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I N F O R M A T I O N情報最前線

市では、市民生活や事業活動に重大な影響を与える計画や条例などの策定・改廃に当たり、趣旨や目的、
内容を案の段階で公表し、皆さんからの意見を募集します。
　計画案は、各担当課、市ホームページ、市役所情報コーナー、坂下出張所、東部市民センター、各ふれ
あいセンター、各公民館、レディヤンかすがい、総合福祉センターで(かすがい健康プラン21改訂版中間
案は健康管理センター、保健センターでも)見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/publiccomment/pubbosyu.html

市民意見　　　を募集します市民意見　　　を募集します市民意見　　　を募集します市民意見　　　を募集します市民意見　　　を募集します（　　）パブリック
コ メ ン ト

名　称
かすがい健康プラン21

改訂版中間案
第3次春日井市

地域福祉計画中間案
次世代育成支援対策
行動計画(後期)中間案

内　容

これまでの、かすがい健康プラン
21と春日井市保健計画を1つの計
画として改定し、健康づくりに関
して総合的に推進していくための
計画

市民と行政の協働により、地域の
実情に合わせた支え合いによる地
域福祉の推進を図るための計画

前期計画を見直し、子ども・若者に関す
る施策を総合的に推進するための計画　
※併せて、計画の愛称を募集

募集期間 11月15日(日) ～ 12月14日(月)〈必着〉

提出先

直接か郵送、ファクス、Ｅメールで意見、住所、氏名、｢次世代育成支援対策行動計画｣は愛称を書いて、〒486
－8686春日井市役所各担当課へ(直接の場合は市役所執務時間中)　※意見については、個人が特定されない形
で原則として公表し、個別の回答はしません

健康増進課
☎85－6167、FAX85－3786
Ｅメール kenko@city.kasugai.lg.jp

高齢福祉課
☎85－6184、FAX84－5764
Ｅメール korei@city.kasugai.lg.jp

子ども政策課
☎85－6206、FAX85－3786
Ｅメール kodomo@city.kasugai.lg.jp

問い合わせ▶男女共同参画課(☎85－6152)

応募作品115点から入賞13点が選ばれ、11月8日(日)に行われたかすがい男女共同参画市民フォーラ
ムにて表彰されました。最優秀・優秀賞作品は次のとおりです。

最優秀賞最優秀賞 優 秀 賞優 秀 賞

佐藤咲子（八田町） 池田ふじの（下市場町）

小松梅子（不二ガ丘）

男女共同参画に関する絵手紙の入賞作品が決定！男女共同参画に関する絵手紙の入賞作品が決定！男女共同参画に関する絵手紙の入賞作品が決定！男女共同参画に関する絵手紙の入賞作品が決定！男女共同参画に関する絵手紙の入賞作品が決定！
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道風展入賞者発表
全国書道展覧会の道風展に、一般部355点、学生
部6814点の出品がありました。主な入賞者は次の
皆さんです。(敬称略)
文部科学大臣奨励賞▶○一般漢字…宮部采蓮(安

城市)○一般かな…太田邦泉(刈谷市)○学
生条幅…長谷川結(名古屋市千種高3)

県知事賞▶ ○一般近代詩文…辰井渓宇(堺市)○一般
少字数…長江華虹(田楽町)○学生条幅…
小林優里奈(知多郡東浦町生路小6)、鈴木
仁美(名古屋市名古屋女子大附属中3)○
学生半紙…加藤麻菜美(篠原小6)、中西真
央(春日井西高3)、原愛梨(知多中3)

市長賞▶ ○一般漢字…濱田芳園(一宮市)、福留文
蛤(東山町)○一般かな…中西笙月(日進
市)○一般近代詩文…後藤紫泉(堺市)○一
般少字数…鵜飼冠山(朝宮町)○学生条幅
…中西真央(春日井西高3)、丹羽啓太(柏
原小6)、長谷川祥子(中部中2)○学生半紙
…國武実里(白山小5)、清水瑞穂(名古屋
市志段味中2)、長谷川結(名古屋市千種高
3)

市民文化財団理事長賞▶○一般漢字…梅村鴬谷
(豊田市)、澤藤風花(名古屋市中川区)○一
般かな…森下公仁子(各務原市)○一般近
代詩文…宇野光峰(牛山町)○一般少字数
…小島初美(東海市)○学生条幅…今泉彩
乃(春日井西高3)、鈴木愛乃(小野小5)、高
橋舞菜(名古屋市萩山中1)○学生半紙…
新関未来(名古屋市緑丘商高2)、藤澤日向
(篠木小6)、森田千尋(小牧市篠岡中3)

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団内、道風展事務局
(☎85－6868)

