財政調整基金は1億円を切るまでに落ち込みました。その後行政改革、行
政評価などによりコスト削減を図り、平成19年11月には中期財政計画を定め、持続可能な財政基盤
の確立のため計画的な積み立てに努めています。 

市では、毎年６月と１２月に市の財政状況を公表しています。今回は、普通会計における平成２０年度予算執行状況、
基金残高・地方債残高の推移、平成１９年度決算数値を用いた他市との財政比較分析についてお知らせします。 

平成20年度予算執行状況 執行済額は平成21年4月30日現在の数値です。 出納整理期間（※）中のため決算額ではありません。 

執行率９２.１％（単位：億円） 

（単位：億円） 

地方債残高の推移 

財源補てん債 
景気の後退に伴う税収の減少など
により不足する資金を補てんする
ために借入する借金をいいます。
家計でいうと、建設事業債が住宅
ローンなど、手元に物が残る借金
であるのに対し、財源補てん債は、
生活費不足のための借金にあたり
ます。後の負担の増加にならない
よう計画的に管理していく必要が
あります。 

　公共施設の大規模整備により建設事業債が急増しましたが、近年は市債への依存を抑制した資金
計画に努めています。しかしながら、地方財政の財源不足を補てんする財源補てん債が急増したこ
とにより、市債残高の減少の度合いは緩やかとなっています。 

（単位：億円） 
■歳出 執行率７８.４％（単位：億円） 

地方税 

４７８ ４８５ 

表の見方 

総務費 

１１３ １６９ 

執行済額 最終予算額 

民生費 

２０７ ２６４ 

衛生費 

８５ ９４ 

土木費 

５８ １１６ 

消防費 

２６ ２９ 

教育費 

７６ ７８ 

公債費 

９０ ９２ 

その他 

３５ ３９ 

譲与税・交付金 

５８ ６７ 

国・県支出金 

１３４ １５７ 

その他自主財源 

７５ ９０ 

地方債 

６７ ８２ 

その他の基金 

財政調整基金 

その他の基金 

財政調整基金 

その他の事業債 

６５９ 

１７８１ 

１７４ 

２０９ 

２７ ２３ 

４９ 

２６ 

１６４６ 

３１２ 

病院事業債 
公共下水道事業債 
普通会計財源補てん債 
普通会計建設事業債 

その他の事業債 
病院事業債 
公共下水道事業債 
普通会計財源補てん債 
普通会計建設事業債 

平成元年 ６年 １４年 ２０年 

平成元年 １３年 ２０年 
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他市との財政比較 
この図は、主に財政状況を中心に分析した指標を人口規模や産業構造が似た地方自治体をグループ化し、
比較したものです。地方自治体の運営形態の課題や問題点をピックアップし、市民の皆さんとその情報
や課題を共有する手段として、こうした分析表を作成、公表しています。 

■財政指標の詳細 

市の借金を人口で割り、市民一人
当たりの借金額を算出したもの。
借金は、税収を財源として償還す
るため数値が大きい自治体は償還
能力以上の借金をしていることと
なります。 

人口一人当たり地方債現在高 

主だった行政経費を税収で賄
えるかどうか国が定める基準
に基づいて算出した指標。1を
超えると基本的な経費を自力
で賄えていることとなります。 

地方自治体を人口規
模や産業構造によっ
て分類し、グループ
化したもの。春日井
市は「特例市」という
カテゴリーに分類さ
れます。近隣市では
一宮市・四日市市な
どが含まれます。 

財政力指数 

財政力 

類似団体順位 

類似団体平均 

類似団体順位 

類似団体 
平均 

将来負担の適性度 類似団体とは 

１４０ 

１２０ 

１００ 

８０ 

６０ 

４０ 

類似団体平均 
春日井市 

財政力 

将来負担の適性度 財政構造の弾力性 

公債費負担の適性度 人件費・物件費等の適性度 

定員管理の適性度 給与水準の適性度 
国家公務員との比較 

財政運営のゆとり度 借金総額の大きさ 

地方自治体の資金調達力 類似団体の平均値を１００とし、 
七角形が大きくなるほど良好 
な数値であることを表してい 
ます。 

経費にムダはないか 一年の借金返済額の大きさ 

職員数は適正か 

円／人 

9／４４ 
１６／４４ 

平成19年度普通会計決算財政比較分析表 
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特徴と展望 
快適な生活空間をつくり出すため、都市環境整
備を精力的に行った結果、都市基盤について高
い満足度を得ることとなりましたが、一方で、
その資金を借金によって賄ってきた結果が、こ
のような特徴を示す要因となったといえます。 
今後は、行政サービスの質・量を維持しつつ、
さらに効率的な財政運営を図ることで、公債
費負担を長期的な展望で縮小していくことに
努めなければなりません。 

国家公務員の給与を100
としたときの市職員の給
与水準。地域手当を加味
すると104.8となります。 

ラスパイレス指数 

人件費（職員給与・手当）、物件費（業務委託費・物品
購入費など）、施設等修繕費の合計を人口で割ったも
の。人・物（物品・建物）・事業を総合して効率的に
運営している自治体ほど数値が小さくなります。 

人口一人当たりの人件費・物件費等決算額 

税収など毎年確保される収入のうち市の
裁量で用途を決定できる財源が、人件費・
扶助費（高齢者・障がい者・児童などへの
援助費、生活保護費など）・公債費（借金
返済）といった削減し難い経費に充てられ
る割合。この割合が高いほど、市の裁量
で実施する事業が限られます。 

経常収支比率 

類似団体順位 

類似団体 
順位 

類似団体 
順位 

類似団体平均 

類似団体順位 類似団体平均 類似団体 
平均 

類似団体 
平均 

類似団体順位 類似団体平均 

人件費・物件費等の適性度 

財政構造の弾力性 

公債費負担の適性度 定員管理の適性度 給与水準の適性度 

税収など毎年確保される
収入が借金の返済の財源
となる割合を示す指標。
数値が大きい自治体は、
税収が事業の実施に回ら
ず借金の返済に充てられ
ていることとなります。 

実質公債費比率 職員数の多少を示す指標。業務の外
注化・委託化など効率化が進むと職
員数が減少しますが、サービスの質・
量の低下にならないよう注意する必
要があります。 

人口1000人当たりの職員数 

１０／４４ 

１９／４４ 

２１／４４ 
5／４４ 4／４４ 

円／人 

人／千人 ％ 

％ 

指標が示す春日井市の特徴は、 
●地方税などの税収が多く、収入が安定していること 
●職員数や事務経費において効率化が進んでいること 
●単年度の支出に占める借金の返済に係る費用の割合 
  が高いこと 
が挙げられます。 

▲
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平成19年度企業会計決算財政分析表 

　特別損益を除いた経常費用に対する経常収益の比率を示す指標で、経常的な収益と費用との関連を表します。数値が100％を超えて
高いほど経営状況が良いといえます。 

　経常費用に対する実質収益（経常収益から他会計繰入金を除
いた額）の比率を示す指標です。数値が100％を超えて高いほど
経営状況が良いといえます。 

　年間配水量に対する有収水量の比率を示し、配水量がどの程
度収益につながっているかを示す指標です。数値が100％に近い
ほど経営効率が良いといえます。 

　病床数に対する入院患者数の比率を示す指標で、病床が有効
に利用されているかどうかを判断します。 

　総資本（負債および資本）に占める自己資本の比率を示す指標
で、経営の安定化のためにはこの数値を高めていくことが必要です。 

　入院収益を年延べ入院患者数で除して算出した金額で、入院
収入を分析する上で最も基本的な指標です。 

　1日当たりの給水能力に対する1日平均給水量の比率を示し、水
道施設の経済性を総括的に判断する指標です。数値が大きいほど
経営効率が良いといえます。ただし、あまり数値が高すぎると施設更
新や事故に対応できず、安定供給に支障をきたす場合があります。 

　外来収益を年延べ外来患者数で除して算出した金額で、外来
収入を分析する上で最も基本的な指標です。 

　流動負債と流動資産との比率を示す指標です。数値が100％を下回った場合、不良債務が発生していることになります。 

上の表は類似病院平均を１００とした場合、市民病院事業がどの位置
にあるのかを示しています。六角形が大きくなるほど経営状況が良
いといえます。類似病院とは、県下公立病院４００床以上の病院です。 

