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気温がマイナス４℃以下になると、防寒の不完全な水道管は凍ったり破裂したりすることがあります。
特に、むき出しになっている、北向きにある、風当たりが強いといった場所の水道管は布などを巻き、
ビニールテープで押さえるなど、凍結予防をしてください。

問い合わせ▶業務課お客様窓口(☎85－6411)

　メーター付近にある止水栓を締めて水を止め、市指定給水装置工事事業者か管工事業協同組合
（☎83－8288）に修理（有料）を依頼してください。

水道管が破裂したときは…

漏水のチェックを行いましょう漏水のチェックを行いましょう
　漏水は、水道管の破裂や老朽化などにより、見えない所で起
きることがあります。少量でも長い間気付かずにいると相当な
量になり、大切な水を無駄にすることになります。漏水のチェ
ックは簡単にできますので、定期的に行いましょう。

漏水のチェック方法漏水のチェック方法
　水道の蛇口を全部締め、水道メーターのパイロットマーク（メ
ーター内の赤か銀色のマーク）を見てください。パイロットマ
ークが少しでも動いていれば、漏水している可能性があります
ので、すぐに修理（有料）を依頼してください。 パイロットマーク

水道管の破裂に注意を水道管の破裂に注意を水道管の破裂に注意を水道管の破裂に注意を水道管の破裂に注意を水道管の破裂に注意を水道管の破裂に注意を

次世代育成支援対策地域協議会の公開
と き▶ 12月22日(火)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)

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、母子健康
手帳の使い方、妊娠中の生活についてのミニ講座
・個別相談など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▶ 1月5日(火)・14日(木)・20日(水)・25日(月)、

2月2日(火)・12日(金)・18日(木)・25日(木)、
3月9日(火)・17日(水)・23日(火)・29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▶ 1月8日・22日、2月5日・26日、3月5日・

26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)

成人式
と き▶ 1月11日(祝)午前10時30分～正午(開場9時

30分)
ところ▶ 総合体育館
内 容▶ 式典や茶話会など　※記念写真撮影コー

ナー、着物着くずれ直しコーナーもあり
対 象▶ 平成元年4月2日～ 2年4月1日生まれの人

※個人あての案内状は発送しません
問い合わせ▶ 生涯学習課(☎85－6447)
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農業委員選挙人名簿の登載申請を忘れずに
　農業者からの申請(平成22年1月1日現在)に基づ
いて、資格を調査し、選挙人名簿の調製を行いま
す。申請書を郵送しますので、対象となる場合は
農業委員会へ提出してください。
対 象▶ 10a以上の農地について耕作を営む人お

よび同居の親族(年間60日以上耕作に従
事している人)で、平成2年4月1日までに
生まれ、市内に住んでいる人

提出期限▶ 1月8日(金)
問い合わせ▶ 市農業委員会(☎85－6237)

工業統計調査に協力を
　工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の
基礎資料を得ること目的に実施します。製造業を
営む事業所を対象に12月から1月にかけて調査員
が伺います。なお、調査内容については、統計法
に基づき秘密が厳守されます。
問い合わせ▶ 企画課(☎85－4324)

男女共同参画情報紙｢はるか｣を発行
　男女共同参画情報紙｢はるか｣12月号(vol.24)を
発行しました。
配布場所▶ 男女共同参画課、市の主な施設、市ホー

ムページ
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/sankaku/danjo/danjo/haru－t/
haruka.html

問い合わせ▶ 男女共同参画課(☎85－6152)

救援金のお礼
　｢スマトラ島沖地震救援金｣に4万6309円が寄せ
られました。この救援金は日本赤十字社を通じて
被災者の救援に役立てられます。協力ありがとう
ございました。
問い合わせ▶ 生活援護課(☎85－6191)

昔の｢おもちゃ ｣を探しています
　昭和の時代までの子どものおもちゃを探してい
ます。市へ寄贈していただける人は連絡してくだ
さい。なお、おもちゃの状態によっては受け取る
ことができない場合があります。
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

道風展優秀作品巡回展
　第61回道風展一般部の文部科学大臣奨励賞、県
知事賞、市長賞受賞作品9点を展示します。
西部ふれあいセンター
と き▶ 12月10日(木) ～ 24日(木)午前9時～午後5