電子証明書の取得はお早めに
　平成21年度の確定申告において、e－Ｔax(国税
電子申告・納税システム)を利用して確定申告を
予定している人は、あらかじめ市民課で住基カー
ドと電子証明書(公的個人認証サービス)の取得が
必要です。確定申告の時期は窓口が混雑しますの
で、早めに手続きをしてください。なお、12月28
日(月)は、全国的に公的個人認証サービスが停止
しますので、電子証明書の取得などができません。
年内は、12月25日(金)午後4時ごろまでに来てくだ
さい。
問い合わせ▶ 住基カード、電子証明書の取得について

は市民課(☎85－6140)、e－Ｔaxでの申
告については小牧税務署(☎72－2111)

青少年健全育成市民大会で表彰
　11月11日(水)に、青少年健全育成功労者と各部
門の表彰が行われました。表彰された主な皆さん
は次のとおりです(敬称略)。また、優秀作品など
の被表彰者は、ホームページでも見ることができ
ます。
青少年健全育成功労者の部
小田祐二、山内篤、長谷川隆、伊藤福雄、小林壽
江
健全育成・非行防止作品(市長賞)の部
ポスター▶ 大東亜未(勝川小6)、梅田果奈(坂下中2)、

横井麻美(春日井東高3)、
書 ▶ 長縄藍里(松原小6)、服部成美(東部中3)、

今泉彩乃(春日井西高3)
標 語▶ 西尾友佑(白山小4)、小野遥(東部中2)、松

原明子(高蔵寺高2)
親から子、子から親へのメッセージの部
最優秀賞▶ 伊藤弘子
優秀賞▶ 坂野ゆりえ(春日丘中2)、黒嶋記未(東部

中1)
秀 作▶ 亀谷真夕(東部中3)、長谷川寛太(東部中

1)、荒川柚(東部中1)
運動・文化の部
運 動▶ 安井優貴(西藤山台小6)はじめ個人54人

と2団体
文 化▶ 吹奏楽部(中部中)はじめ個人5人と5団体
優秀作品展示
とき・ところ▶11月17日(火) ～ 24日(火)・市役所

市民ホール、12月17日(木) ～ 27日(日)・
味美ふれあいセンター、平成22年1月18
日(月) ～ 26日(火)・高蔵寺ふれあいセン
ター

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
kodomo/ikusei/21shimin.html
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

クリスマス飾りとイルミネーションの点灯
　緑と花の休憩所をクリスマス飾りにしました。
イルミネーションの点灯時間は、11月21日(土)か
ら12月25日(金)の休園日(月曜日、月曜日が祝日
の場合はその翌日)を除く、午後4時から6時です。
※この期間は閉園時間を午後6時に延長
問い合わせ▶ グリーンピア春日井(☎92－8711)

商工業振興審議会の公開
と き▶ 11月18日(水)午後1時30分から
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)
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差し押さえ不動産の公売
と き▶ 12月4日(金)午後2時30分～ 3時
ところ▶ 市役所304・305会議室
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6657)　※物件情報や入札

方法などは事前に確認してください。市
税完納などにより中止になる場合あり

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

12月4日～10日は人権週間
街頭啓発
と き▶ 12月6日(日)午前10時30分から
ところ▶ サンマルシェ (中央台1)
内 容▶ こまどり幼稚園児によるアトラクショ

ン、｢一日人権なかよし大使｣の委嘱など
人権パネル展
月 日▶ 12月4日(金) ～ 10日(木)
ところ▶ 市役所市民ホール
なやみごと人権相談
と き▶ 12月4日(金) ～ 10日(木)午後1時～ 4時(土

・日曜日を除く)
ところ▶ 市民相談コーナー
相談員▶ 人権擁護委員

氏名 住所 電話
水野壽貴子 勝川町西4－52 33－4643
天野幹雄 岩成台3－1－7 91－0918
鈴木信子 如意申町6－11－3 31－4686
三輪武子 石尾台6－14－5 95－3003
加藤太 鳥居松町6－13 81－2955
小木曾美奈子 藤山台6－3－16 91－6865
神戸康彦 大留町6－1－1 51－5022
髙木基晴 味美町2－184 31－6698
梶田優 前並町字前並54 32－0734
小澤直樹 堀ノ内町5－2－19 83－0785

問い合わせ▶ いずれも市民相談コーナー (☎85－6620)

子育て応援特別手当の執行停止について
　10月1日号広報春日井11ページでお知らせしま
した｢子育て応援特別手当｣につきましては、国の
執行停止に伴い、支給しないこととなりました。
市民の皆さんには理解していただきますようお願
いします。
　なお、厚生労働省ホームページに厚生労働大臣
の｢お詫び｣が掲載されています。
ホームページ　http://www.mhlw.go.jp/
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6201)