■水道事業 ■病院事業 

２００ 
１８０ 
１６０ 
１４０ 
１２０ 
１００ 
８０ 
６０ 
４０ 
 

県下平均 
春日井市 

類似病院平均 
春日井市 

１２０ 
１１０ 
１００ 
９０ 
８０ 
７０ 
６０ 
 

春日井市　９３.６％　県下平均　１０５.２％ 春日井市　９２.８％　類似病院平均　９５.５％ 

春日井市　９４８.４％　県下平均　４３０.６％ 

春日井市　９１.２％　県下平均　１００.４％ 

春日井市　９３.６％　県下平均　９３.２％ 

春日井市　５１６.８％　類似病院平均　４２６.４％ 

春日井市　８９.８％ 
類似病院平均　８９.４％ 

春日井市　８９.８％　類似病院平均　８８.５％ 

春日井市　８５.３％　県下平均　７１.８％ 春日井市　４万１９０３円 
類似病院平均　４万２８２３円 

春日井市　６８.８％　県下平均　６４.５％ 春日井市　９６４０円 
類似病院平均　１万２１５円 
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レジ袋有料化
削減の状況は…

問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6222）

4月1日から、市内17事業者47店舗でレジ袋が有料化されました。4月中のレジ袋の削減率が分かりました
のでお知らせします。引き続き、市ではごみの減量と地球温暖化防止のため、レジ袋の有料化を実施する事
業者を支援し、定期的にレジ袋削減率を調査し、公表していきます。
皆さんも、買い物にはマイバッグを持って出掛けましょう。

※削減率＝（レジ通過人数－レジ袋購入人数）÷レジ通過人数

アオキスーパー朝宮店

アピタ高蔵寺店

アマノドラッグ高蔵寺店

Aコープ高蔵寺店（グリーンプラザを含む）

Aコープ不二店（緑化センターを含む）

春日井サティ

グリーンセンター味美店

グリーンセンター春日井中央店

コープ上八田店

コープ高蔵寺ニュータウン店

ジップドラッグ柏原店

ジップドラッグ松河戸店

清水屋春日井店

スギ薬局味美店

スギ薬局岩成台店

スギ薬局大手店

スギ薬局篠木店

スギ薬局東野店

スギ薬局六軒屋店

生鮮館やまひこ春日井店

生鮮館やまひこ勝川店

ドラッグユタカ篠木店

ナフコ石尾台店

ナフコ岩野店

ナフコ春日井店

ナフコ勝川店

ナフコ坂下店

ナフコサンライフ店

ナフコＴ－ＯＮＥ店

バロー春日井西店

バロー高蔵寺店

ピアゴ気噴店

ピアゴ篠木店

ピアゴ中切店

フィール春日井店

フィールハッピーテーブル

Ｖ－ｄｒｕｇ春日井朝宮薬局

Ｖ－ｄｒｕｇ春日井小野店

Ｖ－ｄｒｕｇ春日井神領店

Ｖ－ｄｒｕｇ春日井関田店

Ｖ－ｄｒｕｇ春日井西薬局

Ｖ－ｄｒｕｇ春日井宮町店

Ｖ－ｄｒｕｇ勝川店

Ｖ－ｄｒｕｇ高蔵寺店

ヤマナカ味美店

ヤマナカ春日井西店

ヤマナカ勝川フランテ

平均値

89.5

87.2 

91.6 

94.3 

94.8 

85.8 

95.6 

94.9 

93.3 

97.9 

96.9 

96.2 

85.9 

83.8 

87.4 

84.7 

83.8 

85.4 

87.5 

79.1 

81.8 

94.0 

88.2

79.9 

92.0

88.0

95.1

95.5

95.8

87.6

96.7

96.6

98.6

98.1

90.9

88.5

92.0

86.3

89.7

87.4

86.3

88.1

89.1

84.2

85.8

96.7

91.5

83.5

64.5 

82.0 

84.0 

81.1 

80.4 

88.0 

84.0 

90.6 

86.0 

83.7 

86.7 

86.8 

89.8 

86.0 

81.9 

79.6 

91.2 

85.2 

83.1 

91.1 

77.6 

81.6 

85.2 

86.6 

64.7

85.9

86.5

83.8

85.0

91.0

87.0

91.2

88.7

85.7

88.4

88.1

91.5

93.4

86.2

83.6

92.5

87.7

85.9

92.2

81.8

84.4

87.9

88.9

実　施　店　舗　名（50音順） 実　施　店　舗　名（50音順）4/1～
4/7

4/1～
4/30

削減率（%） 削減率（%）
4/1～
4/7

4/1～
4/30
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市国民健康保険加入者の特定健診や
後期高齢者医療制度加入者の健診など
　特定健診は、メタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）に着目した健診です。健診により、
現在の健康状態についての情報提供や生活習慣
の改善につながるアドバイスなどの支援が受け
られます。

　初期のがんには、ほとんどの場合自覚症状が
ありませんが、定期的にがん検診を受けること
で、症状の出ない早期のうちにがんを発見する
ことができます。がんは多くの場合、早期に発
見すれば治る病気ですので、定期的にがん検診
を受けることが大切です。

がん検診など

　市は、受診の利便のために市国民健康保険加入
者の特定健診（40歳以上が対象）や後期高齢者医療
制度加入者の健診、がん検診などの受診券を一枚
にまとめました。
　新しい受診券は6月から発送します。　※受診券
の発送時期は、誕生月によって異なりますので、
順次「広報春日井」でお知らせします。

受診券が一枚に
　受診券は、健（検）診ごとに受診期間が異なり
ます。特定健診・後期高齢者健診などは、健診
後の保健指導のため、受診期間を受診券発送後
約２か月間とします。
　がん検診などは、4月から翌年2月までとなり
ます。3月は精密検査が必要となった人へ受診を
勧めたり、その結果を確認したりします。 

各種健康診査の受診期間

市国民健康保険加入者以外の人（会社員の配偶者など企業健診の受診者）には、「がん検診」のみの受診
券を発送します。

各種健康診査の
受診券が変わります
各種健康診査の
受診券が変わります
各種健康診査の
受診券が変わります

市では、皆さんの健康を支援するため、市国民健康
保険加入者の特定健診や後期高齢者医療制度加入者
の健診、がん検診などを行っています。

8 広報春日井6月1日号



Q

Q

Q

問い合わせ▶特定健診（市国保加入者が対象）・後期高齢者健診に関すること…保険医療年金課
（☎85－6367）、がん検診などに関すること…健康増進課（☎85－6166）

健（検）診健（検）診健（検）診 Q&AQ&AQ&Aののの健（検）診健（検）診健（検）診 Q&AQ&AQ&Aののの

知ろう 受けよう

心配な時はいつでも医療機関で受診で
きるから、がん検診を受けなくてもい
いと思うのですが…

忙しくて健（検）診を受けに行けないの
ですが…

特定健診って何ですか？

メタボリックシンドロームに着目し、平成20年度からは
じまった新しい健診で、生活習慣の危険な因子を見つけ
るものです。健康を守るため、わたしはやせているとい
う人や、健康だという人も、年1回の健診を受けましょう。

A

初期のがんは、多くの場合自覚症状がありません。自覚
症状が出てから発見された場合、がんはかなり進行して
いる可能性があります。早期に発見すれば、治る確率は
飛躍的に上がりますので、検診を受けていかに早く見つ
けるかが重要です！

A

仕事などが忙しく休むのが大変という人もいるでしょ
う。しかし、何年も健（検）診を受けずに病状がかなり進
行してしまったら、治療のための通院や入院が必要にな
る場合があります。健康な今だからこそ、定期的に健（検）
診を受けることが重要です！

A
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問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）

は環境月間は環境月間6月
June

6月5日は環境の日です。これは、昭和47年6月5日に「かけがえのない地球」をテーマにストックホルムで開
催された「国連人間環境会議」を記念して定められたものです。さらに、日本では6月の1か月間を「環境月間」
とし、環境保全の重要性を認識し、行動のきっかけとするためさまざまな行事が行われています。

【エコドライブをしましょう】
エコドライブを行うことで燃
費が良くなり、地球温暖化の
原因となるCO₂を削減するほ
か、大気汚染の改善にもつな
がります。

【水をきれいに】
家庭から出る生活排水が水を
汚す原因となっています。料
理の食べ残しをなくしたり、
洗剤の適量利用を心掛けま
しょう。

【3Ｒでごみ減量】
3Ｒとは、Reduce（ごみの発生
量を減らす）、Reuse（繰り返し
使う）、Recycle（再び資源化す
る）のことです。ものを大事に
使うことやルールに従って分
別をすることでごみ減量に取
り組みましょう。