時〈初日は正午から、最終日は午後1時ま
で。14日(月)・21日(月)は休館日〉

東部市民センター
と き▶ 1月6日(水) ～ 20日(水)午前9時～午後5時

(初日は正午から、最終日は午後1時まで)
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

民俗展｢お正月と年賀状｣
と き▶ 12月19日～ 1月30日の土曜日(1月2日を除

く)午前9時～午後4時
内 容▶ 市民から寄贈された昭和初めごろの年賀

状などを展示
ところ▶ 郷土館
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

12／27（日）

※当日は、潮見坂平和公園管理事務所（平和公園第1バス停前）で墓参
用の花、線香を販売します。問い合わせは潮見坂平和公園管理事務所
（☎84－4444）へ

潮見坂平和公園墓参バス時刻表
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高等学校吹奏楽フェスティバル
と き▶ 12月20日(日)午後2時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市内7校の高校吹奏楽部によるドリルや

オリジナル、ポップスの演奏
出 演▶ 春日丘高校、春日井高校、春日井南高校、

春日井商業高校、春日井西高校、春日井
東高校、高蔵寺高校

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

とっておきのクリスマス
と き▶ 12月20日(日)午後5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
内 容▶ 市児童合唱団によるクリスマスコンサー

ト
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

パセリ グリーンピア春日井・ライブ
と き▶ 12月23日(祝)午前11時～ 11時45分、午後

5時～ 5時45分
出 演▶ ボーカル・パフォーマンス・ユニット・

パセリ
曲 目▶ ｢恋人はサンタクロース｣｢ルージュの伝

言｣｢春風｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

県下児童・生徒席上揮毫大会参加作品展
　10月31日(土)に小野小学校で開催された、第74
回県下児童・生徒席上揮毫(きごう)大会の全参加
作品を展示します。
と き▶ 12月23日(祝) ～ 1月6日(水)午前9時～午後

4時30分
観覧料▶ 常設展、館蔵品展の観覧は、一般100円、

高校・大学生50円(中学生以下は無料)
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

クリスマス会
と き▶ 12月23日(祝)午後2時～ 3時
内 容▶ マリオネット｢ぐりとぐらのおきゃくさ

ま｣など
出 演▶ 読み聞かせグループかえるの子
対 象▶ 幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

紙芝居とお話を聞く会1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)

8(金)・22(金)11：00～

図書館
6(水)11：00～、9(土)・16(土)
・23(土)15：00～、13(水)・
20(水)・27(水)15：30～

東部市民センター 8(金)・15(金)・22(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 9(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 9(土)14：00～
南部ふれあいセンター 20(水)16：15～
西部ふれあいセンター 9(土)・23(土)11：00～
知多公民館 6(水)15：30～
鷹来公民館 休み
坂下公民館 休み
中央公民館 休み
グリーンパレス春日井 16(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

郷土館茶会｢初釜｣
と き▶ 1月10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

新春初釜
と き▶ 1月10日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 800円(2枚つづり)　※12月15日(火) ～ 1月

8日(金)に東部市民センター、文化フォー
ラム春日井・文化情報プラザで販売

ところ・問い合わせ▶東部市民センター (☎92－
8511)

協 力▶ 茶道ニュータウン陽春会

団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 1月17日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 一般男子・女子(高校生、大学生を含む)、

中学生男子・女子　※各種目とも1チー
ム4～ 6人で構成
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対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、1月6日(水)ま
でに今年度の連盟登録をした人(中学生
は未登録可)

費 用▶ 参加料(1チーム)一般3000円、中高生1000
円

持ち物▶ ゼッケン
ところ・申し込み▶1月6日(水)〈必着〉までに、は

がきに大会名、チーム名、全員の住所・
氏名・年齢・電話番号を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎090－5451－7341)

わくわく自然ランド
と き▶ 1月17日(日)午前9時～正午
内 容▶ 冬越しする生き物に注目した自然観察
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(小学1～ 3年生は保護者

同伴)・60人(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)250円
ところ・申し込み▶1月5日(火)〈必着〉までに、往

復はがきに催し名、住所、氏名(ふりが
な)、年齢(学年)、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

里山体験(雑木林の学校)
と き▶ 1月23日(土) ～ 24日(日)、2月6日(土) ～ 7

日(日)・13日(土)〈3回〉
内 容▶ 雑木林の手入れや炭焼き、まき割り、草

木染を体験する
対象・定員▶ 小学4 ～ 6年生・30人(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)6500円
申し込み▶ 1月7日(木)〈必着〉までに、往復はがきに

催し名、住所、氏名(ふりがな)、年齢(学
年)、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

薪窯(穴窯)で焼く陶芸作品
　施設内にある築水窯(穴窯)で自作の陶芸作品を
焼きます。
搬入日▶ 2月21日(日)午前10時～正午
作品の条件▶ 35㎝×25cm以内に入る大きさ(高さは要