特定健診・後期高齢者健診を受けてください
　市国民健康保険加入者(平成21年4月1日以降継
続して加入中の40歳以上の人)には特定健診の受
診券を、後期高齢者医療制度加入者には後期高齢
者健診の受診券を対象となる人に発送しました。
まだ受診していない人は忘れずに受診してくださ
い。健診実施期限間近は混雑が予想されますので、
希望の健診実施医療機関へ早めに予約をしてくだ
さい。
実施期限▶ 12月末(各健診実施医療機関の年末の診

療終了日に準じます)　※健診受診券の
有効期限にかかわらず受診可能

問い合わせ▶ 保険医療年金課(☎85－6367)

文化財特別展｢春日井の古代史事始Ⅱ｣開催
と き▶ 11月18日(水)～ 29日(日)〈24日(火)を除く〉

午前9時～午後5時(最終日は4時まで)
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 高御堂古墳の発掘調査成果を中心に、古

墳時代の春日井の様子を紹介する
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

春日井ココが好き！コンテスト入賞作品展
　市内で｢好き｣｢おもしろい｣と思う場所や風景な
どを描いた作品を募集したコンテストの入賞作品
展と表彰式を行います。
表彰式
と き▶ 11月21日(土)午後1時30分から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
入賞作品展

ところ とき
文化フォーラム春日井・
交流アトリウム 11/18(水) ～ 23(祝)

東部市民センター 12/18(金) ～ 24(木)
西部ふれあいセンター Ｈ22/1/21(木) ～ 28(木)

問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6265)

夜コン｢音楽のささげもの｣
と き▶ 11月27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▶ 加藤佳代子(ソプラノ)、荻野美和(バロッ

ク・バイオリン)、片岡博明(フラウト・
トラベルソ)、頼田麗(ビオラ・ダ・ガンバ)、
鈴木美香(チェンバロ)

曲 目▶ バッハ｢音楽のささげもの｣より、バッハ
｢アリア『すべては神とともにあり』｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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にこにこ劇場
と き▶ 11月22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)

グリーンピアコンサート
ヴィオリラコンサート
と き▶ 11月22日(日)午前11時～ 11時30分
出 演▶ アフェット
曲 目▶ ｢峠のわが家｣｢トゥー・ラブ・ユー・モア｣

など
ハーモニカコンサート
と き▶ 11月22日(日)午後1時15分～ 1時45分
出 演▶ ハーモニカグループエクテモア
曲 目▶ ｢里の秋｣｢北上夜曲｣｢百万本のバラ｣など
春日井男声合唱団コンサート
と き▶ 11月22日(日)午後2時～ 3時
出 演▶ 春日井男声合唱団
曲 目▶ ｢そうらん節｣｢おてもやん｣｢五木の子守

唄｣など
ハンドベルでクリスマス
と き▶ 12月5日(土)午後2時～ 3時
出 演▶ 春日井高等養護学校
曲 目▶ ｢小さな世界｣｢クリスマスソング｣｢星に

願いを｣｢パッヘルベルのカノン｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

昼コン｢音の楽園！！ ｣
と き▶ 11月28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▶ 小林一恵(バイオリン)、松村香(ピアノ)、

加藤千晴(クラリネット)
曲 目▶ ハチャトリアン｢剣の舞｣、山田耕筰｢赤

とんぼ｣、｢チャップリン・メドレー ｣な
ど

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

読み聞かせの会
と き▶ 11月28日(土)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
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▶交通児童遊園(☎81－1301)
協 力▶ かえるの子

かすがい・ふれあいトーク
と き▶ 11月29日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
内 容▶ 市内在住の外国人が普段感じていること

や体験談などを話し合う

傍 聴▶ 当日、会場で受け付け　※会場の収容人
数により入場制限あり

問い合わせ▶ 市民活動推進課(☎85－6033)

紙芝居とお話を聞く会12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)

11(金)・25(金)11：00～

図書館

2(水)11：00～、5(土)・12(土)
・19(土)・26(土)15：00～、
9(水)・16(水)・23(祝)15：30
～

東部市民センター 4(金)・11(金)・18(金)・25(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 12(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 12(土)14：00～
南部ふれあいセンター 16(水)16：15～
西部ふれあいセンター 12(土)11：00～
知多公民館 2(水)15：30～
鷹来公民館 12(土)13：30～
坂下公民館 5(土)14：00～
中央公民館 休み
グリーンパレス春日井 19(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市中学生バドミントン新人大会
と き▶ 12月5日(土)午前8時15分から
種 目▶ 男女シングルス、男女ダブルス(1人1種

目のみ)
対 象▶ 市内在住か在学で連盟登録クラブの中学

生(今年度の市の夏の大会で3位までの入
賞者は除く)

費 用▶ 参加料(1人)500円
ところ・申し込み▶11月27日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、クラブ名、参加
者全員の氏名(代表者に○を記入)・学年、
代表者の住所・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▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

クリスマス会
と き▶ 12月6日(日)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 人形劇を見たりクリスマスグッズを作っ