環境にやさしい行動をしましょう環境にやさしい行動をしましょう

　市では、平成18年度に環境基本計画を見直し、市が優先的に実施する「重点的取組み」中で、地球温暖化対
策に効果的な補助事業などを実施することとしています。これに基づき、太陽光発電システムや太陽熱利用
システム、高効率エネルギーシステムの設置費に対する補助や市民環境フォーラム、春日井まつりでのエコ
ワールド、環境家計簿などの啓発事業の実施により、地球温暖化防止対策を推進しています。

市の地球温暖化対策市の地球温暖化対策

高蔵寺ふれあいセンターの緑のカーテン（平成20年）高蔵寺ふれあいセンターの緑のカーテン（平成20年）

ここ数年、夏になると35℃を超える日が何日も続いています。今年の夏は、地球温暖化を防ぎ、涼しく夏
を過ごすため、緑のカーテンを作ってみませんか。市でも、いくつかの施設で緑のカーテンを設置します。

【期待できる効果】
○窓から差し込む日差しを和らげてくれます。
○軒下の植物が反射熱を抑えてくれます。
○植物の葉から水分が蒸発する際に回りの熱を
　吸収するので室内の気温上昇を抑えてくれます。
○一緒に花を楽しむこともできます。

緑のカーテンで見た目にも地球にもやさしく涼しく緑のカーテンで見た目にも地球にもやさしく涼しく

CO₂削減／ライトダウンキャンペーン
　環境省では地球温暖化防止のため、6月20日（土）～ 7月7日（火）まで｢CO₂削減／ライトダウンキャン
ペーン｣を実施します。また、6月21日（日）〈夏至〉は｢ブラックイルミネーション2009｣として、7月7
日（火）〈クールアース・デー〉は｢七夕ライトダウン｣として、午後8時～10時に全国のライトアップ施設
や屋内照明などの消灯を呼び掛けています。
環境月間県民のつどい
　6月5日（金）にウィルあいちで開催します。詳しくは24ページを見て下さい。

○

○

そのほかの取り組みそのほかの取り組み
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問い合わせ▶市民生活課（☎85－6616）

消費生活の安定と向上を目指し、一人一人が安心して暮
らせる環境をつくるため、生活に役立つ情報の提供・研
究発表などを行います。皆さん、ぜひお越しください。

と　き▶

ところ▶
主　催▶

6月12日（金）～13日（土）午前10時～午
後4時（開場式は12日午前9時45分から）
市役所市民ホールなど
市・市消費生活展実行委員会

20092009エコライフフェア
かすがい

エコライフフェア
かすがい

消費者グループ
の研究発表 実習イベント

くらしに
役立つ情報

「卵について」と「市内の環境
調査報告」
いのちの食育
環境を守るために身近にでき
ることから！
「食べる大切いのちを育む食
事力」と「子どもとケータイ」
家庭と社会を結ぶ

・

・
・

・

・

防災用品と非常食の展示
みんなでひろげようマイバッ
グの環～♪
ごみ処理とリサイクル（ごみ
を出す前に考えよう！）
地球温暖化対策 生活排水対
策啓発コーナー
電気自動車の展示
「スイスイ」学ぼう、下水のし
くみ
知ろう、考えよう、水道のこ
と
雨水を利用して水害をなくそ
う
消防ひろば
みんな集まれ！ Let’s食育

・
・

・

・

・
・

・

・

・
・

協賛、協力団体
コーナー

高効率エネルギーシステムな
どの展示
森と紙のリサイクル
環境配慮商品の紹介
製品事故から身を守るために
でんきと上手に暮らす
ご覧になったことあります
か？電気メーター
環境まちづくり活動の成果
ホームセキュリティー
洋服のリフォームの仕方
賢い消費者になろう
エコライフ見えないCO2を減
らしましょう
自転車と環境
身近なペットボトルが地球に
やさしい「エコボトル」に
行政相談所
消費生活相談

・

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・

・
・

リサイクル花器作り
アクリルたわし作り
洗わない米の試食
重さをピタリあてよう
悪質商法対策ゲーム
ゲームで学ぶ、お金の役割

・
・
・
・
・
・

無料古本市に本を提供して
ください
※雑誌、コミック、全集は
除く。6月9日（火）までに市
民生活課へ

その他

クイズラリーで会場巡り
（正解者には粗品プレゼント）
洋服のリフォームファッショ
ンショー（13日午前11時か
ら）
人形劇（13日午後1時30分か
ら）
靴や傘の修理、刃物研ぎ（有
料）
自然農法の野菜販売
パンの販売
無料古本市（1人3冊まで）

・

・

・

・

・
・
・

消費生活講座

食の安全について（12日午前
10時30分から、要予約）
春日井の食育を考える（12日
午後1時30分から、要予約）
消費者トラブルで困ったとき
の解決法（13日午前10時30
分から）

・

・

・
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　藤山台8丁目の北健司さん宅の庭は、この時期
に咲き誇るバラで満たされます。
　30年もの間、夫婦でバラを愛し、庭を彩るバラ
は200株以上、品種は150種を超えるとのことです。
色とりどりのバラは、香りとともに、訪れる人の
心を奪います。

5/12
㊋

バラに囲まれる幸せ
（藤山台）

　人や自然と触れ合いながら、健康増進に努め
てもらうため、ウォーク大会が開催され、約
1700人が参加しました。さわやかな晴天の下、
参加者の皆さんは新緑の木々などに目を向けな
がらウオーキングを楽しんでいました。

4/29
㊗

新緑の森を散策しました
（築水の森・みろくの森）

　幼少の時から読書に親しみ楽しんでもらう「こ
どもの読書週間」にちなんで、さまざまな催しが
行われました。中でも図書館探検に参加した子
どもたちは、職員の案内で、たくさんの本が保
管されていて普段は見ることができない閉架書
庫などの図書館の舞台裏や、さわやかな風を受
けて本を読むことができるスカイフォーラムを
探検し、いろいろな発見に目を輝かせていまし
た。

5/4
㊗

図書館を探検しました
（図書館）

西藤山台町内会西藤山台町内会

12 広報春日井6月1日号



　真夏を感じさせる陽気となったこの日、歴史や文化を身近に感じることを目的に行われた内津文化
財祭に約1150人が訪れ、伝統芸能や数々の文化財に親しみ、茶会や投句会などを楽しみました。
　内々神社には季節ごとに表情を変える美しい庭園、優れた彫刻などもあり、心穏やかに一日を過ご
すことができます。ぜひ一度足を運んでみてください。

5/10
㊐

魅力いっぱい！内々神社

不法投棄　

　市内一面に真っ青な色をした苗が、初夏
の風になびいている風景を目にするように
なりました。
　先日、市内一斉にクリーン大作戦が行わ
れましたが、私の町内では、家の周りの道
や側溝の清掃を終えたあとに、市民病院か
ら落合公園の辺りに広がる水路を皆で分担
し、きれいにするのが年中行事になってい
ます。
　例年、ごみの多さは変わらず、あまりに
も心無い行為にむなしさを感じずにはいら
れません。中にはガラス瓶までが、水路ば
かりでなく水田まで投げ捨てられ、このよ
うな現実は地域の河川や高速道路の側道で

も例外ではありません。なぜ、このような
ことをするのか、持ち帰ろうとしないのか
と、悲しくなるばかりです。
　また、休耕田には、建設資材の塊や自転
車、電化製品などがひどく無造作な姿で放
置されています。これらすべてのものは、
一度は人のごく近くで貴重な働きをしたも
のばかりです。使っていた人には最後まで
愛情と愛着を持ってほしいものです。
　今年も、7月25日の土曜日に、市民納涼
まつり「花火大会」が行われ、この辺りの農
道は見学する人、車であふれます。そして、
翌日の朝は、忘れ物？で一杯になります。
忘れずにすべて持ち帰ってくれるのを願う
ばかりです。
　花火が終わり静けさを取り戻そうとする
そのとき、水田一面に、強く育ちつつある
私たちにとって大切な稲穂たちが、人、人、
人の行いをきっとハラハラしながら見てい
ると思います。

内津文化財祭での
茶会の様子

三十六歌仙額・小野小町
（平日は非公開）
三十六歌仙額・小野小町
（平日は非公開）

内津文化財祭での
茶会の様子

内々神社の見どころ

社殿を飾る彫刻社殿を飾る彫刻

庭園（県指定 名勝）庭園（県指定 名勝）
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I N F O R M A T I O N情報最前線

