
10月1日から新しい路線で運行を開始した、かすがいシティバス「はあとふる
ライナー」。初日は、市役所正面玄関で発車式が催され、新たな門出を祝いま
した。また、この日は終日、運賃無料で運行しました。装いも新たに、皆さ
んの地域交通の足として市内を走ります。ぜひ利用してください。
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人事行政の運営等の状況について人事行政の運営等の状況について人事行政の運営等の状況について

職員数
平成21年4月1日現在…2522人（再任用職員45人を含む）
平成20年4月1日現在…2556人（再任用職員42人を含む）
※再任用職員とは定年退職者などを従前の勤務実績に基づ
き、再び採用した職員
職員の勤務時間、休憩時間の概要（平成21年4月1日現在）
　原則として、職員の勤務時間は、午前8時30分から午後
5時15分までの1日7時間45分、週38時間45分です。1日の勤
務時間には60分の休憩時間があります。
分限処分と懲戒処分制度の概要（平成20年度）
　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、
職を失ったり、降任されたり、給料を減額されたりします。
心身の故障による分限休職者▶28人　法令に違反した減給
者▶1人　法令に違反した戒告者▶1人
職員の服務の状況（各種制度の平均取得日数と取得人数・
平成20年度）
年次有給休暇（年間20日間付与される休暇）▶8.0日　厚生
休暇（健康増進のため、年間6日間付与される休暇）▶4.9日
育児休業（3歳までの子を養育するため取得することが可
能）▶51人　※人数は平成20年度中に新たに育児休業を取
得した職員数　育児短時間勤務（小学校就学の始期に達す
るまでの子を養育するため取得することが可能）▶1人　
※平成20年度から制度適用　部分休業（小学校就学の始期
に達するまでの子を養育するため取得することが可能）▶
53人　※人数は平成20年度中に新たに部分休業を取得した
職員数　介護休暇（家族を介護するため、取得することが
可能）▶1人　※人数は平成20年度中に新たに介護休暇を取
得した職員数

勤務成績の評定の状況
　職員の勤務の実績や職務に関連する能力、態度などを公
平かつ統一的に把握し、合理的な人事管理と職員の能力開
発、育成、活用を図ることを目的として、年1回勤務成績
の評定を行っています。

職員の競争試験と選考の状況（平成20年度合格者数と倍
率）
事務職A（一般事務）▶11人（22.5倍）　事務職A（社会福祉
士）▶3人（8.0倍）　市民病院医療事務▶2人（6.5倍）　技術職
A（土木）▶2人（3.0倍）　技術職A（建築）▶0人（0.0倍）　
技術職A（化学）▶2人（3.5倍）　保育職A▶21人（4.7倍）　保
育職B▶5人（9.2倍）　消防職▶15人（6.2倍）　保健師A▶2人
（6.5倍）　保健師B▶2人（1.0倍）
＜民間企業等職務経験者対象＞
事務職B（一般事務）▶3人（25.3倍）　技術職B（建築）▶0
人（0.0倍）

苦情処理制度の概要
　職員は任用、給与、勤務時間そのほかの勤務条件、服
務など人事管理の全般に関する苦情の申し出や相談を公
平委員会にすることができます。

勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況
　職員は給与など勤務条件に関して公平委員会に適当な
措置を講ずるよう要求することができます。
平成20年度措置要求件数▶0件

不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況
　職員は懲戒そのほかその意に反する不利益な処分に関
して、公平委員会に不服の申し立てをすることができま
す。
平成20年度不服申立件数▶0件

区分
部門

職員数（人） 対前年増減数（人）
平20 平21 平20 平21

普
通
会
計

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政

議　　会 10 10
総　　務 247 249 ▲3 2
税　　務 78 74 ▲2 ▲4
労　　働 2 2
農林水産 13 12 1 ▲1
商　　工 13 13 3
土　　木 160 139 ▲2 ▲21
小　　計 523 499 ▲3 ▲24

福
祉
関
係

民　　生 521 534 9 13
衛　　生 255 229 ▲5 ▲26
小　　計 776 763 4 ▲13

一般行政部門計 1299 1262 1 ▲37
教 　育 126 109 ▲11 ▲17
消 　防 289 287 6 ▲2
普通会計計 1714 1658 ▲4 ▲56

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　　院 663 681 24 18
水　　道 38 39 ▲2 1
下 水 道 39 36 ▲7 ▲3
そ の 他 60 63 ▲4 3
計 800 819 11 19

総合計 2514 2477 7 ▲37

部門別職員数（各年4月1日現在）

人事行政の透明性を高め、その公平性を確保するため、職員の任用・給与・服務・福利厚生などの状況を公
表しています。その主な内容をお知らせします。

1 職員数そのほか服務などの状況

人件費の状況（普通会計決算・平成20年度）
歳出総額（Ａ）▶791億2108万円　実質収支▶15億2191万円
人件費（Ｂ）▶157億1547万円　人件費率（Ｂ/Ａ）▶19.9％
※人件費には市長・議員など、特別職に支給される給料
・報酬などのほか、事業費から支出された職員の給与な
ども含む（金額は万円未満切り捨て）

職員給与費（普通会計予算・平成20年度）
職員数（Ａ）▶1712人（45）　給料▶66億7721万円　職員手
当▶19億2426万円　期末・勤勉手当▶29億1018万円
計（Ｂ）▶115億1166万円　1人当たり給与費（Ｂ/Ａ）▶672
万円
※職員数の（　）内は、再任用短時間勤務職員の数で、給
与費には、特別職に対する給料・報酬などは含まず。職
員手当とは、扶養・地域・管理職・通勤・特殊勤務・住
居・時間外勤務などの手当で、退職手当は含まず（金額は
万円未満切り捨て）

特別職の報酬など（平成20年4月1日現在）
給料（月額）▶市長101万8500円、副市長85万600円　報酬
（月額）▶議長63万2000円、副議長57万1000円、議員52万
5000円　期末手当▶6月期1.6月分、12月期1.75月分

2 職員の給与などの状況
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問い合わせ▶人事課（☎85－6021）

そのほかの職員福祉のための制度の概要
　定期健康診断や職員健康（身体・心）相談室の開設、市
職員共済会への助成などを行っています。

公務災害補償の実施状況（平成20年度）
　公務（通勤）上において、災害が発生し、職員がけがや
病気、死亡した場合には、地方公務員災害補償基金から
一定の補償がなされます。
通勤災害▶傷病0件　公務上の災害▶傷病19件

職員（共済組合員）の福祉事業の概要
　短期給付は、職員が育児や介護に係る休業を取得した
場合に、職員に支払われる休業給付（育児休業手当金、介
護休業手当金）です。長期給付は、職員が退職した場合や、
障がいの状態になったり、死亡したりした場合に、職員
やその遺族の生活の安定を図ることを目的として支給（退
職共済年金、障害共済年金、障害一時金、遺族共済年金）
されています。また、職員（共済組合員）の健康保持に資
する保養所の宿泊事業、住宅貸付などの貸付事業や、貯
金事業などがあります。