たりして楽しむ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生　
 ※自由参加
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)
協 力▶ 名古屋短期大学・桜花学園大学保育学部

児童文化研究部
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家族ででかけよう！歯の健康教室
と き▶ 12月6日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 市役所10階、保健センター
内 容▶ 歯科健診、フッ化物塗布(乳幼児のみ)、

歯科相談、歯科保健指導、成人歯科健診
など

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

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

市クラブ対抗バドミントン秋季大会
と き▶ 12月6日(日)午前8時15分から
種 目▶ 男女ランク別団体リーグ戦(1チーム6人

～ 8人)　※監督も含む
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チーム)6000円
ところ・申し込み▶11月27日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、クラブ名、参加
者全員の氏名(代表者に○を記入)、代表
者の住所・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▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

ミニコンサート
と き▶ 12月6日(日)午後3時～ 3時20分
内 容▶ ハンドベル演奏
出 演▶ ベル春日井
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)

市民第九演奏会
と き▶ 12月6日(日)午後3時開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ ゲルリット・プリースニッツ(指揮)、市

交響楽団、市民第九合唱団
入場料▶ 1000円(全自由席)
入場券▶ 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、
ふれあいセンター (味美、高蔵寺、南部、
西部)、坂下公民館で販売中

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

これで決まり！お正月準備のつどい
と き▶ 12月26日(土)午後1時30分～ 27日(日)午後

2時30分
内 容▶ グループや家族で、しめ飾りや鏡もちを

つくり、もちつきなどの活動を通じ、お

正月準備を楽しむ
対象・定員▶ 小学生を含むグループ・25組80人(抽選)
費 用▶ 参加料小学生以下2500円、大人3000円
ところ・申し込み▶12月8日(火)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、参加者全員の住所
・氏名(ふりがな)・年齢・性別・電話番
号を書いて、〒487－0031廻間町1102－1、
少年自然の家(☎92－8211)へ

男女共同参画審議会の補欠委員
　委員の辞任に伴い補欠の委員を募集します。
内 容▶ 男女共同参画の推進に関する施策の実施

状況や、市の施策に対する市民からの申
し出に対して調査、審議をしたり、意見
を述べたりする

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
・1人

任 期▶ 委嘱した日から平成22年6月18日まで
申し込み▶ 11月30日(月)〈必着〉までに、所定の用紙

(男女共同参画課、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、高蔵寺・味美ふれあいセン
ター、レディヤンかすがいに用意)に記
入して、直接か郵送で、〒486－8686春
日井市役所男女共同参画課(☎85－6152)
へ　※選考結果は文書で通知

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/
huzoku/k_danjo/dkoubo.html

投票事務臨時職員の新規登録者
と き▶ 投票日の前日2時間程度と投票日の午前6

時30分～午後8時30分
ところ▶ 市内各投票所
内 容▶ 受付事務など
賃 金▶ 選挙1回につき1万2600円
対 象▶ 満20歳以上満65歳未満の人　※以前に登

録をした人は、再登録不要
申し込み▶ 12月18日(金)までに、市販の履歴書に記

入して、直接、市選挙管理委員会(☎85
－6071)へ

公立小中学校の講師の登録
職 種▶ 市内小中学校の常勤・非常勤講師
対 象▶ 教員(小学校または中学校教諭・養護教

諭)の免許を取得または取得見込みの人
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、免許状を持参

の上、学校教育課(☎85－6444)へ
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市では、所有する資産を広告媒体として活用し、自
主財源を確保するため、有料広告を募集しています。

　市立の小中学校に在籍する全児童生徒に配布
します
掲載期間 ▼1月～ 3月(3学期分)
掲載場所 ▼表面下部
規　格 ▼1色刷・黒、縦40㎜×横85㎜
作成部数 ▼1か月2万9000枚
掲載料 ▼入札により決定
掲載基準 ▼市広告掲載要綱および市学校給食献立

表広告掲載要領、市学校給食献立表広
告主募集要項

申し込み ▼11月16日(月) ～ 27日(金)に、申込書(市
ホームページに用意)に必要事項を記
入して、執務時間中に直接、学校給食
センター (☎32－9400)へ　※12月1日
(火)に入札を実施し、広告主を決定

学校給食献立表
　母子健康手帳の別冊として妊婦に配布します
掲載期間 ▼平成22年4月1日から1年　※配布から1

歳誕生月まで使用
掲載場所 ▼表紙内面と裏表紙　※枠位置は公開抽

選により決定
規　格 ▼1色刷・黒、縦70㎜×横90㎜
枠　数 ▼各2枠(計4枠)　※1広告に2枠を合わせ

て掲載可
作成部数 ▼4000部
掲載料 ▼表紙内面・裏表紙1枠各3万円
掲載基準 ▼市広告掲載要綱および市母子健康手帳

別冊｢母と子のしおり｣広告掲載要領
申し込み ▼12月25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て、
広告案を添えて、市役所執務時間中に
直接、子ども政策課(☎85－6171)へ　
※応募者多数の場合は、審査後、抽選
により決定

