
介護予防を目的として平成20年に制作した「かすがいいきいき体操」。5月に
行われた地域講座では、普及のためのボランティア「かすがいいきいき体操ひ
ろめ隊」も加わり、「わがまち春日井」と「春日井よいとこ」のメロディーに合わ
せて、参加した皆さんが楽しく元気に口や体を動かしました。

2
4
5
6

65歳以上の人の介護保険料が変わりました
火災で逃げ遅れないために
市職員を募集
Photo ホット ほっと

情報最前線
各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

7
8
18
19

2009
Ｎo.1421
平成21年

情報最前線
春日井安全アカデミー受講生を募
集します、全国ジュニア選抜車椅
子バスケットボール大会in愛知　
　　　　　　　　　　　　　など
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介護保険制度は、40歳以上の人に納めていただく保険料と公費（国・県・市の負担金）を財源として、介護
が必要な人が、費用の一部（原則として1割）を負担することにより、介護保険のサービスを利用する仕組み
です。今年度、介護保険料の見直しを行いました。（見直しは3年ごとに実施）

新しい保険料 年間基準額…4万9272円（月額4106円）
※平成18～20年度までは4万9044円

算出方法
　平成21～ 23年度の3年間に提供さ
れるサービスの費用（介護保険給付費
など）の見込みに基づいて年間基準額
を算定しました。

増額要因
・高齢化の進展に伴う、要介護等認
定者の増加による介護保険給付費の
増加
・介護保険給付費などにおける65歳
以上の人の負担割合が19％から20％
に変更
・介護従事者の処遇改善などによる
平成21年4月介護報酬の改定（プラス3
％）に伴う給付費の増加

軽減要因
・介護給付費準備基金（6億2803万
9000円）を取り崩し、保険料に充当し
軽減
・介護従事者処遇改善臨時特例基金
（1億2985万8000円）を保険料に充当し
軽減
※介護従事者処遇改善臨時特例基金…
平成21年4月の介護報酬改定による介
護保険料の急激な上昇を抑制するた
め、交付金(国費)により設置した基金

65歳以上の人の
　介護保険料が変わりました
～７月初旬に平成21年度の介護保険料の通知書を郵送します

65歳以上の人の
　介護保険料が変わりました
～７月初旬に平成21年度の介護保険料の通知書を郵送します

要介護等認定者の推移

1 万 2000

1 万

8000

6000

4000

2000

0
平成 12 14 1513 16 17 18 19 20 21 22 23 年度

平成 12 14 1513 16 17 18 19 20 21 22 23 年度

要介護
（1～5）

要支援
（1～2）

予測

人

介護保険給付費などの推移

150

100

50

0

（注）18年度以降は地域支援事業費を含む

412億円
（予測）

321億円259 億円170 億円

億円
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問い合わせ▶介護保険課（☎85－6182）

所得区分を細分化しました
○基準段階である第４段階で、世帯に市民税課税者がいるが、本人が非課税で公的年金等の収入金額と合計
　所得金額の合計が80万円以下の人を対象に段階を新たに設定し、軽減しました。
○本人が市民税の課税者であり、合計所得金額が125万円未満の人と500万円以上の人を対象に所得区分（第5
　段階、第8段階）を新たに設定し、負担能力に応じた保険料設定をしました。

　各医療保険における世帯内で、1年間（8月1日～翌年7月31日）の医療保険と介護保険との利用者負担
額の合計が、一定の限度額を超える場合、申請により高額医療合算介護（予防）サービス費などとして
支給します。福祉用具購入費と住宅改修の利用者負担額、食費、居住費および日常生活費、入院時の
差額ベッド代などは、利用者負担額の合計の対象になりません。
※初年度の算定期間は、平成20年4月1日～平成21年7月31日となります。

高額医療・高額介護合算制度

65歳以上の人の介護保険料
　40歳から64歳までの人の介護保険料は、健
康保険料（税）と併せての負担となります。詳
しくは、加入している各医療保険機関へ問い
合わせてください。

※平成21年度の介護保険料は、本人および世帯の平成20年中の所得や平成21年度の市民税の課税状況に　　
より決まります。（年間保険料は100円未満切り捨て）

生活保護被保護者・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民
税非課税の人

本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税の課税者がいて、
本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円
以下の人

本人が市民税課税者で、合計所得金額が125万円以上200万
円未満の人

本人が市民税課税者で、合計所得金額が200万円以上500万
円未満の人

本人が市民税課税者で、合計所得金額が125万円未満の人

本人が市民税課税者で、合計所得金額が500万円以上の人

本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税の課税者がいて、
本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万1
円以上の人

世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と
合計所得金額の合計が80万1円以上の人

世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と
合計所得金額の合計が80万円以下の人

所得状況所得区分 年間保険料

2万4600円
（基準額×0.5）

3万6900円
（基準額×0.75）

4万1800円
（基準額×0.85）

4万9200円
（基準額）

5万6600円
（基準額×1.15）

6万1500円
（基準額×1.25）

7万3900円
（基準額×1.5）

7万8800円
（基準額×1.6）

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階
（区分1）

第4段階
（区分2）

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

災害などの事情で介護保険料を納めることが困難な場合は、介護保険料を減免するなどの制度がありま
すので介護保険課へ相談してください。

3
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問い合わせ▶予防課（☎85－6383）

で逃げ遅れないために
～住宅用火災警報器があなたの命を守ります～住宅用火災警報器があなたの命を守ります

火災による死者の第１原因は逃げ遅れです。平成19年中の全国の火災死亡原因のうち、21.3％が火災に気付くの
が遅れたためでした（平成20年度消防白書より）。平成20年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が
義務化されました。まだ設置していない人は早く設置しましょう。

※自動試験機能付きは、煙の感知機能が正常に作動しているかを自動的にチェックし、異常があれば音やランプなど
　により知らせてくれます。

まだ設置していない人は、一日も早く設置しましょう。

住宅用火災警報器が命を守った事例

2階建て共同住宅
入居している女性（23歳）がアロマキャンドルに火をつけたま
ま寝てしまい、住宅用火災警報器の音に気付いて目覚める
と、布団が燃えていたため、携帯電話で119番通報した。女
性は水を掛けたが消火できず、1室を焼損した。負傷者はなし。

　市内では、住宅用火災警報器を設置していたため早く発見でき、
火災に至らなかった件数が今年だけでもすでに24件、火災に至ったも
のの被害が小さくすんだ例が1件あります。（4月30日現在）