相談)、数量で十分乾燥しているか、素
焼きしたもの

定 員▶ 10人(先着順)
費 用▶ 2000円
ところ・申し込み▶12月18日(金)から、少年自然

の家(☎92－8211)へ

小学校の心の教室相談員
職 種▶ 心の教室相談員(小学校の児童や保護者

を対象に悩み相談や話し相手をする)
勤務時間▶ 週10時間程度
申し込み▶ 2月5日(金)までに、市販の履歴書に記入

して、教育研究所(☎33－1114)へ

市民の誓い啓発ポスター
春日井市民の誓い
1 みんなで緑を育て 自然を守ろう
1 すすんでからだをきたえ いのちを大切にしよう
1 お互いに時間とルールを守ろう
1 こころにゆとりをもち 清新な文化をきずこう
1 勤労をとうとび 豊かなくらしをめざそう
内 容▶ 市民の誓いの中から一つを選び、文字を

使わずに自由に表現したもの
規 格▶ 四つ切り画用紙で、画材(絵の具、クレ

ヨンなど)は自由
賞 ▶ 特別賞4賞、奨励賞、佳作など　※作品

の版権は市に帰属
応募資格▶ 市内在住か在勤、在学の人
応募方法▶ 1月8日(金)〈必着〉までに、作品の裏面に

選んだ誓いと住所、氏名、年齢、電話番
号を書いて、〒486－8686春日井市役所
市民生活課(☎85－6622)へ　※小中学生
は各学校で取りまとめます

坂下公民館　☎88－5555
エレクトーンの伴奏で歌います～懐かしい歌、外
国の歌
と き▶ 1月15日・29日、2月5日・26日の金曜日(4

回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 柴香織
対象・定員▶ 市内在住の人・35人(抽選)
費 用▶ 受講料1000円
料理＆会話講座～韓国・台湾料理と簡単な日常会
話でおしゃべり
と き▶ 1月20日(水)・27日(水)〈2回〉午前10時～

午後1時
講 師▶ 曲愛弟
対象・定員▶ 市内在住の人・24人(抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費2000円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴
 
申し込み▶ いずれも12月27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)、年齢、電話番号を書いて、
〒480－0305坂下町4－250－1へ
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東部市民センター　☎92－8511
アクティブシニアのためのお手軽おかず講座～作
りおきなどの技を使って、少量でも手軽に作れる
料理を学ぶ
と き▶ 1月21日(木)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 小山純子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学のおおむね60歳以

上の人・32人(抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、持ち帰り用の容器
申し込み▶ 1月7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

市文化協会の講座
初心者のお琴教室
と き▶ 1月23日～ 2月13日の毎週土曜日(4回)午

前10時～ 11時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 酒井田香代子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で6歳以上の人・

10人(抽選)
費 用▶ 1000円
持ち物▶ 琴、爪(ない人には貸し出し可)
問い合わせ▶ 宮城派さかいだ会・酒井田(☎83－1394)
申し込み▶ 1月7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、琴と爪の貸し出しを希望す
る人は｢琴、爪貸し出し希望｣と書いて、
〒486－8686春日井市役所文化課(☎85－
6079)へ

かすがいげんきっ子センター
子ども講座～トールペイント
と き▶ 2月6日(土)午後2時～ 3時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学4年～中学生・10人(抽選)
費 用▶ 材料費300円
申し込み▶ 12月27日(日)〈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

西部ふれあいセンター　☎33－0808
新春のお茶を楽しむ～茶道の基礎を学ぼう！
と き▶ 1月14日(木)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 中野靖方寿
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350円
申し込み▶ 12月18日(金)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢冬の森の宝物さがし｣～自然
の宝物を親子で探しながら、冬の森の散歩を楽し
む
と き▶ 1月22日(金)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・20組(抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
申し込み▶ 12月25日(金)〈必着〉までに、往復はがき

かＥメールに講座名、住所、親子の氏名
(ふりがな)、性別、年齢、電話番号を書
いて、〒487－0031廻間町1102－1、Ｅメ
ールshizen@s－kousya－kasugai.or.jpへ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
歩行バランスチェックと自宅でできる筋力アップ
と き▶ 12月22日(火)午後2時～ 4時
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 理学療法士・土屋尚子、理学療法士・後

藤文彦
定 員▶ 30人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ

サン・アビリティーズ春日井
交流の日｢ニュースポーツ講座｣
と き▶ 1月24日・31日、2月21日、3月7日の日曜

日(4回)午前10時～正午
講 師▶ 日本ニュースポーツ研究会
対象・定員▶ 障がい者と健常者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 12月19日(土)から、電話かファクス(☎84

－2611、ＦＡＸ84－3005)で

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
｢生活習慣病の予防法｣｢疑似体験を通じて学ぶ高
齢者の理解｣②｢ボディメカニクスを利用した体位
変換と移乗｣③｢加齢による尿失禁予防｣など
と き▶ ①2月12日(金)②2月19日(金)③2月26日