母と子のしおり

詳しくは市ホームページを見てください
http://www.city.kasugai.lg.jp/seisaku/koukokujigyou/koukoku_osirase.html

有料広告を募集します有料広告を募集します有料広告を募集します有料広告を募集します有料広告を募集します

子育てサークルの情報
　市では子育て支援情報を市民に広く提供するた
め、子育てサークルの紹介を市ホームページに掲
載することを予定しています。掲載を希望する子
育てサークルがありましたら、子ども政策課まで
問い合わせてください。
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)

東部市民センター　☎92－8511
親子で作るクリスマスケーキ～イチゴを使ったク
リスマスケーキを作る
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその親・16組(抽選)
費 用▶ 教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、21cm程度の持ち帰

り用の容器
申し込み▶ 12月10日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に講座名、住所、親子の氏名(ふり
がな)、電話番号を書いて、〒487－0011
中央台2－2－1へ

市民活動推進課　☎85－6033
外国人の子どものための日本語ボランティア養成
講座
と き▶ 12月7日(月)・14日(月)・21日(月)〈3回〉

午前10時～正午
ところ▶ ルネック
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 11月18日(水) ～ 27日(金)〈必着〉に、はが

き(1人1枚)かファクス、Ｅメールで講座
名、氏名(ふりがな)、性別、年齢、住所、
電話番号、日本語ボランティアの経験の
有無(有の場合はその対象や経験年数)を
書いて、〒486－8686 春日井市役所市民
活動推進課(ＦＡＸ85－5522、Ｅメール
katsudo@city.kasugai.lg.jp)へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
籐と水引で作るお正月のリース
と き▶ 12月13日(日)午後1時30分～ 4時 
講 師▶ 松本芙三子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1750円
持ち物▶ はさみ、ペンチ、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 11月20日(金)から、電話で
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ささえ愛センター　☎56－1943
ささえ愛センター発｢カエル65大学｣ ～座談会
｢協働～知って得する！青年会議所の活かし方
～ ｣
と き▶ 11月28日(土)午後2時～ 4時
参加者▶ ○スピーカー…(社)春日井青年会議所協

働運動推進委員会委員長・高屋英史○コ
ーディネーター…ＮＰＯ法人岡崎まち育
てセンター・りた事務局長・三矢勝司

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・80人(先着順)
費 用▶ 資料代など100円
申し込み▶ 11月26日(木)までに、電話で
 ホームページ　http://kasugai.genki365.

net/

エコメッセ春日井　☎88－5006
シーボンアート～ステンドグラス工法でシーグラ
スや貝殻を使ってクリスマスのリースを作る
と き▶ 12月3日(木)・10日(木)・17日(木)〈3回〉

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 木造峰子
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2500円
持ち物▶ 軍手、エプロン
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▶ 12月5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
包丁の研ぎ方教室
と き▶ 12月12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11月18日(水)から、電話で

市民生活課　☎85－6616
東海農政局｢消費者の部屋｣市民講座①食習慣と食
事バランスガイドの活用②食品の安全性～安全性
の概念とは
と き▶ ①12月15日(火)②12月16日(水)午後1時30

分～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 東海農政局職員
定 員▶ 各20人(先着順)
申し込み▶ 11月18日(水)から、電話で

南部ふれあいセンター　☎85－7878
中高年のための簡単な骨盤体操～簡単なトレーニ
ング、ストレッチで体のゆがみを直していく
と き▶ 12月3日(木)・10日(木)・17日(木)〈3回〉

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 榎本加代子
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750円
ぼかし作り教室～生ごみをたい肥にするぼかしを
作る
と き▶ 12月11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4kgのぼかしを入れるビニ

ール袋
 
申し込み▶ ｢中高年のための簡単な骨盤体操｣は11月

19日(木)から、｢ぼかし作り教室｣は11月
20日(金)から、直接か電話で

環境政策課　☎85－6216
端切れで作る布雑貨
と き▶ 12月17日(木)午前10時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 布雑貨作家hand's(ハンズ)
持ち物▶ 裁縫道具、端切れ(ハンカチも可)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
申し込み▶ 11月18日(水)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
楽しいニードルフェルト(託児付き) ～マシュマ
ロみたいなふわふわ小物！
と き▶ 12月22日(火)午後2時～ 4時
講 師▶ 小松原揚子
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
クリスマスケーキ～ベルギーチョコを使ったブッ
シュドノエル
と き▶ 12月24日(木)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住の人・16人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、21㎝程度の持ち帰り

