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農業の担い手や農業を支援する人の養成を目的として今年か
ら始まった学習農園。この日受講生たちはダイコンやサツマ
イモなどの収穫を行いました。天候不順やネズミにも負けず
元気に育った野菜は秋の農業祭に出品されました。

わたしが見た黄色いハンカチ
年末特別企画

市の財政状況をお知らせします（P4～）



－神戸さんは全国の市町村で初めての夕張市への
派遣となりましたが、いかがでしたか。

神戸　派遣の話をいただき、
正直悩みましたが、市長の
「組織風土改革」に対する強
い思いに共感と感銘を受け、
行く決意をしました。決
まったのが、財政破たんし
て間もなかったため、マス
コミのプレッシャーが大き
かった反面、使命感を持ち
心身ともに充実した1年で
した。今から振り返ると、
自分の人生にとってかけが
えのない貴重な経験になっ
たと感じています。

－野口さんは、自ら公募に応募しての派遣でした
が、いかがでしたか。
野口　市役所というのは、場所が違ってもどこも
同じような業務をやっているので、他の市役所に
身を置くことで、春日井市の業務を客観的にとら
え、自らの視野を広げることができると考え応募
しました。わたしが行ったときは、破たんからす
でに3年目で、2人目ということもあり、特にプレッ
シャーは感じなかったですね。

－今回の派遣の目的は、どこにあったと思いますか。
神戸　将来の春日井市の人材育成という意味合い
が一番大きく、外からの視点で春日井市を考える
機会を与え、経験を積ませるというところにあっ
たと思います。また、財政破たんの厳しい現場で
職務を懸命に全うすることで、結果として夕張再
建の役に立てればということもあったと思います。

野口　いろいろな経験をすることは、とても有意
義なことであり、そういったことを他の職員に伝
え「組織風土改革」につなげるという目的を持った
派遣だったと認識をしています。

－夕張での生活はどうでしたか。
神戸　生活自体は、厳冬の自然条件や財政破たん

の影響など、何もかも「ゼロからの出発」で大変な
こともありましたが、人生の重みというか、それ
以上に得るものが多かったと思います。

野口　わたしは普段の生活がとても不便だと思い
ました。生活用品を買うところも近くになく、一
度けがをしたときには、医者を探して車で隣町に
行きました。冬の厳しさとは無縁でしたが、春日
井市は、非常に生活がしやすいと思いました。

－夕張市民の様子や市役所で働く職員の状況につ
いて教えていただけますか。
神戸　当初は、市役所全体が暗い雰囲気でした。
給料は4割カットで、職員数は半分以下、仕事の
量だけが何倍にもなり、職場からは笑顔や希望が
失われた状態でした。他方、夕張市民の生活環境
も厳しい中で、ゆうばり市民再生会議の活動など、
市民の側から地域再生への第一歩が踏み出された
のを記憶しています。ただ、帰ってくるころには、
市民も職員もともに再建に向けて動き出した印象
を強く受けました。

野口　財政破たんしたこと
で、行政サービスも低下し
ましたが、市民には「でき
ることは自分たちでやって
いこう」という意識が根付
き始めている印象を受けま
した。一方では、今後自分
たちの市がどうなっていく
のかという不安も、やはり
皆さん抱いているようでし
た。市役所の雰囲気は、職
員数が少ない中で、問題解
決に取り組む必要があるた
め一致団結しており、横の連携がとてもうまく
いっていると思いました。所属にとらわれず、一
つの問題を職員がみんなで対応しているというの
が印象的でした。しかし、多くの職員の退職と同
時にノウハウが流出してしまい、業務の連動性が
担保されていないのが非常に残念に思いました。

将来の人材育成や職場の意識改革を図る「組織風土改革」の一環として、財政破たんした夕張市に派遣された
2人の職員。夕張で生活し、仕事をした経験を春日井市の将来にどう生かしていくかについて、派遣期間中
に夕張市を訪れた2人の職員を交えて話し合いました。

年末特別企画年末特別企画

わたしが見たわたしが見た黄色いハンカチ黄色いハンカチ

意識改革を図る「組織風土改革」の一環として、財政破たんした夕張市に派遣された
し 仕事をした経験を春日井市の将来にどう生かしていくかについて 派遣期間中

夕張でつかんだこと、春日井につたえたいこと

神戸洋史
子ども政策課　主査
平成20年4月～ 21年
3月に夕張市へ派遣

野口健太
生涯学習課　主事
平成21年4月～ 9月に
夕張市へ派遣
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野口　市の中には組織や職制の枠に縛られないグ
ループが生まれていますが、そこで率直な意見を
述べ合うことで職員の資質は向上していくと思い
ます。また、職場を超えた連携を図ることで、今
まで難しかった問題にも積極的に対応していける
のではないかと思います。

冨田　枠にとらわれない、発想や考え方ができる
人が増えてきた印象は受けます。そういう人たち
は今までにもいたと思いますが、それを外に出す
機会が｢職場風土づくりプロジェクト｣などで出て
きたのではないかと思います。

森永　わたしは、多くの職員の協力を得て職場風
土づくりを担当していますが、夕張は横のつなが
りが強かったとの話を聞き、それはわたしも目指
したいあり方なので、より一層つながりを大事に
する職場風土を築いていきたいです。

－夕張での経験を春日井市にどう生かしたいと考
えていますか。
神戸　夕張市の破たんはカリスマ元市長のリー
ダーシップと密接な関係があり、夕張の経験から
「リーダーシップとは人間力である」ことを学びま
した。近い将来、わたしたちの世代が、春日井市
役所を担う時代が必ずやって来るので、常に自分
を磨き、公務員の枠にとらわれず力を発揮してい
きたいと考えています。

野口　市民の満足度を向上させるためには、まず
市役所が職員にとって働きがいのある「よい職場」
である必要があると考えます。サービスの質の向
上のために、職員が高いモチベーションを持って
業務に取り組むことができるように、夕張市での
経験を伝え職場風土づくりに取り組んでいきたい
と考えています。

－冨田さんと森永さんは、夕張市を訪問されたと
いうことですが、外から見た夕張はどんな印象で
したか。
冨田　テレビ映像を見て、生活機能がすべて停止
してしまったような印象を受けていましたが、実
際に行ってみると、人の生活は止まっていないん
だということを強く感じました。

森永　昔の映画の看板が並んでいる中心街の辺り
でも、人に会わなかったことがショックでした。

－地方自治の観点から夕張派遣で学んだこと、強
く印象に残ったことを挙げてください。
神戸　一番印象に残ったことは、財政破たんとい
うのは市役所の倒産であり、市民の暮らしや活動
は脈々と続いていくのであって、行政はそれを支
え続けなければならないということです。地方自
治の観点からは、自分たちのまちは自分たちで考
えていく創造力としたたかさが必要です。夕張の
問題は、どこの自治体でも起こり得るし、決して
人ごとではなく、職員も市民も危機感を持つべき
と思います。

野口　中長期的な視点で社会の動向をとらえ、自
らの役割を理解し、やるべきことを確実に実行す
ることが、シンプルだが一番大切であると感じま
した。

－派遣期間を終えて、改めて地方自治、地方再生
についての認識や意識の変化はありましたか。
野口　あくまでも社会の主役は市民であり、市役
所は補助的な存在と考えています。市民が活動し
やすい環境を整備することが市役所の役割であり、
市民と良い関係を構築していくために、積極的な
情報公開により、信用・信頼される市役所を目指
したいと思います。

神戸　職員数も財政も厳しくなっていく中、市民
のニーズは多様化しており、これまでのような行
政サービスを提供することはだんだん難しくなっ
ていくと思います。いかに効率良く仕事を実施し
ていくかが重要になってきます。将来的には、や
れることとやれないことの優先順位を付けて、必
要な行政サービスをどのように維持していくかと
いうことが課題になってくると思います。

－春日井市は「市役所は、市民のための最大のサー
ビス会社」をテーマに職場風土づくりや意識改革
を進めていますが、職員の意識は変化してきてい
ると感じますか。
神戸　春日井まつりの「がんばれ夕張物産展」は、
「ボランち倶楽部」が主体で行いました。市職員と
して、ボランティアや職務を越えたさまざまな活
動に積極的に参加する姿勢がこれから求められる
と思いますし、少しずつ意識は変化してきている
という印象を受けます。

今回の企画はいかがでしたか。来年1月15日
（金）には、神戸、野口の両名が、夕張市に派
遣された他の自治体の職員を交えて、パネル
ディスカッションを行う予定です。興味のあ
る人はぜひ聴きに来てください。詳しい内容は、
1月1日号の広報春日井に掲載します。