4 職員の福祉と利益の保護の状況

研　修　名 回数 日数 時間 受講者数
階層別研修
（14コース）

20 51 315 603

特別・専門研修
（39コース）

92 60 305 2862

派遣研修 － － － 96
通信教育
（36コース）

－ － － 64

総　　　計 112 111 620 3625

階層別研修▶勤務年数や職位に応じて要請される諸能力
の育成のために、各階層別に実施　特別･専門研修▶より
高度な専門的知識と技術を習得し、実務能力を養成する
ために実施　派遣研修▶自治大学校、国土交通大学校、
市町村職員中央研修所など、高度な行政運営能力・専門
能力を養成するためほかの研修機関に派遣　通信教育▶
職員の自己啓発支援として、通信教育講座の受講料を助
成

３ 職員研修の実施状況（平成20年度）

国 春日井市

扶養手当

扶養親族1人につき6500
～1万3000円、満16歳年
度始めから満22歳年度
末までの間にある子1人
につき5000円加算

国と同じ

住居手当

（1）借家・借間…家賃額
に応じて支給（最高限度
額は月額2万7000円）
（2）自宅…新築・購入後
5年間…月額2500円

（1）借家・借間…国と同
じ
（2）自宅…月額4500円

通勤手当
徒歩以外で2km以上の通
勤者に対して、5万5000
円まで

徒歩以外で2km以上の通
勤者に対して、5万5000
円まで（国とは通勤手段、
距離による相違あり）

職員の初任給（平成20年4月1日現在）
大学卒▶17万8800円（採用2年経過日給料額19万2800円）
高校卒▶14万4500円（採用2年経過日給料額15万4400円）

職員の平均給料月額、平均年齢（平成20年4月1日現在）
一般行政職▶34万6735円、平均年齢44歳4月　技能労務職
▶31万1631円、平均年齢46歳6月

一般行政職の級別職員数（平成20年4月1日現在）
1～3級（主事･主任）▶301人（37.1％）　4級（主査・統括主任）
▶257人（31.7％）　5 ～ 6級（課長補佐）▶147人（18.1％）7級
（課長）▶88人（10.8％）　8級（部長）▶18人（2.2％）　9級（部
長）▶1人（0.1％）

地域手当（平成20年4月1日現在）
支給率▶10％（国の支給率は3％）　支給対象職員数▶1714
人　支給対象職員1人当たり平均支給年額▶36万6233円

職員手当（平成20年度）

※職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり

国
春日井市

期 末 勤 勉

期末・勤勉
手当

6月 1.4月分 0.75月分

国と同じ12月 1.6月分 0.75月分

計 3月分 1.5月分

国
春日井市

自己都合 勧奨・定年

退職手当

最高限度 59.28月分 59.28月分

国と同じ

勤続35年 47.5月分 59.28月分

勤続25年 33.5月分 41.34月分

勤続20年 23.5月分 32.76月分

その他の
加算措置

定年前早期退職者に対し、
最高100分の20を乗じて得
た額を加算

※平成20年度中に退職した市職員（全職種）の退職手当の1
人当たり平均支給額は、自己都合が202万円、勧奨・定年
が2631万円（金額は万円未満切り捨て）

時間外勤務手当（平成20年度）
支給総額▶2億4606万円　職員1人当たり平均支給年額▶
14万円（金額は万円未満切り捨て）

特殊勤務手当（平成20年度）
職員全体に占める手当支給職員の割合▶43.8%　支給対象
職員1人当たり平均支給年額▶9万1124円　手当の種類▶
29種類

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成20
年4月1日現在）

経 験 年 数

10年 15年 20年

一般行政職
大学卒 27万6093円 32万3903円 34万9633円

高校卒 23万1475円 28万1875円 該当なし

技能労務職
大学卒 該当なし 28万3250円 30万7100円

高校卒 25万8433円 27万956円 29万1934円

※経験年数は、卒業後から採用までの年数（換算率により
加算）を含む
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新しい年の幕開けを飾る新春春日井マラソン大会に参加して、新春のまちを駆け抜けましょう。

問い合わせ▶スポーツ課（☎84－7117）

（注）小学生は責任者が同伴、また小学3年生以下は責任者
　　が伴走してください

10月15日（木）～ 11月17日（火）までに、所定の用
紙（総合体育館、市役所情報コーナーなど市の主
な施設に用意、1人1枚）に記入し、参加料を添えて、
郵便局（手数料が必要）か総合体育館へ　※市役所
内での申し込みはできなくなりました。インター
ネットや携帯サイトでも申し込み可（手数料が必
要）
ホームページ　http://runnet.jp/

申し込み▶

○競技の部は、各部門
6位まで表彰○10km競
技最高タイムの優勝者
男女各1人に旅行券を
贈呈(前年度贈呈者を除
く)○競技の部参加者に
記念Ｔシャツ○参加者
全員に参加賞
※競技終了後、ゼッケン
番号で豪華景品が当たる
お楽しみ抽選会あり

10km競技の部 2000円

○一般男子
○40歳代男子
○50歳以上男子
○一般女子
○40歳以上女子

高校生以上で70分以
内にゴールできる人

3km競技の部 200円○中学生男子
○中学生女子

中学生で25分以内に
ゴールできる人

3kmジョギングの部 200円年齢、性別は問い
ません

おおむね40分以内に
完走できる人（注）

種　目 部　門 参加資格 参加料 賞

コース図
（スタート時間）

ゴール

10km競技
スタート（10：10）

3kmジョギング
スタート（10：35）

3km競技
スタート（10：20）

市民病院総合体育館

大手小

八田川

朝宮
公園

中央
公民館

柏原中

市役所

柏原小

ケローナ通

国
道
19
号

10km競技

3kmジョギング

3km競技

　  春日井マラソン大会　  春日井マラソン大会
参加者を募集参加者を募集
　  春日井マラソン大会　  春日井マラソン大会
参加者を募集参加者を募集
　  春日井マラソン大会
参加者を募集
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9/16
㊌ あなたの声をこの一杯に

（春日井商工会議所）

　春日井サボテンプロジェクトが、開発を進め
ているサボテンビールの試飲会を行いました。
このビールは色は琥珀（こはく）色、香りは甘く、
クリーミーな泡が特徴です。委員からは「第一段
階としては上出来」「サボテンらしく緑色にして
は？」などの声が上がりました。今後、さらに改
良を進め、市民の皆さんの声を反映するため、
春日井まつりの「パルケdeサボテン」でも試飲会
を行います。

9/8㊋
15㊋

ゆったり、さっぱり、にっこり
（養護老人ホーム）

　敬老の日を前に、理容生活衛生同業組合による無料散
髪と菓子工業組合によるくりきんとん作りの実演訪問が
行われました。
　8日は理容師15人が来所し、入所者の皆さんは気持ち
よさそうに散髪や顔剃りをしてもらっていました。この
活動は今回が初めてですが、毎年9月の理容ボランティ
アの日の活動として来年以降も行われます。また、15日
は菓子職人5人が来所し、くりきんとん作りの実演をし
ました。毎年、秋に行われる恒例行事で、入所者の皆さ
んはこの日を楽しみにしていた様子。来年もまた、食べ
たいなと秋の味覚をほお張り、にっこりしていました。

　春日井商業高校の生徒が、店舗運営や販売の
実習として毎年行っている「HAL－SHOP」を出
店しました。店頭では生徒たちが、夏休みに寄
せ植えしたサボテンや「春商せんべい」「サボちゃ
ん（生徒がデザインしたマスコット）あめ」などを
元気よく販売しました。今後、月に1回ずつ出店
を予定しており、春日井まつりにも出店します。

