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資源の収集、どうなってる？
文化スポーツ応援団を創設しました
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かすがいシティバス無料運行、事
業所税の申告納付が始まります
　　　　　　　　　　　　　など

白山小学校で開催された総合防災訓練では、災害に備えて日ごろ訓練を重ね
ている市内の各団体のきびきびした行動を目の当たりにすることができまし
た。訓練の最後には、地元の味美連合区内の自治消防団と消防署、市消防団
で一斉放水を行い、晩夏の空に大きなアーチを描きました。



缶類収集量

古紙類収集量

4月から、ごみステーションに置かれた資源の持ち去り行為が禁止されました。それに伴い、缶類や古紙類
の収集量はどのように変わったのでしょうか？ 4月から7月までの状況を見てみましょう。

問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6222）

出せないもの ●食べ物などで汚れた紙　●写真　●カーボン紙　●感熱紙、レシート
●防水加工やビニールコーティングされた紙　●においの付いた紙

○菓子箱、ティッシュ箱などの紙製の箱
○コピー用紙、メモ用紙、包装紙、台紙などの厚紙
○はがき、封筒（あて名シール、セロハン付きは除く）
○紙袋、トイレットペーパーの芯、使用済みカレンダー
○カタログ、パンフレット、紙製ファイル（金具などは
　燃やせないごみへ）

■ 平成 20年 ■ 平成 21年
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まだまだできます 雑がみ分別のお願い

資源の持ち去りが禁
止されたことで、そ
の後、缶類の量は増
えましたか？

はい。特に飲料缶は去
年と比べて、約２倍の
量を収集することがで
きました！

古紙類の流通量
が減少している
ことや、雨天な
どの影響が考え
られます。

古紙類の量は
減っています
ね…。

資源の収集、どうなってる？資源の収集、どうなってる？

雑誌とまとめるか紙袋に
入れ、縛って出してくだ
さい。雨が降っていると
きや降りそうなときは出
さないでくださいね。
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文化スポーツ応援団を創設しました文化スポーツ応援団を創設しました文化スポーツ応援団を創設しました文化スポーツ応援団を創設しました文化スポーツ応援団を創設しました
市民の心身の健全な発達、明るく人間性豊かなまちづくり、そして
「文化スポーツ都市・春日井」を目指して、市が文化スポーツ応援団
となって文化事業・スポーツ事業を支援します。この制度はこれま
での補助制度に加えて、新たに文化スポーツイベントに対して補助
をするものです。ぜひ活用してください。

補助対象者▶個人および文化・スポーツ活動団体　※文化振興補助金や体
育協会・学校区体育振興会補助金の補助対象者を原則除く

問い合わせ▶文化事業について…文化課（☎85－6079）、
　　　　　　スポーツ事業について…スポーツ課（☎84－7117）

文化スポーツイベント補助金の概要

補助事業
補助金額など

文化事業 スポーツ事業

事
業
の
開
催

事
業
へ
の
参
加

補助率
補助金算定基礎額（補
助対象経費の合計額）
の1／ 2以内

補助金額
100万円を上限
※補助金算定基礎額が
50万円未満は対象外

・外国の文化活動団体と共同で行
う公演・展示などの文化事業

国際文化交流事業

全国大会、地区大会の開催
全県的規模で開催する公演、展
示、出版などの芸術文化活動

・
・

広域的文化事業

市に伝わる遺跡、民話、歴史、
特産物など、市の特徴的な事物
を素材として仕立てた文化事業

・
魅力発信事業

内容や規模が例年を上回る事業・
周年・記念芸術文化活動事業

国際的規模のスポーツ大
会（日本体育協会か同協会
加盟団体が公認する大会）
全国的規模のスポーツ大
会〈文部科学省・日本体育
協会か同協会加盟団体が
主催（共催）する大会〉
中部、東海地区、県など
地域のスポーツ大会〈文部
科学省・日本体育協会か
同協会加盟団体が主催（共
催）する大会〉

・

・

・

市内で開催するスポーツ大会

・

○国際的規模…個人2
万円、団体1人につき2
万円（40万円を限度）
○全国的規模…個人
5000円、団体1人につ
き5000円（10万円を限
度）

国際的規模のスポーツ大
会（日本体育協会か同協
会加盟団体が公認する大
会）
全国的規模のスポーツ大
会〈文部科学省・日本体
育協会か同協会加盟団体
が主催（共催）する大会〉

・

・

スポーツ大会に出場
海外の文化事業、世界大会・
国際文化事業

国民文化祭、全国高等学校総合
文化祭、全国規模の大会（文部
科学省などの公共機関が主催す
る大会かそれに準ずる大会）

国内での文化事業

補助金額
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市内での犯罪被害が多発している状況については8月1日号の広報春日井で
お知らせしましたが、今回は「安心して暮らせる安全な春日井」の実現のため
に春日井警察署が行っている取り組みなどについて紹介します。

問い合わせ▶春日井警察署（☎56－0110）

を防ぐ
～春日井警察署の取り組み

公然わいせつ、強制わいせつで
合計7人を検挙

30件もの犯行を行った
犯人を逮捕

非行少年を145人検挙、　　
不良行為少年を1513人補導、
暴走族関係者88人を検挙

○１月から車上狙いが相次いだ地区への警戒を強
め、被害を受けた車両に徹底した鑑識活動を行い
ました。

○少年犯罪については、自転車・オートバイ盗や
万引きなどの非行少年を検挙、喫煙などの不良行
為少年を補導。増加傾向にある暴走族に対しては
暴走行為などが活発化する夏休みの前に取り締ま
りを強化し、解散・補導活動を推進しました。

○子ども・女性を狙った犯罪への対策を4月から
強化しました。

地道な捜査が犯罪の減少に地道な捜査が犯罪の減少に地道な捜査が犯罪の減少に

○4月に関田町で起きたひったくり事件は、現場に居合わせた市民の皆さんが、犯人の1人を取り押さえたこ
とで、逃走した共犯者も逮捕することができました。
○7月に少年ら3人による自動販売機荒らしを目撃した市民からの通報で犯人を逮捕できました。これ以降、
市内での自動販売機荒らしの被害は減少しています。
　今後も犯罪防止のために理解と協力をお願いします。

皆さんの協力で犯人を逮捕皆さんの協力で犯人を逮捕皆さんの協力で犯人を逮捕

　昨年、市内での犯罪件数は5405件に上りました。春日井警察署では今年、
犯罪件数をマイナス6％に削減し、5080件に抑えることを目標に、特別チ
ームを結成して検挙活動を行っています。チームには51人が所属し、摘発班、
職務質問班、犯罪抑止班の3つの班に分かれ、取り締まりを強化しています。