ピー
ピー

ピー
ピー

ひもを引くタイプ ボタンを押すタイプ 自動試験機能付きひもを引くタイプ ボタンを押すタイプ 自動試験機能付き

火災火災

本体の引きひもを引いたり、ボタンを押して点検できるもの、自動試験機能付きなど、機種によって異なります。
各機種の取扱説明書を確認してください。

住宅用火災警報器は定期的に点検しましょう

ZZZ…

ZZZ…

点検方法▶

4
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事務職
（一般事務）

事務職
（社会福祉士）

事務職
（精神保健福祉士）

保育職1

保育職2

消防職

郵送・問い合わせ▶486－8686 春日井市役所人事課（☎85－6021）

○第１次･･･7月26日（日）中部大学で適性・教養（保育職2を除く）・専門（土木・建築・化学・機械・電
気の技術職のみ）試験○第２次･･･8月23日（日）に性格検査・小論文試験・体力試験（消防職、保育職の
み）、8月下旬～9月上旬の平日に集団討論（保育職2を除く）・ピアノなどの実技試験（保育職のみ）を予定
○第3次･･･9月下旬～10月上旬に面接試験を予定

試　験▶

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

※給料は今後変動することがあります。上記の給料のほか、扶養、住居、通勤、期末・勤勉手当などを、それぞ
れ条件に応じて支給します。

14人程度

2人程度

1人程度

15人程度

5人程度

11人程度

4人程度
3人程度
2人程度
3人程度
1人程度

A

B

C

I

J

K

D
E
F
G
H

職　種 採用人数符　号 受験資格 給料（地域手当を含む）

昭和58年４月２日以降に生まれた人で、
社会福祉士資格を取得しているか平成
22年3月までに取得見込みの人

昭和58年４月２日以降に生まれた人
で、精神保健福祉士資格を取得して
いるか平成22年3月までに取得見込み
の人

昭和58年4月2日以降に生まれた人

昭和58年4月2日以降に生まれた人

昭和58年4月２日以降に生まれた人
で、保育士資格を取得しているか平成
22年3月までに取得見込みの人

昭和38年4月2日から昭和46年4月1
日までに生まれた人で、保育士資格を
取得している人

昭和58年4月2日以降に生まれた人で
日本国籍を有する人

大卒……約19万6000円
短大卒…約17万1000円
高卒……約15万8000円

初任給は、勤務経験年数、
最終学歴に応じて決定され
ます。

大卒……約20万4000円
短大卒…約17万7000円
高卒……約16万4000円

市職員を募集市職員を募集

6月15日（月）～29日（月）〈土・日曜日を除く〉の午前8時30分～
午後5時に、受験申込書を持って人事課へ
6月15日（月）午前9時～26日（金）午後5時に、市ホームページ
から
6月23日（火）〈消印有効〉までに、「受験申込」と朱書した封筒
に、受験申込書と返信用封筒（長3サイズに、住所、氏名を
書いて80円分の切手をはったもの）を同封して人事課へ

【持　参】

【電子申請】

【郵　送】

　人事課、市ホームページ、坂下出
張所、東部市民センター、各ふれあ
いセンターに用意　※郵送の場合は
「受験申込書の請求」と朱書した封筒
に、返信用封筒（角2サイズに、住所、
氏名を書いて120円分の切手をはった
もの）を同封して人事課へ

申し込み受験申込書

技術職（土木）
技術職（建築）
技術職（化学）
技術職（機械）
技術職（電気）

平成22年4月1日採用の市職員を募集します。
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　室町時代（1510年）に造られ、来年で500年
を迎えます。どっしりとした量感あふれる
仁王像の大きさはおよそ2.7ｍで、ヒノキの
寄せ木造りです。筋骨隆々と、腕から手の
指の先まで、ものすごい迫力を感じます。
仁王像に見つめられると、邪心が一気に去
ってしまいそうです。
  また、円福寺は、春日井の絶景スポットの
1つです。鐘楼の南側には展望できる場所が
あって、天気の良い日は、名古屋市まで見
渡せます。

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。

問い合わせ▶文化財課（☎33－1113）

彫刻編

円福寺仁王（2躯）
円福寺（白山町9丁目 1）
市指定　室町時代

文化財

見どころ

　初夏のファミリーキャンプが行われ、21家族
77人の親子が参加しました。初日はあいにくの
雨でしたが、みろく山へのハイキングや親子野
外クッキング、
夜のキャンプ
ファイアーな
ど、普段とは
違う野外での
生活に、参加
した皆さんは
とても楽しそ
うに過ごして
いました。

5/16㊏
～17㊐

家族でキャンプを楽しみ
ました(少年自然の家)

ヒメボタルヒメボタル

　5月の下旬の夜、内津川の堤防沿いの河原でヒメ
ボタルを見ることができました。ウオーキングを
している人たちも、幻想的でどこか懐かしいその
光の美しさに見入っていました。身近にある自然
の小さな贈り物を大切にしたいものです。

5/25
㊊

ホタルの光に心が洗われ
ました

穴橋南町内会穴橋南町内会

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

安全アカデミーは、基礎教養課程・専門課程合わせて4コース28講座で構成されており、生活安全や防災
について誰でも学べる講座です。次の基礎教養課程のいずれかのコースを選択し、原則7講座を受講する
と、翌年の専門課程に進むことができます。　※詳しくはパンフレットを見てください。パンフレットは、
市民安全課、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、各公民館
に用意しています。 

問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

春日井安全アカデミー受講生を募集します春日井安全アカデミー受講生を募集します春日井安全アカデミー受講生を募集します春日井安全アカデミー受講生を募集します春日井安全アカデミー受講生を募集します