9/11
㊎ いらっしゃいませ

HAL－SHOPです！
 （鳥居松広小路商店街）
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6 広報春日井10月15日号

I N F O R M A T I O N情報最前線

　深刻な経済不況のため営業利益は減になったものの、業務の徹底的な合理化を進めたことにより、平
成20年度の決算状況は当期利益が約1800万円となりました。営業推移としては、営業利益で4年連続、
当期利益でも2年連続で黒字となりました。

問い合わせ▶管理指導課（☎85－6636）

営業推移

（百万円）

９７８

支出（営業費用＋営業外費用）

収入（営業収益＋営業外収益）

経常利益

１１２５ １０２４ １０２0
１０１４

１００２
１００１

平成

1500

1000

500

0

－500 －１４７
２６－１０ －１

９９４
９５１

２０

９３１

（年度）１６ １7 １8 １9 ２0

（単位：百万円）

営業収益
営業費用
　営業利益
営業外収益
営業外費用
　経常利益
特別損失
　税引前当期利益
　法人税等
　当期利益

945
931
14
6
0
20
0
20
2
18

損益計算書（Ｈ20.4.1～21.3.31）

平成20年度経営状況

ホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせしますホテルプラザ勝川の経営状況をお知らせします
ホテルプラザ勝川は、市が出資する第三セクター・勝川開発（株）の子会社です。今回は平成20年度の損益
計算書と営業推移についてお知らせします。

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/kachigawa/kachi_kai.html

ところ・問い合わせ▶総合体育館（☎84－7101）

2009/10 Ｖ・プレミアリーグ 男子春日井大会2009/10 Ｖ・プレミアリーグ 男子春日井大会2009/10 Ｖ・プレミアリーグ 男子春日井大会2009/10 Ｖ・プレミアリーグ 男子春日井大会2009/10 Ｖ・プレミアリーグ 男子春日井大会
バレーボール国内最高峰Ｖ・プレミアリーグの試合が総合体育館で開催されます。一流選手が繰り広げる
熱戦を観戦しませんか。
試合日程 ▼12月26日(土)午後2時から(正

午開場) ○第1試合…豊田合
成トレフェルサ×大分三好ヴ
ァイセアドラー○第2試合…
サントリーサンバーズ×ＦＣ
東京

市民入場券 ▼10月17日(土)から、総合体
育館で販売○1階指定Ｓサイ
ド席…3500円○1階指定Ａサ
イド席…3000円○2階指定席
…2500円○2階一般自由席…
1500円○2階小学生～高校生
自由席…500円　※一般入場
券は10月17日(土)から、全国
のチケットぴあで販売

　今後も市民の皆さんが
集い、交流する場として
ふさわしい企画を催し、
愛されるホテルを目指し
ます。
　結婚式や宴会、会議な
ど幅広く利用してくださ
い。
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道 風道 風 展道 風道 風 展道 風 展

短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭
限られた字数の中に、生活や社会、自然を表現する短詩型文学は、身近な創作活動としてとても親しみや
すく、研ぎ澄まされた表現や新鮮な観察眼をはぐくみます。今年は、昨年より約400点多い、一般の部に
665点、小・中学生の部に1万2855点の作品の応募があり、次の皆さんが市長賞に選ばれました。

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

市長賞

●一般の部●
俳　句▶戸田冨士夫
川　柳▶竹久鉦治
狂　俳▶長谷川文江
　詩　▶山城屋博子
短　歌▶島本幸子

●小・中学生の部●
俳　句▶服部成美(東部中3)
川　柳▶小川大成(松山小6)
　詩　▶伊藤華子(東部中2)
短　歌▶酒井真優(春日丘中2)

作品展（特別賞受賞作品と審査員･実行委員の作品の展示）
と　き▶10月31日(土) ～ 11月8日(日)午前9時～午後4時30分(最終

日は3時まで)
ところ▶文化フォーラム春日井

市長賞の作品の展示
と　き▶12月中旬～平成22年12月中旬
ところ▶内々神社文学の森

作品集の販売
購入方法▶10月31日(土)から、文化フォーラム春日井･文化情報プラ

ザ、市役所情報コーナー、東部市民センター、味美･高
蔵寺･南部･西部ふれあいセンター、各公民館で

内　容▶入選作品、審査員・実行委員作品、審査員による審査講
評などを掲載

価　格▶800円

春日井会場 ▼10月31日(土) ～ 11月8日(日)午前9時～
午後4時30分〈最終日は3時まで〉

と　こ　ろ 内　容

文化フォーラム春日井
一般部の市観光協会長賞
以上の作品

市役所10～ 12階 一般部、学生条幅の部

道風記念館、観音寺（松河戸町）学生半紙の部、参考作品

※11月3日（祝）のみ、会場循環バスを運行

名古屋会場 ▼11月17日(火) ～ 23日(祝)午前10時～
午後6時〈20日(金)は8時まで〉

と　こ　ろ 内　容

県美術館ギャラリーＪ
（名古屋市東区）

一般部の市観光協会長賞
以上と学生部の文部科学
大臣奨励賞の作品

市役所
前

JR勝川
駅　前

道風記念館前 JR春日井
駅　　前

市役所
前（着） （発）

 9：15  9：21  9：28  9：33  9：40  9：46

 9：55 10：01 10：08 10：13 10：20 10：26

10：35 10：41 10：48 10：53 11：00 11：06

11：15 11：21 11：28 11：33 11：40 11：46

11：55 12：01 12：08 12：13 12：20 12：26

12：35 12：41 12：48 12：53 13：00 13：06

13：15 13：21 13：28 13：33 13：40 13：46

13：55 14：01 14：08 14：13 14：20 14：26

14：35 14：41 14：48 14：53 15：00 15：06

15：15 15：21 15：28 15：33 15：40 15：46

15：55 16：01 16：08 16：13 16：20 16：26

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内道風展事務局（☎85-6868）

会場循環バス時刻会場循環バス時刻表（無料（無料）〈11/〈11/3（祝（祝）のみ〉のみ〉会場循環バス時刻表（無料）〈11/3（祝）のみ〉

道風展は、現在の春日井市で生まれたと伝えられ、
三跡の一人として日本書道史上に大きな足跡を残し
た小野道風にちなんで、毎年開催される書の展覧会
です。
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出産育児一時金について
　市国民健康保険加入者で、平成21年10月1日か
ら平成23年3月31日までに出産した場合の出産育
児一時金の支給額を、35万円から39万円(産科医
療補償制度に加入している医療機関などで登録し
て出産した場合は、38万円から42万円)に引き上
げました。
　また、10月1日(木)から出産育児一時金の医療機
関への直接支払制度が始まりました。
問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6156)

環境審議会の公開
と き▶ 10月26日(月)午前10時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6216)

地域密着型サービス事業者説明会
　第4次高齢者総合福祉計画で整備数が定められ
た地域密着型サービスについて、平成22年度整備
の事業者の募集を行います。これに伴い説明会を
開催します。
と き▶ 10月29日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
サービス種別▶認知症対応型共同生活介護
地 区▶ 高蔵寺西部地区または中央地区
対 象▶ 地域密着型サービス事業者指定の希望者
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6182)