特別チーム「５０８０ＲＯＵＮＤ  ＵＰ」を結成！特別チーム「５０８０ＲＯＵＮＤ  ＵＰ」を結成！特別チーム「５０８０ＲＯＵＮＤ  ＵＰ」を結成！

※検挙人数は1月～6月の実績です
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～住宅の耐震診断
　　 ・改修をしましょう

東海地方を中心に発生が予想されている大地震
に備えるため、市では耐震診断・改修工事の助
成を行っています。制度を活用して住宅の耐震
化を進めましょう。

木造住宅に関する助成制度

非木造住宅に関する助成制度

いずれも所定の用紙（建築指導課、市民安全課、市ホームページ、市役所情報コーナー、各ふれあ
いセンター、鷹来・坂下公民館、総合福祉センター、グリーンパレス春日井に用意）に記入して、
直接（木造住宅無料耐震診断のみ郵送可）建築指導課（☎85－6328）へ　※木造住宅耐震改修費補助、
非木造住宅耐震診断・耐震改修費補助については、申し込み前に相談が必要

申し込み▶

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/kenchiku/8714/index.html

非木造住宅耐震診断
次のいずれも満たす非木造住宅〇昭和
56年5月31日以前に着工された住宅〇
現在居住している住宅〇一戸建て、長
屋、共同住宅、併用住宅（建物の半分
以上を住宅として使用）
耐震診断に要する費用と基準額を比較
して、いずれか少ない額の3分の2以内
であり、市が定める限度額内 

対　象▶

補助額▶

木造住宅無料耐震診断
次のいずれも満たす木造住宅〇昭和56
年5月31日以前に着工された在来軸組
構法、伝統構法の住宅（2階建て以下）
〇現在居住している住宅〇一戸建て、
長屋、共同住宅（貸家を含む）、併用住
宅（建物の半分以上を住宅として使用）
※診断費の自己負担はありません

対　象▶

非木造住宅耐震改修費補助
次のいずれも満たす非木造住宅〇昭和56
年5月31日以前に着工された住宅〇現在居
住している住宅〇一戸建て、長屋、共同
住宅、併用住宅（建物の半分以上を住宅と
して使用）
地震に対し、安全な措置となる改修工事
助成額と市の定める限度額を比較してい
ずれか少ない額 

対　象▶

対象工事▶
補助額▶

木造住宅耐震改修費補助
昭和56年5月31日以前に着工された木造住
宅で市の実施した木造住宅無料耐震診断
の結果、判定地が1.0未満の住宅の所有者
判定値を1.0以上とするための耐震改修工
事
60万円を限度に、耐震改修工事費（工事費、
設計・補強計画策定費）の2分の1の額

対　象▶

対象工事▶

補助額▶

　今年8月に発生した駿河湾を震源とする地震で
は、静岡県伊豆市や焼津市などで震度6弱という
強い揺れを観測しました。
　東海・東南海地震では今回よりも大規模な地
震が発生し、市内では震度5弱～6弱の揺れが、
市直下の地震が発生した場合では震度5強～震度
6強の揺れが予想されています。震度6強の揺れ
では、耐震性の低い木造建物は傾くものや倒れ
るものが多くなると予測されます。大地震によ
る被害を軽減するには、住宅の耐震化をするこ
とが効果的です。

〇地震の倒壊対策として

あなたの  　  はあなたの  　  はあなたの  　  はあなたの  　  はあなたの  　  は家家 大丈夫？大丈夫？大丈夫？大丈夫？大丈夫？
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事業所税の申告納付が始まります事業所税の申告納付が始まります事業所税の申告納付が始まります事業所税の申告納付が始まります事業所税の申告納付が始まります
市は、4月30日に事業所税の課税団体に指定されました。現在、事業所税の申告納付の対象になると見込
まれる事業所には事前のお知らせを送付していますが、お知らせが届いていない事業所で対象になると見
込まれる場合はお問い合わせください。

問い合わせ▶市民税課（☎85－6091）

〇資 産 割…市内事業所合計床面積が1000㎡を超える法人・個人
（800㎡を超え、1000㎡以下の場合は申告のみの対象となります）

〇従業者割…市内事業所の合計従業者数が100人を超える法人・個人
（80人を超え、100人以下の場合は申告のみの対象となります）

※アパートやマンションなど、居住用の部分は申告納付対象外です。貸ビルなどの全部または一部を借り
て事業を行う場合は、事業を行う者（使用者）が納税義務者となります。貸ビルなどの貸主（所有者）には必
要に応じて、貸付状況などを申告していただきます

〇法人…10月1日以後、事業年度終了の日から2か月以内
〇個人…3月15日まで（算定期間は1月1日から12月31日まで）

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/zei/jigyousyozei.html

課税の対象となる法人・個人

申告納付期限

JR東海バス路線をJR東海バス路線を
名鉄バスが運行します！名鉄バスが運行します！
JR東海バス路線をJR東海バス路線を

名鉄バスが運行します！名鉄バスが運行します！
JR東海バス路線を

名鉄バスが運行します！

1010月１日から日から1010月１日から日から10月１日から

9月30日(水)に廃止される市内のＪＲ東海バス路線は、10
月1日(木)から名鉄バスが引き継ぎます。新しいダイヤ・
運賃やＪＲ東海バスの定期券・回数券の引き継ぎ、運行す
る路線については、名鉄バス春日井営業所に問い合わせて
ください。今後もバス路線を存続させるためにも、皆さん
積極的にバスを利用しましょう。

問い合わせ▶名鉄バス春日井営業所（☎92－5311）

〇春日井線（JR春日井駅～大池住宅前）
〇玉野台循環線（JR高蔵寺駅～玉野台～ JR高蔵寺駅）

ＪＲ東海バス（9月30日まで）

〇東野線　※路線名が変わります
（JR春日井駅～大池住宅前）
〇玉野台循環線（JR高蔵寺駅～玉野台～ JR高蔵寺駅）

名鉄バス（10月１日から）

かすがいシティバスかすがいシティバス
無 料 運 行無 料 運 行

かすがいシティバスかすがいシティバス
無 料 運 行無 料 運 行

かすがいシティバス
無 料 運 行

運行開始日限定運行開始日限定運行開始日限定運行開始日限定運行開始日限定

かすがいシティバスは、10月1日(木)から
新たな路線で運行を開始します。運行開始
日の10月1日(木)に限り、全路線・全便で
無料運行します。この機会にシティバスを
体験してください。