時　間 ▼午後2時～ 3時30分
ところ ▼ 市役所、文化フォーラム春日井、レディ

ヤンかすがいなど
定　員 ▼各コース50人（抽選）　※定員に満たない場

合は1講座のみの受講もできますので問い
合わせてください。また、当日空席がある
場合も予約なしで受講できますので問い合
わせてください。

月　日 内　容 講　師 月　日 内　容 講　師

1 7/18
（土）

シティーズンシップと子
どもの安全教育

日本女子大学客員准
教授・宮田美恵子 1 7/18

（土） 安全で安心な街づくり
ライフカルチャー・
センター代表取締役
・澤登信子

2 8/6
（木）

明るいまちづくりと地域
の安全・安心

都市防災研究所客員
研究員・須谷修治 2 8/1

（土） 災害と地域社会 日本赤十字社企画主
幹・堀乙彦

3 8/18
（火）

これからの市民安全学を
考える

国際交通安全学会専
務理事･石附弘 3 9/26

（土） 市民が活用できる防災情報 東京大学教授・小出治

4 9/12
（土） 子どもを取り囲む有害環境 中央大学教授・藤本哲也 4 10/13

（火）

被災者の心のケア～阪神
大震災における試みとボ
ランティア

京都大学防災研究所
巨大災害研究センタ
ー長・林春男

5 10/5
（月） 「こころ」の居場所づくり

日本大学大学院教授
・尾田清貴 5 11/17

（火）
東海・東南海地震と耐震
対策

名古屋大学大学院教
授・福和伸夫

6 11/19
（木）

安全・安心な住まいの基
本原理

日本女子大学市民安
全学研究センター特
別研究員・篠原惇理

6 11/21
（土）

新潟県中越地震と阪神・
淡路大震災

長岡造形大学教授・
平井邦彦

7 12/5
（土）

防犯ボランティアの基本
作法と地域安全

日本女子大学教授・
清永賢二 7 12/5

（土） 高校生に学ぶ中越大震災 富士常葉大学大学院教授・重川希志依

生活安全コース生活安全コース 防災コース防災コース

申し込み ▼ 7月10日（金）〈必着〉までに、はがき、ファ
クス、Eメールにコース名、住所、氏名
（ふりがな）、電話番号を書いて、〒486－
8686春日井市役所市民安全課内、安全なま
ちづくり協議会事務局（☎85－6064、FAX
84－8731、Eメールanzen@city.kasugai.lg.
jp）へ

全国の強豪チームが一堂に会します。会場で熱い声
援を送ってください。

全国ジュニア選抜全国ジュニア選抜
車椅子車椅子バスケットボールバスケットボール大会大会

in愛知in 愛知

全国ジュニア選抜全国ジュニア選抜
車椅子車椅子バスケットボールバスケットボール大会大会

in愛知in 愛知

全国ジュニア選抜
車椅子バスケットボール大会

in愛知

と　き ▼ 6月27日（土）午前11時30分～午後5時、28日
（日）午前9時～午後3時30分

ところ ▼総合体育館
主　催 ▼日本車椅子バスケットボール連盟、東海北

陸車椅子バスケットボール連盟

　流行地での活動歴や接触歴がある人で、新型
インフルエンザの感染が強く疑われる場合は、
医療機関にかかる前に、必ず相談してください。

新型インフルエンザ相談新型インフルエンザ相談新型インフルエンザ相談新型インフルエンザ相談新型インフルエンザ相談

　次のところでも相談を行っています（午前9時～
午後5時）
県健康福祉部健康担当局健康対策課（☎052－954－6272）
健康増進課　　　　　　　（☎85－6165）

春日井保健所発熱相談センター
☎31－2188、FAX34－3781：午前9時～午後5時
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商工業振興審議会の公開
と き▶ 6月25日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6249)

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 7月2日(木)午前10時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

環境審議会の公開
と き▶ 7月10日(金)午前9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26日(金)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

経済センサス(基礎調査)に協力ください
　経済センサス(基礎調査)が7月1日を調査期日と
して、農林漁業を除くすべての事業所および企業
を対象に行われます。
　調査の結果は、国、県、市がこれからのわたし
たちの生活をより良くするために必要な基礎資料
となります。調査に協力をお願いします。
問い合わせ▶ 企画課(☎85－6080)

母子健康手帳交付日のお知らせ
　母子健康手帳は健康管理センターと保健センタ
ーでも交付しています。この2か所では交付時に
内容の説明のほか、育児体験やミニ講座・個別相
談を併せて実施します。　※予約不要。時間は30
～40分程度。子ども政策課、各出張所、日曜市役所、
水曜日時間外窓口での交付は引き続き行っていま
す。
健康管理センター
月 日▶ 7月8日(水)・14日(火)・23日(木)・28日(火)、

8月3日(月)・13日(木)・18日(火)・26日(水)、
9月2日(水)・10日(木)・18日(金)・30日(水)

時 間▶ ①午前10時から(9時45分より受け付け)
②午前11時から(10時45分より受け付け)

保健センター
月 日▶ 7月3日・24日、8月7日・28日、9月4日・

25日の金曜日
時 間▶ 午前10時から(9時45分より受け付け)
対 象▶ 市内に住民票がある人
持ち物▶ 妊娠届出書
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6170)

社会を明るくするふれあい運動
　青少年の健全育成を進めるとともに、犯罪と非
行を防止し、更生を支援するため、皆さんの理解
と参加を求め、明るい地域づくりを進めましょう。
街頭啓発
と き▶ 7月6日(月)午後3時30分から
ところ▶ ザ・モール春日井(六軒屋町)
参加団体▶ 青少年健全育成推進会議、厚生保護協会、

保護司会、更生保護女性会、保健所
※当日、力士の参加を予定

｢社会を明るくする運動｣啓発講演会
と き▶ 7月9日(木)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ グリーンパレス春日井
講 師▶ 梶田正己
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

レディヤンかすがい旧館の休館について
　10月1日(木)から11月30日(月)まで、空調熱源機
器取替工事を行う予定です。この間、旧館(5階建
て)は利用できません。なお、新館(2階建て)は、
今までどおり利用できます。
問い合わせ▶ レディヤンかすがい(☎85－4188)

鷹来公民館ホールの休館
　10月1日(木)から11月30日(月)まで、改修工事を
行う予定です。この間、鷹来公民館ホールは利用
できません。
問い合わせ▶ 鷹来公民館(☎84－7071)

中央公民館の休館
　10月1日(木)から平成22年9月30日(木)まで、耐震
工事を行う予定です。この間、テニスコートと陶
芸実習室を除き、利用できません。
問い合わせ▶ 中央公民館(☎33－1111)

各種健康診査のご案内
各種がん検診および肝炎ウイルス検診について
　40歳以上の社会保険加入者で6、7月生まれの人
はがん検診(40歳の人は肝炎ウイルス検診も)の受
診券を6月中に発送します。
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6172)
国民健康保険加入者の特定健診および後期高齢者
医療制度加入者の健診について
　次の人にがん検診などの受診券と併せた受診券
を6月中に発送します。　※4月2日以降の国保加
入者を除く
〇今年度40 ～ 74歳になる国民健康保険加入者で、
4～ 7月生まれの人〇今年度75歳になる国民健康
保険加入者で、8月～翌年3月生まれの人〇後期高
齢者医療制度加入者で、4～ 7月生まれの人　※
そのほかの健診該当者には、順次お知らせします。
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6367)
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細野キャンプ場受け付け開始
　細野キャンプ場は道樹山の
ふもとにあり、緑の木々に囲
まれ、美しい自然を満喫する
ことができます。
ところ▶ 細野町字半之木2988