県との共同公売を実施
と き▶ 10月28日(水)午後1時30分から
ところ▶ 名古屋東部県税事務所(名古屋市中区)
内 容▶ 差し押さえ中の不動産の公売　※県と他

市町の物件もあり。市税完納などにより
中止になる場合あり

問い合わせ▶ 収納課(☎85－6657)か名古屋東部県税事
務所特別滞納整理室(☎052－953－7868)

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

11月～平成22年1月の献血
とき ところ

11/25(水)9：30～ 16：00 市役所
11/28(土)10：00～ 16：
00 バロー高蔵寺店

12/5(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
12/12(土)10：00～ 16：
00 サンマルシェ南館1階南出入口

1/9(土)10：00～ 16：00 ピアゴ篠木店
1/19(火)14：00～ 16：00 名古屋徳洲会総合病院

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

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

問い合わせ▶子ども政策課(☎85－6170)

　3歳になる月に案内を郵送します。健康診査の案内に同封
してある「目・耳の検査のアンケート」を自宅で記入してから
受診してください。

３歳児健康診査３歳児健康診査を受けましょう受けましょう３歳児健康診査を受けましょう
3歳は体と心の発達に最も重要な時期です。また、この時期になると視力・聴力・尿検査も行えるよう
になります。子どもの成長を一緒に確認しながら、育児の不安や疑問を解消できる場として健康診査
を活用しましょう。

視力・聴力・尿検査を行うことで、次のような病気を発見
できます！
〇視力検査…乱視、弱視　〇聴力検査…中耳炎、軽度難聴
〇尿検査…腎疾患、糖尿病、尿路系疾患



9広報春日井10月15日号

秋季かすがいクリーン大作戦
　クリーン大作戦は、地域の道路や公園などの清
掃を各区・町内会・自治会などの協力で行ってい
ます。みんなで参加して、きれいな街にしましょ
う。
と き▶ 11月1日(日)午前8時～ 10時
ところ▶ 市内全域
ごみの出し方▶各区・町内会・自治会で事前に決

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

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6226)

敷地内全面禁煙のお知らせ
　市民の皆さんの健康を守るという観点から、11
月1日(日)から、健康管理センターと保健センター
の敷地内を、駐車場を含め全面禁煙としますので
協力してください。
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6166)

狂犬病予防注射は済みましたか
　犬の飼い主には、狂犬病予防法により生後91日
以上の犬に対して、狂犬病予防注射を受けさせる
ことが義務付けられています。まだ、注射を受け
ていない場合は、動物病院で早めに注射を受けて
ください。また、飼い主の変更や犬の転入、飼い
犬が死亡した場合は登録の変更手続きをしてくだ
さい。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6279)

義援金のお礼
　｢山口県7.21大雨災害｣｢福岡県7月豪雨災害｣義
援金として4万494円、｢兵庫県台風第9号災害｣｢台
風9号岡山県大雨災害｣義援金として2万8025円が
寄せられました。この義援金は日本赤十字社を通
じて被災者に配分されます。ありがとうございま
した。
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

明るい選挙啓発ポスター入選作品展
　254点の応募の中から、次の皆さんの作品が優
秀作品に選ばれました。〈敬称略〉
小学生の部
浅野菜奈子(八幡小4)、冨田美結(東高森台小4)、松
島優(東高森台小6)
中学生の部
竹市有里(石尾台中1)、伊藤華子(東部中2)、筧早織
(石尾台中3)

とき ところ
10/23(金) ～ 11/6(金) 市役所市民ホール(全地区)
11/13(金) ～ 27(金) 東部市民センター (東)
11/13(金) ～ 27(金) 西部ふれあいセンター (西)

※(東)は東部地区の作品28点、(西)は西部地区の作
品25点を展示。また、各期間とも最終日は正午ま
で。優秀作品はホームページでも公開
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
gyousei/senkyo/senkan/akaruisenkyo.html
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

問い合わせ▶文化財課(☎33－1113)

ハハニワまつりハニワまつりハニワまつりハニワまつり
ハニワの野焼き
時　間 ▼午前10時30分～午後6時

(予定)
たたら研究会による製鉄実演
時　間 ▼午前11時～午後3時
ボーイスカウトによる体験教室
時　間 ▼午前11時～午後3時30分
舞台芸能
時　間 ▼午前11時15分～午後3時

30分
炊き出し
時　間 ▼午前11時30分から

ミニハニワを作ろう！
時　間 ▼ ①午前11時～ 11時35分②午

前11時45分～午後0時20分
定　員 ▼ 80組(先着順)
勾玉作り
時　間 ▼ ①午後1時～ 1時45分②午後

1時50分～ 2時35分③午後2時
40分～ 3時25分

定　員 ▼ 150組(先着順)

二子山古墳や下原古窯跡群でたくさんの埴輪（はにわ）が出土されたことにちなんで、毎年開催され
るハニワまつり。野焼きやミニハニワ・勾玉（まがたま）作りなどで秋の1日を楽しみませんか。

体 験 工 房体 験 工 房

と　き ▼ 10月24日(土)〈雨天時は25日(日)
に順延〉午前10時～午後6時

ところ ▼二子山公園

体 験 工 房体 験 工 房
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夜コン｢しあわせな夜のための｣
と き▶ 10月23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▶ 大宅はるな、大宅さおり(ピアノ)
曲 目▶ ドビュッシー ｢6つの古代エピグラフ｣、

フォーレ｢ドリー ｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

秋の読書週間10月27日～11月9日
夢とファンタジーの世界へ
と き▶ 11月1日(日)午後2時～ 2時30分
ところ▶ 図書館
内 容▶ パネルシアターでお話を聞いたり歌を歌

う
図書館探検
と き▶ 11月3日(祝)午前10時30分～ 11時
ところ▶ 図書館
内 容▶ 普段は見ることができない図書館の舞台

裏の紹介
腹話術と楽しい手品
と き▶ 11月7日(土)午後2時～ 2時30分
ところ▶ 図書館
内 容▶ 腹話術と手品を楽しむ
本のリサイクル会
と き▶ 11月8日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ リサイクル本の無料配布
問い合わせ▶ いずれも図書館(☎85－6800)

紙芝居とお話を聞く会11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)

13(金)・27(金)11：00～

図書館

4(水)11：00～、7(土)・14(土)
・21(土)・28(土)15：00～、
11(水)・18(水)・25(水)15：30
～

東部市民センター 6(金)・13(金)・20(金)・27(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 14(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 14(土)14：00～
南部ふれあいセンター 18(水)16：15～
西部ふれあいセンター 14(土)・28(土)11：00～
知多公民館 4(水)15：30～
鷹来公民館 14(土)13：30～
坂下公民館 7(土)14：00～
中央公民館 休み
グリーンパレス春日井 21(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

グリーンピアコンサート
大正琴コンサート
と き▶ 11月1日(日)午後1時～ 2時
出 演▶ 大正琴あらしば会
曲 目▶ ｢すみれの花の咲く頃｣｢秋桜｣｢枯葉｣など
ギターアンサンブルコンサート
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ ＭＹギターアンサンブル春日井
曲 目▶ ｢グリーンスリーブス幻想｣｢花嫁人