問い合わせ▶交通対策課（☎85－6051）

　路線図、時刻表は交通対策課、市ホーム
ページ、市役所情報コーナー、公共施設な
どで配布中です。市モバイルサイトでも時
刻表を見ることができます。また、路線図、
時刻表は10月1日号広報春日井と一緒に配
付します。
ホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/bus/
citybus.html
モバイルサイト
http://mobile.city.kasugai.lg.jp/



　6月6日（日）に6年生児童と保護者などが参加し
て、校庭に芝生を植えてから約3か月、「ふわふわ
広場」と名付けられたこの場所は、一面芝生に覆わ
れました。
　始業式のこの日、芝生開きが行われ、さっそく
児童たちは緑のじゅうたんを走り回りました。
　また、2学期からは、清掃の時間に5・6年生たち
が当番で芝刈りをするため、芝刈り作業講習会も
行われ、手押し式の芝刈り機を楽しそうに動かし
ていました。

9/1
㊋

「ふわふわ広場」
ついにオープン！
（篠木小学校）

8/21
㊎

王子製紙硬式野球部、
都市対抗野球大会に出場
（東京ドーム）

　東京ドームで都市対抗野球大会が開催され、
全国から36チームが出場し、優勝旗の黒獅子旗
を目指して熱い戦いが繰り広げられました。春
日井市代表の王子製紙は、1回戦で長崎市代表
の三菱重工長崎と対戦し、スタンドからはチー
ムの勝利を願って熱い声援が送られましたが、
健闘及ばず1対4で敗れました。
　また、「キャラクター選手権」に参加した道風
くんに多数の投票ありがとうございました。

文化スポーツ大使の松村さんが始球式を行い、道風くん文化スポーツ大使の松村さんが始球式を行い、道風くん
も応援に駆けつけましたも応援に駆けつけました

力投する川口投手力投する川口投手

文化スポーツ大使の松村さんが始球式を行い、道風くん
も応援に駆けつけました

力投する川口投手

ていましした。た。
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9月20日～26日は動物愛護週間
　動物は命あるものです。飼い始めた動物は、家
族の一員として最後まで愛情を持って育て、絶対
に捨てたりしないでください。また、飼い主とし
ての自覚を持ち、次のことを守るとともに、周囲
に迷惑を掛けないようにしてください。
○餌の世話、健康管理、しつけやふん尿の始末を
する○放し飼いをしない○繁殖を希望しない場合
は去勢・不妊手術をする○名札などで飼い主を明
示する○犬は登録と狂犬病予防注射の接種を行う
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6279)

9月21日～30日は秋の交通安全運動
　次の重点実施項目に沿って運動を展開します。
○高齢者を交通事故から守ろう○すべての座席で
シートベルトとチャイルドシートを正しく着用し
よう○飲酒運転を根絶しよう○夕暮れ時と夜間の
歩行中・自転車乗車中の交通事故をなくそう○め
いわく駐車を追放しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

動脈硬化外来の予約受け付け
　市民病院では、動脈硬化の早期診断と治療方針
の決定、治療後の再発防止のため、血管外科の医
師が診療・診断などを行い、超音波検査士が頸(け
い)部血流や手足の動脈血流などを検査する動脈
硬化外来の10月～ 3月分の予約受け付けを開始し
ます。
と き▶ 毎週水曜日午後1時～ 4時30分(予約制)
対 象▶ 生活習慣病などで治療中の人
申し込み▶ 9月24日(木)から、予約専用〈☎57－0048、

月～金曜日(祝休日を除く)午前9時～午
後3時〉へ

問い合わせ▶ 医事課(☎57－0080)

住宅手当緊急特別措置事業
　離職者であって、住宅を喪失または喪失する恐
れのある人に対し、6か月を限度に家賃を援助す
る制度が始まります。
対 象▶ ①2年以内に離職②主として世帯の生計

を維持③就労能力や常用就職の意欲があ
る④住宅を喪失または喪失する恐れがあ
る⑤収入がないなど　※ほかにも条件が
あるので、詳細については生活援護課へ

申し込み▶ 10月1日(木)から、生活援護課(☎85－61
92)へ

閉架書庫の利用停止
　閉架書庫の蔵書点検のため、図書館、東部市民

センター図書室の閉架図書の貸し出し・閲覧を停
止します。
月 日▶ 10月1日(木) ～ 31日(土)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

母子健康手帳交付日のお知らせ
　母子健康手帳を健康管理センターと保健センタ
ーで交付しています。この2か所では交付時に内
容の説明のほか、赤ちゃんの抱っこ体験・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　　　　　　　　　　　
と き▶ 10月9日(金)・15日(木)・20日(火)・30(金)、

11月4日(水)・12日(木)・18日(水)・26日(木)、
12月1日(火)・10日(木)・17日(木)・21日(月)

 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
と き▶ 10月2日・23日、11月6日・27日、12月4

日・25日の金曜日午前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)

市民活動支援センター運営委員会の公開
と き▶ 10月14日(水)午前10時から
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ ささえ愛センター (☎56－1943)

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12月～ 3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10月上旬に発送します。
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
　次の人に特定健診または後期高齢者健診とがん
検診の受診券を一枚にまとめて、10月上旬に発送
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、
12月～ 3月生まれの人○今年度75歳になる後期高
齢者医療制度加入者で7月生まれの人〇後期高齢
者医療制度加入者で、12月～ 3月生まれの人　
※受診券到着直後や有効期限間近は混雑が予想さ
れますので、受診医療機関へ確認して早めに予約
してください
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6367)
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夜コン｢ピアノとピクニック｣
と き▶ 9月25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▶ Ｄuo Ｐicnic(サクソフォーンデュオ)、さ

さはらなおみ(ピアノ)
曲 目▶ ビゼー ｢アルルの女｣よりメヌエット、

ピアソラ｢アベ・マリア｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

民俗展｢子どもの遊び道具いろいろ｣
と き▶ 9月26日～ 11月7日の毎週土曜日午前9時

～午後4時
ところ▶ 郷土館
内 容▶ 昔のおもちゃを展示して紹介する
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

にこにこ劇場
と き▶ 9月27日(日)午後3時～ 3時30分
内 容▶ 大型絵本、ペープサートなど
対 象▶ 市内在住の乳幼児(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)