6月1日(月)の市制66周年記念式典において、多年にわたり市政の発展に功績のあった次の皆さんを表彰
します。（敬称略）

市制66周年記念式典で表彰市制66周年記念式典で表彰市制66周年記念式典で表彰市制66周年記念式典で表彰市制66周年記念式典で表彰

問い合わせ▶秘書課（☎85－6016）

防災活動の推進 ▼松原高明
交通安全の推進 ▼菅原仲治、髙木照雄、中﨑光男、

中本マツ
公益寄附 ▼㈱協和コーポレーション
人権擁護の推進 ▼加藤俊邦、森田利夫
環境美化の推進 ▼河合英夫、伊藤治美、

つくし子ども会、如意申長寿会
ボランティア活動の推進 ▼要約筆記春日井ブレンド、

たんぽぽの会

 永年勤続表彰
市議会議員 ▼4人
教職員 ▼28人
産業従事者 ▼37人

 市政功労者表彰
鵜飼勝則、伊藤友彦

 一般表彰
地方自治の進展 ▼矢野孝
教育の振興 ▼木股哲夫、大柳勝美
体育の振興 ▼酒井光雄、伊藤豊
社会教育の振興 ▼遠山園生
文化の振興 ▼原田和典、松本欣也、平岡俊佑、

林重子、近藤薫
産業の振興 ▼鈴木孝昌、星川直志
農業の振興 ▼土田弘和
社会福祉の向上 ▼菅マサ江、溝口榮一郎、

中島せと、山口美和子
保健衛生の向上 ▼片山道弘、德丸啓二、杉山辰行

　5月11日(月)に開かれた市議会臨時会で、議長
と副議長の選挙が行われ、議長に梶田晃男氏、
副議長に後藤正夫氏が選ばれました。

市議会の議長と副議長が市議会の議長と副議長が
決まりました決まりました

市議会の議長と副議長が市議会の議長と副議長が
決まりました決まりました

市議会の議長と副議長が
決まりました

議長　梶田 晃男 氏 副議長　後藤 正夫 氏

　7月25日(土)に落合公園で開催する市民納涼
まつりを盛り上げるため、サポーター制度を始
めます。サポーターとして協賛すると、花火を
目の前で見られる特別席(サポーターシート)の
入場券を差し上げます。皆さんのサポートが花
火をさらに華やかにしますので、ぜひ協賛して
ください。
協賛金 ▼1口1000円　※1口につき、入場券を1

枚(1人分)渡します。
申し込み ▼6月4日(木) ～ 7月17日(金)〈平日のみ〉

に、①市民生活課内、納涼まつり実行
委員会事務局(☎85－6622)および東部
市民センター、味美ふれあいセンター
にて販売②市民生活課にて電話予約を
受け付け　※数に限りがあります。席
に余裕がある場合は当日券を販売

※詳しくはホームページを見てください。

納涼まつりのサポーターを募集します納涼まつりのサポーターを募集します納涼まつりのサポーターを募集します納涼まつりのサポーターを募集します納涼まつりのサポーターを募集します
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6月1日～7日は水道週間です
　今年のスローガンは｢おいしいね この水未来に 
いつまでも｣です。普段から当たり前のように使
われている水道について、この機会に改めて考え
てみませんか。
問い合わせ▶ 企画経営課(☎85－6406)

地域自立支援協議会の公開
と き▶ 6月5日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 6月1日(月)から、障がい福祉課(☎85－61

88)へ

6月7日～13日は危険物安全週間です
　ガソリン・灯油などの危険物は暮らしを豊かに
する一方、その取り扱いを誤ると大きな事故につ
ながります。
　セルフ式のガソリンスタンドでは次のことに注
意しましょう。
○エンジンは切って、窓・ドアは閉める○静電気
除去シートに触れてから、給油キャップを開ける
○静電気防止のため、給油は一人で行う〇たばこ
を吸ったり、火をつけることは絶対にしない○自
動的に給油が止まったら、ノズルを給油機に戻す
　※自分で自動車燃料を容器に入れることはでき
ません
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6387)

保健計画推進委員会の公開
と き▶ 6月8日(月)午後2時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6167)

文化財保護審議会の公開
と き▶ 6月10日(水)午後3時から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 6月17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)

ヤング健診
とき・ところ▶7月6日(月)・健康管理センター、7

月10日(金)・保健センター午前9時～ 10
時30分受け付け

検査項目▶ 問診や身体計測、理学的検査、血圧測定、
検尿、循環器検査、貧血検査、肝機能検
査、腎機能検査、血糖検査、ヘモグロビ
ンＡ1c検査

対象・定員▶ 平成21年4月～ 22年3月に18 ～ 39歳の誕
生日を迎える市民・各70人(抽選)

申し込み▶ 6月11日(木)〈必着〉までに、はがき(1人1
枚、1会場のみ)に健診名、会場名、住所、
氏名、生年月日、性別、電話番号を書い
て、希望する会場〈〒486－0913柏原町5
－376、健康管理センター (☎84－3060)、
〒487－0011中央台1－1－7、保健センタ
ー (☎91－3755)〉へ

敬老会の地域開催に補助金を交付します
対象団体▶ 区・町内会や自治会、地区社会福祉協議

会など
対象行事▶ 高齢者の長寿を祝い、地域の皆さんの敬

老意識の高揚を図るために行う行事
補助金額▶ 敬老行事に掛かった費用のうち、下の表

の金額を限度として交付
世帯数 金　額

1 0 0 世 帯 ま で  2万円
10 1 ～ 30 0世帯  3万円
30 1 ～ 50 0世帯  5万円
501 ～ 1000世帯  7万円
1001 ～ 2000世帯 12万円
2001 ～ 3000世帯 20万円
3 0 0 1 世 帯 以 上 30万円

申し込み▶ 9月30日(水)〈必着〉までに、申請書(高齢
福祉課、市ホームページに用意)に必要
事項を記入して、各団体の代表者が直接、
高齢福祉課(☎85－6176)へ　※敬老会を
実施する前に申請が必要

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
l g . jp/ fukush i/koure i/ke i rouka i .
html
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使用済み乾電池と水銀体温計の回収
　家庭で不用になった乾電池
や水銀体温計を回収します。
ごみとは別の透明か半透明の
袋に入れて、回収日の午前8
時までにごみステーションに
出してください。
回収日▶ 燃やせるごみの収集

日が○水・土曜日の
地区…6月3日(水)○月・木曜日の地区…
6月4日(木)○火・金曜日の地区…6月5日
(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)

光化学スモッグに注意を
　市では光化学スモッグ予報などが発令された場
合は、市役所、各ふれあいセンターなどに速報を
掲示するとともに、安全安心情報ネットワークで
その状況を配信しています。また、環境省大気汚
染物質広域監視システム(そらまめ君)でも、大気
汚染測定結果(時間値)と光化学オキシダント注意
報・警報発令情報を確認することができます。
　屋外で活動するときは、光化学スモッグ情報に
注意し、被害の未然防止に努めてください。
　光化学スモッグで目がチカチカしたり、のどに
痛みを感じたりしたときは、洗眼やうがいをし、
環境保全課(☎85－6217)か県春日井保健所(☎31－
2188)へ連絡してください。
そらまめ君ホームページ　http://soramame.
taiki.go.jp

障がいへの理解にキャラバン隊が伺います
　障がいへの理解を深めるため、啓発を行うキャ
ラバン隊｢チームメッセンジャー ｣を結成しまし
た。さまざまな視点から障がいを理解し、障がい
のある人が地域で安心して暮らせるよう、講座、
研修会、学習会など啓発活動を行います。
対 象▶ おおむね10人以上のグループ・団体
費 用▶ 材料が必要なときは実費
申し込み▶ 次の市地域自立支援協議会相談支援事業

所連絡会の各事業所へ〇身体障がい者の
啓発活動…春日苑障がい者生活支援セン
ター (☎88－7637)〇知的障がい者の啓発
活動…障がい者生活支援センターかすが
い(☎87－6401)〇精神障がい者の啓発活
動…障がい者生活支援センターＪＨＮま
ある(☎84－5503)〇障がい児の啓発活動
…障がい者生活支援センターあっとわん
(☎91－5557)

問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)

かすがいふれあい教室
と き▶ 6月～ 7月の第2・3・4金・日曜日午前10

時～正午
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンターほか
内 容▶ 習熟度別に日本語を学ぶ
対 象▶ 市内在住か在勤の外国人
申し込み▶ 開催日に直接、会場へ
問い合わせ▶ 市民活動推進課(☎85－6033)

早野たづ子創作人形展 まなざし
と き▶ 6月2日(火) ～ 21日(日)午前10時～午後6時
内 容▶ 優しくそしてどこか懐かしい早野たづ子

が創る人形の世界を紹介する
入場料▶ 大人600円、高大生400円
早野たづ子サイン会
と き▶ 6月2日(火)①午前11時から②午後2時か

ら　※展覧会の入場券が必要
定 員▶ 各100人(先着順)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・ギャラリー
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