冨田雅子
健康増進課　主査

森永大和
政策推進課　主事
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平成２０年度一般会計は、歳入から歳出を差し引いた額が約５７億円となり、そのうち定額給付金事業な
ど平成２１年度に使用することとなっている金額を除くと約１５億円の黒字となりました。その要因とし
ては、収入面では安定した税収入、財産売払収入の大幅な増加、支出面では建設事業の縮小、借金返
済額の減少などが挙げられます。 

一般会計決算の状況 

安定した税収入 
　市税収入額は前年度に比べ約8億円増加しました。 
これは、国税であった所得税の一部が市税であ
る住民税に振り替えられたことや新増築家屋に
よる固定資産税の増加などによるものです。 
 借金の縮小 
　市の借金である市債の借り入れは、前年度に
比べ約９億円減少しました。これは、公共工事
費用の縮小に伴い借入額を抑制したことによる
ものです。今後も計画的な資金調達に努めます。 
 不動産の処分 
　その他の収入としては、市の財産である不動
産を処分したことなどによる財産収入が約25億
円（前年度比23億円の増加）ありました。 

社会保障費の拡大 
　市の支出の約3割を占める民生費は、社会保障
に充てられる経費です。年々増加する医療費支
出や高齢者・障がい者福祉経費、生活保護費に
加え、子ども医療費の本人負担無料化の拡大や
後期高齢者医療制度における市負担金などによ
り前年度に比べ約８億円増加しました。 
 建設事業の縮小 
　土木費は、神領駅自由通路の整備完了など大
規模事業が一段落し、公共工事費用が大幅に減
少したことにより前年度に比べ約47億円減額し
ました。 
 借金返済額の減少 
　借金の返済である公債費は、約3億円減少しま
した。これは、昭和50年代に実施した大規模な
都市整備事業に係る借り入れの返済が完了した
ことによるものです。 

歳出 

民生費 
240億円 
３０.６％ 

784 
億円 

総務費 
165億円 
２１.１％ 

土木費 
96億円 
１２.２％ 

公債費 
90億円 
１１.５％ 

衛生費 
86億円 
１１.０％ 

教育費 
59億円 
７.６％ 

その他 
48億円 
６.０％ 

歳入 

市税 
489億円 
５８.２％ 

841 
億円 

その他の収入 
82億円 
９.８％ 

国・県支出金 
142億円 
１６.８％ 

市債 
70億円 
８.３％ 

譲与税・交付金 
58億円 
６.９％ 

自主財源 自主財源 依存財源 依存財源 
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市では、毎年６月と１２月に市の財政状況を公表しています。今回は、平成２０年度決算の状況と「地方
公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基づき算出した財政健全化判断比率などに
ついてお知らせします。 

市の財政を家計に例えると、「基金残高」は貯金に、「市債残高」は借金にあたります。市では、より堅
実な財政運営を図るため、平成１９年度に策定した中期財政計画に基づき、基金の積み増し、市債残高
の縮小に努めています。 

　不動産売却による収入を基金に積み立てたため、
財政調整基金は大幅に増加しました。しかし、
財政規模の割合からみると少ない状況が続いて
います。今後さらなる積み増しが必要です。 

　借金の残高は、約24億円の減少となりました。 
　借金が財政状況をこれ以上圧迫することがな
いよう計画的な運用に努めます。 

貯金と借金 

特別会計・企業会計決算の状況 

基金残高 16億円 市債残高 

　特別会計とは、ある特定の目的・人を対象に
実施する事業について、目的に沿った収支を明
確にするため一般会計とは別に経理するものです。 

　企業会計とは、営利を目的とする事業について、
一般的な企業に類する方法により経理するもの
です。 

特別会計 企業会計 

24億円 

財政調整基金 

その他の基金 

合計 

基金残高 

事業名称 歳入 歳出 

１９年度末 ２０年度末 １９年度末 ２０年度末 

１人当たり基金残高 

１５億円 

２５億円 

４０億円 

公共用地先行取得事業 

国民健康保険事業 

後期高齢者医療事業 

老人保健医療事業 

介護保険事業 

介護サービス事業 

民家防音事業 

潮見坂平和公園事業 

松河戸土地区画整理事業 

勝川駅周辺総合整備事業 

公共下水道事業 

３億１２０６万円 

２５４億６７７３万円 

２２億７４８０万円 

１７億２３３２万円 

１２３億４９５５万円 

１億７５４５万円 

２３８８万円 

３億２６１９万円 

８億４１４３万円 

１０億４０７６万円 

１０２億８９７３万円 

３億１２０６万円 

２７７億７２６０万円 

２２億３２６９万円 

１７億６２７３万円 

１２０億３７２４万円 

１億７５４３万円 

２３８８万円 

２億９１４５万円 

７億９０６５万円 

９億７０２３万円 

１０２億４７７５万円 

事業名称 区分 決算額 

市民病院事業 

 

 

 

水道事業 

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 

収益的収入・支出：経営活動全般に関する収入・支出 
資本的収入・支出：施設の建設などに関する収入・支出 

１２３億７１３４万円 

１３４億２９０２万円 

４億２２０８万円 

１１億７８８１万円 

５０億７０６１万円 

５１億５７５５万円 

４億７８９万円 

１０億９３８２万円 

２６億円 

３０億円 

５６億円 

４８９８円 

８３３５円 

１万３２３３円 

８５５６円 

９９０８円 

１万８４６４円 

一般会計 

公共下水道事業会計 

病院事業会計 

水道事業会計 

その他の会計 

合計 

市債残高 

１９年度末 ２０年度末 １９年度末 ２０年度末 

１人当たり市債残高 

８４０億円 

５８９億円 

１５９億円 

５７億円 

２５億円 

１６７０億円 

８３６億円 

５７８億円 

１５２億円 

５５億円 

２５億円 

１６４６億円 

２７万５３６１円 

１９万２８２３円 

５万１９９９円 

１万８８５７円 

８２０４円 

５４万７２４４円 

２７万２４３６円 

１８万８３９６円 

４万９５６４円 

１万７９０６円 

８１９１円 

５３万６４９３円 

※金額および歳入・歳出の構成比は表示単位未満を端数調整しています 
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　対象となる会計の
決算がすべて黒字も
しくは収支均衡とな
ったため、数値の計
上はありませんでし
た。 

　国民健康保険事業
特別会計で約23億円
の赤字となりました
が、病院・水道事業
の資金剰余により相
殺され数値の計上は
ありませんでした。 

　公共下水道事業の
借金返済のうち市税
などで負担する額の
減少などにより前年
度に比べ１.０％減少
しました。 

　土地開発公社の債
務額の削減（前年度
比４２億円減）などに
より前年度に比べ２０.
６％（約１００億円）減
少しました。 

　対象となる事業に
資金不足が無いため
数値の計上はありま
せんでした。 

財政健全化判断比率とは、財政の早期健全化や再生の
必要性を判断するための指標です。市の指標は、いず
れも基準値を超えないものとなりましたが、健全であ
ると安易に結び付けることはできません。この指標を
分析し、よりいっそう財政の健全化に努めます。 

主な業務の決算の赤字額が市税などの収入規模に対してど
の程度の割合となるかを表す指標 

赤字の解消に資金が投下され、その分行政サービスが低下
します。 

決算に基づく財政健全化判断比率など 

11.25 
20.00

比率（単位：％） 

上段：市の平成20年度決算に基づく比率 
中段：早期健全化基準（財政破たんにな 
　　　る恐れがあると判断される基準） 
下段：財政再生基準（財政破たんしてい 
　　　ると判断される基準） 

経営健全化 
基準 

実質赤字比率 比率 概要 

数値が悪化すると… 

水道や病院などを含めた全事業の決算の赤字額などが市税な
どの収入規模に対してどの程度の割合となるかを表す指標 

企業活動の赤字の解消に市税が投入され、その分行政サー
ビスが低下します 

連結実質赤字比率 

数値が悪化すると… 

借金の返済に充てられたとみなされる金額が市税などの収
入規模に対してどの程度の割合となるかを表す指標 

借金の返済に充てる金額が増えれば、市の裁量で使える財
源が圧迫されるため行政サービスが低下します。 

実質公債費比率 

数値が悪化すると… 

借金残高など将来的に負担することとなる金額が、市税など
の収入規模に対してどの程度の割合となるかを表す指標 

子や孫の世代に大きな負担を強いることとなり、将来的に
借金の返済に追われ行政サービスの維持が困難となります。 

将来負担比率 

数値が悪化すると… 

公営企業会計（水道、病院、公共下水道、松河戸土地区画整理）の決算
の資金不足額がその事業規模に対してどの程度となるかを表す指標 

企業活動の資金不足の解消のためサービスに対する利用者負担
が増加します。それでも解消できないと企業活動は停止します。 

資金不足比率 

数値が悪化すると… 

16.25 
40.00

25.00 
35.00

9.4

147.9
350.0

 
20.00
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　日ごろ、地域の皆さんの健康づくりや体力向上
のために活動している市内17の学校区体育振興会
の交流大会が行われました。あいにくの雨で、グ
ラウンド・ゴルフは中止になりましたが、体育館
内ではソフトバレーボールが行われ、和やかな雰
囲気の中にも熱い試合が行われました。