9月～12月の廃棄自転車の部品提供
と き▶ 9月27日(日)、10月25日(日)、11月29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)

ジョギング大会
と き▶ 9月27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)

南部ふれあいセンター同好会の展示・発表会
作品展
月 日▶ 10月1日(木) ～ 11月20日(金)
内 容▶ 同好会による水彩画、手工芸、俳句など

の作品展
芸能発表会
と き▶ 10月4日(日)午前10時～午後2時

内 容▶ 同好会による民踊、太極拳、舞踊、社交
ダンスなどの発表会

ところ・問い合わせ▶南部ふれあいセンター　(☎
85－7878)

紙芝居とお話を聞く会10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)

9(金)11：00～

図書館 7(水)11：00～、3(土)・10(土)
15：00～、14(水)15：30～

東部市民センター 2(金)・9(金)・16(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 10(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 10(土)14：00～
南部ふれあいセンター 休み
西部ふれあいセンター 10(土)11：00～
知多公民館 7(水)15：30～
鷹来公民館 10(土)13：30～
坂下公民館 3(土)14：00～
中央公民館 休み
グリーンパレス春日井 休み

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

映画鑑賞会
と き▶ 10月3日(土)午後4時30分～ 5時30分
題 目▶ ｢おもしろ動物大集合｣
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▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

西部ふれあいセンター芸能発表会
と き▶ 10月4日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ 同好会や地域で活動している団体による

日本舞踊や民踊、ダンスなどの発表会
作品展
月 日▶ 10月4日(日) ～ 11日(日)
内 容▶ 水墨画、絵手紙、写真、和裁などの作品展
お茶会
と き▶ 10月4日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券300円、当日券350円
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

定額給付金、子育て応援特別手当の申請期限は
9月24日(木)〈消印有効〉です。
期限までに申請されなかった場合は、給付金およ
び手当を受け取ることができませんので注意して
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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密蔵院所蔵文化財の公開
と き▶ 10月4日(日)午前9時～午後4時
内 容▶ 秘仏木造薬師如来立像(本尊)を始め、県

・市指定文化財や寺宝の公開と市文化財
友の会・密蔵院語り部の会による講演

ところ▶ 密蔵院(熊野町)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)、密蔵院(☎83－

2610)

親子イモ掘り体験
と き▶ 10月10日(土)①午前9時から②午前10時

30分から(雨天の場合は翌日に順延)
対象・定員▶ 市内在住の小学2年生までの子どもとそ

の保護者・各10組20人
費 用▶ 参加料300円
持ち物▶ 軍手、シャベル、持ち帰り用の袋
ところ・申し込み▶9月30日(水)〈必着〉までに、

往復はがき(1組1枚)に催し名(①②の別
も)、住所、親子の氏名、子どもの年齢、
電話番号を書いて、〒480－0305坂下町4
－250－1、坂下公民館(☎88－5555)へ

市民登山大会
と き▶ 10月24日(土)午前6時～ 25日(日)午後8時
ところ▶ 荒船山(群馬県甘楽郡下仁田町・長野県

佐久市)、妙義山(群馬県甘楽郡下仁田町
・富岡市・安中市)

説明会▶ 10月7日(水)午後7時30分から、総合体育
館で

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
(小中学生は保護者同伴)・38人(超えたと
きは説明会時に抽選)

費 用▶ 参加料2万4000円
持ち物▶ 登山用具
申し込み▶ 9月29日(火)〈必着〉までに、はがきに大

会名、住所、氏名、年齢、性別、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▶ 市山岳会・丹羽(☎080－6950－7318)

市民水泳大会
と き▶ 10月25日(日)午前9時～午後1時30分
ところ▶ サンフロッグ春日井
対 象▶ 高校生以上の人(リレーを除き1人2種目

まで)　※リレーは所属ごとに参加
費 用▶ 参加料(1人)500円
申し込み▶ 10月9日(金)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、参考記録、住所、氏名、12
月31日現在の年齢、生年月日、性別、電
話番号、勤務先か学校名(学年も)、リレ
ーは種目、代表者の住所・氏名・電話番
号、所属を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市水泳協会・一田(☎33－5046)
29歳以下・30歳以上の部(5歳
区分で、年齢の上限なし)の各
男女　※12月31日現在の年齢

自由形 50m
平泳ぎ 50m
背泳ぎ 50m
バタフライ 50m
個人メドレー 200m
フリー・メドレーリレー 200m(50m×4)

合同相談会
　10月19日(月)から25日(日)の｢秋の行政相談週
間｣の実施にちなみ、行政相談を始めとする合同
相談会を行います。
と き▶ 10月7日(水)午前10時～午後3時
ところ▶ 市役所11階

相談名 内容

行政 道路や交通、公害など行政に
対する意見や要望

交通事故(予約制) 慰謝料や損害賠償の請求方法
や示談の進め方など

総合年金 国民年金や厚生年金の受給資
格、年金の算定など

法律(予約制) 相続や契約、借地借家など民
事に関する法律問題

労働 解雇や賃金、就業規則など労
働上の問題

消費生活 商品の契約や販売のトラブル
など

なやみごと人権 家庭や隣近所でのもめ事や困
り事、悩み事など

登記(予約制) 土地や家屋の測量、相続など
登記手続き全般

市税 市税全般

建築 建物の新築やリフォーム、建
替え、耐震対策など

一般 市の仕事に対することなど

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

自然満喫！トレッキング体験・秋
と き▶ 10月25日(日)午前7時30分～午後6時30分
ところ▶ ウイングヒルズ白鳥リゾート(岐阜県郡

上市)
内 容▶ 大日ヶ岳トレッキングコースの一部をガ

イドと歩き、紅葉や天然温泉入浴を楽し
む

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の高校生か同年齢
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テーマ▶秋の夜長に男女共同参画な読書はいかが？vol.8

問い合わせ▶男女共同参画課（☎85－6152）

｢草食系男子の恋愛学｣　森岡正博／著（メディアフ
ァクトリー）

　まじめで誠実なのに、恋愛に積極的でない「草食系男子」。さまざまな
ハードルを乗り越え「きちんと愛し、愛される人間」になるための新しい
コミュニケーション学。
｢働くママに効く心のビタミン｣　上田理恵子／著（日経BP社）
　妊娠しても仕事はできる？子どもが急に病気になったら？どんな保育
施設を選べばいいの？ 5万人のワーキングマザーの悩みに答えてきたマザ
ーネット社長による、元気をつくる50のハッピーアドバイス。
｢おんぶはこりごり｣　アンソニー・ブラウン／作　藤本朝巳／訳（平凡社）
　ピゴットさんのうちは絵に描いたような幸せそうなうち。でもママは
毎日、パパや子どもたちの世話で大忙し。うんざりして、とうとう家出
してしまう…。家族のあり方をユーモラスに問い直す絵本。