－2
利用期間▶ 7月～ 9月　※1回の

利用は連続2泊まで
施 設▶ テントサイト20か所、野外炉、駐車場な

ど
申し込み▶ 利用する月の前月の初日から、経済振興

課(☎85－6244)へ　※利用日の3日前ま
でに、使用許可申請書を提出してくださ
い。

昔の｢おもちゃ ｣を探しています
　文化財課では、主に昭和の時代に使われていた
昔のおもちゃを探しています。市へ寄贈していた
だける人は連絡してください。なお、品物の状態
によっては受け取ることができない場合がありま
す。
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

戦没者等の遺族の皆さんに特別弔慰金を支給
対 象▶ 公務扶助料や遺族年金などを受けていた

人が平成17年4月1日から平成21年3月31
日の間に亡くなるなどし、平成21年4月1
日において公務扶助料や遺族年金などの
受給権者がいない場合に、戦没者等の死
亡当時の遺族のうち次の順番による先順
位者一人

 1.平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者
遺族等援護法による弔慰金の受給権を取
得した人

 2.戦没者等の子
 3.戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟

姉妹　※戦没者等と生計関係を有してい
た人のうち、平成21年4月1日において婚
姻により氏が変わっていない人、または
同日において遺族以外の人と養子縁組を
していない人に限る

 4.上記3以外の戦没者等の①父母②孫③
祖父母④兄弟姉妹　※戦没者と生計関係
を有していない人や戦没者等と生計関係
を有していたが上記3に該当しない人

 5.上記1から4以外の戦没者等の三親等内
の親族　※戦没者の死亡まで引き続き1
年以上の生計関係を有していた人に限る

支 給▶ 額面24万円、6年償還の記名国債
請求・問い合わせ▶平成24年4月2日までに、生活

援護課(☎85－6191)へ

映画｢Ｂeauty うつくしいもの｣
と き▶ 6月19日(金)午後6時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 信州・伊那谷の村歌舞伎に魅了された人

々が、昭和という激動の時代に翻弄(ほ
んろう)されながらも、力強く生きる姿
を描いた80年の物語　※上映後に後藤俊
夫監督、片岡孝太郎による舞台あいさつ
を予定

出 演▶ 片岡孝太郎、片岡愛之助、麻生久美子ほ
か

入場料▶ 1200円(全自由席、当日200円増、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　※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)

アトリウムの祭典｢アトの夏祭り｣
と き▶ 6月20日(土)午前11時から、21日(日)午前

10時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 市内外で活動するグループによる、合唱

やギター、オカリナなどの発表会
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

紙芝居とお話を聞く会7月の開催日
ところ とき

文化フォーラム春日井(赤
ちゃんのためのおはなし
会)

10(金)・24(金)11：00～

図書館

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

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

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

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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夜コン｢魅惑のハーモニー ｣
と き▶ 6月26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▶ アンサンブル・ジョカーレ・トリオ
曲 目▶ チャイコフスキー ｢感傷的なワルツ｣、

ドボルザーク｢わが母の教え給いし歌｣な
ど

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

グリーンピアコンサート
と き▶ 6月27日(土)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ 福森律子
曲 目▶ ｢明るい街角で｣｢マイファニーバレンタ

イン｣｢サテンドール｣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▶ 6月28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)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 7月5日(日)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)

6月～8月の廃棄自転車の部品提供
と き▶ 6月28日(日)、7月26日(日)、8月30日(日)

午前10時～正午
内 容▶ ベル、サドル、タイヤなどの提供(部品

の取り外しは各自)
持ち物▶ 工具
定 員▶ 12人程度(先着順)
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

女性ソフトテニス大会
と き▶ 7月3日(金)午前9時から〈予備日7月10日

(金)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 初級、中級
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料600円
申し込み▶ 6月26日(金)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、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)

わくわく自然ランド｢昆虫の世界｣
と き▶ 7月12日(日)午前9時～正午
内 容▶ 観察を通して昆虫との接し方を学びます
対象・定員▶ 小学生以上(小学1～ 3年生は保護者同伴)

・100人(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)250円
ところ・申し込み▶6月30日(火)〈必着〉までに、

往復はがきに｢昆虫の世界｣、住所、氏名
(ふりがな)、性別、年齢(学年)、電話番号
を書いて、〒487－0031廻間町1102－1、
少年自然の家(☎92－8211)

問い合わせ▶業務課（☎85－6346）

下水道法により、くみ取り便所は供用開始から3年以内に、浄化槽便所は速やかに公共下水道に接続す
ることが義務付けられています。公共下水道の供用開始区域内で、まだ下水道に接続をしていない人
には、水洗便所改造資金の貸し付けを行っています。

「スイスイ」
（下水道マスコット
キャラクター）

※大便器1設備で1件

くみ取り便所（1件）※ 浄化槽便所（1件）※
貸付限度額 60 万円 40 万円
月額償還金

（貸付限度額の場合） 1 万 2500 円 8300 円
( 端数は初回に償還 )

償還期間 48 か月均等償還

公共下水道に接続しましょう公共下水道に接続しましょう公共下水道に接続しましょう公共下水道に接続しましょう公共下水道に接続しましょう公共下水道に接続しましょう公共下水道に接続しましょう無利息貸付資金
を 活 用 し て
無利息貸付資金
を 活 用 し て

排水設備工事は必ず指定工事店へ申し込んでください。
貸付申請の手続きは指定工事店が行います。



11広報春日井6月15日号

七夕コンサート
と き▶ 7月4日(土)午後7時～ 8時30分
出 演▶ アンサンブルリベルタ〈山田典山(尺八)、

竹田和子(琴)、松山登(シンセサイザー )、
西脇良(フルート)〉

曲 目▶ ｢哀歌｣｢ホワイト・フォレスト｣｢シチリ
アーノ｣など

ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎
33－0808)

ダブルス団体戦卓球大会
と き▶ 7月12日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 男子・女子ダブルス団体の部(1チーム4

～ 6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、6月24日(水)ま

でに連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1チーム)3000円(高校生以下1000

円)
持ち物▶ 所属チーム名入りのゼッケン
ところ・申し込み▶6月24日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、チーム名、参加者全員
の住所・氏名(代表者に○を記入)・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▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

毎日杯ソフトテニス大会
と き▶ 7月12日(日)午前9時から〈予備日8月2日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、Ａ級、Ｂ級、女子
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▶ 7月2日(木)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、全員の住所・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)

郷土館に行ってみよう！
夏のくらし
と き▶ 6月20日(土) ～ 8月15日(土)毎週土曜日の

午前9時～午後4時
内 容▶ 夏を快適に過ごすための昔の工夫を見て

みませんか。
蓄音機を聴く会
と き▶ 7月18日(土)午前9時～正午
内 容▶ 昔懐しいＳＰ盤の音色を聴きませんか。
ところ▶ いずれも郷土館
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