形｣｢悲しい酒｣など
二胡による悠久の調べ
と き▶ 11月7日(土)午後2時～ 3時
出 演▶ 未華、高橋明美
曲 目▶ ｢崖の上のポニョ ｣｢川の流れのよう

に｣｢イエライシャン(夜来香)｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

郷土館茶会｢雪待月｣
と き▶ 11月1日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※当日は、大垣共立銀行春日井

支店の駐車場が利用可
呈茶券▶ 400円(当日会場で販売)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)
協 力▶ 市茶道連盟協会

青少年健全育成市民大会
と き▶ 11月11日(水)午後1時30分～ 4時(1時開場)
ところ▶ 市民会館
内 容▶ ○表彰(功労者、作品、メッセージ、運

動・文化・善行)○講演｢大人が変われば
子どもは変わる～子育て、虐待、思春期
の問題～ ｣定本ゆきこ

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

市盆栽展
と き▶ ①山草の部…11月6日(金) ～ 8日(日)午前9

時～午後4時(最終日は3時まで)②盆栽の
部…11月13日(金) ～ 15日(日)午前9時～午
後4時(最終日は2時30分まで)

ところ▶ 落合公園管理棟
出展者募集
設営・搬入▶ ①11月5日(木)②11月12日(木)午後1時～ 4

時に、落合公園管理棟へ
申し込み▶ 10月26日(月)までに、公園緑地課(☎85－

6283)へ

ペットは見ている
飼い主のマナー

ワン
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わくわく自然ランド
と き▶ 11月8日(日)午前9時～午後2時30分
内 容▶ 紅葉・木の実・植物の観察と木の実を使

った工作を楽しむ
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会員
対象・定員▶ 小学生以上の人・65人(抽選)　※小学1

～ 3年生は保護者同伴
費 用▶ 受講料(1人)500円
ところ・申し込み▶10月27日(火)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、住所、参加者全員
の氏名(ふりがな)、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

連盟会長杯ソフトテニス大会
と き▶ 11月8日(日)午前9時から〈予備日11月15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▶ 10月25日(日)〈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(☎090－1628－
9417)

ハーモニーフェスティバル
と き▶ 11月8日(日)午前9時30分～午後4時
内 容▶ ハーモニー春日井利用登録団体などによ

るギターやバイオリン、和太鼓の演奏な
ど

持ち物▶ 上靴
ところ・問い合わせ▶ハーモニー春日井(☎88－

0677)　※市民球場に臨時駐車場を設け、
無料シャトルバス(随時運行)による送迎
あり

土 地 区 画
整理組合の のお知らせ

と　き ▼ 10月16日(金)から〈土・日曜日、祝休日を除く〉午前10時～午後4時
ところ ▼篠木四ツ谷土地区画整理組合事務所
持ち物 ▼申込書(組合に用意)、実印、印鑑登録証明書、住民票(法人の場合は登記簿謄本か資格証明書)
申し込みできない人 ▼未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人
※申込者名義で売買契約することになります。代理人が申し込む場合は委任状が必要です。共有で購入
する場合は、申込書に連名で記入してください

用途地域 ▼第一種住居地域、近隣商業地域、準工業地域
周辺施設 ▼東部中、篠木小、幼稚園など
整備概要 ▼整地済み(現状引き渡し、一部を除く)、上水道・都市ガスは道路に本管布設済み、引き込みは

個人で

掲載情報は9月末現在です。保留地の詳しい内容については、組合事務所に問い合わせてください。

県道
内津
・勝
川線
｠

かす
がい
｠

JR
中央
本線
｠

国道
19号
｠

庄内
川｠

内津川
｠

東 名 高 速 道 路｠

｠神領小｠

じん
りょ
う｠

じん
りょ
う｠

東部中｠

篠木小｠

南城中｠

出川小｠

篠木四ツ谷土地区画整理組合事務所
(篠木町7－2536・☎56－8606)

番号 地積（㎡） 処分価格（円）
20街区13 725.48 8343万200 
22街区1 241.67 2900万400 
42街区1 222.43 2024万1130 
42街区17-5 159.60 1755万6000 
45街区1 159.97 1759万6700 
49街区9-3 1415.90 1億4159万 
54街区5 173.41 2080万9200 
56街区15 172.81 2160万1250 
56街区23 165.34 1984万800 
61街区16 112.56 1350万7200 
65街区17 285.20 2566万8000 
68街区22-2 302.44 3024万4000 



12 広報春日井10月15日号

げんきっ子フェスタ
　児童と市長が交流するげんきっ子会議など、開
館記念行事として、いろいろな催しを行います。
対 象▶ 市内在住の乳幼児～小学生とその保護者

とき 内容
11/12(木)①10：00～ 11
：00②15：00～ 15：30

①親子ビクス②人形劇｢だるま
さんの｣

11/13(金)11：00～ 11：30 絵本の読み聞かせ
11/14(土)15：00～ 15：30 マジックショー
11/15(日)①10：00～ 15
：00②15：00～ 15：30

①おもちゃの病院②劇｢おはよ
う｣

11/21(土)10：00～ 11：30 げんきっ子会議

ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ
ー (☎35－3501)へ

成人式での広告掲載
　成人式でパンフレットに広告を掲載または会場
内に看板広告を設置する広告主を募集します。
掲載・設置場所▶①成人式パンフレット裏表紙②

会場内写真撮影コーナー　※掲載および
設置位置は市で決定

規 格▶ ①縦30㎜×横70㎜・1色(色指定不可)②縦
1100㎜×横800㎜以内(持ち運べる重さで
自立型)

枠 数▶ ①2枠②2基
パンフレット作成部数▶3000部
掲載料▶ ①1枠2万円②1基4万円
申し込み▶ 10月30日(金)までに、申込書(市ホームペ

ージに用意)に必要事項を記入し、広告
案を添えて、市役所執務時間中に直接、
生涯学習課(☎85－6447)へ　※応募者多
数の場合は審査後、公開抽選により決定
ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/seisaku/koukokujigyo/seijinsiki.html

グリーンパレス春日井　☎84－0381
旅先ふれあい英会話講座
と き▶ 11月7日～ 12月19日の土曜日(12月12日を

除く6回)午後1時30分～ 3時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円
申し込み▶ 10月18日(日)午前9時から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
将棋教室～駒の並べ方や動かし方を学ぶ
と き▶ 11月の日曜日(8日を除く4回)午後2時～ 3

時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・14人(先着順)
申し込み▶ 10月21日(水)午前9時から、電話で

味美ふれあいセンター　☎31－3522
初心者向け大正琴～懐かしの名曲を演奏できるよ
うに練習する
と き▶ 11月7日～ 12月5日の土曜日(11月21日を

除く4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 今井三七子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
クリスマスリース作り～ゴールドの球を使って華
やかに飾る
と き▶ 11月27日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 久保秋子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ はさみ(細いワイヤーや小枝が切れるも

の)
 
申し込み▶ ｢初心者向け大正琴｣は10月27日(火)〈必

着〉までに、｢クリスマスリース作り｣は
11月10日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚のみ)に講座名、住所、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号を書いて、〒486－
0958西本町1－15－1へ

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▶ 11月7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4㎏のぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
押し絵教室～来年のえと(とら)のミニカレンダー
を作る
と き▶ 11月12日(木)・19日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 中野綾子
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1000円
持ち物▶ はさみ、目打ち、ピンセット、洗濯挟み