図書館とレディヤンかすがい図書資料コーナーから選んだ、男女
共同参画を身近に感じることができる3冊を紹介します。

かすがい男女共同参画市民フォーラム
と き▶ 11月8日(日)午後1時30分開演(1時開場)
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ ○｢女(ひと)と男(ひと)とのハーモニー ｣

をテーマに｢落語｣(笑福亭松枝)や｢トー
ク＆コンサート｣(エスペランサ)、絵手紙
入賞者の表彰などを行う

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・400人(抽選)
申し込み▶ 10月14日(水)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクス(1枚で4人まで申し込み可)に｢市
民フォーラム｣、住所、氏名、性別、年
齢、電話番号、参加人数、託児希望者(定
員あり)は｢託児希望｣と子どもの氏名(ふ
りがな)、年齢を書いて、〒486－8686春
日井市役所男女共同参画課(☎85－6152、
ＦＡＸ85－5522)へ　※ホームページか
らの申し込みも可

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg . jp/sankaku/danjo/danjo/kou－
t/8forum.html

矢野顕子リサイタル2009
と き▶ 12月4日(金)午後7時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 特徴的な歌声と自由なサウンドが魅力の

シンガーソングライター矢野顕子のコン
サート

入場料▶ 一般5000円、ペア券9000円(全席指定、
未就学児不可)

入場券▶ 9月19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、ロー
ソンチケットで販売　※かすがい市民文
化財団では、代金引換サービスあり。今
回、かすがい市民文化財団ホームページ
から入場券の取り置き・代金引換サービ
スがインターネットで予約できます

 ホームページ　http://www.lib.city.
kasugai.aichi.jp/zaidan/

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

あちゃらかオペラ　夏の夜の夢
と き▶ 12月25日(金)午後6時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ シェイクスピア｢夏の夜の夢｣の舞台を大

正時代の軽井沢に移し、懐かしい日本の
詩でアレンジした新感覚オペラ

入場料▶ 一般3800円(全席指定、未就学児不可)
入場券▶ 9月26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、ロー
ソンチケットで販売　※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)

以上で完歩できる人・45人(抽選)
費 用▶ 参加料6000円(交通費、昼食代、温泉入

浴料、傷害保険料を含む)　※貸し切り
バスを使用

申し込み▶ 10月3日(土)〈必着〉までに、往復はがき
に住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、
電話番号、市外在住の人は勤務先、学校
名を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、
総合体育館(☎84－7101)へ
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コンテナガーデニング展の作品
規 格▶ ○置くタイプの寄せ植えで、一人で持ち

運びできる○横幅、奥行きが60㎝程度ま
で○使用植物は5種類以内　※器材は市
販、オリジナルを問わず

募集点数▶ 一般部門、マスター部門合わせて60点(1
人2点まで)　※次の人はマスター部門へ
の応募となります。○ハンギングバスケ
ットマスター、園芸装飾技能士、グリー
ンアドバイザー○業務上ハンギングバス
ケットやコンテナの寄せ植え作品の制作
に従事している人○園芸教室などで指導
している人○コンテナガーデニング展で
過去3年間に受賞した人

申し込み▶ 9月25日(金)〈必着〉までに、はがきかフ
ァクスで参加部門、出品数、郵便番号、
住所、氏名(フリガナ)、電話番号を書い
て、〒486－0001細野町3249－1、グリー
ンピア春日井(☎92－8711、ＦＡＸ 92－
8695)へ

春日井まつり身体障がい者駐車場
月 日▶ 10月17日(土) ～ 18日(日)
ところ▶ 市庁舎周辺駐車場
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・各日20台
申し込み▶ 10月2日(金)までに、市民生活課内、春日

井まつり実行委員会事務局(☎85－6616)
へ

市営住宅空家入居者
募集住宅▶ 杁ヶ島住宅Ａ棟
募集戸数▶ 2ＤＫ(単身・一般)1戸　※10月16日(金)に

抽選
構 造▶ 鉄筋3階建
家 賃▶ 2万5800円～ 5万6000円　※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▶ 12月1日(火)
申込書▶ 9月18日(金) ～ 10月9日(金)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

申し込み▶ 10月1日(木) ～ 9日(金)〈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

自分史大学inかすがい第1期生
月 日▶ 11月1日(日) ～ 3日(祝)、平成22年3月20日

(土) ～ 22日(休)、平成22年9月18日(土) ～
19日(日)

ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ 短期集中合宿(3回)で、自分史の基礎知識

や文章術を学び、通信添削(10回)で、個
別指導を受けながら実習する

講 師▶ 日本自分史センター相談員
対象・定員▶ 合宿に全日程参加できる人(宿泊せずに

講義のみ出席も可)・20人(抽選)
受講料▶ 2万5000円(宿泊料および食費は別に実

費)
申し込み▶ 10月15日(木)〈必着〉までに、所定の用紙

(文化フォーラム春日井、かすがい市民
文化財団ホームページ、市役所情報コー
ナー、坂下出張所、東部市民センター、
総合福祉センター、各ふれあいセンター、
各公民館に用意)に必要事項を記入して、
〒486－0844鳥居松町5－44、かすがい
市民文化財団(☎85－6868、ＦＡＸ82－
0213)へ

 ホームページ　http://www.lib.city.
kasugi.aichi.jp/zaidan/

市民美術展覧会のポスター
内 容▶ 市民美術展覧会を宣伝し、未発表のもの
規 格▶ Ｂ2(縦72.8cm×横51.5cm)を縦に使用し、

色は自由(金・銀・蛍光色は除く)
賞 ▶ ○優秀(採用作品2点)…賞品○佳作(若干

名)…賞品　※採用されたポスターの著
作権は本展覧会に帰属。入選作品は本展
覧会開催中、会場で展示

応募資格▶ 中学生以上(個人かグループで2点以内)
申し込み▶ 12月6日(日)〈必着〉までに、作品の裏面

に｢第59回春日井市民美術展覧会｣、住
所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、
職業か学校名と学年を書いて、制作意
図を200字以内にまとめたものを添えて、
〒486－0844鳥居松町5－44、かすがい市
民文化財団(☎85－6868)へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
料理教室～和食の基本的な味付けを学ぶ
と き▶ 10月17日(土)午前10時～午後1時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 材料費1000円
持ち物▶ エプロン、ふきん
申し込み▶ 9月18日(金)午前9時から、電話で
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味美ふれあいセンター　☎31－3522
テーブルコーディネート～食卓などをすてきにセ
ッティングするコツを学ぶ
と き▶ 10月11日(日)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 水谷聡美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 花ばさみ、タオル、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 9月18日(金)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
創作紙粘土教室～カーネーションの花束を作る
と き▶ 10月11日(日)午前9時30分～正午
講 師▶ 梅田寿子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ 20cm×15cm×5cm程度の持ち帰り用の