築水池カヌー体験
と き▶ 7月18日(土)①午前9時30分～正午②午後

1時15分～ 3時45分・19日(日)③午前9時
30分～正午④午後1時15分～ 3時45分

対象・定員▶ 小学4 ～ 6年生と保護者・各5組(抽選)
費 用▶ 参加料(1人)2000円
ところ・申し込み▶7月2日(木)〈必着〉までに、往

復はがきに｢築水池カヌー体験｣、希望日
程(①～④のうち第2希望まで)、住所、氏
名(ふりがな)、性別、年齢(学年)、電話番
号を書いて、〒487－0031廻間町1102－1、
少年自然の家(☎92－8211)へ

少年自然の家｢夏季特別プログラム｣
と き▶ 7月21日(火) ～ 8月31日(月)〈8月12日(水)

～ 14日(金)を除く〉
内 容▶ ①探検ゲーム'09②キャンプファイアー

③ナイトハイク
費 用▶ 参加料(各1人)①③100円②150円
対 象▶ 宿泊利用者
申し込み▶ 宿泊申請時に、少年自然の家(☎92－8211)

で

パパ・ママ卓球大会
と き▶ 7月26日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ シングルス
対 象▶ 市内在住か在勤の既婚者か30歳以上の人
費 用▶ 参加料500円、ゼッケン代(ない人の

み)100円
持ち物▶ ラケット、シューズ、ユニフォーム、ゼ

ッケン
ところ・申し込み▶7月15日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、前回出場者はその時の組
名、初めての人は初出場と書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・浅井(☎090－4114－8900)

柳家三三ひとり会
と き▶ 10月3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▶ 数々の新人賞を総なめにし、今最も注目

されている若手落語家、柳家三三のひと
り会

入場料▶ 2500円(全自由席、未就学児不可)
入場券▶ 6月27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)
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廃棄物減量等推進審議会の委員
内 容▶ 環境への負荷ができる限り低減される循

環型社会を形成するため、ごみの発生抑
制、再使用、再生利用促進などに関する
事項について必要な意見を述べる

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市
の附属機関などの委員になっていない人
・2人程度

任 期▶ 委嘱した日から2年間
申し込み▶ 6月29日(月)〈消印有効〉までに、所定の

用紙(ごみ減量推進課、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、エコメッ
セ春日井に用意)に記入して、直接か郵
送で、〒486－8686春日井市役所ごみ減
量推進課(☎85－6222)へ

 ホームページhttp://www.city.kasugai.lg.
jp/gomi/gomi/iinbosyuu.html

 ※選考結果は文書で通知します。

子どもの家夏季臨時補助指導員の募集
勤 務▶ 7月21日(火) ～ 8月31日(月)〈土・日を除

く〉午前8時～正午、午後2時～ 6時の4時
間勤務か午前8時～午後4時の7時間勤務

勤務地▶ 市内子どもの家26施設
対 象▶ ①保育士資格か教員免許を持っている人

②資格要件なし
賃 金▶ ①資格取得4年以上1010円、4年未満890

円②870円　※交通費1通勤につき200円
支給

申し込み▶ 6月30日(火)までに、市販の履歴書に記入
して市社会福祉協議会(☎84－1011)へ

社会福祉協議会臨時職員の登録者
職 種▶ 社会福祉士、介護職やホームヘルパー、

看護師、保育士、事務職など　※職種に
より時給が異なります。

勤務地▶ 母子の家、養護老人ホーム、第一・第二
希望の家、総合福祉センター、福祉作業
所、福祉文化体育館、第一・第二・第三
介護サービスセンター、福祉の里、地域
包括支援センター

登録有効期限▶平成22年3月31日
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、市社会福祉協

議会(☎84－1011)へ

納涼まつり重度障がい者用駐車場
対象・台数▶ 身体障がいなどの理由で、乗用車でしか

来場できない市民・40台(先着順)
場 所▶ 落合公園内駐車場
申し込み▶ 6月30日(火)までに、住所、氏名、電話番

号、車種、障がいの程度などを市民生活
課内、納涼まつり実行委員会事務局(☎
85－6622)へ

 ※納涼まつりは、7月25日(土)午後6時～
8時30分(荒天中止時は翌日に順延)に落
合公園で開催

7021歯ッスルコンテスト
とき・ところ▶①7月16日(木)

・健康管理センター
②7月23日(木)・保健
センター、午前9時
30分～ 11時

内 容▶ 歯の審査、口腔(こ
うくう)ケア(歯ブラ
シを使った肺炎予防)　※9月6日(日)の健
康救急フェスティバルで、条件を満たし
た人に賞状と記念品を贈呈

対 象▶ 70歳以上(昭和14年9月6日以前生まれ)で
かむことができる自分の歯が21本以上あ
る健康な人　※今までに表彰された人は
除く

申し込み▶ 7月3日(金)までに、電話か、はがきに、
希望日(①か②)、住所、氏名、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　※申
し込んだ人には、後日手紙を郵送

市民美術展覧会の作品
部 門▶ 日本画、洋画・版画、書、彫塑工芸、写

真
応募規約▶ 各部門とも1人1点　※自作で未発表のも

のに限る
出品規格▶ 開催要項を参照
応募資格▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人
賞 ▶ 市長賞、財団理事長賞、教育委員会賞、

市議会議長賞、観光協会長賞など
搬入日▶ 8月1日(土)午前9時～午後5時か2日(日)午

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

定の用紙(文化フォーラム春日井、市役
所情報コーナー、坂下出張所、東部市民
センター、各ふれあいセンター、各公民
館、総合福祉センターなどに用意)に記
入して、〒486－0844鳥居松町5－44、か
すがい市民文化財団(☎85－6868)へ
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南部ふれあいセンター　☎85－7878
盆踊り講習会～ ｢ご祝儀音頭｣｢ごちそう讃｣など
を習う
と き▶ 7月4日(土)午後1時～ 3時
講 師▶ 熊谷豊勝女
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人　※自由参加
持ち物▶ 上靴
ぼかし作り教室～生ごみを堆肥(たいひ)にするぼ
かしを作る
と き▶ 7月10日(金)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・25人(先着順)
費 用▶ 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
 
申し込み▶ ｢ぼかし作り教室｣は6月19日(金)から、直

接か電話で

中央公民館　☎33－1111
盆踊り講習会～ ｢ご祝儀音頭｣｢ごちそう讃｣ほか
3曲
と き▶ 7月5日(日)・12日(日)〈2回〉午後1時30分

～ 3時30分
講 師▶ 野村豊乃
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・60人(先着順)
持ち物▶ 上靴
絵手紙教室～心をつなぐ絵手紙を学ぶ
と き▶ 7月8日・22日、8月5日・19日の水曜日〈4