10個、手ふき、手芸ボンド
 
申し込み▶ いずれも10月20日(火)から、電話で
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東部市民センター　☎92－8511
ほんわか彩墨カレンダーづくり～水彩画と書を組
み合わせて楽しい来年のカレンダーを作る
と き▶ 11月21日(土)午前10時～正午
講 師▶ 彩墨倶楽部ことぶき
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ 水彩絵の具一式
申し込み▶ 11月5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

知多公民館　☎32－8988
持ち込みパソコン年賀状作り
と き▶ 11月21日(土)・28日(土)〈2回〉午前9時30

分～ 11時30分
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費200円
持ち物▶ ウインドウズビスタまたはⅩＰ対応パソ

コン
申し込み▶ 11月10日(火)〈必着〉までに、往復はがき

(1人1枚)に、講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、〒486－0947知多町4
－64－1へ

子ども政策課　☎85－6151
青少年育成サポート事業｢中国の弦楽器　二胡を作
ろう！ ｣～楽器作り・演奏を通して大学生と小学
生が異年齢交流を図る
と き▶ 11月14日～ 12月19日の毎週土曜日、12

月25日(金)〈7回〉午後1時～ 3時(12月5日
のみ午前10時～午後3時)

ところ▶ 中部大学　※12月25日は未定
対 象▶ ○市内在住か在学のおおむね18 ～ 22歳

の学生・10人(先着順)○市内在住の小学
5～ 6年生・20人(先着順)　※小学生は12
月5日からの4回

参加料▶ 材料費500円
持ち物▶ はさみ、カッターナイフ、ペンチ
申し込み▶ 10月28日(水)までに、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
ペーパークラフト(立体動物作り)講座～来年のえ
と｢とら｣(白虎)とかわいい｢犬｣(ポメラニアン)を
作る
と き▶ 11月12日(木)・19日(木)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 樋口賢治
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200円
持ち物▶ はさみ、カッターナイフ、木工用接着剤、

ピンセット
申し込み▶ 10月20日(火)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
現代押し花アート教室～押し花でクリスマスリー
スを作る
と き▶ 11月11日(水)午前9時30分～正午
講 師▶ 山本啓子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2800円
持ち物▶ はさみ、カッターナイフ、ピンセット
園芸教室～家庭果樹の整枝・剪定(せんてい)方法
と き▶ 11月21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
園芸教室～実践実梅・花梅の剪定
と き▶ 11月25日(水)午前9時30分～午後4時　
 ※雨天の場合は、研修室で講義
講 師▶ 大野光義
費 用▶ 受講料250円
定 員▶ 30人(抽選)
持ち物▶ 剪定ばさみ、弁当
 
申し込み▶ ｢現代押し花アート教室｣｢家庭果樹の整

枝・剪定方法｣は10月20日(火)から電話
で、｢花梅の剪定｣は11月1日(日)〈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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かすがいげんきっ子センター
工作教室～クリスマスグッズを作る
と き▶ 12月5日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
子ども講座～切り折り紙飛行機
と き▶ 12月12日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(抽選)
費 用▶ 材料費100円
おいしいクッキング～もちもちパンを作ろう！
と き▶ 12月13日(日)午前10時～午後0時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
講 師▶ ヘルスメイト
費 用▶ 材料費200円
 
申し込み▶ 10月31日(土)〈消印有効〉までに、往復は

がき(きょうだいでの申し込みは連名可)
に講座名、住所、氏名(ふりがな)、学校名、
学年、保護者名、電話番号を書いて、〒486
－0945勝川町8－2858－1(☎35－3501)へ

市文化協会の講座
新舞踊～歌に合わせて踊ってみませんか？
と き▶ 11月10日(火)・17日(火)・24日(火)〈3回〉

午後1時30分～ 3時
ところ▶ 南部ふれあいセンター
講 師▶ 石田則子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(抽選)
持ち物▶ 扇子(ない人には貸し出し可)
問い合わせ▶ 新舞踊華の会・石田(☎32－9572)
申し込み▶ 10月27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、扇子の貸し出しを希望する人
は｢扇子貸し出し希望｣と書いて、〒486
－8686春日井市役所文化課(☎85－6079)
へ

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会｢ツバキの管理｣～ツバキの上手な育
て方を学ぶ
と き▶ 11月22日(日)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 佐藤晴美
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、教材費1650円
持ち物▶ 園芸用はさみ、カッターナイフ、持ち帰

り用の袋
申し込み▶ 10月31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、〒486－0817
東野町字落合池1へ

消防総務課　☎85－6374
上級救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当てや、傷病者の管理方法を学ぶ
と き▶ 11月22日(日)午前9時～午後5時
ところ▶ 南部ふれあいセンター
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▶ 10月19日(月)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▶ 11月5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21年1月～ 2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
市民健康づくり講座｢肩・腰・膝のつらい痛みに
負けるな！ ｣
と き▶ 11月8日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 市医師会医師
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・90人(先着順)
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▶ 11月10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6月～ 7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)
中高生の料理教室～成長期に必要な栄養の黄金バ
ランスがわかる弁当箱法を伝授！
と き▶ 11月14日(土)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▶ 市内在住か在学の中・高校生・20人(抽選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん、弁当箱
 
申し込み▶ ｢市民健康づくり講座｣は10月19日(月)か

ら、｢カミカミ健康教室｣は10月22日(木)
から、｢モグモグ健康教室｣は10月23日
(金)から電話で、｢中高生の料理教室｣は
10月30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
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子ども政策課　☎85－6170
母と子のサポート情報～乳幼児健康相談・歯っぴ
ー歯科相談・母乳相談(予約制)
と き▶ ①11月6日(金)・19日(木)、12月4日(金)・

11日(金)、平成22年1月15日(金)・21日(木)
②11月27日(金)、12月25日(金)、平成22
年1月28日(木)午前10時～正午、身体計測
のみの人は11時までに来所してください
(予約不要)　※11月19日(木)、12月11日
(金)、1月21日(木)は歯科相談は実施して
いません

ところ▶ ①健康管理センター②保健センター
パパママ教室～①｢妊娠｣妊娠中の生活・口腔(こ
うくう)衛生②｢分娩(ぶんべん)｣呼吸法・妊婦体
操③｢新生児｣育児と栄養
と き▶ ①11月4日(水)②11月11日(水)③11月18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、コップ、

手鏡、タオル)
日曜パパママ教室～保健指導・もく浴指導
と き▶ 11月15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10月20日(火)か

ら、電話で　※それ以外は常時受け付け

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
転倒骨折予防～骨折しにくい柔軟な体を作ろう！
と き▶ 10月27日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 味美老人憩いの家
講 師▶ 市市民サービス公社スポーツインストラ

クター
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
弾んで弾んで、ボンボンボン。バランスボールで
エクササイズ！
と き▶ 10月30日(金)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▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5734)へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
やさしいヨガ教室
と き▶ 11月13日～ 12月4日の毎週金曜日(4回)午

前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 10月29日(木)〈必着〉までに、往復はがき

に教室名、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

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ソフトエアロビクス教室
と き▶ 11月5日～ 26日の毎

週木曜日(4回)午前10
時～ 11時

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在
学の人・25人(先着順)