11/1
㊐ 学校区体育振興会の交流大会

が開催
（総合体育館）

　アメリカなどで行われているハロウィン祭
がここ西山町でも行われました。4年前に大き
なカボチャが手に入り、「子どもたちに喜んで
もらえることができないかな？」と考えたのが
きっかけです。子どもたちは、目印のカボチ
ャの面がある家
の前に集まり、
菓子をもらって
満足げでした。

ハロウィンの夕べ
10/30
㊎

西山住宅町内会西山住宅町内会

柳に跳びつく蛙

　書のまち春日井のマスコット
「道風くん」をご存知ですか？
　都市対抗野球の東京ドームで
デビューし、春日井まつりや道
風展の開会式など、いろいろなイベントで
大活躍です。全国各地から着ぐるみが集ま
る彦根の「ゆるキャラⓇまつり」にも参加し
て「春日井市」を「書のまち春日井」として大
いにＰＲしました。
　春日井市は、新しい和様の書を創始した
小野道風公の誕生伝説地であり、春日井ま

つりでの平安朝行列や昭和11年に始まり今
年で74回となる県下児童・生徒席上揮毫（き
ごう）大会、全国公募の道風展や道風記念
館など書道文化を全国に発信しておりま
す。この春日井の文化をより多くの市民の
皆さんに、特に子どもさんに親しんでほし
いという思いから2代目「道風くん」の誕生
となりました。そして、郵便切手やハンド
タオル、鉛筆など、カエルと一緒に考えた
り喜んだり、かわいく愛嬌（あいきょう）の
ある「道風くん」のグッズもできました。
　道風公には、柳に跳びつくカエルを見て、
努力することの大切さを悟ったという有名
な寓話（ぐうわ）があります。今の時代も「垂
柳跳蛙」の努力を大切にしたいと思います。
　ところで、「道風」を「どうふう」と濁って
言われる方もありますが「みちかぜ」が幼少
のころの呼び名であり「とうふう」が正しい
とのことであります。
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障がいについての相談のお知らせ障がいについての相談のお知らせ障がいについての相談のお知らせ
障がいのある人が安心して生活していくための支援として、さまざ
まな相談事業を行っています。ぜひ利用してください。

　市民の皆さんに障がい者の福祉についての関心と
理解を深めていただくための週間です。
　市では12月3日（木）～ 9日（水）に市役所市民ホール
にて「障がい者団体作品展」を開催します。

　市が委託している障がい者などの在宅福祉に関する相談窓口で
す。在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用など日常・社会
生活について、相談や情報提供を総合的に行います。

障がい者生活支援センター障がい者生活支援センター

1 2 月３日～９日

障がい者週間

春日苑障がい者生活支援センター 障がい者生活支援センターあっとわん
対　象 ▼身体障がい 対　象 ▼障がい児

所在地 ▼廻間町703－1、春日苑内 所在地 ▼中央台1－2－2、サンマルシェ南館B1

相談時間 ▼月～土曜日午前9時～午後5時　
　　　　※面接・訪問については要予約。上記以外

は電話転送にて対応
問い合わせ ▼☎88－7637、FAX88－5802

相談時間 ▼月～金曜日午前9時30分～午後5時　
　　　　※面接・訪問については要予約。上記以外
　　　　は電話転送にて対応
問い合わせ ▼☎91－5557、FAX92－5481

障がい者生活支援センターかすがい 障がい者生活支援センターＪＨＮまある
対　象 ▼知的障がい 対　象 ▼精神障がい

所在地 ▼浅山町1－2－61、総合福祉センター内 所在地 ▼浅山町1－2－61、総合福祉センター内

相談時間▶火～土曜日午前9時～午後4時30分　
※面接・訪問については要予約。上記以外
は電話転送にて対応

問い合わせ ▼☎87－6401、FAX87－6402

相談時間▶火～土曜日午前9時～午後5時
※面接・訪問については要予約

問い合わせ ▼☎・FAX84－5503

至多治見
高蔵寺駅

至名古屋至名古屋

至多治見

県心身障害者
コロニー

愛知県警察学校

内
　
津
　
川

県
道
内
津
・
勝
川
線

養和荘

春緑苑

春日井
東高校

坂下
小学校 春日井消防署

東出張所 高蔵寺
ニュータウン

愛知学園
明知寮

JR中央本線

春日苑
障がい者生活
支援センター

国
道
19
号

N

愛知学園前バス停

高森台西バス停

至名古屋

高蔵寺
高校

N

高蔵寺中学校

保健センター

国道155号

中央台
バス停

高蔵寺駅 JR中央本線

至
多
治
見

至
名
古
屋

サンマルシェ南館内
障がい者生活支援センター
あっとわん

〒高蔵寺局
藤
山
台
東

　
バ
ス
停

東部市民センター
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問い合わせ▶障がい福祉課(☎85  － 6186)

各 種 相 談 窓 口各 種 相 談 窓 口

●各種手当についての案内●

※障がいの程度に応じて手当が支給されます。年に一度、現況・所得状況届の提出が必要です。また、
一定以上の所得がある場合などには、支給制限があります

◆発達障がい支援相談◆
ところ・問い合わせ ▼ あいち発達障害者支援センター（神屋町、県心身障害者コロニー内）・☎88－0849、

FAX88－0964、Eメール asca@pref.aichi.lg.jp　※来所相談については要予約（月・木曜日）
◆知的障がい者（児）相談（要予約）◆　知的障がい者（児）の療育手帳や発達相談について
ところ・問い合わせ ▼ ○ 18歳未満（児）…県春日井児童相談センター（神屋町）・☎88－7501、FAX88－

7502　○18歳以上（者）…県中央児童・障害者相談センター（名古屋市中区）・☎052－961－7253、
FAX052－950－2355

◆メンタルヘルス相談（要予約）◆　精神科医師などによるうつ・自殺・ひきこもりなどの心の相談　
と　き ▼精神科医…毎月第2・3火曜日午後1時45分～ 2時45分
　　　　臨床心理士…第4木曜日午後2時～4時
ところ・問い合わせ ▼健康増進課・☎85－6172、FAX85－3786
◆精神保健福祉相談、メンタルヘルス相談◆　うつ・自殺・ひきこもりや心の病気に関する相談　
と　き ▼月～金曜日午前9時～正午、午後1時～ 4時30分
ところ・問い合わせ ▼県春日井保健所（柏井町）・☎31－2188、FAX34－3781
◆障がい者就業・生活支援◆　障がい者の就業およびこれに伴う日常生活上の問題について
と　き ▼月～金曜日午前9時～午後5時
ところ・問い合わせ ▼ 尾張北部障害者就業・生活支援センターようわ（廻間町）・☎88－5115、FAX88－

5015
◆障がい者の就職相談◆
ところ・問い合わせ ▼ハローワーク春日井（春日井公共職業安定所）〈大手町〉・☎81－5170、FAX84－3612
◆障がい者の雇用相談◆
ところ・問い合わせ ▼愛知障害者職業センター（名古屋市中村区）・☎052－452－3541、FAX052－452－6218
◆難病相談室◆　難病についての各種専門相談について
と　き ▼医師による医療相談…午後2時～ 5時（完全予約制）
　　　　ソーシャルワーカーによる療養・生活相談…月～金曜日午前9時～午後4時
ところ・問い合わせ ▼県医師会難病相談室（名古屋市中区、県医師会2階）・☎ 052－241－4144

名　　　称 対　　象　　者

特別児童扶養手当 20歳未満で在宅の重度・中度の障がい児を養育している人

障がい児福祉手当 20歳未満で在宅の常時介護が必要な重度障がい児

特別障がい者手当 20歳以上で在宅の常時介護が必要な重度障がい者

在宅重度障がい者手当 在宅の重度の身体および知的障がい者

心身障がい者扶助料
身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を持って
いる人で、市内に引き続き1年以上住んでいる人

特定疾患り患者等健康管理手当
特定疾患り患者や小児慢性特定疾患り患者、原子爆弾被爆による　
医療特別手当・健康管理手当・保健手当を受けている人 （毎年更新
手続きが必要）
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I N F O R M A T I O N情報最前線

住宅侵入被害から家を守ろう住宅侵入被害から家を守ろう住宅侵入被害から家を守ろう住宅侵入被害から家を守ろう住宅侵入被害から家を守ろう

問い合わせ▶市民安全課(☎85－6064)、春日井警察署(☎56－0110)