箱
申し込み▶ 9月19日(土)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
｢えとの親子｣木目込み人形作り～虎宝運(こだか
らうん)の親子を作る
と き▶ 10月18日(日)・25日(日)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 鈴木真淳祥
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、教材費4200円
申し込み▶ 9月18日(金)から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
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▶ 10月3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)
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、ぞうきん
パッチワークキルト教室～和布で来年のえとの寅
(とら)の置物を作る
と き▶ 10月8日(木)・22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
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 10月10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

デコパージュ教室～花の絵でデコパージュする
と き▶ 10月17日(土)・24日(土)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 岸部貞子
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3500円
持ち物▶ 37cm×31cm×3cm程度の持ち帰り用の

箱、水入れ、エプロン、先の細いはさみ、
筆

 
申し込み▶ いずれも9月18日(金)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
ケーキを焼いてティータイム！～パンプキンシフ
ォンケーキ
と き▶ 10月25日(日)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、泡立て器、好みの

ティーバッグ、ラップ、上靴、20cm×
20cm×30cm程度の持ち帰り用の紙袋

申し込み▶ 9月30日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒480－0305
坂下町4－250－1へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
自分史入門講座｢自分史の書き方つくり方｣
と き▶ 11月6日～ 12月4日の毎週金曜日(5回)午

前10時～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 自分史の書き方、そして完成した作品を

本に仕上げる方法を学び、実習する
講 師▶ 日本自分史学会理事・加藤迪男
費 用▶ 受講料2000円
定 員▶ 20人(抽選)
申し込み▶ 10月15日(木)〈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
そば打ち教室～新そばで練り、延ばし、切りを学
ぶ
と き▶ ①10月17日(土)②10月24日(土)午前9時30

分～ 11時30分
講 師▶ 日本手打ちそば保存会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各24人(先

着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費750円
持ち物▶ エプロン、タオル、ふきん、持ち帰り用

の容器(ふた付き)
金城学院大学連携講座（５回）～「世界遺産への旅Ⅱ」
隠れた名遺産の紹介と旅行情報

時 間▶ 午後1時～ 2時30分
講　師▶津坂浩司
対象・定員▶市内在住か在勤、在学の人・40人(抽選)
費　用▶受講料1250円

申し込み▶「そば打ち教室」は9月19日(土)から電話
で、「金城学院大学連携講座」は、10月3
日(土)〈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、〒486－0947知多町4
－64－1へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 10月9日～ 11月27日の毎週金曜日(8回)午

後7時～ 8時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料2400円
申し込み▶ 9月29日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

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

かすがいげんきっ子センター
育児講座～お父さんと遊ぼう(自由参加)
と き▶ ①9月23日(祝)②10月3日(土)午前10時～

11時
対 象▶ ①市内在住の2～ 3歳児とその父親②6か

月～ 1歳児とその父親
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

高齢福祉課　☎85－6364
家族介護のためのハートフルケアセミナー①｢老
年症候群を予防するために｣｢健康フットケア｣②
｢家庭で注意すべき感染症対策｣｢車いす・歩行介
助の方法と実際｣③｢食事介助の技法と実際｣
と き▶ ①11月11日(水)②11月18日(水)③11月25

日(水)〈3回〉午前10時～午後4時(①は午
前9時30分から)

ところ▶ 南部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住で介護技術を身に付けたい人・

40人(抽選)
申し込み▶ 10月21日(水)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクスで講座名、住所、氏名、電話番号
を書いて、〒486－8686春日井市役所高
齢福祉課(ＦＡＸ84－5764)へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
介護予防教室～認知症なんて怖くない！！トラン
プで楽しく脳トレーニング！！
と き▶ 9月24日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 社会福祉協議会地域包括支援センター職

員
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 社会福祉協議会地域包括支援センター

〈☎87－5399(介護予防教室専用ダイヤ
ル)〉へ

転倒骨折予防教室～体力測定で自分に合った運動
を見つけましょう
と き▶ 9月26日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 作業療法士・尾形忠
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
今の食生活見直してみませんか？～困ったこと解
消編
と き▶ 10月14日(水)午前9時30分～ 11時45分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 管理栄養士・多治見基美
定 員▶ 20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

月日 講演内容
10/17(土) メテオラ（ギリシア）～天空に建つ修道院群

10/31(土) ペトラ（ヨルダン）～岸壁の間から突然現れ
る巨大神殿

11/14(土) ポルト（ポルトガル）～美しい町並みを持つ
ポルトガル発祥の地

11/28(土) フェズ（モロッコ）～世界一のイスラム迷宮
都市

12/12(土) キンデルダイク（オランダ）～昔ながらの風
景が残る風車群
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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▶ 10月27日(火)午後1時～ 4時
ところ▶ 坂下公民館
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▶ 9月18日(金)から、電話で

健康増進課　☎85－6164
カミカミ健康教室～9か月ごろからの離乳食と
むし歯予防について学ぶ
と き▶ 10月1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12月～ 21年1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
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▶ ①10月6日(火)②10月20日(火)午前10時～

11時30分
ところ▶ ①西部ふれあいセンター②保健センター
対象・定員▶ 市内在住の平成21年5月～ 6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)

はつらつクッキング～乳製品、大豆製品、海藻で
カルシウムたっぷり骨元気メニュー！
と き▶ 10月22日(木)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ ヘルスメイト
定員・対象▶ 市内在住か在勤で60歳以上の人・20人(抽

選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ、バンダ

ナ可)、ふきん
楽らくエアロビクス！～目指せスリムなボディ
と き▶ 10月23日(金)午前10時～正午
ところ▶ 総合体育館
対象・定員▶ 市内在住の18 ～ 39歳の人・30人(抽選)
持ち物▶ 上靴
鉄分アップ！料理教室～簡単メニューで貧血予防
と き▶ 10月29日(木)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の18 ～ 39歳の人・25人(抽選)
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ・バンダ