｢まなざし｣2007

グリーンピアコンサート
ハーモニカアンサンブルコンサート
と き▶ 6月7日(日)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ シャイン・ハーモニー
曲 目▶ ｢ブルーシャトー ｣｢つぐない｣｢愛のまま

で｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)
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ミニコンサート
と き▶ 6月7日(日)午後3時～

3時20分
内 容▶ オカリナ演奏
出 演▶ おたまじゃくし
対 象▶ 市内在住の幼児(保

護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

昼コン｢異音同意｣
と き▶ 6月13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▶ 加藤千晴(クラリネット)、間瀬早綾香(マ

リンバ)
曲 目▶ バイネル｢バーン・ダンス｣、モンティー

｢チャルダッシュ ｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

東部公民館まつり
クラブ作品展
と き▶ 6月13日(土) ～ 14日(日)午前9時～午後5時

(最終日は4時まで)
朗読とお話を楽しむ
と き▶ 6月13日(土)午後1時30分～ 3時
内 容▶ 芥川龍之介｢蜘蛛(くも)の糸｣など大人向

けの朗読会
煎茶(せんちゃ )会
と き▶ 6月14日(日)午前10時～午後4時
呈茶券▶ 400円　※6月2日(火)から東部市民セン

ターで販売
クラブ芸能発表会
と き▶ 6月14日(日)午後0時30分～ 4時30分
のぞいてみよう、世界のおはなし
と き▶ 6月14日(日)午後2時～ 3時30分
内 容▶ 読み聞かせ、工作などで絵本の世界旅行

に出かけよう
ところ・問い合わせ▶いずれも東部市民センター

(☎92－8511)

わくわく！ふれあいワールド
と き▶ 6月20日(土)①午前10時～ 10時50分②午

前11時～ 11時50分
ところ▶ ささえ愛センター内国際交流ルーム
内 容▶ 英語やスペイン語など、いろいろな国の

言葉でクイズやゲームを楽しむ
対象・定員▶ ①3歳以上の未就学児②小学校低学年・

各10組(先着順)
申し込み▶ 6月13日(土)から、国際交流ルーム(☎85

－6606)へ

父親とのふれあい会
と き▶ 6月20日(土)午前10時～ 11時30分
内 容▶ お父さんと紙飛行機を作って飛ばそう
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその父親・10組(先

着順)
ところ・申し込み▶6月4日(木)午前9時から、交通

児童遊園(☎81－1301)へ

おたのしみ会
と き▶ 6月21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▶ 愛知江南短期大学パネルシアター研究会

市民大会兼市バドミントン選手権大会
と き▶ 6月21日(日)午前8時

15分から
種 目▶ ○ダブルス…一般男

子・女子、レディー
ス、壮年男子(40歳
以上)、中学生男子・
女子○シングルス…
小学生男子・女子

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人)…一般1000円、高校生700円、
小中学生500円

ところ・申し込み▶6月12日(金)〈必着〉までに、
はがきに大会名、種目、全員の氏名・年
齢(小中学生は学年も)、代表者の住所・
氏名・電話番号、所属団体を書いて、〒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)

経営者セミナー
と き▶ ①6月23日(火)②7月7日(火)③7月14日(火)

④7月21日(火)午後6時～ 7時30分
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ ①企業の発展と技術経営②新技術の活用

と企業成長③中小企業のネットワークに
よる技術戦略④技術経営による業績向上
法の実例紹介

講 師▶ ①中部大学教授・小野桂之介②中部大学
教授・髙橋道郎③中部大学教授・森岡孝
文④中部大学教授・児玉充晴

対象・定員▶ 経営者かその後継者、創業を考えている
人・20人(先着順)

申し込み▶ 6月4日(木)から、企業活動支援課(☎85－
6247)へ
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市ソフトテニス選手権大会
と き▶ 6月28日(日)午前9時～午後5時〈予備日7

月5日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の個人戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人
費 用▶ 参加料(1組)…一般・大学生1200円、高校

生1000円、中学生800円
申し込み▶ 6月17日(水)〈必着〉までに、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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎82－3835)

市民卓球大会(小・中学生の部)
と き▶ 7月5日(日)午前9時～

午後5時
ところ▶ 知多公民館
種 目▶ 小学1 ～ 4年生・小

学5 ～ 6年生・中学
1～ 2年生・中学3年
生の男女シングルス

対 象▶ 市内在住か在学の人　※責任者の同伴が
必要

費 用▶ 参加料200円
持ち物▶ ゼッケン
申し込み▶ 6月17日(水)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、住所、氏名、学年、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▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

平和への願いをテーマにした作文
　かつての戦争で多くの人が犠牲になり、今なお
世界各地では悲惨な戦争が起き、多くの尊い命が
奪われています。
　8月3日(月)に行う市平和祈念式典の一環とし
て、平和への願いをテーマにした作文を募集しま
す。
規 定▶ 400字詰め原稿用紙2枚程度
応募資格▶ 市内在住・在学の小学校5～ 6年生
その他▶ 優秀作品は式典にて朗読発表。応募作品

はすべてパネル展示
応募方法▶ 6月22日(月)〈必着〉までに、作品の裏面

に住所、氏名(ふりがな)、電話番号、学
校名と学年を書いて、直接か郵送で、
〒486－8686春日井市役所生活援護課(☎
85－6191)へ

｢子どもの家｣の夏季限定利用者
と き▶ 7月18日(土) ～ 8月31日(月)午前8時～午後

7時(日曜日と祝日は除く)
ところ▶ ○白山(白山小学校隣、☎33－5760)○八

幡(八幡小学校隣、☎84－3493)○高森台
(高森山公園内、☎91－5247)○石尾台(石
尾台小学校内、☎91－5443)○東野(東野
小学校内、☎84－7040)○岩成台(岩成台
小学校内、☎92－7503)○大手(大手小学
校内、☎85－8823)○小野(小野小学校内、
☎83－2329)○北城(北城小学校内、☎
83－2327)○高座(高座小学校内、☎52－
7588)○上条(上条小学校内、☎56－7520)
○鷹来(上町屋公会堂北東、☎85－5075)
○山王(山王小学校内、☎33－3885)　※
上記以外の子どもの家は、定員に達して
いるため募集なし。ただし、通常の利用
の申請または辞退により状況が変わるた
め、問い合わせ先に確認を

対象・定員▶ 昼間、仕事などで週(月～土曜日)に4日以
上保護者が家庭にいない小学1～ 3年生
・各若干名　※小学1 ～ 3年生の利用を
妨げない場合に限り、4～ 6年生も対象

利用料金▶ 午後5時まで2846円、午後6時まで4980円、
午後7時まで6403円および夏季休業期間
利用料金600円　※同一世帯で同時に2人
以上利用する場合、2人目は半額、3人目
以降は無料。(このほかにおやつ代2846
円、教材費1423円、傷害保険料260円が
別途必要)

申請書▶ 6月1日(月) ～ 13日(土)〈日曜日は除く〉の
午前11時30分～午後7時(土曜日は午前8
時～午後7時)に募集する子どもの家で配
布

面 接▶ 6月20日(土)までに、申請書と必要書類を
持って、児童と一緒に希望する子どもの
家へ(面接日時は申請書配布時に、各子
どもの家で調整)

問い合わせ▶ 市社会福祉協議会(☎84－3241)

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
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酬の支払いが必要
会員になるための講習会
と き▶ 7月11日(土)午後1時～ 5時
ところ▶ レディヤンかすがい
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▶ 6月7日(日) ～ 21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

公園緑地課　☎85－6281
大輪菊づくり講習会
と き▶ 6月11日(木)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 長江清吉
費 用▶ 受講料1000円(教材費を含む)
定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 6月2日(火)から、電話で