回〉午前10時～正午
講 師▶ 加藤充子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費500円
持ち物▶ 絵の具、書道用筆、水入れ、パレット
 
申し込み▶ ｢盆踊り講習会｣は6月18日(木)から電話

で、｢絵手紙教室｣は6月25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、〒486－0913柏原町1－97－1へ

知多公民館　☎32－8988
盆踊り講習会～ ｢ご祝儀音頭｣｢ごちそう讃｣など
を習う
と き▶ 7月10日(金)・11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

味美ふれあいセンター　☎31－3522
味美古墳群の成立と展開～白山神社古墳と二子山
古墳の発掘調査の成果
と き▶ 7月4日(土)・18日(土)〈2回〉午後1時30分

～ 3時
講 師▶ 市職員
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(先着順)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 6月18日(木)から、電話で

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
ゆかたの着付け教室～今年の夏は浴衣でお出掛
け、浴衣の着付けを学ぶ
と き▶ 7月8日(水)・15日(水)〈2回〉午前10時～正

午
講 師▶ 重見友子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、肌じゅばん、だて締め、

腰ひも3本、帯板、襟しん、タオル3本、
クリップか洗濯挟み

盆踊り講習会～ ｢ご祝儀音頭｣｢ごちそう讃｣など
を習う
と き▶ 7月10日(金)午後7時～ 9時
講 師▶ 石川豊美香
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人　※自由参加
持ち物▶ 上靴
 
申し込み▶ ｢ゆかたの着付け教室｣は6月26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、〒487－0013高蔵寺町3－
2－1へ

東部市民センター　☎92－8511
盆踊り講習会～ ｢ご祝儀音頭｣｢ごちそう讃｣など
を習う
と き▶ 7月13日(月)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 藪下豊知普
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
持ち物▶ うちわ、上靴
申し込み▶ 7月2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

「こないだろう」
それがあぶない
「きてるかも」
交通安全スローガン
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エコメッセ春日井　☎88－5006
ペーパークラフト教室～紙で立体動物(ホワイト
タイガーまたはシマウマ)を作る
と き▶ 7月9日(木)・16日(木)〈2回〉午前9時30分

～ 11時30分
講 師▶ 樋口賢治
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200円
持ち物▶ 木工用接着剤
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▶ 7月11日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市婦人会協議会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4kgのぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
エコモップ作り～アクリル毛糸と針金ハンガーで
便利なモップを作る
と き▶ 7月18日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 岩田正子
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300円
持ち物▶ 不用になった針金ハンガー
 
申し込み▶ いずれも6月20日(土)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
おしゃれ講座～和装のススメ！始めの一歩は浴衣
の着付け
と き▶ 7月12日(日)午前10時～正午
講 師▶ 長谷川孝子
対象・定員▶ 市内在住の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、だて締め1本、腰ひも2

～ 3本、前板1枚、薄手のタオル2枚
申し込み▶ 6月30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)、
電話番号を書いて、〒480－0305坂下町4
－250－1へ

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢夜の森の探検①｣～身近な夜
の真っ暗な森でどんな出会いがあるか探検しよう
と き▶ 7月18日(土)午後6時30分～ 8時
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその家族・10組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
申し込み▶ 6月25日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に｢あそびむしくらぶ・夜｣、住所、家族
全員の氏名(ふりがな)、性別、年齢、電
話番号を書いて〒487－0031廻間町1102
－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～家庭での上手な果樹の育て方について
学ぶ
と き▶ 7月18日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 中尾義則
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
夏休み子ども教室～木片で作るおもちゃ教室
と き▶ 7月19日(日)①午前②午後・20日(祝)③午

前④午後・22日(水)⑤午前⑥午後・23日
(木)⑦午前⑧午後・24日(金)⑨午前⑩午後
・25日(土)⑪午前⑫午後・26日(日)⑬午前
⑭午後　※午前は10時～正午、午後は1
時30分～ 3時30分

講 師▶ 牧野辰雄＆隆トイビレッジ虹の森
対象・定員▶ 4歳児～小学6年生・各20人
費 用▶ 教材費各1000円
夏休み子ども教室～動物飼育体験
と き▶ ①7月20日(祝)②7月23日(木)③7月29日

(水)④8月1日(土)午前10時～午後2時
講 師▶ なかよし生き物倶楽部プチＺoo職員
対象・定員▶ ①③④は小学1～ 3年生、②は小学4～ 6

年生・各10人(抽選)
持ち物▶ 長靴、帽子、弁当　※雨天時の場合は雨

具持参
夏休み親子おしゃれ園芸教室～ペットボトルでハ
ンギングバスケットを作る
と き▶ 7月25日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 坂梨一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 6年生とその保護者

・15組(抽選)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 園芸用ばさみ、持ち帰り用の袋
おしゃれ園芸教室～四季の草花と観葉植物の寄せ
植え
と き▶ 7月30日(木)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 坂梨一郎
定 員▶ 30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用ばさみ、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢園芸教室｣｢木片で作るおもちゃ教室｣

は6月19日(金)から電話で、｢動物飼育体
験｣｢夏休み親子おしゃれ園芸教室｣は7月
1日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1人
か1組1枚)に教室名(①～④の別も)、住所、
氏名(ふりがな)、学年、保護者名、電話
番号を書いて、｢おしゃれ園芸教室｣は7
月1日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒487－0001細野町
3249－1へ
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
そろばんを使って脳イキイキ
と き▶ 6月27日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ じゃがいも友愛デイサービス
講 師▶ 小林義美
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛

(☎51－1840)へ
腹式呼吸で歌って、健康になろう！～たっぷりの
呼吸で懐かしい歌を歌いましょう
と き▶ 7月4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▶ 山田ひと美
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
お出かけしましょ！～尿もれを気にせずに
と き▶ 7月15日(水)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 介護福祉士・井上とも子、福祉用具専門

相談員・鈴木美貴子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
栄養改善教室～食べることは、生きること！！
と き▶ 7月15日(水)午前10時30分～正午
ところ▶ 中切町公民館
講 師▶ 管理栄養士・小山純子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 第三介護地域包括支援センター (☎56－

8611)へ
低栄養を防ぎましょう～おいしく食べて夏バテ予
防
と き▶ 7月22日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑
講 師▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑職員
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ

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▶ 7月18日(土)午前9時～正午
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、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 6月18日(木)から、電話で