平成21年1月～ 9月における市内の犯罪発生状況は、刑法犯が4233件で、昨年に比べ205件増加し、そ
の中でも住宅侵入被害は450件発生し、昨年より35件増加しています。犯罪被害を防ぐには、空き巣な
どの住宅への侵入盗に警戒するだけでなく、犯罪の起こりにくいまちづくりをすることが重要です。次に
紹介する防犯部品などを活用して住宅侵入被害から家を守りましょう。

　CP建物部品とは、特に防犯性能が高いと認め
られたドア、ガラス、錠などの防犯建物部品のこ
とです。 泥棒は、侵入行為を誰かに見られること
を一番嫌います。「７割以上の泥棒が、侵入に５
分以上手間取る場合、侵入をあきらめる」という
データに基づき開発された、CP建物部品を玄関
ドアや窓に取り付けるなど、泥棒に強い家づくり
をすることが大切です。

　ホームセンターなどではさまざまなタイプのグ
ッズが市販されており、簡単に取り付けられる商
品も多くあります。

CP建物部品CP建物部品 便利な防犯グッズ便利な防犯グッズ

問い合わせ▶市民安全課(☎85－6072)

緊急地震速報の運用を開始します緊急地震速報の運用を開始します緊急地震速報の運用を開始します緊急地震速報の運用を開始します緊急地震速報の運用を開始します
12月1日(火)から全市立保育園と市役所で、緊急地震速報の運用を開始します。

　市では、市内で震度4以上の揺れが予想される場合に、保育園や市役
所の放送で警報音と音声を流します。警報音などを聞いた人が素早く避
難することができ、被害が少なくなることが期待できます。

運用時間 ▼○保育園…平日午前7時～午後7時、土曜日午前7時～午後6時○市役所…終日　※保育園では、園
庭のスピーカーからも警報音と音声が流れますので、音が聞こえたら慌てずに落ち着いて行動し
てください

緊急地震速報とは？
　地震の発生直後に、震源に近い観測点のデータを分析して各地での主
要動の到達時間や震度を予測して知らせる気象庁の情報です。

CPマーク
防犯建物部品に表示されている
CPマークは、防犯を意味する
「Crime Prevention」の頭文
字を図案化したものです

ガードプレート
センサーライト

補助錠

サムターンカバー 併せガラス
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申し込み ▼市販の履歴書と免許証を持って、市民病院管理課（☎57－0046）へ

ホームページ　http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/jimu/saiyo/shokuin/shokuin_index.html

市民病院の看護職員を募集市民病院の看護職員を募集市民病院の看護職員を募集市民病院の看護職員を募集市民病院の看護職員を募集
正規職員
職　種 採　用 人　員 受　験　資　格 給　料　(月額) 試　　験

助産師
看護師

平成22年
4月1日 10人程度

昭和35年4月2日以降に生
まれた人で、免許を取得し
ているか平成22年5月まで
に取得見込みの人

大卒…約23万7000円
短大3卒…約23万円
短大2卒…約22万4000円

1月8日（金）午前9時15分
から、市民病院で、性格検
査、面接試験

臨時職員
職　種 人　員 勤　　務 賃　金　(時給)

看護師 若干名 月～金曜日の午前8時30分～午後5時　※時間帯応相談 1380円　※賞与、通勤手当あり

申し込み ▼ 12月28日(月)〈必着〉までに、市販の履歴書、免許証の写し、健康診断書（市民病院管理課、市民
病院ホームページに用意）を直接（土・日曜日、祝日を除く）か郵送で、〒486－8510鷹来町1－1－1、
春日井市民病院管理課（☎57－0046）へ　※卒業見込みの人は免許証の写しの代わりに卒業見込み
証明書、成績証明書が必要。健康診断書は学校で受けた最新のもので可

※給料は、平成21年4月1日現在の額（新卒・経験なしの場合）で、地域手当を含む。また、経験年数による
加算あり。給料のほか、扶養・住居・通勤・期末・勤勉手当などを条件に応じて支給

保健センターでは、運動健診と事後指導講習会（ウオーキ
ング、エアロビクス）を開催し、皆さんの健康づくりの手
助けをしています。運動健診を毎年受診して事後指導講習
会に参加することで、生活習慣の改善、体力の維持・向上
を図っている人が多くいます。また、個別指導により、運
動への動機付けの支援と継続をサポートするなど、健診後
のフォローも充実しています。皆さんもぜひ利用してみま
せんか。

運動健診と事後指導講習会運動健診と事後指導講習会運動健診と事後指導講習会運動健診と事後指導講習会運動健診と事後指導講習会
自分の自分の
体力年齢体力年齢
を知ろうを知ろう

自分の
体力年齢
を知ろう

健診日時 ▼火・木・土曜日の午前中
受付時間 ▼午前8時40分～ 8時50分
費　用 ▼ 受診料金5150円（市民で市国民健康保険

加入者と県後期高齢者医療保険加入者は
2650円）

ホームページ　http//www.kasugai-kenkou.com/

運動健診（予約制）

問い合わせ▶保健センター (☎91－3755)
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入札参加業者の定時受け付けを開始入札参加業者の定時受け付けを開始入札参加業者の定時受け付けを開始入札参加業者の定時受け付けを開始入札参加業者の定時受け付けを開始
市では、平成22・23年度入札参加業者定時受付を1月4日から開始します。登録を希望される場合は電
子申請をしてください。なお、納税証明や登記事項証明などの別送書類を期限までに提出(持参か郵送)
しないと登録できませんので早めに手続きをしてください。　※現在の名簿の有効期限は平成22年３
月31日です。自動更新はされませんので、前回と同様に、期限までに必ず電子申請をしてください

①建設工事、設計・測量・建設コンサルタント
等業務
あいち電子調達共同システム(CALS ／ EC)
https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/
index.html
②物品等
あいち電子調達共同システム(物品等)
http://www.buppin.e-aichi.jp/index.html

〇申請をするシステム
システム入力期間 ▼ 1月4日(月) ～ 2月15日(月)

午前8時～午後8時(土・日曜日、祝日
を除く)

別送書類提出期限 ▼システム入力後、7日以内
必着。ただし最終提出期限は、2月19
日(金)〈必着〉

平成22年4月1日～ 24年3月31日

〇受付期間（全業種とも）

〇資格の有効期限（全業種とも）

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/nyusatsu/index.html
問い合わせ▶総務課(☎85－6067)

12月1日～10日は年末の交通安全運動
　次の重点実施項目に沿って運動を展開します。
○飲酒運転を根絶しよう○高齢者を交通事故から
守ろう○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○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○め
いわく駐車を追放しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

使用済み乾電池と水銀体温計の回収
　家庭で不用になった乾電池や水銀体温計を回収
します。ごみとは別の透明か半透明の袋に入れて、
回収日の午前8時までにごみステーションに出し
てください。
回収日▶ 燃やせるごみの収集日が○水・土曜日の

地区…12月9日(水)○月・木曜日の地区…
12月10日(木)○火・金曜日の地区…12月
11日(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 12月16日(水)午後1時30分から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 教育総務課(☎85－6436)

地域福祉計画策定委員会の公開
と き▶ 12月18日(金)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)
申し込み▶ 12月4日(金)から、高齢福祉課(☎85－61

84)へ

下水道基本計画策定検討委員会の公開
と き▶ 12月24日(木)午後1時20分から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 企画経営課(☎85－6347)

各種がん検診などの実施期間について
　4月から各種がん検診などの実施期間が変わり、
翌年2月末日までとなりました。実施期限の間近
は混雑が予想されますので、早めに受診しましょ
う。なお、各医療機関によって診療日が異なりま
すので確認してください。
問い合わせ▶ 健康増進課(☎85－6172)

罰金
罰金

懲役
又は

懲役
又は

まだいるの
飲んで乗る人
飲ます人
交通安全スローガン



13広報春日井12月1日号

障がい者雇用促進企業などへ物品などの調達を優遇します障がい者雇用促進企業などへ物品などの調達を優遇します障がい者雇用促進企業などへ物品などの調達を優遇します障がい者雇用促進企業などへ物品などの調達を優遇します障がい者雇用促進企業などへ物品などの調達を優遇します
市では、障がい者の雇用に努める市内の中小企業や授産施設などを対象に、物品などの調達の優遇制
度を実施しています。この制度の適用を受けるためには、登録申請が必要です。登録した企業などは、
市が行う物品などの調達にかかる指名競争入札や随意契約において優先的に選定を受けることができ
ます。

有効期間 ▼平成22年4月1日～ 23年3月31日
申請書類 ▼〇障がい者雇用促進企業…障がい者雇

用促進企業登録申請書、障がい者雇用
状況計算書〇授産施設など…授産施設
等登録申請書　※市ホームページから
ダウンロード可

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

登録申請について
申請方法 ▼ 1月4日(月) ～ 2月15日(月)〈土・日曜日、

祝日を除く〉午前8時30分～正午、午後
1時～ 5時に直接、総務課(☎85－6067)
へ

※障がい者雇用促進企業については、平成22・
23年度の市の入札参加資格者名簿(物品、その
他)に登録されていることが必要ですので、平
成22・23年度入札参加業者定時受付も忘れずに
手続きをしてください