市文化協会の講座
大正琴初心者講座～基本的な弾き方練習と、｢ふ
るさと｣｢夕やけこやけ｣などの曲を弾く
と き▶ 7月2日～ 23日の毎週木曜日(4回)午後1時

30分～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 新芝えつ子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 1000円
持ち物▶ 大正琴(ない人には貸出し可)
問い合わせ▶ 大正琴あらしば会・新芝(☎92－1398)
申し込み▶ 6月12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)、
電話番号、大正琴の貸し出しを希望す
る人は｢大正琴貸し出し希望｣と書いて、
〒486－8686春日井市役所文化課(☎85－
6079)へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
貼り絵教室～余り布で野菜や魚の絵を作る
と き▶ 6月17日(水)・24日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 谷口春美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
教材費▶ 700円
持ち物▶ はさみ、のり、ピンセット
生ごみのリサイクル～生ごみをＥＭ菌でたい肥に
するぼかし作り
と き▶ 6月20日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ なずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
教材費▶ 300円
持ち物▶ エプロン、約4㎏のぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
包丁の研ぎ方教室～包丁の研ぎ方を学ぶ
と き▶ 6月27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▶ いずれも6月4日(木)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ③｢雨の日の散歩｣～雨の森の
中を散歩し、雨の日ならではの森の遊びを親子で
楽しむ
と き▶ 7月3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
申し込み▶ 6月10日(水)〈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、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

市民生活課　☎85－6616
講師養成講座～悪質商法撃退の替え歌を作ろう
と き▶ 6月26日(金)午後3時15分～ 4時45分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 右高せつ子
対象・定員▶ 地域貢献を志す人・20人(先着順)
申し込み▶ 6月4日(木)から、電話で
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西部ふれあいセンター　☎33－0808
輪になって踊ろう♪痛快なテンポで楽しく踊る民
踊～元気な動きで人気がある郡上市白鳥町の盆踊
りを学ぶ
と き▶ 6月21日～ 7月12日の毎週日曜日(4回)午

前10時～正午
講 師▶ 野村豊乃
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1000円
申し込み▶ 6月4日(木)から、電話で

味美ふれあいセンター　☎31－3522
ゆかたの着付け教室
と き▶ 6月23日(火)・30日(火)〈2回〉午後7時～ 8

時30分
講 師▶ 成瀬尚子
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500円
持ち物▶ ゆかた、半幅帯、腰ひも3本、だて締め、

肌着、前板、タオル2本
アレンジ花～玄関・食卓をアレンジ花で華やかに
飾る
と き▶ 6月26日～ 8月28日の第2・4金曜日(5回)

午後7時～ 8時30分
講 師▶ 石黒東風
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1250円、教材料7500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
 
申し込み▶ いずれも6月4日(木)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
ふれあい盆踊り講習会～ ｢ごちそう讃｣｢ご祝儀音
頭｣など
と き▶ 6月19日(金)・27日(土)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 大野豊愛
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人　※自由参加
持ち物▶ うちわ、上靴
草木染め初心者講座～ハンカチやストールを染め
る　
と き▶ 6月23日(火)・30日(火)、7月7日(火)〈3回〉

午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 伊藤幸子
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750円、教材費2500円

持ち物▶ エプロン、ゴム手袋(中厚手か厚手)
 
申し込み▶ ｢草木染め初心者講座｣は6月4日(木)から、

電話で

落合公園管理棟　☎56－0414
盆栽講習会｢盆栽の基礎｣ ～松の芽切り｢短葉法｣
の基礎を学ぶ
と き▶ 6月27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
緑化講習会｢草木染め｣～柿渋を使って一貫張を
作る
と き▶ 7月4日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 矢野美代子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料350円、材料費650円
 
申し込み▶ いずれも6月15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)、電話番号を書いて、〒486－
0817東野町字落合池1へ

中央公民館　☎33－1111
楽しく親子でリトミック～ピアノに合わせて歌っ
たりリズム遊びをしたりしながら、音楽に親しみ
集団生活に慣れる
と き▶ 6月19日～ 7月10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▶ 市内在住で、2歳以上の未就園児とその

保護者・35組(抽選)
申し込み▶ 6月9日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0913
柏原町1－97－1へ

ドラム缶
などでの
ごみの焼却は
やめましょう
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ハーモニー春日井　☎88－0677
初心者のための津軽三味線入門講座
と き▶ 7月26日～ 10月11日の毎週日曜日(8月16

日と9月27日を除く10回)午前10時～ 11時
30分

講 師▶ 吉田貞藏
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(抽選)
受講料▶ 2500円
持ち物▶ 津軽三味線(ない人は5000円で貸し出し

可)
申し込み▶ 6月16日(火)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

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
バランスの良い食事で、介護予防～元気な生活は
食事から
と き▶ 6月13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▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春

日井職員
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
身体のバランスを養い、転ばない身体作りをしよ
う！
と き▶ 6月15日(月)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 町屋ふれあいの家
講 師▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井職員
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
栄養改善教室～体にやさしい食べ方を学ぼう
と き▶ 6月16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▶ 管理栄養士・小山純子

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
からだ元気♪エクササイズ
と き▶ 6月17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▶ 筧千代子
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
自宅でできる簡単タオルストレッチ
と き▶ 6月19日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 小西佳子
定 員▶ 25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
低栄養予防～自分の食事、偏っていないかチェッ
クしてみよう
と き▶ 6月24日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 地域包括支援センター春緑苑職員
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ
転倒・骨折予防～気功のパワーで元気になろう
と き▶ 6月30日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 大島ひろ絵
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

市子育て支援センター (上八田保育園)
育児講座～親子で楽しむ人形劇
と き▶ 6月30日(火)午前10時30分～ 11時30分
ところ▶ 上八田保育園ホール
講 師▶ 人形劇団とんとんとん
対象・定員▶ 2歳以上の未就園児とその保護者・50組
申し込み▶ 6月8日(月)午前9時から、☎85－8824へ

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
初めてのフラダンス教室～南国の音楽に合わせて
身体を動かしてみませんか
と き▶ 7月2日～ 8月6日の毎週木曜日(6回)午後1

時30分～ 3時
講 師▶ 堀口るみ子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1500円
申し込み▶ 6月16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)、
年齢、電話番号を書いて、〒480－0304
神屋町字引沢57－1へ
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消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当て
と き▶ 7月3日(金)午後1時～ 4時
ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 6月3日(水)から、電話で

健康増進課　☎85－6164
親子の楽しい料理教室～家とは一味違う夏のわく
わくクッキング！
と き▶ 7月4日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 中央公民館
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・10組(抽

選)
費 用▶ 参加料大人…1人400円、子ども…1人300

円(大人1人につき子ども2人まで)
持ち物▶ 三角きん(ハンカチ、バンダナ可)、ふき

ん、エプロン
もうすぐママの料理教室～こんなに簡単！ちょっ
とした工夫でできる安心・安全な料理
と き▶ 7月8日(水)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の妊婦・20人(抽選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ 三角きん(ハンカチ、バンダナ可)、ふき

ん、エプロン
食育講演｢生きる力をつける食育｣と小学生の楽し
い食育教室
と き▶ 7月12日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
講 師▶ 県栄養士会常務理事・高橋まり子
定員・対象▶ 市内在住か在勤、在学の人・60人(先着順)
 ※託児10人(未就学児まで・先着順)
 ※講演中に別室で、小学生対象の食育教

室(先着15人)を行います。希望者は講演
会の申し込み時に申し出てください。な
お、教室への申し込みは講演会に参加さ
れる人の児童に限ります。

はつらつクッキング～斬新！暑い夏を元気に乗り
切るさっぱり系のスタミナ料理
と き▶ 7月14日(火)午前10時～午後1時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ ヘルスメイト
定員・対象▶ 市内在住か在勤の60歳以上の人・20人(抽

選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ 三角きん(ハンカチ、バンダナ可)、ふき

ん、エプロン

申し込み▶ ｢食育講演｣は6月4日(木)から電話で、｢親
子の楽しい料理教室｣｢もうすぐママの料
理教室｣｢はつらつクッキング｣は6月16日
(火)〈必着〉までに、はがき(1人1枚、親
子の楽しい料理教室は1組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

介護保険課　☎85－6187
パタカラ教室「口から健康になろう」～歯科医師
の講演と口腔(こうくう)機能のチェック
月日 ところ 申し込み
6/18
(木)

西部ふれあい
センター

地域包括支援センター第2グレイス
フル春日井(☎32－1117)

6/25
(木)

東部市民セン
ター

地域包括支援センター春緑苑(☎88
－8303)

7/16
(木)

高蔵寺ふれあ
いセンター

地域包括支援センターじゃがいも
友愛(☎51－1840)

7/23
(木) 知多公民館 地域包括支援センター勝川(☎33－

8236)
7/30
(木)

レディヤンか
すがい

医師会地域包括支援センター (☎89
－3027)

8/6
(木)

グレイスフル
春日井

地域包括支援センターグレイスフ
ル春日井(☎89－2391)

8/27
(木) 坂下公民館 地域包括支援センターあさひが丘

(☎93－1314)

9/3
(木)