総合福祉センター　☎84－3611
手とり足とりパソコン講座(身体障がい者本人と
保護者編)～操作性を考慮した特殊マウスを用い
て基本操作を学ぶ
と き▶ 7月23日、8月6日・20日・27日の木曜日(4

回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の身体障がい者とその保護者

(保護者のみでも可)・5組10人(抽選)
シルバー世代のゆったりフラダンス♪
ところ▶ 7月24日・31日、8月7日・21日の金曜日(4

回)午後3時～ 4時30分
講 師▶ 山口奈緒子
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・30人(抽選)
費 用▶ 受講料520円
演歌カラオケ上達法講座
と き▶ 7月24日・31日、8月21日・28日の金曜日

(4回)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 長沼十九二
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・100人
費 用▶ 受講料520円
 
申し込み▶ ｢手とり足とりパソコン講座｣は7月1日

(水)までに電話で、それ以外は7月1日(水)
〈必着〉までに往復はがきに講座名、住所、
氏名、年齢、電話番号、身体障がい者は
障がい名を書いて、〒486－0857浅山町1
－2－61へ　※身体障がい者は無料。初
回受け付けのときに障がい手帳の提示が
必要

介護保険課　☎85－6187
認知症介護家族教室～楽らく家族支援プログラム
と き▶ 7月28日、8月25日、9月29日、10月27日、

11月24日、12月22日の火曜日〈6回〉午後
1時～ 4時(7月28日のみ午前10時～午後2
時)

ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 医師・ケアマネジャー・施設職員・家族

会
対象・定員▶ 初期から中期の認知症の人を介護してい
 る家族・20人(先着順)
費 用▶ 初回昼食代1000円
申し込み▶ 6月18日(木)午前9時から、電話で
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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▶ ①7月1日(水)②7月8日(水)③7月15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で、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▶ 7月12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6月23日(火)から、

電話で　※｢パパママ教室｣は常時受け付
け

市子育て支援センター (上八田保育園内)
親子教室～お父さんと一緒
と き▶ 7月4日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 1歳6か月以上の未就園児と父親(母親同

伴可)・15組(先着順)
申し込み▶ 6月18日(木)午前9時から、☎85－8824へ

健康増進課　☎85－6164
カミカミ教室～9か月ごろからの離乳食と虫歯
予防について学ぶ
と き▶ 7月2日(木)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9月～ 10月生まれの

乳児(第1子)とその保護者・40組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳、子ども用歯ブラシ
モグモグ健康教室～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▶ 7月7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21年2月～ 3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)

食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 7月9日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
講 師▶ 市栄養士
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1～ 5歳の子どもが

いる保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
こどもの健康教室～はてな？がいっぱいの不思議
な実験、調理実習、簡単な運動で楽しい夏休みの
1日を過ごそう！
と き▶ ①7月22日(水)②7月23日(木)午前10時～

午後3時
ところ▶ ①保健センター②西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・各10組

(先着順)
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ・バンダ

ナ可)、ふきん、上靴
 
申し込み▶ ｢こどもの健康教室｣は6月19日(金)から、

｢カミカミ健康教室｣は6月22日(月)から、
｢食育のすすめ教室｣は6月23日(火)から、
｢モグモグ健康教室｣は6月24日(水)から、
電話で

市税等の納期限・納税相談
市県民税1期・国民健康保険税1期
　納期限は6月30日(火)です。最寄りの金融機関や
コンビニエンスストアで納付してください。また、
便利な｢口座振替｣を利用してください。口座振替
の人は、預貯金残高を確認してください。
日曜収納・納税相談窓口
と き▶ 6月28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)

国民健康保険税の支払いについて
国民健康保険税の減免について
　失業や廃業のため前年よりも世帯全体の所得が
著しく減少した人で、保険税を納付することが困
難な人は、申請により税額が減免される場合があ
ります。
対象者▶ 前年中の世帯総所得金額が400万円以下

で、当該年中の総所得見込み金額が2分
の1以下に減少する世帯

減免割合▶ 所得割額の3割～全額(申請月以降分)
必要書類▶ 当該年中の収入が分かる書類など
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6156)
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多重債務者の無料相談窓口を開設
　国民健康保険加入者で、多重債務で苦しんでい
る人を対象に相談窓口を開設します。消費者金融
などの貸金業者から過払い金を回収して国民健康
保険税などの滞納分に充て、多重債務の解消と併
せて滞納市税の解消ができる場合があります。借
金の整理などに関することは何でも相談してくだ
さい。なお、相談を希望する人は必ず事前に保険
医療年金課(☎85－6156)か収納課(☎85－6111)へ
連絡してください。
と き▶ 6月～平成22年3月の毎月最終日曜日午前

9時～正午、午後1時～ 4時
ところ▶ 市民相談コーナー
相談員▶ 県弁護士会会員

新築・増築家屋の実地調査
　平成21年1月2日～ 22年1月1日に、新・増築さ
れた家屋は、平成22年度から固定資産税の課税対
象となります。固定資産評価額を算定するにあた
って、身分証を持った資産税課職員が訪問し、課
税対象となる家屋の構造や使用材料などを確認す
るための実地調査を行っています。｢建築確認済
通知書(建築図面等)｣｢工事見積書｣などを見せて
いただくことがありますので協力をお願いしま
す。
　都合のいい日時を指定したいときや、取り壊し
をした家屋があるときは、連絡してください。
問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6105)

家計調査に協力してください
　家計調査は、毎月、総務省統計局が県を通じて
行っています。
　この調査は、暮らし向きを家計の面からとらえ
るもので、一定の方法により選定した世帯に家計
簿をつけていただきます。その集計結果は経済政
策や社会政策の基礎資料、経済動向あるいは景気
動向を見る指標の一つとして活用されている重要
な調査です。
　なお、調査内容は、統計のためだけに使用され
ます。調査員が伺ったときには、協力をお願いし
ます。
問い合わせ▶ 県統計課(☎052－954－6104)

民踊講習会
と き▶ 6月26日(金)午前10時～ 11時30分
内 容▶ ｢ご祝儀音頭｣｢ダンシングヒーロー ｣な

どを練習する　※民謡講習会終了後約30
分間、春日井の歌と踊り｢どっこいせ｣の
講習を実施

定 員▶ 250人(先着順)

費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 上靴
ところ・申し込み▶当日午前9時30分から、レデ