費 用▶ 受講料1200円
申し込み▶ 10月18日(日)午前9時

から、電話で

体育協会の講座
硬式テニス初級者教室
と き▶ 11月14日(土)午前9時～午後4時
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学4年生以上

の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、テニ

スシューズ、弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
少林寺拳法護身術教室
と き▶ 11月22日～12月13日の毎週日曜日(4回)午

後1時～ 3時
ところ▶ 総合体育館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 受講料1600円　※中学生以下は600円
問い合わせ▶ 市少林寺拳法協会・大鹿(☎52－2300)
 
申し込み▶ いずれも11月7日(土)〈必着〉までに、｢硬

式テニス｣は往復はがきに、｢少林寺拳法｣
ははがきに教室名、住所、氏名、年齢、
電話番号、｢硬式テニス｣は経験年数を書
いて、〒486－0804鷹来町4196－3、総合
体育館へ
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まちづくり交付金事業の事後評価原案の公表
　勝川駅周辺地区で実施した｢まちづくり交付金
事業｣の事後評価原案を公表し、意見を募集しま
す。
と き▶ 10月15日(木) ～ 11月16日(月)〈土・日曜日、

祝日を除く〉午前8時30分～午後5時15分
ところ・問い合わせ▶事業課(☎85－6648)　※ホ

ームページでも見ることができます
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/machi/kachigawa/index.html
意見提出▶ 11月16日(月)までに、郵送かファクス、

Ｅメールに住所、氏名、意見を書いて、
〒486－8686春日井市役所事業課(ＦＡＸ
85－0991、Ｅメールjigyo2@city.kasugai
.lg.jp)へ

市税等の納期限・納税相談
市県民税3期・国民健康保険税5期・介護保険料
4期・後期高齢者医療保険料3期
　納期限は11月2日(月)です。最寄りの金融機関や
コンビニエンスストアで納付してください。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▶ 10月25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)

知っていますか？検察審査会
　検察審査会は、衆議院議員の選挙権を有する人
の中から｢くじ｣で選ばれた11人の検察審査員で構
成され、検察官が被疑者を裁判にかけなかったこ
と(不起訴)の当否について審査します。交通事故
などの犯罪の被害に遭ったが、検察官がその加害
者を起訴してくれない。このような不満を持って
いる人は検察審査会事務局に相談ください。
問い合わせ▶ 名古屋第一・第二検察審査会事務局(☎

052－203－2423)

地デジの簡易チューナー給付などの支援制度
　総務省では、経済的な理由などで、地上デジタ
ル放送を見ることができない世帯に対して、簡易
なチューナーを無償給付するなどの支援を開始し
ています。　※申し込みにはＮＨＫと受信契約を
結び、全額免除の適用を受けることが必要です。
また、支援は現物給付ですので、自分で購入した
チューナー、アンテナ改修などの費用を清算する
ことはできません
対 象▶ 生活保護などの公的扶助を受けている世

帯や障がい者がいる世帯でかつ世帯全員
が市民税非課税の措置を受けている世帯
などで、ＮＨＫ受信料全額免除となって
いる世帯

問い合わせ▶ ○支援制度について…総務省地デジチ
ューナー支援実施センター (☎0570－
033840、ＦＡＸ044－966－8719)○ＮＨ
Ｋとの受信契約、受信料免除について…
ＮＨＫ視聴者コールセンター (☎0570－
000588、ＦＡＸ044－888－4340)

｢地方分権セミナー ｣の参加者募集
と き▶ 10月27日(火)午後3時～ 4時40分
ところ▶ 中電ホール(名古屋市東区)
内 容▶ 現在進められている地方分権改革につい

て、税財政改革を中心に皆さんと一緒に
考えるためのセミナー

講 師▶ 関西学院大学教授・神野直彦
定 員▶ 400人(先着順)
申し込み▶ 電話かはがき、ファクス、Ｅメールに｢セ

ミナー希望｣、住所、氏名、電話番号を
書いて〒460－8501愛知県総務部総務課
(☎052－954－6027、 ＦＡＸ052－954－
6980、Ｅメールsomubu－somu@pref.aichi.
lg.jp)へ　※参加決定通知は行いません

ほっと一息｢ふらっと｣へ
と き▶ 11月1日(日)・25日(水)、12月6日(日)・16

日(水)、平成22年1月27日(水)午後2時～ 4
時　

ところ▶ 総合福祉センター　※11月1日は鳥居松
ふれあいセンター、25日はサン・アビリ
ティーズ春日井

内 容▶ 参加者とゆっくり時間を過ごしながら、
互いの悩みを聞き、一緒に考える　※当
日は保健所または市役所の相談員も参加

対 象▶ 身内に心の病の人を抱え、何とかしたい
と考えている家族

問い合わせ▶ 障がい福祉課(☎85－6186)
主 催▶ 春日井地域精神障害者家族会｢むつみ会｣
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11月～平成22年1月の県春日井保健所
とき

食事療法相談(複数の疾患
を持つ人)〈予約制〉

11/10(火)、12/8(火)、
1/12(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 11/19(木)、12/17(木)、
1/21(木)　9：30～ 11：00

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

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

ひきこもりを考える親の
つどい

11/10(火)、12/8(火)、
1/12(火)　14：00～ 15：30

血液検査(エイズ、肝炎検
査等)

毎週火曜日〈11/3、12/22・
29を除く〉　9：30～ 11：00

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日〈11/3、12/22・
29を除く〉10：00～ 15：00

問い合わせ▶ 県春日井保健所(柏井町2、☎31－2188)
 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/

iryofukushi/kasugai－hc/

みろくの森で深まる秋をみつけよう！
月 日▶ 11月14日(土)〈雨天中止〉
集合場所▶ 午前9時に少年自然の家三角駐車場
内 容▶ みろくの森を散策し、周辺で環境活動し

ている人たちのフィールドを見学する
コース▶ 半日コース…大谷休憩所～みろく休憩所
 1日コース…築水池北岸～築水休憩所～

廻間ビオトープ
定 員▶ 合わせて50人(先着順)
持ち物▶ 1日コースは弁当
申し込み▶ 10月19日(月) ～ 11月2日(月)に、電話か

ファクス、Ｅメールに住所、参加者全員
の氏名(ふりがな)、年齢、性別、電話番
号、希望コースを書いて、環境政策課(☎
85－6216、ＦＡＸ84－8731、Ｅメール
kansei@city.kasugai.lg.jp)へ

主 催▶ かすがい環境まちづくりパートナーシッ
プ会議

自衛官募集
試験日▶ 平成22年1月23日(土)
種 目▶ 陸上自衛隊高等工科学校生徒
応募資格▶ 15歳以上17歳未満の男子で中学校卒業者

か中等教育学校の前期課程修了者(平成
22年3月卒業見込みを含む)

申し込み▶ 願書を請求の上、11月1日(日) ～平成22
年1月8日(金)〈必着〉までに、〒485－
0025小牧市春日寺1－1、自衛隊愛知地方
協力本部小牧地域事務所(☎73－2190)へ

 ホームページ　http://www.mod.go.jp/
pco/aichi/

11月～1月の認定産業医による健康相談
とき ところ

11/15(日)、12/20(日)、
1/17(日)　10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井