用の容器、上靴
 
申し込み▶ いずれも11月29日(日)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に、講座名、住所、氏
名(ふりがな)、電話番号、｢楽しいニード
ルフェルト｣の託児(2歳以上の未就学児)
希望者は子どもの名前と年齢も書いて、
〒480－0305坂下町4－250－1へ
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レディヤンかすがい　☎85－4188
セカンドライフを楽しむ～ワークライフバランス・
年金マネープランなどこれからセカンドライフを
迎える男性へのアドバイス！
と き▶ 12月6日～平成22年1月10日の日曜日(12

月20日、1月3日を除く4回)午前10時～ 11
時30分

講 師▶ 菅田芳恵
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 11月26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)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0844
鳥居松町2－247へ

交通児童遊園　☎81－1301
冬の工作教室～クリスマスリースを作る
と き▶ 12月6日(日)午後2時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(先着順)
申し込み▶ 11月19日(木)午前9時から、電話で

落合公園管理棟　☎56－0414
盆栽講習会～松竹梅の寄せ植え作りを学ぶ
と き▶ 12月13日(日)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 石井口丸男
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3750円
持ち物▶ ゴム手袋、エプロン、園芸ばさみ、持ち

帰り用の袋
申し込み▶ 11月30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)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0817
東野町字落合池1へ

知多公民館　☎32－8988
そば打ち教室～大みそかは手
づくりそばで決まり
と き▶ 12月19日(土)・26日

(土)〈2回〉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・24人

費 用▶ 受講料500円、材料費1200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)
申し込み▶ 12月8日(火)〈必着〉までに、往復はがき

(1人1枚)に、教室名、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　☎85－6170
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▶ ①12月2日(水)②12月9日(水)③12月16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、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▶ 12月20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・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
Ｕターン育児塾～新米パパ、新米ママを応援する
方法を学びます
と き▶ 12月8日(火)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
内 容▶ もく浴実習やおむつ交換・最近の育児に

ついての講話
対象・定員▶ 市内在住で、もうすぐ孫ができる人か乳

児(1歳未満)の孫がいる人・20人(先着順)
 
申し込み▶ ｢Ｕターン育児塾｣は11月10日(火)から、

｢日曜パパママ教室｣は11月24日(火)か
ら、電話で　※｢パパママ教室｣は常時受
け付け

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
認知症予防教室～風呂敷の包み方を学んで、楽し
く認知症を予防しよう
と き▶ 11月25日(水)午前10時30分～正午
ところ▶ 中切町公民館
講 師▶ 丹羽婦美子
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ 風呂敷、ティッシュの空き箱、500mlの

ペットボトル
申し込み▶ 第三介護地域包括支援センター (☎56－

8611)へ
冬の栄養教室～風邪に負けない体をつくるために
と き▶ 12月10日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 管理栄養士・小山純子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
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健康増進課　☎85－6164
モグモグ健康教室～5、6か月ごろからの離乳食
と食べさせ方について学ぶ
と き▶ ①12月1日(火)②12月15日(火)午前10時～

11時30分
ところ▶ ①レディヤンかすがい②保健センター
対象・定員▶ 市内在住の平成21年7月～ 8月生まれの

乳児(第1子)とその保護者・①30組②25組
(先着順)

持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル、おんぶひも
など(ある人のみ)

カミカミ健康教室～9か月ごろからの離乳食と
むし歯予防について学ぶ
と き▶ 12月3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21年2月～ 3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
ヘルスメイト養成講座～料理教室や食育教室で調
理・歌・劇などあなたの趣味や特技を生かして、
食を通したボランティア活動をしてみませんか？
と き▶ 平成22年1月22日～ 3月12日の金曜日(2月

12日を除く7回)午前9時30分～午後1時
ところ▶ 西部ふれあいセンター、1月22日、3月12

日は市役所
内 容▶ 健全な食生活の基礎を習得し、食に関す

るボランティアを実践するための学習
(講義、調理実習、運動実技など)をする

講 師▶ 管理栄養士、健康運動指導士、保健師ほ
か

対象・定員▶ 市内在住で講座修了後、市食生活改善協
議会の会員(ヘルスメイト)になり、協議
会や市が実施する事業にボランティアと
して活動できる人・30人(抽選)

費 用▶ 受講料2000円
 
申し込み▶ ｢モグモグ健康教室｣は11月20日(金)か

ら、｢カミカミ健康教室｣は11月24日(火)
から電話で、｢ヘルスメイト養成講座｣は
12月8日(火)〈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

市民病院　☎57－0057
市民公開講座｢歯と全身の健康との関係｣｢要介護
高齢者の口腔ケア｣
と き▶ 12月12日(土)午後1時～ 3時
講 師▶ 市民病院歯科口腔(こうくう)外科部長・

丹下和久、同病院摂食・嚥下(えんげ)障
害看護認定看護師・松永美保

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・100人(抽選)
申し込み▶ 12月1日(火)〈必着〉までに、往復はがき