ヤング健診
とき・ところ▶1月22日(金)・保健センター、1月

25日(月)・健康管理センター午前9時～
10時30分受け付け

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

対象・定員▶ 平成21年4月～ 22年3月に18 ～ 39歳の誕
生日を迎える市民(今年度の当選者を除
く)・各70人(抽選)

申し込み▶ 12月11日(金)〈必着〉までに、はがき(1人
1枚、1会場のみ)に｢ヤング健診｣、会場名、
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号
を書いて、希望する会場〈〒486－0913柏
原町5－376、健康管理センター (☎84－
3060)か〒487－0011中央台1－1－7、保
健センター (☎91－3755)〉へ

勝川駅南口周辺土地区画整理審議会委員選挙
　任期満了に伴う審議会委員の選挙を平成22年2
月に予定しています。
選挙人・被選挙人の資格▶12月7日(月)現在の勝川

駅南口周辺土地区画整理事業地区内の土
地所有者と借地権者　※勝川駅南口周辺
土地区画整理事業地区内に未登記の借地
権を持っていて、まだ申告していない人
や申告した借地権に変動がある人は、12
月7日までに｢借地権申告書｣｢権利変動
届｣を提出してください。期日までに提
出しない場合は、今回の選挙権・被選挙
権はありません

代表者の届け出▶土地の所有権や借地権などが
共有となっていて、まだ届け出をしてい
ない人や届け出た代表者に変動のある人
は、届け出てください

問い合わせ▶ 事業課(☎85－6646)

館蔵品展｢書表現の工夫 墨色の妙｣
と き▶ 12月4日(金) ～ 2月14日(日)午前9時～午後

4時30分　※12月28日～ 1月4日は休館
内 容▶ 鈴木翠軒、戸田堤山などの墨色の美しい

作品を展示
観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
展示品解説
　学芸員が初心者向けに展示品の解説をします。
と き▶ 12月13日(日)、1月17日(日)午前10時30分～

11時、午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

昼コン＆夜コン記念コンサート
と き▶ 12月11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
内 容▶ 月2回開催している、昼コン＆夜コンの

開催100回を記念したコンサート
出 演▶ 中日響アンサンブル(弦楽12重奏)
曲 目▶ ガーシュイン｢ラプソディー・イン・ブ

ルー ｣、ブラームス｢ハンガリー舞曲｣よ
り第5番など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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レディヤン祭
と き▶ 12月12日(土)午前9時45分～午後3時
内 容▶ ○多目的ホール利用事業(コーラス・太

極拳・ゴスペル・踊り・ギター合奏・フ
ラダンスの各発表、卓球・インディアカ
の体験教室)○会議室・集会室など利用
事業(茶席、体験教室、活動発表、展示
など)　

ところ・問い合わせ▶レディヤンかすがい(☎85
－4188)

福祉映画会(ボランティア大会)
と き▶ 12月12日(土)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 映画｢旭山動物園物語～ペンギンが空を

とぶ｣の上映とボランティア活動紹介、
パネル展示など

定 員▶ 1000人(先着順)
申し込み▶ 当日、会場で
問い合わせ▶ 社会福祉協議会地域福祉課(☎85－4321)

グリーンピアコンサート
高蔵寺混声合唱団クリスマスコンサート
と き▶ 12月13日(日)午後2時～ 3時
出 演▶ 高蔵寺混声合唱団
曲 目▶ ｢トロイカ｣｢ホワイトクリスマス｣｢もろ

びとこぞりて｣など
グリーンピアクリスマスコンサート
と き▶ 12月19日(土)午後1時30分～ 3時
出 演▶ 春日井東高校、高蔵寺高校、菅利行
曲 目▶ ｢クリスマスおめでとう｣｢きよしこの

夜｣｢コベントリーキャロル｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

福祉の里クリスマスコンサート
と き▶ 12月19日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ バイオリン、ピアノ、ウッドベースのア

ンサンブル
出 演▶ リリカル サウンド トリオ
曲 目▶ ｢チャールダッシュ ｣｢クリスマスメドレ

ー ｣など
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

クリスマスジャズコンサート
と き▶ 12月20日(日)午後1時30分～ 3時30分
出 演▶ グランパス・メイツ
曲 目▶ ｢やさしく唄って｣｢デイ バイ デイ｣｢愛

の賛歌｣｢マイアミビーチルンバ｣など
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

クリスマスinサンフロッグ春日井
月 日▶ 12月20日(日)
内 容▶ お楽しみ抽選会(午前11時～午後4時)、ク

リスマス記念撮影コーナー (午前10時～
午後8時)、クリスマスぬりえ作品展　

 ※用紙はサンフロッグ春日井、総合体育
館にて配布中。13日までサンフロッグ春
日井で受け付け

対 象▶ プールおよびトレーニング室利用者、ク
リスマスぬりえ作品展参加者

ところ・問い合わせ▶サンフロッグ春日井(☎56
－2277)

わくわく！ふれあいワールド
と き▶ 12月13日(日)①午前10時～ 10時50分②午

前11時～ 11時50分
内 容▶ 南米のピニャータ(菓子の入ったくす玉)割

りやクリスマスプレゼント作りを楽しむ
対 象▶ ①未就学児とその保護者②小学生とその

保護者
ところ・申し込み▶12月4日(金) ～ 10日(木)に、さ

さえ愛センター内国際交流ルーム(☎85
－6606)へ

新年名刺交換会
と き▶ 1月4日(月)午前10時から
ところ▶ 市役所11階
申し込み▶ 12月7日(月)までに、申込書(秘書課に用

意)に会費1000円を添えて、秘書課(☎85
－6016)へ

自然の家｢冬季特別プログラム｣
①もちつき～つきたてのもちを味わう②草木染め
(ハンカチ1枚付き)③天体観測～望遠鏡・星座の話
と き▶ ①1月10日・31日、2月14日～ 28日の日曜

日午前9時～午後1時②1月10日・31日、2
月14日～ 28日の日曜日午後1時～ 3時③1
月9日・16日・30日、2月20日・27日の土
曜日午後6時～ 7時30分

対 象▶ 宿泊する家族・グループ(①②は前日宿
泊、③は当日宿泊)

費 用▶ ①500円②400円③100円
申し込み▶ 宿泊申請時(利用日の10日前まで)に、少

年自然の家(☎92－8211)へ

ガソリンを
ポリ容器に
入れてはダメ！
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白鳥で体験！アウトドア・冬
と き▶ 1月29日(金)午後6時

30分～ 31日(日)午後
4時(2泊3日)

ところ▶ ウイングヒルズ白鳥
リゾート(岐阜県郡
上市)

宿 泊▶ ホテルヴィラウイン
グ

内 容▶ スキーかスノーボー
ドの実習やレクリエ
ーション、天然温泉
入浴など

対象・定員▶ 市内在住か在学の小
学3～ 6年生・44人(抽選)

費 用▶ 参加料2万6800円(往復交通費、食費、宿
泊費、傷害保険料などを含む)　※貸し
切りバスを使用。レンタルスキーなどは
実費

申し込み▶ 12月18日(金)〈必着〉までに、往復はが
きに住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、
学年、学校名、電話番号、スキーかスノ
ーボードのどちらか(経験の有無も)を書
いて、〒486－0804鷹来町4196－3、総合
体育館(☎84－7101)へ　※参加決定者と
その保護者には、1月15日(金)午後7時か
ら総合体育館で説明会を開催

市民サービス公社嘱託職員
採 用▶ 平成22年4月1日
内 容▶ 温水プールの施設管理と窓口受付業務
対象・人員▶ 昭和22年4月2日以降に生まれ、普通自動

車運転免許を持っている人・1人
勤 務▶ 午前8時30分～午後5時、午後1時30分～

10時までの2種類で1日7時間30分　※主
に午後1時30分からの勤務

給 与▶ 約15万円　※給料のほか、通勤・期末・
勤勉手当などを支給

試 験▶ ○1次…1月28日(木)に総合体育館で筆記
・体力測定○2次…2月下旬に総合体育館
で面接

ところ・申し込み▶12月20日(日)〈午前8時30分～
午後5時、月曜日を除く〉までに、市販の
履歴書に記入して、本人が直接、サンフ
ロッグ春日井(☎56－2277)へ