11/24(火)、12/22(火)、
1/26(火)　14：00～ 15：30 春日井商工会議所

対 象▶ 従業員50人未満の事業所の事業主と従業
員

問い合わせ▶ 春日井小牧地域産業保健センター (☎82
－9900)　※精神科医による｢心の健康｣
電話相談にも随時対応

定年準備セミナー in 春日井 
と き▶ 11月21日(土)午前9時30分～正午
ところ▶ グリーンパレス春日井
内 容▶ ○ライフプランの必要性○退職前後の主

な手続きと基礎知識(健康保険、雇用保
険、厚生年金、税金)

対象・定員▶ おおむね45歳以上の人(夫婦での参加や
人事担当者の参加も可)・30人(先着順)

申し込み▶ 電話かファクスに、氏名、年齢、電話番号、
在職中か離職中かを書いて、県雇用開発
協会あいち高齢期雇用就業支援コーナー
(☎052－218－5651、ＦＡＸ052－201－8190)
へ

春日井小牧看護専門学校社会人入学生募集
試験日▶ 11月28日(土)
試験場所▶ 公立春日井小牧看護専門学校
試 験▶ 一般教養、小論文、面接
課程・学科▶ 医療専門課程・看護学科
修業年限▶ 3年(昼間)
資 格▶ 次のすべての要件に該当する人
 ○高等学校(中等教育学校を含む)を卒業

した人か高等学校卒業者と同等の学力が
あると認められた人○平成22年4月1日現
在で満23歳以上の人○平成22年3月31日
現在で3年以上社会人の経験のある人　
※詳細は募集要項に記載

定 員▶ 若干名
費 用▶ 受験料5000円
募集要項▶ 直接かホームページ、電話、ファクスで

請求(送料無料)
ホームページ　http://www.k－k－nurse.
ac.jp/14_shiryo/index.html

申し込み▶ 11月4日(水) ～ 12日(木)〈消印有効〉に直
接か郵送で、〒486－0849八田町2－38
－1、公立春日井小牧看護専門学校(☎84
－5611、ＦＡＸ84－1662)へ　※持参は、
土・日曜日を除く午前9時～午後5時



ＭＯＡ美術館春日井児童作品展
とき▶展示…10月22日（木）～ 24日（土）午前10時
～午後4時、表彰式…10月25日（日）午後1時30分
～ 3時30分　ところ▶展示…ＭＯＡ春日井セン
ター（浅山町4）、表彰式…総合福祉センター　
内容▶小学生の絵画と書写の展示。表彰式前に
ハーモニカとピアノのコンサート　問い合わせ
▶勝本（☎・ＦＡＸ85－9845）
･･････････････････････････････････････････
春日井母親大会
とき▶10月24日（土）午後2時～ 4時45分　とこ
ろ▶グリーンパレス春日井　講演▶「派遣村元
村長大いに語る～ぼくらの社会をあきらめな
い」湯浅誠　定員▶150人（先着順）　問い合わせ
▶春日井民主商工会婦人部（☎81－1482）
･･････････････････････････････････････････
ちびっこ冒険レンジャー大集合
とき▶11月3日（祝）午前9時30分～午後3時（午前
9時30分～正午に受け付け）〈雨天中止〉　ところ
▶落合公園　内容▶野外でのゲーム・工作など
対象▶年長児～小学4年生（保護者同伴）　費用
▶参加料（1人）100円　問い合わせ▶春日井ス
カウト団協議会・岩田（☎84－2201）
･･････････････････････････････････････････
吟剣詩舞道連合会大会
とき▶11月3日（祝）午前10時～午後4時（9時30分

開場）　ところ▶総合福祉センター　内容▶詩
吟・詩舞・剣舞の発表会　定員▶400人（先着順）
問い合わせ▶林（☎83－0750）
･･････････････････････････････････････････
講演会｢グローバリゼーションを考える｣
とき▶11月7日（土）午前10時～ 11時30分（9時45
分開場）　ところ▶東部市民センター　講師▶
愛知文教大学教授・カポ・ゴ（講演は英語。日
本語の通訳あり）　対象・定員▶中学生以上の
人・30人（先着順）　申し込み▶10月17日（土）
～ 26日（月）に、電話かファクスに氏名、電話
番号、ファクス番号、参加人数を書いて、 クロ
スカル・斉藤（☎・ＦＡＸ91－3481）へ
･･････････････････････････････････････････
朗読発表会
とき▶11月11日（水）午後1時30分～ 3時30分　
ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内容▶｢津軽｣｢火のなかの声｣｢落人のエチュー
ド｣などの作品の朗読　問い合わせ▶馬上（☎82
－3630）
･･････････････････････････････････････････
心の生涯学習セミナー「心がつくる人生～あり
がとう、おかげ様」
とき▶11月18日（水）～20日（金）午後7時～ 9時
10分（6時30分開場）　ところ▶グリーンパレス
春日井　内容▶モラロジーに基づく人間形成の
方法や家族のきずなづくりなどの講演　定員▶
150人（先着順）　費用▶参加料1000円、テキス
ト代280円　申し込み▶電話かファクスに住所、
氏名、電話番号を書いて、佐々木（☎81－7791、
FAX81－7781）へ

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

知多公民館 （☎32－8988） 10／15(木)～27(火) ペン習字すみれ会作品展 ペン習字すみれ会
坂下公民館 （☎88－5555） 10／17(土)～23(金) ほとけ画展 天華会
味美ふれあいセンター （☎31－3522） 10／18(日)～30(金) 押し花展 花あそびの会

落合公園管理棟 （☎56－0414）
10／21(水)～27(火) 植物画展 美咲会
10／23(金)～25(日) 晩秋の山野草展 春日井山草会

市役所市民サロン （☎85－6073）
10／21(水)～27(火) カラー研究会展示会 カラー研究会
10／28(水)～11/3(祝) 3人展 新墨会

鷹来公民館 （☎84－7071） 10／25(日)～11/1(日) 秋の盆栽展 青紅会
東部市民センター （☎92－8511） 10／27(火)～31(土) 玄展 春草会、春翠会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079） 10／28(水)～11/9(月) 市工芸38会作品展 市工芸38会
高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002） 10／29(木)～11/8(日) 写真展 春日井写団ハッピネス

※展示時間は各施設に問い合わせてください
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10／18

10／25

11／1

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

10／17

10／24

10／31

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

☎35－6877

☎51－5552

☎89－3388

☎84－3060

☎34－1166

☎81－1303

☎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）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

白山外科クリニック（白山町5）

はやかわクリニック（下市場町6）

健康管理センター（柏原町5）

アルファクリニック（朝宮町1）

森永産婦人科（八事町2）

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）…1日、8日、22日、
29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） 
 …29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）…29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

11月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.29

㈳小牧法人会春日井４支部講演会

と　き▶
ところ▶
定　員▶
申し込み▶

11月9日（月）午後2時30分～ 4時
ホテルプラザ勝川
250人（先着順）
直接か電話で、春日井商工会議所内、法人会事
務局（☎81－4141）へ

～辛坊治郎のそこまで言っていいんかい

読売テレビ理事
辛坊治郎

「混迷日本が
　　　スッキリわかる話」

ニュースの解説や司会などで有名な辛坊治郎が
辛口トークで混迷日本をすっきり解説します！

経歴　
1956年4月11日生まれ
大阪府岸和田市出身
早稲田大学法学部卒業後、読売テレビ放
送（株）へ入社
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