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

体育協会の講座
室内硬式テニス初心者教室
と き▶ 12月3日(木)・10日(木)・17日(木)〈3回〉

午後6時30分～ 9時
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2000円
持ち物▶ 硬式テニスラケット(貸し出し可)、上靴
ところ・申し込み▶11月28日(土)〈必着〉までに、

往復はがきに教室名、住所、氏名、年齢、
電話番号、経験年数を書いて、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

かすがいげんきっ子センター 
卓球教室
と き▶ ①平成22年1月の毎週木曜日(4回)午後4

時～ 5時 ②平成22年1月9日～ 30日の毎
週土曜日(4回)午前9時～ 10時

対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 3年生②小学4～ 6
年生・各10人(抽選)

申し込み▶ 11月30日(月)〈消印有効〉までに、往復は
がきに教室名(①②の別も)、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

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 12月3日(木) ～ 7日(月)〈毎日〉午前8時30

分～午後5時
登録される人▶平成元年12月2日までに生まれ、

平成21年9月1日までに春日井市に転入の
届け出をし、その日から登録基準日まで
引き続き住民基本台帳に記録されている
人

登録基準日▶ 平成21年12月1日
登録日▶ 平成21年12月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)
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平成22年度の償却資産申告書を郵送
　償却資産の申告書を12月中旬に郵送しますの
で、早めに申告してください。なお、今年新たに
事業を始め、償却資産を取得した人で、申告書が
届かない場合は、連絡してください。　※例年12
月初旬に発送していましたが、今後は中旬の発送
となります
対 象▶ 平成22年1月1日現在で市内に事業用の資

産(構築物・機械・器具・備品など)を所
有している個人や法人

申告期限▶ 平成22年2月1日(月)
問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6101)

市税等の納期限・納税相談
国民健康保険税6期・介護保険料5期・後期高齢
者医療保険料4期
　納期限は11月30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▶ 11月29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)

全国一斉女性の人権ホットライン強化週間
　11月15日(日) ～ 21日(土)の1週間を｢女性の人権
ホットライン｣強化週間として、夫やパートナー
からの暴力、職場などにおけるセクシャル・ハラ
スメント、ストーカー行為といった女性をめぐる
さまざまな人権問題に関する相談に応じます。相
談内容の秘密は固く守られますので、独りで悩ま
ず、気軽に相談してください。
と き▶ 11月16日(月) ～ 20日(金)午前8時30分～午

後7時、11月15日(日)・21日(土)午前10時
～午後5時

専用電話▶女性の人権ホットライン☎0570－070－
810(全国共通)

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

福祉の就職総合フェア
　福祉の職場を希望する人を対象に、求人情報や
福祉の仕事に関する相談などの機会を提供すると
ともに、社会福祉施設などの人材の確保を円滑に
するため就職フェアを開催します。
と き▶ 11月23日(祝)午後1時～ 4時30分
ところ▶ 名古屋国際会議場イベントホール(名古

屋市熱田区)
内 容▶ 社会福祉施設などの人事担当者との個別

面談、福祉の進路や資格などの各種相談
問い合わせ▶ 県福祉人材センター (☎052－231－3224)

自殺予防年末キャンペーン
　春日井保健所では市健康増進課とともに、うつ
病や自殺予防についての知識や理解を深めていた
だくために、パネルの展示やカレンダーなどの配
布を行います。
月 日▶ 11月24日(火) ～ 12月1日(火)
ところ▶ ザ・モール春日井(六軒屋町)
問い合わせ▶ 県春日井保健所(柏井町2、☎31－2188)

愛知の伝統野菜フェアの開催
　愛知の伝統野菜の即売や安全な地元野菜などを
使った料理の試食会など盛りだくさんのイベント
を行います。
と き▶ ①11月28日(土)②12月12日(土)午前10時

から
ところ・問い合わせ▶①グリーンセンター春日井

中央店(西山町3、☎87－2622)②グリーン
センター味美店(知多町3、☎35－5222)

危険物取扱者試験
月 日▶ 平成22年1月31日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
内 容▶ 甲種、乙種4類、丙種
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 12月14日(月) ～ 24日(木)に、受験願書〈消

防本部、消防署、各出張所で11月30日(月)
から配布〉に記入して、直接か郵送で、
〒461－0011名古屋市東区白壁1－50、消
防試験研究センター愛知県支部へ

予備講習会
と き▶ 平成22年1月18日(月)午前9時30分～午後

4時30分
ところ▶ 県勤労会館(名古屋市昭和区)
費 用▶ 受講料4000円、テキスト4000円(テキス

トのみの購入も可)
問い合わせ▶ いずれも予防課(☎85－6387)
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展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
11／18(水)～24(火) ステンド・グラスその仲間展 ステンド・グラス・アミーダ
11／25(水)～30(月) 水彩風景作品展 日彩会