ナ可)、ふきん
もうすぐママの料理教室～カルシウムたっぷり、
ミルクカレー
と き▶ 10月30日(金)午前10時～午後1時30分

ところ▶ 西部ふれあいセンター
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▶ エプロン、三角きん(ハンカチ、バンダ

ナ可)、ふきん
 
申し込み▶ ｢カミカミ健康教室｣は9月24日(木)から、

｢モグモグ健康教室｣は9月25日(金)から
電話で、｢はつらつクッキング｣｢もうす
ぐママの料理教室｣は9月30日(水)〈必
着〉までに、それ以外は10月2日(金)〈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、｢楽らくエアロビクス
！ ｣は身長・体重を書いて、〒486－
8686春日井市役所健康増進課(Ｅメール
kenko@city.kasugai.lg.jp)へ

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

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▶ 9月18日(金)から、電話で

月日 ところ 申し込み
10/8
（木）

味美ふれあいセン
ター

地域包括支援センター勝川
（☎33－8236）

10/22
(木)

特別養護老人ホー
ムあさひが丘

地域包括支援センターあさひ
が丘(☎93－1314)

10/29
(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)

11/12
(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)

11/19
(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)
11/26
(木) 東部市民センター 地域包括支援センター春緑苑

（☎88－5734）

12/3
(木)

特別養護老人ホー
ムグレイスフル春
日井

地域包括支援センターグレイ
スフル春日井（☎89－2391）

12/10
(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)

12/17
(木)

特別養護老人ホー
ム第２グレイスフ
ル春日井

地域包括支援センター第2グ
レイスフル春日井（☎32－
1117）

1/14
(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)

介護保険課　☎85－6187
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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▶ ①10月7日(水)②10月14日(水)③10月21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▶ 10月25日(日)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住で初めてパパとママになる人・

50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9月29日(火)から、電

話で　※｢パパママ教室｣は常時受け付け

市体育協会の講座
初心者卓球教室
と き▶ 10月17日～ 11月7日の毎週土曜日(4回)午

後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 知多公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ ラケット、上靴
問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)
硬式テニス初心者教室
と き▶ 10月18日(日)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▶ ラケット(貸し出し可)、テニスシューズ、

弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
 
申し込み▶ ｢初心者卓球教室｣は9月30日(水)〈必着〉

までに、｢硬式テニス初心者教室｣は10月
10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、｢硬
式テニス初心者教室｣は経験年数を書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体
育館へ

児童センター　☎87－6866
バドミントン教室
と き▶ 10月25日(日)、11月7

日(土)・15日(日)・21
日(土)・29日(日)〈5
回〉午前9時30分～
11時30分

ところ▶ サン・アビリティー
ズ春日井

講 師▶ 山田敏勝
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・40人(抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ ラケット、上靴
申し込み▶ 10月5日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
学校名、学年、保護者の氏名、電話番号
を書いて、〒486－0857浅山町1－2－61
へ

土地区画整理組合の事業計画の変更案
事業名▶ 春日井大留上土地区画整理事業
組合名▶ 春日井大留上土地区画整理組合
と き▶ 9月25日(金) ～ 10月8日(木)〈毎日〉午前8

時30分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6308)　

※この案についての意見書は、9月25日
(金) ～ 10月22日(木)に、市長あてに提出
することが可能

市税等の納期限・納税相談
国民健康保険税4期・介護保険料3期・後期高齢
者医療保険料2期
　納期限は9月30日(水)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。ただ
し、取扱期限や納期限を過ぎると、ゆうちょ銀行、
郵便局、コンビニエンスストアでは取り扱いませ
んので、それ以外の金融機関を利用してください。
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▶ 9月27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)
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はっぴーサボテン商品券は今月中に利用を
　はっぴーサボテン商品券は9月30日(水)までの
利用期限となっています。現金への換金はできま
せんので、持っている人は忘れないように利用し
てください。
問い合わせ▶ 春日井商工会議所内、春日井市プレミア

ム付商品券発行事業実行委員会(☎81－
4141)

春日台職業訓練校の訓練生募集
試験日▶ 11月2日(月)以降の指定する日
試験内容▶ 適性試験、面接試験
訓練期間▶ 1年
募集する科▶ 機械科、縫製科、木工科、陶磁器科、紙

器製造科
対象・定員▶ 義務教育を修了か平成22年3月修了見込

みの知的障がい者で、自己の身辺処理が
可能で、訓練に支障となる著しい問題行
動のない人・各科20人(先着順)

申し込み▶ 10月1日(木) ～平成22年3月19日(金)に入
校願書(公共職業安定所に用意)、療育手
帳の写しなどの書類を持って住所地を管
轄する公共職業安定所へ

ところ・問い合わせ▶春日台職業訓練校(☎88－
0811、ＦＡＸ88－0948)

｢勝南にぎわい市｣開催および出店者募集
と き▶ 10月3日(土) ～ 4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(家庭の不用品、手

作り品など)　※営利目的の物は販売で
きません○新鮮朝市

ブース料▶ 1日1ブース(250cm×150cm)1000円
ブース数▶ 24ブース(先着順)
申し込み▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)へ

司法書士による無料相談会
と き▶ 10月4日(日)午前10時～正午、午後1時～

3時
ところ▶ ルネック
内 容▶ 相続、贈与などによる不動産登記、会社

設立などによる法人登記、訴訟書類の作
成

問い合わせ▶ 県司法書士会春日井支部(☎56－6070)

高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会
と き▶ 10月4日(日)午前10時～正午、午後1時～

3時

ところ▶ レディヤン春日井
内 容▶ 県内の定時制通信制高校に通う生徒が、

学校生活を中心とした生活体験を発表す
る

問い合わせ▶ 春日井高校定時制(☎81－2251)
主 催▶ 県高等学校定時制通信制教育振興会

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 10月5日(月)午前10時～午後3時30分
ところ▶ 市役所303会議室
内 容▶ 土地価格や地代、家賃、借地権、相続時

の土地の分割、不動産の有効利用につい
ての相談や不動産に関する法律相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ (社)愛知県不動産鑑定士協会

家族のためのうつ病セミナー
　県春日井保健所では、家族がうつ病になって、
さまざまな不安や疑問がある人を対象に、うつ病
セミナーを開催します。
と き▶ ①10月29日(木)午後2時～ 4時10分②11月