 ホームページ　http://www.s－kousya
－kasugai.or.jp/

春日井ココが好き！コンテスト〈秋冬編〉
　｢まちの景色(景観)＝魅力｣は、立派な建物だけ
でなく、通学路にある小さな空き地や店舗、看板
のほか、目に見えるすべてのものによって形成さ
れています。そんな身近にある｢まちの魅力｣に気
付いてもらうため、皆さんが好きな春日井の秋や
冬の景色を描いた絵を募集します。
部 門▶ 小学生の部、中学生の部
応募資格▶ 市内在住か在学の小中学生
応募規程▶ 用紙・画材ともに自由で、自作の未発表

作品に限る　※1人何点でも応募可
賞 ▶ 市長賞〈賞状と副賞(図書券)〉…1点、子

ども景観大賞(賞状と副賞)…1点、まちの
魅力発見賞(賞状と副賞)…3点、審査員特
別賞など…数点

その他▶ 入選作品は、市内の公共施設にて展示予
定

申し込み▶ 1月12日(火)〈必着〉までに、氏名、電話
番号、学校名、学年、描いた場所を作品
の裏面に書いて、直接か郵送、または学
校を通じて、〒486－8686春日井市役所
都市政策課(☎85－6265)へ

市民生活課　☎85－6616
東海農政局｢消費者の部屋｣市民講座～①健全な食
への関心について②食品の安全性確保の取り組み
の実際
と き▶ ①12月22日(火)②12月24日(木)午後1時30分

～ 3時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 東海農政局職員
定 員▶ 各20人(先着順)
申し込み▶ いずれも12月3日(木)から、電話で

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｣ ～企画力アップ
講座｢市民大交流会を企画し
よう！ ｣
と き▶ 12月13日(日)午後2時

～ 4時
講 師▶ 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・40人(先着順)
申し込み▶ 12月8日(火)までに、電話で
 ホームページ　http://kasugai.genki365.

net/
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グリーンピア春日井　☎92－8711
正月生け花教室～正月花を生ける
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～正午
講 師▶ 加藤太恵
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 12月4日(金)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
クリスマスケーキ作り講座～イチゴを使ったブッ
シュドノエルを作る(託児付き)
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、泡立て器(ある人の

み)、　持ち帰り用の容器
正月用の生け花教室～新年を迎える華やかな祝い
花を生ける
と き▶ 12月24日(木)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 松久恵美子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
新春書き初め会～それぞれの課題に挑戦する
と き▶ 1月9日(土)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 津田濤鶴、長江華虹、小澤淑男、本多順

香
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・150人(先着

順)
費 用▶ 受講料250円(大学生以上)、教材費500円
持ち物▶ 書道用具、ぞうきん、ビニールなどの敷

物、座布団
デジカメ写真のパソコンへの取り込みと加工講座
と き▶ 1月10日～ 31日の日曜日(4回)午前10時～

正午
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人
費 用▶ 受講料1000円、教材費200円
持ち物▶ パソコン、撮影済みのデジタルカメラ、

カメラの取り扱い説明書
 
申し込み▶ ｢クリスマスケーキ作り講座｣｢新春書き

初め会｣は12月4日(金)から、｢正月用の生
け花教室｣は12月8日(火)から電話で、｢デ
ジカメ写真講座｣は12月10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、〒486－0809町屋町3610－1へ
※｢クリスマスケーキ作り講座｣の託児は
2歳以上の未就学児6人まで

味美ふれあいセンター　☎31ー3522
正月花教室～新年を迎える正月花を生ける
と き▶ 12月24日(木)午前10時～正午
講 師▶ 市華道連盟
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 12月4日(金)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
正月用生け花教室～新年を迎える正月花オモトを
生ける
と き▶ 12月25日(金)午後2時～ 3時30分
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2700円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 12月5日(土)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
正月用生け花教室～日本古来のオモトを生ける
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～正午
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費2700円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
男性のための料理教室～おかずにもなる酒のつま
みなどを作り、料理の基本を学ぶ
と き▶ 1月10日～ 2月21日の隔週日曜日(4回)午

前10時～午後0時30分
講 師▶ 中根克枝
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費3000円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
申し込み▶ ｢正月用生け花教室｣は12月13日(日)〈必

着〉までに、｢男性のための料理教室｣は
12月15日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1
人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0844
鳥居松町2－247へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
迎春準備の生け花講座～祝い花を生ける
と き▶ 12月26日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 12月4日(金)から、電話で
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適正体重を知り、
日々の活動に
見合った食事量を
食生活指針

児童センター　☎87－6866
冬の星座教室～プラネタリウムや展示見学
と き▶ 1月23日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 名古屋市科学館(名古屋市中区)　※当福

祉バスを利用
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・30人(抽選)
費 用▶ 参加料300円
持ち物▶ 弁当
申し込み▶ 12月15日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
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

東部市民センター　☎92－8511
お正月花講習会～新春を装う花を生ける
と き▶ 12月28日(月)午前10時～正午
講 師▶ 保母麗華
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費①(枝若松、黄中菊、

センリョウ)約2200円②(キリ、ユリ、セ
ンリョウ、金半たれ柳)約3300円③(オモ
ト、マツ、小菊)約3600円

持ち物▶ 花ばさみ、水盤か花瓶、剣山(10cm×
7.5cm程度)、花包み、ぞうきん、ごみ袋

めでたい知りたい！お正月体験教室～生け花と書
き初めにチャレンジ、日本の正月の伝統文化を学
ぼう
と き▶ 12月28日(月)、1月4日(月)〈2回〉午後1時

30分～ 3時
講 師▶ 保母麗華、小林春華
対象・定員▶ 市内在住の小学3年～中学生・20人(抽選)
費 用▶ 教材費1500円
持ち物▶ 生けた花を入れる袋、書道用具一式
 
申し込み▶ いずれも12月11日(金)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚、お正月体験教室は3人
まで可)に講座名(お正月花講習会は教材
①②③の別も)、住所、氏名(ふりがな)、
年齢か学年、電話番号を書いて、〒487
－0011中央台2－2－1へ

かすがいげんきっ子センター 
つくってあそぼ～身近な素材を使って遊ぶ
と き▶ 1月19日～ 3月16日の隔週火曜日(5回)午

前10時30分～ 11時15分
対象・定員▶ 市内在住の2～ 3歳児とその保護者・15

組(抽選)
おいしいクッキング～イタリアンを作ろう！
と き▶ 1月31日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(抽選)
費 用▶ 材料費200円
 
申し込み▶ 12月15日(火)〈消印有効〉までに、｢つく

ってあそぼ｣は往復はがきに講座名、住
所、参加者全員の氏名(ふりがな)、年齢、
電話番号を書いて、｢おいしいクッキン
グ｣は往復はがき(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

坂下公民館　☎88－5555
迎春講座｢お正月を迎える生け花｣～牛乳瓶にだ
ってお正月！
と き▶ 12月27日(日)午前10時～正午
講 師▶ 梶田と代子
対象・定員▶ 市内在住の人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ 生けたい器(花器でなくても可)、花ばさ

み、花がっぱか新聞紙、剣山(ある人のみ)
申し込み▶ 12月15日(火)〈必着〉までに、往復はがき

(1人1枚)に、講座名、住所、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号を書いて、〒480－
0305坂下町4－250－1へ

ハーモニー春日井　☎88－0677
初釜入門講座
と き▶ 1月17日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 原科初美
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250円、教材費650円
持ち物▶ 懐紙、扇子
申し込み▶ 12月5日(土)から、電話で
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総合福祉センター　☎84－3611
手とり足とりパソコン講座(高齢者編)
と き▶ 1月15日～ 2月5日の毎週金曜日(4回)午後

2時～ 3時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
定 員▶ 市内在住の60歳以上で過去に同講座を受

講していない人・20人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
申し込み▶ 12月16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
を書いて、〒486－0857浅山町1－2－61
へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
誰でも、どこでも出来るゴムバンド体操
と き▶ 12月3日(木)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▶ 理学療法士・井戸尚則
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
折り紙で来年の干支(えと)｢寅(とら)｣を折ろう～
手先を使って認知症予防
と き▶ 12月10日(木)午前10時～正午
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 西本笑子
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
変形性膝関節症～家庭で出来る簡単リハビリ体操
と き▶ 12月10日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 理学療法士・大竹浩史
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

5734)へ
認知症を理解する～診断と治療について
と き▶ 12月10日(木)午後2時30分～ 4時

ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 医師・大野貴也
定 員▶ 50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

体力つけてお出かけしよう！！
と き▶ 12月12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▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井職員
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井(☎32－1117)へ
音楽で心も体もぽっかぽか！～リズムに合わせて
介護予防
と き▶ 12月16日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 音楽療法士・佐藤延子
定 員▶ 40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

調理実習～食欲のない時にでも、手間を省いて栄
養バランスよく
と き▶ 12月17日(木)午前9時30分～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 管理栄養士・小山純子
定 員▶ 24人(先着順)
費 用▶ 参加料200円
持ち物▶ エプロン、ふきん
申し込み▶ 医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ

健康増進課　☎85－6164
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 1月8日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
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
申し込み▶ 12月8日(火)から、電話で



19広報春日井12月1日号

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩こり・腰痛予防のスト
レッチ体操や簡単な軽運動
と き▶ 1月8日～ 29日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 東部市民センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
ステップエアロ～ステップ台を使用したエアロビ
クスでお尻やももを引き締める
と き▶ 1月の毎週水曜日(4回)午前10時45分～ 11

時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
ボクシングエアロ～ボクシングの動きを取り入れ
たエアロビクスで、シェイプアップを図る
と き▶ 1月の毎週木曜日(4回)午後6時30分～ 7時

30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・50人(抽選)
費 用▶ 受講料1200円
小学生の球技入門(サッカー )～ボールのけり方、
ドリブル、シュートなど基本的な動作を学ぶ
と き▶ 1月15日～ 2月12日の金曜日(2月5日を除

く4回)午後5時30分～ 6時30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学1・2年生・35人(抽

選)
費 用▶ 受講料1000円
にがて克服！楽しい体操(てつぼう)～逆上がり、
足掛け上がりなどができるように練習をする
と き▶ 1月15日～ 2月12日の金曜日(2月5日を除

く4回)午後7時～ 8時
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・35人

(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
すこやか幼児体操(①年少②年中) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 1月16日～ 2月6日の毎週土曜日(4回)①午

前9時30分～ 10時30分②午前10時45分～
11時45分

対象・定員▶ 市内在住か在園の①平成17年4月2日～
18年4月1日②平成16年4月2日～ 17年4月
1日に生まれた幼児・各35人(抽選)

費 用▶ 受講料1000円
ジュニアダンス～ヒップホップの要素を取り入れ
たダンスで、楽しく体を動かす
と き▶ 1月16日～ 2月6日の毎週土曜日(4回)午前

10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・40人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
ジュニア養成教室(サッカー ) ～基礎から応用ま
でのサッカーの動作を練習し、試合をする
と き▶ 1月19日～ 3月16日の火曜日(2月9日を除

く8回)午後6時15分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・35人

(抽選)
講 師▶ 市サッカー連盟
費 用▶ 受講料3000円
ジュニア養成教室(新体操)～リボンを使用して、
基本的な新体操の動作を練習する
と き▶ 1月19日～ 3月16日の火曜日(2月9日を除

く8回)午後8時～ 9時15分
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学3～ 6年生・35人

(抽選)
講 師▶ 市体操連盟
費 用▶ 受講料3000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は12月4日(金)

午前9時から電話で、それ以外は12月15
日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1教室
につき1枚のみ)に教室名(すこやか幼児
体操は①②の別も)、住所、氏名(ふりが
な)、年齢、学年、電話番号、市外在住
の人は、勤務先か園名、学校名を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3へ

1月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・各50人(先着順)
費 用▶ 受講料(1回)300円　※回数券3000円(11枚

つづり)あり
申し込み▶ 当日、教室開始の1時間前から受け付け

(午前の最初の教室は、8時30分から)
ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)　

※9日(土) ～ 10日(日)は休講。1日(祝) ～ 3
日(日)・12日(火)は休館日のため休講　
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15
ヨガ ソフト

エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ

10：45
～

11：45

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ

ヨガ

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

ヨガ

20：00
～

21：00

スタン
ダード
エアロ

ダイナ
ミック
エアロ

ソフト
エアロ

ヒップ
ホップ
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市体育協会の講座
ジョギング教室
と き▶ 12月6日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
費 用▶ 受講料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)

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室(応用編)～水の特性を理解
しながら、効果的なウオーキングをマスターする
と き▶ 12月11日(金)午後1時～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料300円　※別途、プール利用券の

購入が必要
クロールを覚えよう～泳ぎの基本をマスターする
と き▶ 1月の水・金曜日(1月1日を除く8回)午後5

時～ 6時
対象・定員▶ 市内在住か在学の小学生・35人(抽選)
費 用▶ 受講料4000円
大人の初めてクロール教室～水慣れしながらクロ
ールの基本をマスターする
と き▶ 1月の水・金曜日(1月1日を除く8回)午後7

時～ 8時
対象・定員▶ 市内在住か在勤で高校生か同年齢以上の

人でクロールの泳げない人・25人(抽選)
費 用▶ 受講料6000円
水中ダンベル＆アクア
と き▶ 1月の毎週木曜日(4回)午前9時20分～ 10

時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・55人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい、初心者向
きの水中エアロビクス
と き▶ 1月の毎週木曜日(4回)午前10時40分～ 11

時40分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生か同年齢

以上の人・60人(抽選)
費 用▶ 受講料2000円
3か月集中スペシャルダイエット教室～個別カウン
セリングと運動指導を受けて3か月間で減量する
と き▶ ①1月13日～ 3月17日の毎週水曜日(10回)

②1月15日～ 3月19日の毎週金曜日(10回)
午前9時～正午(2回目以降は30分程度の
個別指導を行う)

講 師▶ 健康運動指導士
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上か同

年齢以上の人・各6人(抽選)
費 用▶ 受講料6000円　※別途トレーニング室使

用料が必要。トレーニング室未登録者は
200円の登録料も必要

 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は12月4日(金)

午前9時から電話で、それ以外は12月15
日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1教室
につき1枚)に教室名、住所、氏名(ふりが
な)、年齢、学年、電話番号、市外在住
の人は勤務先か学校名を書いて、〒486
－0804鷹来町4286へ

土地区画整理組合の事業計画の変更案
事業名▶ 春日井神領土地区画整理事業
組合名▶ 春日井神領土地区画整理組合
と き▶ 12月1日(火) ～ 14日(月)〈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、12月1日
(火) ～ 28日(月)に、市長あてに提出する
ことが可能

市税納付のお願い
　市税は、福祉やごみ処理、教育などの事業を実
施していく上での貴重な財源です。納期内の納付
に協力をお願いします。また、便利な｢口座振替｣
もあります。市内の金融機関の窓口で簡単に申し
込みできますので、利用してください。
納付・納税相談
　納期内に納付できない事情がある場合は、早め
に相談してください。納付が困難な場合は、分割
納付などの納税相談を実施しています。12月は市
役所執務時間のほか、次のとおり納付・納税相談
を実施します。
と き▶ 12月2日(水)・9日(水)・16日(水)午後5時15

分～ 7時、12月の毎週日曜日午前9時～
正午、午後1時～ 4時

ところ・問い合わせ▶収納課(☎85－6111)

家屋を取り壊した場合などは早めに連絡を
　固定資産税は、毎年1月1日に存在する土地・家
屋・償却資産に課税されます。土地・家屋などの
状況に変更があった場合は、年内中に届け出てく
ださい。 
対 象▶ ○家屋を取り壊したが、まだ届け出てい

ない人(法務局の滅失登記も必要)○土地
の利用状況を変更した人○納税通知書な
どの送り先に変更があった(住所を変更



21広報春日井12月1日号

した、納税管理人を変更または廃止した、
納税管理人が住所を変更した、相続人で
相続登記や相続人代表者指定届が済んで
いない)人　※平成22年1月2日以降に家
屋を取り壊した場合は、22年度も課税さ
れます。また、公益のために無償で使用
する集会所、遊園地、防火用水などや、
火災などの災害で損害を受けた固定資産
は、税が減免されます

問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6105)

多重債務者向け無料相談
　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。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。
と き▶ 平成22年3月までの毎月最終日曜日午前

9時～正午、午後1時～ 4時　※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

ところ▶ 市民相談コーナー
対 象▶ 国民健康保険加入者で、多重債務で苦し

んでいる人
相談員▶ 県弁護士会会員

共同受信施設の地デジ化助成制度
　共同住宅(アパート、マンション)内の共同受信
施設や建物などによる受信障害対策として設置さ
れた共同受信施設について、地上デジタル放送対
応にするための経費負担が過重となる場合(世帯
当たり3万5000円以上)には、国の助成が受けられ
ます。　※助成を受けるには、改修工事の実施前
に申請を行う必要があります
受付期間▶ ○共同住宅の共同受信施設に対する助

成金制度…1月15日(金)まで○受信障害
施設デジタル化の助成金制度…12月28日
(月)まで

問い合わせ▶ 愛知県テレビ受信者支援センター助成金
相談・申請窓口(☎052－954－5672)

愛知万博メモリアル
①愛知駅伝②愛知ふるさと市
と き▶ ①12月5日(土)午後0時30分から②12月5日

(土)午前10時～午後4時　※雨天決行
ところ▶ 愛・地球博記念公園(愛知郡長久手町)
内 容▶ ①県内市町村60チームが9区間29.7㎞を

競走②29の市町村が地元の特産品を出展
問い合わせ▶ 東海テレビ放送内愛知駅伝事務局(☎052

－951－2511)