特別養護老人
ホーム第2春
緑苑

地域包括支援センター第2春緑苑
(☎56－9166)

9/10
(木)

総合福祉セン
ター

社会福祉協議会地域包括支援セン
ター (☎87－5377)

9/17
(木)

第三介護サー
ビスセンター

社会福祉協議会第三介護地域包括
支援センター (☎56－8611)

時　間▶午後1時30分～ 3時
講　師▶市歯科医師会歯科医師
対象・定員▶市内在住か在勤で65歳以上の人・各20人

(先着順)
申し込み▶6月4日(木)から、電話で

口腔機能を高めるため「パ」「タ」「カ」「ラ」を
繰り返し発声してみましょう
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かすがいげんきっ子センター 
ファミリークッキング～野菜いっぱい冷うどん
と き▶ 7月12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▶ 6月15日(月)〈消印有効〉までに、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、〒486－0945勝川町8－2858－
1(☎35－3501)へ

7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)　

※20日(祝)は午前9時15分からヨガ、午前
10時45分から脂肪燃焼エアロを開催。21
日(火)は休講
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15
ヨガ ソフト

エアロ

脂肪燃
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～
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脂肪燃
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～
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～
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エアロ

ダイナ
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エアロ
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ホップ

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ストレッチ教室(腰痛予防・解消編) ～リラ
ックスして、心身ともに疲労の回復を促す
と き▶ 6月9日(火)午後1時10分～ 1時50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・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
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▶ 6月10日(水)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
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい、初心者向
きの水中エアロビクス
と き▶ 7月1日～ 10日の毎週水・金曜日(4回)午

前8時55分～ 9時55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(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
クロールを覚えよう(短期) ～泳ぎの基本をマス
ターする
と き▶ ①7月7日(火) ～ 10日(金)〈4回〉午後5時～

6時30分②7月14日(火) ～ 17日(金)〈4回〉
午後5時～ 6時30分③7月21日(火) ～ 24日
(金)〈4回〉午前8時30分～ 10時④7月27日
(月) ～ 30日(木)〈4回〉午後6時～ 7時30分

対象・定員▶ 市内在住の小学生・①②④は各35人、③
は60人(抽選)

費 用▶ 受講料3000円
3か月集中スペシャルダイエット教室～個別カウ
ンセリングと、運動指導を受けて3か月間で減量
する
と き▶ ①7月8日～ 9月9日の毎週水曜日(10回)②

7月9日～ 9月10日の毎週木曜日(10回)午
前9時～正午(2回目以降は午前9時～正午
の間で30分程度の個別指導を行う)

講 師▶ 健康運動指導士
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・各6人(抽選)
費 用▶ 受講料6000円　※別途、トレーニング室

使用料が必要、トレーニング室未登録者
は200円の登録料も必要

 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣と｢水中ストレ

ッチ教室｣は6月4日(木)午前9時から電話
で、それ以外は6月16日(火)〈必着〉まで
に、往復はがき(1教室につき1枚のみ)に
教室名(①②③④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を書い
て、〒486－0804鷹来町4286へ

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)



24 広報春日井6月1日号

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▶ 7月3日～ 24日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
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
にがて克服！楽しい体操(マット) ～後転、開脚
前転などができるように練習する
と き▶ 6月26日～ 7月17日の毎週金曜日(4回)午

後7時～ 8時
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・35人

(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▶ 7月1日～ 22日の毎週水曜日(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・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
ボクシングエアロ～ボクシングの動きを取り入れ
たエアロビクスで、シェイプアップを図る
と き▶ 7月2日～ 23日の毎週木曜日(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・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
はずんで！ボールエクササイズ～エクササイズボ
ールを使用して、楽しく体を動かす
と き▶ 7月3日～ 24日の毎週金曜日(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(抽選)
費 用▶ 受講料1200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▶ 7月の毎週土曜日(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(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 

申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は6月4日(木)午
前9時から電話で、それ以外は6月16日
(火)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
つき1枚のみ)に教室名、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、勤務先か学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3へ

国民健康保険税の納税通知書を郵送します
　6月1日(月)に、平成21年度国民健康保険税納税
通知書を郵送します。納期限内に納付してくださ
い。なお、国民健康保険への加入や脱退の届け
出は異動があった日から14日以内に行ってくださ
い。　※災害や失業・廃業により前年よりも世帯
全体の所得が著しく減少した場合などで保険税を
納付することが困難な人は、申請により税額を減
免できる場合がありますので相談してください。
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6156)

環境月間県民のつどい
と き▶ 6月5日(金)午後1時30分から
ところ▶ ウィルあいち(名古屋市東区)
講 演▶ ｢さかなの目からみた環境問題｣東海海洋

大学客員准教授・さかなクン
定 員▶ 800人
問い合わせ▶ 県環境活動推進課(☎052－954－6208)

認知症市民講座
と き▶ 6月6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▶ ｢介護保険を理解するために｣市職員
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)

市交響楽団定期演奏会
と き▶ 7月5日(日)午後3時から(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 濱津清仁(指揮)、林峰男(チェロ独奏)、市

交響楽団(管弦楽)
曲 目▶ ロッシーニ｢『プルスキーノ氏』序曲｣、ド

ボルザーク｢チェロ協奏曲ロ短調｣、ブラ
ームス｢交響曲第2番ニ長調｣

入場料▶ 1000円(全自由席、未就学児不可)
入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、

清水屋案内所、サンマルシェインフォメ
ーションで販売中

問い合わせ▶ 中部大学内、市交響楽団事務局(☎51－
1111)

主 催▶ 市交響楽団
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勝南にぎわい市
と き▶ 6月6日(土) ～ 7日(日)午前9時～午後3時

(雨天中止)
ところ▶ ＪＲ勝川駅南口ビル(勝南プラザ)前
内 容▶ 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)

｢愛知県史を語る会｣の参加者募集
　平安時代後期の尾張・三河についてまとめた愛
知県史｢資料編7 古代2｣の刊行にあたり｢愛知県史
を語る会｣を開催します。
と き▶ 7月11日(土)午後1時～ 4時30分
ところ▶ 県図書館5階会議室(名古屋市中区)
定 員▶ 200人(先着順)
講 演▶ ｢尾張・三河古代史料の魅力(仮題)｣日本

福祉大学名誉教授・福岡猛志ほか
申し込み▶ 6月1日(月)から、県総務部法務文書課県

史編さん室(☎052－972－9173)へ

高蔵寺きてみん祭の参加者募集
　7月19日(日) ～ 20日(祝)に開催される｢高蔵寺き
てみん祭inサンマルシェ｣の参加者を募集します。
と き▶ ①7月19日(日) ～ 20日(祝)午後6時～ 8時

②7月20日(祝)午後1時～ 5時③7月1日(水)
～ 31日(金)〈19日に賞の発表〉

ところ▶ ①③サンマルシェ②ＮＡＳホール(いず
れも中央台)

内 容▶ ①10月11日(日)に開催の高蔵寺フォーク
ジャンボリーのオーディション参加者②
クラッシックコンサート③主婦川柳

定 員▶ ①60組②20組(先着順)
申し込み▶ いずれも6月30日(火)〈必着〉までに、応

募用紙(ホームページに用意)に必要事項
を記入して、直接かファクス、Ｅメール
で〒487－0024大留町5－29－16、ＮＰＯ
法人まちのエキスパネット(☎・ＦＡＸ
52－7315、Ｅメールexpanet@angel.odn.
ne.jp)へ　

 ホームページ　http://www.0568kasugai.
net/̃expanet/

中小企業退職金の共済掛金を助成
対 象▶ 平成19年5月1日～ 20年4月30日に、中小

企業退職金共済か特定退職金共済の契約
を締結し、引き続き1年間掛金を納めた
事業主　※対象になる事業主に対しては
当課から必要書類を送付します

助成額(年額)▶被共済者1人につき1万2000円以内
申し込み▶ 6月19日(金)までに、経済振興課(☎85－

6246)へ

教科書展示会
　県教育委員会では、県民の皆さんに教科書への
理解や関心を深めてもらうために、教科書展示会
を行います。展示会場には投書箱を用意しますの
で、教科書に対する意見や要望を寄せてください。
月 日▶ 6月11日(木) ～ 7月5日(日)
ところ▶ 県内21か所の教科書センター
 ホームページ　http ://www.pre f .

a i ch i . j p / k y o i k u / g i m u k y o i k u /
index.html

問い合わせ▶ 県教育委員会義務教育課(☎052－954－
6790)