17日(火)午後2時～ 3時30分
講 演▶ ①｢知っておきたいうつ病のこと｣②｢家

族にできること～先輩家族から後輩家族
へのメッセージ～ ｣　※各回講演終了後
に家族交流会を実施

対象・定員▶ 春日井市か小牧市在住で、うつ病で治療
中の患者の家族・30人　※両日とも出席
できる人を優先

ところ・申し込み▶9月18日(金) ～ 10月23日(金)ま
でに、県春日井保健所(☎31－2188、Ｆ
ＡＸ34－3781)へ

日商簿記検定
月 日▶ 11月15日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井
受験料▶ 1級7500円、2級4500円、3級2500円、4級

1600円
申し込み▶ 9月25日(金) ～ 10月14日(水)に春日井商工

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

2級・3級カラーコーディネーター検定
月 日▶ 12月6日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 2級7140円、3級5100円
申し込み▶ 9月18日(金) ～ 10月23日(金)〈土・日曜日、

祝休日を除く午前10時～午後6時〉に、検
定センター (☎03－3989－0777)へ　※ホ
ームページから申し込み可

 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)



春日井子育て支援プチサミット
とき▶9月30日（水）午前10時30分～正午　とこ
ろ▶レディヤンかすがい　内容▶子育て・子育
ちにかかわる活動をしている人たちの情報交換
とネットワークづくり　定員▶40人（先着順）　
申し込み▶電話かファクスに氏名、電話番号、
あれば団体名を書いて、NPO法人あっとわん
（☎・ＦＡＸ92－5481）へ　※託児あり（要予約）
･･････････････････････････････････････････
デゴイチの秘密をあばこう
とき▶10月3日（土）正午～午後5時　ところ▶交
通児童遊園　内容▶蒸気機関車（デゴイチ）に利
用されていた原理を使った実験とぽんぽん船の
作製　対象・定員▶小学4～ 6年生（保護者同伴
可）・50人（先着順）　申し込み▶9月25日（金）ま
でに、電話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、
学年、電話番号、参加人数を書いて、岐阜大学
工学部機械科事務室（☎058－293－2490、ＦＡ
Ｘ058－293－2491、Ｅメールwakaiken@gifu－
u.ac.jp）へ

大正琴あらしば会コンサート
とき▶10月4日（日）午後1時～ 3時（0時30分開
場）ところ▶市民会館　内容▶大正琴とそれに
合わせたダンスや踊りなど　問い合わせ▶新芝
（☎・ＦＡＸ92－1398）
･･････････････････････････････････････････
ＫＡＹＯＫＯプロデュースシリーズ 小林加代子
（Vn）＆山崎能子（Pf） Duo Recital
とき▶10月16日（金）午後7時から（6時30分開場）
ところ▶名古屋市守山文化小劇場（名古屋市守
山区）　内容▶バイオリンとピアノが対等に奏
で合う質の高い本格的なクラシックコンサート
曲目▶ヘンデル｢ソナタ第6番｣、ドボルザーク
｢ソナチネ｣、ベートーベン｢ソナタ第9番『クロ
イツェル』｣　費用▶入場料一般3000円、学生
2000円　申し込み▶小林（☎・ＦＡＸ32－4577）
へ

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン （☎85－6073）
9／16(水)～20(日) 水彩画展 火曜会
9／21(祝)～25(金) 中央写友会写真展 中央写友会
9／26(土)～30(水) 油彩クラブ作品展 油彩クラブ

アスティ高蔵寺 （☎85－6079）
9／16(水)～28(月) 手編みニット展 jun knit works
9／30(水)～10／12(祝) もうひとつの扉 江尻光華

南部ふれあいセンター （☎85－7878） 9／17(木)～27(日) 布絵展 伊藤時子
坂下公民館 （☎88－5555） 9／18(金)～27(日) 趣味の作品展 十二人の会

グリーンピア春日井 （☎92－8711）
9／19(土)～20(日) 野辺の生け花展 野辺の生け花教室受講生と

講師
9／23(祝)～10／4(日) 植物画教室受講生作品展 植物画教室受講生と講師

落合公園管理棟 （☎56－0414）
9／19(土)～21(祝) 秋の山野草展 牛山山草会
9／25(金)～27(日) おもと展 日本おもと協会春日井支部

知多公民館 （☎32－8988） 9／19(土)～10／1(木) 油彩画展 浅井秋見
鷹来公民館 （☎84－7071） 9／20(日)～27(日) 写真作品展示会 ネイチャーフォト愛好会
味美ふれあいセンター （☎31－3522） 9／22(休)～30(水) パソコン作品展 ホームコンじゅく

※展示時間は各施設に問い合わせてください
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9／20

9／21

9／22

9／23

9／27

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

9／19

9／26

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

内科・小児科・外科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎83－8777

☎85－0077

☎84－3060

☎41－6260

☎31－4358

☎35－2203

☎87－4103

☎76－2603

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

鈴木医院（柏原町3）

あさひ病院（下原町）

健康管理センター（柏原町5）

エンゼルレディースクリニック（小牧市）

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

浅田レディースクリニック（松新町1）

神領マタニティ（堀ノ内町3）

みわ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

在宅緊急医
産婦人科

在宅緊急医
外科

☎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）… 4日、11日、25
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） 
 …25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）…25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

●

●

●

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

10月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.28

　春日井商工会議所と商店街連合会では、商業振興の一環として地域に密着し個性と魅力にあふれる店を市
民の皆さんから推薦してもらい、表彰しています。応募者の中から抽選で50人に、優秀賞受賞店で利用でき
る3000円分の買い物券を進呈します。

｢私が選ぶ…　　　　 地域一番店コンクール｣
応募受け付け中！

11月1日（日）〈消印有効〉までに、はがきか封書、ファクス、Ｅメール、投票専用用紙〈市の公共
施設、郵便局（春日井、高蔵寺、坂下）、金融機関などで配布中〉に｢地域一番店コンクール｣、
推薦する店（飲食店）の名前・所在地・推薦理由、住所・氏名・年齢・性別・電話番号を書いて、
〒486－8511鳥居松町5－45、春日井商工会議所（☎81－4141、ＦＡＸ81－3123、Ｅメール
master@kcci.or.jp）へ　※推薦は1人につき3店舗まで。中学生以下は応募不可

応募方法▶

～今年も市内の魅力的な店を推薦してください

飲食店

今年は“飲食店”の一番店コンクールです。
たくさんの応募待っています！
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