ＪＡ尾張中央高蔵寺地区農業祭
月 日▶ 12月11日(金) ～ 12日(土)
ところ▶ ＪＡ尾張中央高蔵寺支店(高蔵寺町3)
内 容▶ 市内で生産されたジネンジョなどの農産

品の品評会〈11日(金)午後1時から〉と即
売〈12日(土)午後2時から〉

問い合わせ▶ ＪＡ尾張中央高蔵寺地区農業祭実行委員
会(☎51－1997)

認知症市民講座
と き▶ 12月12日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター

公立春日井小牧看護専門学校学生募集
試験日▶ 1月23日(土)
試験場所▶ 公立春日井小牧看護専門学校
課程・学科▶ 医療専門課程・看護学科
試 験▶ ①学科試験〈国語｢国語総合(古文、漢文

を除く)｣、数学｢数学Ⅰ・数学Ａ｣、外国
語｢英語Ⅰ・Ⅱ｣〉②面接

対象・定員▶ 高等学校もしくは中等教育学校を卒業、
卒業見込みまたは同等以上の学力を有す
る人・40人(推薦・社会人入学含む)

受験料▶ 5000円
修業年限▶ 3年(昼間)
募集要項▶ 公立春日井小牧看護専門学校で配布中
 ※郵送希望の場合は、ホームページ、電

話、ファクスで請求してください(送料
無料)

申し込み▶1月4日(月) ～ 14日(木)に直接(土・日曜日、
祝日を除く午前9時～午後5時)か郵送(消
印有効)で、公立春日井小牧看護専門学
校(〒486－0849八田町2－38－1、☎84－
5611、ＦＡＸ84－1662)へ

 ホームページ　http://www.k－k－nurse.
ac.jp/14_shiryo/index.html

珠算・段位認定検定
月 日▶ 2月14日(日)
受験料▶ 1級2040円、2級1530円、3級1330円、 段

位2550円
ところ・申し込み▶12月3日(木) ～ 1月6日(水)に顔

写真(珠算のみ縦4.5cm×横3.5cm)を添え
て、春日井商工会議所(☎81－4141)へ

講 演▶ ｢認知症の方の口腔ケア｣歯科医・七里佳実
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)か市認知症地域

連携の会事務局あさひが丘ホスピタル
(☎88－0284)



展 示

かすがい人形劇フェスティバル
とき▶12月13日（日）①午前10時30分～正午②
正午～午後2時③午後2時～ 3時30分　ところ
▶文化フォーラム春日井　内容▶①③人形
劇②工作や折り紙を作って遊ぼう　定員▶
400人（先着順）　入場料▶①③は1公演につ
き大人1000円、子ども500円（1日券は大人1500
円、子ども700円、前売りは大人800円、子ど
も400円）　入場券▶文化フォーラム春日井・
文化情報プラザ、ローソンで販売中　問い
合わせ▶さくらぶんこ（☎・ＦＡＸ91－8152）
･･････････････････････････････････････････
琇峰岳風会吟道大会
とき▶12月23日（祝）午前9時30分～午後5時（9時
開場）　ところ▶ホテルプラザ勝川　内容▶創
立30周年を記念した吟詠や詩舞の発表会。先着

と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン (☎85－6073)
12 ／1(火)～4(金) 年金者組合記念展示会 日本年金者組合春日井支部
12 ／8(火)～14(月) 押絵 福寿会

坂下公民館 (☎88－5555) 12 ／1(火)～12(土) 水墨画の展示 春友水墨会
西部ふれあいセンター (☎33－0808) 12 ／2(水)～9(水) 出張生活展 友の会春日井グループ

レディヤンかすがい (☎85－4188)
12 ／2(水)～9(水) 出張生活展 消費者グループなずなの会
12 ／10(木)～23(祝) 木目込み人形作品展 木目込み人形クラブ

東部市民センター (☎92－8511)
12 ／2(水)～14(月) ニュータウン油絵同好会作

品展 ニュータウン油絵同好会

12 ／11(金)～17(木) 出張生活展 友の会春日井グループ

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 12 ／2(水)～15(火) 発掘調査速報 高御堂古墳とその時代 文化財課

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
12 ／3(木)～24(木) 伊勢型紙作品展 みろく伊勢型紙同好会

12 ／3(木)～24(木) バーナーワーク作品展 びいどろの会、とんぼ玉の
会、瑠璃の会

落合公園管理棟 (☎56－0414) 12 ／4(金)～6(日) 早咲き椿展 春日井つばき愛好会

グリーンピア春日井 (☎92－8711)
12 ／4(金)～6(日) てづくり小物展 ハンドメイドクラブ
12 ／10(木)～20(日) 写真展 グリーンフォトクラブ

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 12 ／9(水)～21(月) 2010年の手描きカレンダー 彩墨倶楽部 ことぶき

30人にサボテンを贈呈　定員▶250人（先着順）
問い合わせ▶福田（☎090－7039－2233）
･･････････････････････････････････････････
森で遊ぼ！～野外料理を楽しもう
とき▶12月24日（木）午前9時15分～午後0時45分
ところ▶細野キャンプ場　対象・定員▶1～ 4
歳の未就園児とその親・25組（先着順）　費用
▶1組100円（保険代を含む）　申し込み▶12月
1日（火）～ 20日（日）に、Eメールに住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、森のたんけん
たい・小林（morinotankentai@yahoo.co.jp）へ
･･････････････････････････････････････････
クリスマスコンサート
とき▶12月24日（木）午後2時～ 4時　ところ▶
ホテルプラザ勝川　内容▶チャペルで行うハン
ドベルとパイプオルガンのコンサート　出演▶
堀内久世（ピアノ、パイプオルガン）、春日井高
等養護学校音楽部（ハンドベル）ほか　曲目▶
｢ジングルベル｣｢きよしこの夜｣｢崖の上のポニ
ョ｣など　定員▶80人（先着順）　入場料▶1500
円（ケーキ、飲み物付き）　申し込み▶勝川開発
㈱〈☎34－6800〉へ

※展示時間は各施設に問い合わせてください
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健 康

●公道
平日（午前8時30分～午後5時15分）…水道工務課
☎85－6420
土・日曜日、祝休日、夜間…市役所宿直室☎81
－5111
●宅地内（有料）
終日…管工事業協同組合（☎83－8288）か市指定
給水装置工事事業者
※アパート、マンションなどの水道施設の修繕
については、事前に管理者に確認してください。

☎0180－995－999

火 災 情 報水 道 修 繕

人　口 （＋1066）

世帯数
30万7668人
12万4168世帯 （＋1559）

まちの動き

（104件）

（9人）

（9090件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

8件
939件

2人

平成21年11月1日現在　（　）内は前年同日比

平成21年10月　（　）内は1月からの累計

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

12／5

12／12

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

☎84－1811

☎83－8777

☎84－3060

☎78－0001

☎51－8222

☎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）

田代クリニック（鳥居松町4）

鈴木医院（柏原町3）

健康管理センター（柏原町5）

桃花台レディスクリニック（小牧市）

産科婦人科七原（白山町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)または052－263－9909

12／6

12／13

在宅緊急医
外科

在宅緊急医
産婦人科

問い合わせ▶健康増進課（☎85－6164）

バランス良く食べて、風邪予防！バランス良く食べて、風邪予防！
風邪を予防するためには、手洗い・うがいの習慣をつけることや十分な睡眠を取ることのほか、栄養
バランスの良い食事を取ることも大切です。今回は、体を温める働きのあるタンパク質を含む肉類や、
のど・鼻などの粘膜を健康に保つ働きのあるビタミンAを含むニンジン、体の免疫力を高める働きの
あるビタミンCを含むジャガイモやキャベツなどを利用したメニューを紹介します。さまざまな食材
を使った栄養満点のスープを作ってみてはいかがですか。

あるもの大集合！イタリア風スープ（２人分）
野菜150ｇ（ニンジン、タマネギ、ジャガイモ、キャベツなど）、肉30～50ｇ（鶏、豚、牛、
ソーセージなど）、マカロニ20ｇ、トマトジュース1缶（1カップ弱）、水1カップ強、粉
チーズ適宜、Ⓐ（トマトケチャップ大さじ1、バター・しょうゆ・ウスターソース各小
さじ1）
①野菜は皮をむいて1㎝のさいの目切り、肉も同じ大きさに切る。
②鍋に水と①、Ⓐを加えて煮る。
③野菜が柔らかくなったら、トマトジュースを加えて混ぜる。
④マカロニを入れて柔らかくなったら、盛り付けて粉チーズを振る。

材　料▶

作り方▶
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携帯電話用ホームページ
http://mobile.city.kasugai.lg.jp/
春日井市はISO14001の認証を取得し、環境保全活動を積極的に推進しています。
再生紙を使用しています。書のまち春日井マスコット「道風くん」
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