坂下公民館 (☎88－5555) 11／18(水)～29(日) 油彩作品展 春杉会
味美ふれあいセンター (☎31－3522) 11／18(水)～29(日) 味美日本画クラブ作品展 味美日本画クラブ
落合公園管理棟 (☎56－0414) 11／20(金)～22(日) 寒蘭展 春日井東洋蘭の会
アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 11／25(水)～12／7(月) 彩遊会展 彩遊会
グリーンピア春日井 (☎92－8711) 11／26(木)～29(日) 四季の写真とドライフラワー展 立岡邦廣、岩崎菅子
高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 11／26(木)～12／3(木) 高蔵寺中学校地健連作品展 高蔵寺中学校地健連
知多公民館 (☎32－8988) 11／26(木)～12／8(火) 水彩画作品展 知多水彩画クラブ

※展示時間は各施設に問い合わせてください

を食べながらのクリスマス会　対象▶アレルギ
ー（アトピー、食物アレルギー、ぜんそく）の
ある子どもとその保護者（親のみの参加も可）
費用▶1人700円（2歳以上有料）　申し込み▶12
月3日（木）までに、電話かファクスに参加者全
員の氏名、電話番号、参加人数、子どもの年齢、
除去食を書いて、春日井アレルギーの会・波多
野（☎・ＦＡＸ56－9269）へ
･･････････････････････････････････････････
みんな集まれ！わくわく音楽広場
とき▶12月5日（土）午後1時30分～ 3時（1時開
場）　ところ▶総合福祉センター　内容▶手作
り楽器体験ブースもある参加型クリスマスコ
ンサート　対象・定員▶市内在住の4歳～小学
4年生とその家族・80人（先着順）　費用▶参加
料100円　問い合わせ▶ 右髙（☎090－8457－
8947）

中部大学音楽祭
とき▶12月12日（土）午後4時 ～ 7時30分（3時
15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▶中部大学
の音楽クラブによる演奏　対象・定員▶小
学生以上の人・700人（先着順）　入場料▶
一般1000円、小～大学生500円　入場券▶
中部大学渉外部、チケットぴあで販売　
問い合わせ▶ 中部大学渉外部（☎51－1111）
･･････････････････････････････････････････
アレルギーっ子のクリスマス会
とき▶12月13日（日）午後1時～ 3時　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶食物アレルギーで
も食べられるケーキなどのデザート盛り合わせ

膠原(こうげん)系難病患者・家族教室
と き▶ 12月3日(木)午後1時30分～ 3時30分
内 容▶ ①講演｢膠原病の理解と療養生活のポイ

ント｣愛知医科大学病院腎臓・リウマチ
膠原病内科教授・今井裕一②患者交流会
｢同じ病状の人とお話しませんか。｣

対象・定員▶ 春日井市か小牧市在住の膠原系疾患で療
養している人とその家族・35人(先着順)

ところ・申し込み▶11月18日(水) ～ 27日(金)に、
県春日井保健所(☎31－2188)へ

社会保険労務士による無料相談会
と き▶ ①12月5日(土)②12月6日(日)午前10時～

午後3時
ところ▶ ①ザ・モール春日井(六軒屋町)②サンマ

ルシェ (中央台1)
内 容▶ ○老齢・遺族・障がい年金○労災・雇用

・健康保険○労働条件○人事・労務に関
する相談

問い合わせ▶ 県社会保険労務士会名古屋北支部(☎052
－912－5331)
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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

☎95－0233

☎85－0077

☎84－3060

☎41－6260

☎31－4358

☎35－2203

☎87－4103

☎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）

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）

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）…6日、13日、27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） 
 … 6日、13日、20日、27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）…6日、13日、20日、
27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

12月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.30

我が社のNo.1、オンリー１
「エアリーガード」は防犯性
と通風性を両立した初のブ
ラインドシャッター。「防犯
＋通風モード」では、写真
のようにシャッター上部3枚
のスラットが開き、外部の
空気を取り入れながら、高
い防犯性を実現していま
す。就寝時や外出時でも
通風できるので、エアコンの使用時間を減らすことがで
きます。
※「トヨタホーム」商品のみ設置できます

今後も、市内企業の中でNo.1やオンリー1を
誇れる「モノ」を紹介していきます。

　昭和50年に住宅事業に参入。昭和62年4
月に神屋工業団地に開設した春日井事業所で
は、環境に配慮した住宅づくりを進め、戸建
て販売実績が9年連続県下No.1の「トヨタホー
ム」の研究開発・製造をして
いる。

トヨタ自動車㈱春日井事業所
（神屋町）

問い合わせ▶ふれあいコールセンター
☎0800－500－2448
（午前9時～午後5時
30分）

企業紹介
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