尾張北部の文化財めぐり
大口町歴史民俗資料館と木曽川ウ飼い
月 日▶ 7月26日(日)
時 間▶ 江南市民文化会館…午前8時30分集合・

午後3時解散、小牧市役所・南庁舎…午
前9時集合・午後3時40分解散、大口町歴
史民俗資料館…午前9時30分集合・午後3
時15分解散

内 容▶ 大口町歴史民俗資料館｢紙のモンスター
展｣と犬山の昼ウ飼いの見学　※ウ飼い
中止の場合は明治村を見学

対象・定員▶ 小学4年生以上の人(小学生は保護者同
伴)・50人(抽選)

費 用▶ 参加料中学生以上3000円、小学生2000円
(バス代、ウ飼い見学、昼食代、保険料
を含む)　※飲酒は禁止

申し込み▶ 6月17日(水)〈必着〉までに、往復はがき
に住所、参加者全員の氏名・年齢・電話
番号、希望する集合場所を書いて、〒480
－0126　丹羽郡大口町伝右1丁目35番地
健康文化センター 3階、大口町歴史民俗
資料館文化財めぐり担当(☎0587－94－
0055)へ

主 催▶ 尾張北部広域行政圏協議会

｢ねんきん定期便｣についてのお知らせ
　社会保険庁では、4月より国民年金・厚生年金
の現役加入者に｢ねんきん定期便｣を毎年誕生月に
送付します。年金記録を確認いただき、年金記録
に｢もれ｣や｢誤り｣があった場合には、同封の回答
票にて、回答してください。
問い合わせ▶ ねんきん定期便専用ダイヤル(☎0570－

058－555)　※電話がつながりにくい場
合〇現在の年金加入状況に関して…名古
屋北社会保険事務所国民年金適用課(☎
052－912－1212)〇将来受け取る年金見
込額に関して…名古屋北社会保険事務所
庶務年金給付課(☎052－912－1214)



ルロウブラスオルケスター定期演奏会
とき▶6月14日（日）午後1時30分～ 4時（1時開
場）　ところ▶市民会館　曲目▶2009年度吹奏
楽コンクール課題曲、ピクール「交響曲0番」な
ど　※春日井西高校も出演　問い合わせ▶中村
（☎090－8671－9079）
･･････････････････････････････････････････
有機農法セミナー
とき▶6月21日（日）午前10時～正午　ところ▶
鳥居松ふれあいセンター　内容▶有機農法で作
る夏野菜の管理について　定員▶30人（先着順）
費用▶資料代100円　申し込み▶電話かファク
ス、Eメールに住所、氏名、電話番号を書いて、
NPO法人MOA自然農法春日井文化事業団・早
矢仕（☎・FAX32－3868、Eメールvoodoochile
－67@snow.ocn.ne.jp）へ
･･････････････････････････････････････････
市民吹奏楽団定期演奏会
とき▶6月21日（日）午後1時30分～3時30分（1時
開場）　ところ▶市民会館　曲目▶「ミシシッピ
組曲」「スペイン」「恋のカーニバル」「ダッタン人
の踊り」など　入場整理券▶市民会館、東部市
民センター、文化フォーラム春日井・文化情報
プラザなどで配布　問い合わせ▶岡崎（☎090－
1780－9387）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
6／1(月)～6(土) 伊勢型紙展 みろく伊勢型紙同好会
6／7(日)～12(金) 水墨画展 おんこ水墨画クラブ
6／13(土)～18(木) 水彩画同好会作品展 水彩画同好会

坂下公民館 (☎88－5555) 6／2(火)～13(土) 水彩ハーモニー（水彩画） 水彩ハーモニー

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 6／2(火)～15(月) 民俗巡回展示「春日井に鉄
道がやってきた」 文化財課

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

6／3(水)～7(日) 植物園のスケッチ展 日彩会
6／12(金)～14(日) ウチョウランと山野草展 春日井山草会

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
6／3(水)～28(日) ペーパークラフト展 高柳和安
6／3(水)～28(日) 身近な野鳥写真展 春日井バードフォトクラブ

東部市民センター (☎92－8511) 6／4(木)～8(月) 写経展 楽只会
西部ふれあいセンター (☎33－0808) 6／6(土)～21(日) 水墨画クラブ静墨会作品展 水墨画クラブ静墨会
落合公園管理棟 (☎56－0414) 6／12(金)～14(日) ウチョウラン展 ウチョウラン同好会

森で遊ぼ！～五感で楽しむ森のおさんぽ
とき▶6月26日（金）午前9時～午後0時45分　と
ころ▶築水の森（廻間町）　対象・定員▶1 ～ 4
歳の未就園児と保護者・25組　費用▶参加料（1
組）500円（保険代含む）　申し込み▶Eメールに
住所、氏名、子どもの年齢、電話番号を書いて、
小林（Eメールmorinotankentai@yahoo.co.jp）へ
主催▶森のたんけんたい
･･････････････････････････････････････････
泉流文信会
とき▶6月28日（日）午前10時30分から　ところ
▶市民会館　内容▶日本舞踊の発表会　入場整
理券▶市民会館、文化フォーラム春日井・文化
情報プラザなどで配布　問い合わせ▶泉（☎82
－4024）
･･････････････････････････････････････････
鷹来女声コーラス・エッレ演奏会
とき▶6月28日（日）午後2時から（1時30分開場）
ところ▶三井住友海上しらかわホール（名古屋
市中区）　内容▶女声合唱組曲「子供時代」、女
声合唱のための「ことわざうた」「虹と雪のバラ
ード」など　定員▶700人　費用▶入場料1500円
申し込み▶柴田（☎・FAX0572－68－6652）へ
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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

6／6

6／13

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

☎89－3388

☎85－0077

☎84－3060

☎91－3755

☎76－2603

☎36－0301

☎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）

はやかわクリニック（下市場町6）

あさひ病院（下原町）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

みわレディースクリニック（小牧市）

かすがいマタニティクリニック（前並町）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

6／7

6／14

健 康

7月1日より保健センターでの日曜日・祝休日診療は無くなります。

●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 （＋1529）

世帯数
30万7509人
12万3824世帯 （＋1797）

まちの動き

（41件）

（3人）

（3604件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

9件
877件

1人

平成21年5月1日現在　（　）内は前年同日比

平成21年4月　（　）内は1月からの累計

　歯周病は痛みを伴わない病気であるため、自分ではかかっていることに気付きにくいものです。市
では、歯周病予防教室（年4回）の開催や妊産婦歯科健診、すこやか歯科健診（40・50・60・65・70歳を対象）
の受診券の交付を行っていますので、積極的に利用してください。
※妊産婦歯科健診の受診券は母子手帳に併せ交付、すこやか歯科健診の受診券は世帯に郵送しています。

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6164）

知っ得！歯周病のウソ・ホント知っ得！歯周病のウソ・ホント
ホントホントウソウソ

歯周病菌はあごの骨を溶かす歯周病菌はあごの骨を溶かす

　歯周病の主な原因であるプラー
ク（歯垢）中の歯周病菌は、酸素を
嫌って歯肉ポケットの奥へ入って
いきます。すると、身体の正常な
防御反応として、歯周病菌から逃
げるかのようにあごの骨が溶けて
いくのです。

答.ホント

歯周病と歯槽膿漏（のうろう）
は違う病気である

歯周病と歯槽膿漏（のうろう）
は違う病気である

　歯周病（歯周疾患）の中の歯周炎
の特徴である「歯肉ポケットの中か
ら出る膿」を病名としたのが歯槽膿
漏です。しかし歯周病の病名とし
て不適当であり、現在は学術用語
として用いません。

答.ウソ答.ウソ答.ホント

歯肉炎は歯周病の一種である歯肉炎は歯周病の一種である

答.ホント答.ホント
　歯肉炎はプラークが原因で歯肉
のみに起こる炎症です。歯ブラシ
やフロス(糸ようじ)で原因を除去
すれば治りますが、放置すると、
歯周炎へと悪化します。歯肉炎と
歯周炎を併せて歯周病と言うので
す。
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◆川村驥山（1882～1969）は、日本の近現代書道史を語る上で
欠かすことのできない偉大な人物の一人です。深い学識と錬磨
に裏打ちされながら一見飄逸（ひょういつ）とも見えるその書は
今もわたしたちの心に生き生きと語りかけてきます。
◆今回の特別展では、驥山館所蔵の代表作、5歳の傑作「大丈夫」
から絶筆「心」までを展示します。温かい人柄の表れた川村驥山
の書を堪能してください。

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　

▼QRコードホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp/
携帯電話用ホームページ
http://mobile.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。書のまち春日井マスコット「道風くん」
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