ィヤンかすがいで
問い合わせ▶ 市民生活課内、納涼まつり実行委員会事

務局(☎85－6622)
主 催▶ 日本民踊研究会

全国一斉｢子どもの人権110番｣強化週間
　6月28日から7月4日までの1週間を｢子どもの人
権110番｣強化週間として、いじめ・虐待など、子
どもの人権にかかわる悩み事、心配事などの相談
に応じます。相談内容の秘密は固く守られますの
で、ひとりで悩まず、気軽に相談してください。
と き▶ 6月29日(月) ～ 7月3日(金)午前8時30分～

午後7時、6月28日(日)、7月4日(土)午前10
時～午後5時

子どもの人権110番▶☎0120－007－110(フリー
ダイヤル)

問い合わせ▶ 名古屋法務局人権擁護部(☎052－952－
8111〈内線1470〉)

入学前就学相談
と き▶ 8月19日(水) ～ 20日(木)午前10時～午後3

時
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
内 容▶ 障がいがあると思われる子どもの就学相

談(要予約)
対 象▶ 平成22年度に小学校に入学する子どもと

その保護者
申し込み▶ 6月26日(金)までに、所定の申込用紙(学

校教育課に用意)に記入して、学校教育
課(☎85－6444)へ

主 催▶ 県教育委員会

放送大学10月入学生募集
　放送大学は、テレビやラジオの放送により授業
を行う正規の通信制大学です。1科目から自宅で
学ぶことができます。
コース▶ ①全科履修生〈4年以上、学士(教養)の学

位取得〉②選科履修生(1年間)③科目履修
生(半年間)④修士選科生(1年間)⑤修士科
目生(半年間)　※②③④⑤は、希望する
科目が履修可

対 象▶ ①18歳以上で、高校卒業した人②③15歳
以上の人④⑤18歳以上の人　

受付期限▶ 8月31日(月)まで(必着)
募集要項・願書の請求▶放送大学愛知学習センタ

ー (☎052－831－1771)
 ホームページ　http://www.u－air.ac.jp
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講演会「７か国語を話そう」
とき▶①6月23日（火）午前10時～正午②6月27日
（土）午前10時30分～午後0時30分③6月28日（日）
午後2時～4時　ところ▶ルネック（松新町）　
内容▶誰でもいくつもの言葉が楽しく話せるよ
うになる多言語の自然習得について、体験を交
えた講演　定員▶各30人（先着順）　問い合わせ
▶ヒッポファミリークラブ（☎0120－557－761）
※託児あり（要予約）
･･････････････････････････････････････････
まちのエキスパネットのイベント
○高蔵寺映画祭
とき▶①7月4日（土）正午から②7月5日（日）午後
1時から　ところ▶①東部市民センターホール
②ＮＡＳホール（中央台）　内容▶①映画「母べ
え」（午後3時45分からの上映にはシーンボイス
ガイドあり）、鼎談（ていだん）②地域シネマサ
ミット　入場料▶1000円（映画のみ）　入場券▶
文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、東部
市民センター、サンマルシェ南館2階案内所で
販売中　
○高蔵寺きてみん祭inサンマルシェ
月日▶7月19日（日）～ 20日（祝）　ところ▶サン
マルシェ（中央台）　内容▶高蔵寺ニュータウ
ン活性化のための祭り
問い合わせ▶NPO法人まちのエキスパネット
（☎・FAX52－7315）

講演会「クロマツが教えてくれるダイオキシン
の10年」
とき▶7月11日（土）午後1時30時～ 3時　ところ
▶総合福祉センター　内容▶ダイオキシン調査
活動10年目としての活動成果を報告し、総まと
めとして環境総合研究所副所長・池田こみち氏
による専門家の立場からの講演　問い合わせ▶
舟橋（☎・FAX32－0836）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

東部市民センター （☎92－8511） 6／15(月)～22(月) ガラス工芸作品展 ガラス工芸クラブ

味美ふれあいセンター （☎31－3522） 6／17(水)～29(月) バーナーワーク瑠璃の会作
品展 瑠璃の会

市役所市民サロン （☎85－6073）
6／19(金)～24(水) 癒しの仏画展 三道会
6／25(木)～30(火) 春日井墨友会展 春日井墨友会

グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 （☎92－8711）

6／19(金)～21(日) フウラン展 春日井古典園芸同好会
6／26(金)～28(日) シダと斑入り植物展 春日井カンアオイ同好会

高蔵寺ふれあいセンター （☎51－0002） 6／19(金)～7／1(水) 水墨画展 高蔵寺水墨同好会
坂下公民館 （☎88－5555） 6／23(火)～30(火) こだわりの写真 この1枚 写友稲穂会
鷹来公民館 （☎84－7071） 6／24(水)～7／8(水) 四季の花々展 パンフラワー同好会
知多公民館 （☎32－8988） 6／25(木)～7／7(火) 水彩画作品展 知多水彩画クラブ

落合公園管理棟 （☎56－0414）
6／26(金)～28(日) 富貴ラン展 春日井富貴ランの会
6／30(火)～7／5(日) 草木染め展「和のしつらい」葉仁和会

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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☎0180－995－999

火 災 情 報

●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。

水 道 修 繕

市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6092）…5日、12日、26
日の午前8時30分～正午、午後1時～5時
収納課での納付・納税相談（☎85－6111） 
 …26日の午前9時～正午、午後1時～4時　
保険医療年金課での国民健康保険加入およ
び喪失の届出（☎85－6156）…26日の午前8時
30分～正午、午後1時～5時
※詳しくは問い合わせてください

●

●

●

7月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.25

春日井商工会議所は、地域のための商工会議所と
は何か、地域に必要とされる商工会議所とは何か
を求めて、このたび「50周年に向けたビジョン  “商
工会議所が春日井を創る！変える！”」を策定しま
した。今後、このビジョンを行動指針として市の
産業振興を推進していきますので、皆さんの支援
とご協力をお願いします。

※春日井商工会議所にて概要版を配布しています。

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

6／20

6／27

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

☎95－0233

☎31－8234

☎84－3060

☎91－3755

☎31－5252

☎41－6260

☎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）

田島クリニック（石尾台5）

竹村整形外科クリニック（味美白山町1）

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）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

6／21

6／28

在宅緊急医
産婦人科

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。

商工会議所が
　春日井を創る！変える！
～50周年に向けたビジョンが完成しました

商工会議所が
　春日井を創る！変える！
～50周年に向けたビジョンが完成しました

商工会議所が
　春日井を創る！変える！
～50周年に向けたビジョンが完成しました

ビジョン基本計画

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

企業育成と元気な企業の誘致
安全・安心“住みたいまちから暮らしたいまち”に
春日井の顔づくりと持続可能なまちづくり
観光資源の活用と創造
行政へのバックアップ体制の強化
春日井商工会議所の変革

1.
2.
3.
4.
5.
6.

19広報春日井6月15日号
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