(金)〈3回〉午前10時～午後4時(①は午前9
時30分から)

ところ▶ 総合体育館
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▶ 1月12日(火)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクスに講座名、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



15広報春日井12月15日号

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▶ 1月5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8月～ 9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)
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▶ 1月7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3月～ 4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
男性の料理教室～料理を楽しむワンポイントアド
バイス！キムチの新しい食べ方紹介します
と き▶ 1月23日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・20人(抽選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ エプロン、三角きん(手ぬぐい、バンダ

ナ可)、ふきん
 
申し込み▶ ｢モグモグ健康教室｣は12月21日(月)か

ら、｢カミカミ健康教室｣は12月22日(火)
から電話で、｢男性の料理教室｣は1月6
日(水)〈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

グリーンパレス春日井　☎84－0381
リフレッシュヨガ教室
と き▶ 1月19日～ 3月9日の毎週火曜日(8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2400円
申し込み▶ 12月27日(日)〈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

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▶ ①1月6日(水)②1月13日(水)③1月20日(水)

〈3回〉午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の妊婦とその夫で、原則、全日

程参加できる人・30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳(①のみ歯ブラシ、手鏡、

タオル、コップ)
日曜パパママ教室～保健指導・もく浴指導
と き▶ 1月17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12月22日(火)か

ら、電話で　※｢パパママ教室｣は常時受
け付け

市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座～親子で楽しむリズム遊び
と き▶ 1月21日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 上八田保育園
講 師▶ 古川美枝子
対象・定員▶ 2歳以上の未就園児とその保護者・35組

(先着順)
申し込み▶ 12月18日(金)午前9時から、☎85－8824へ

土地区画整理変更事業計画
と き▶ 市役所執務時間中
組合名▶ 春日井大留上土地区画整理組合
ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6308)

市税等の納期限
固定資産税3期・国民健康保険税7期・介護保険
料6期・後期高齢者医療保険料5期
　納期限は12月28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。
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6111)
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展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 12 ／19(土)～24(木) 出張生活展 市消費生活展実行委員会
グリーンピア春日井 (☎92－8711) 12 ／23(祝)～1／3(日) 水彩画展 あんずの会

※展示時間は各施設に問い合わせてください

青少年薬物乱用防止シンポジウム「ドラッグっ
てなに～どうなるの？」
とき▶1月10日（日）午後2時から　ところ▶総合
福祉センター　内容▶未来ある子どもたちを薬
物から守るためのシンポジウム○基調講演…岩
井喜代仁○パネリスト…医師・西山仁、家族会
代表、厚生労働省職員　対象・定員▶小学校高
学年以上の人・500人　問い合わせ▶ 春日井さ
くらライオンズクラブ（☎81－8455）

あなたも情報発信しませんか？

　掲載申請書は市ホームページからダウ
ンロードできます。掲載希望号発行日の1
か月前までに申請書に記入して、郵送か
ファクスで、〒486－8686春日井市役所広
報広聴課（☎85－6036、FAX84－7421）へ
ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/shinsei/shinsei/koho/koho.html
※市の後援等がある催しを掲載します。
申し込みの際に後援等の決定通知書の写
しを提出してください。

パソコンスタートコース受講生募集
と き▶ 1月12日(火) ～ 3月5日(金)〈土・日曜日、

祝日を除く〉午前9時30分～午後3時30分
ところ▶ 犬山市勤労青少年ホーム(犬山市大字羽

黒新田)
内 容▶ パソコンの基礎から応用までの技術習得
定員・対象▶ 障がい者手帳(身体・精神)所持者・7人(面

接で選考)　※公共職業安定所での求職
登録が必要

費 用▶ テキスト代約1000円
申し込み▶ 12月21日(月)までに、公共職業安定所へ
問い合わせ▶ 公共職業安定所(☎81－5170、ＦＡＸ84

－3612)か愛知障害者職業能力開発校
(☎0533－93－2102、ＦＡＸ0533－93－
6554)

放送大学4月入学生募集
　放送大学は、放送メディアを利用して授業を行
う通信制の大学です。1科目から自宅で学べます。
コース▶ ○教養学部…①全科履修生〈4年以上在

学、学士(教養)の学位取得〉②選科履修生
(1年間在学)③科目履修生(半年間在学)○
大学院…④修士選科生(1年間在学)⑤修
士科目生(半年間在学)　※②③④⑤は希
望する科目を履修

対 象▶ ①18歳以上で、高校卒業した人②③15歳
以上の人④⑤18歳以上の人　※いずれも
入学試験はなし

費 用▶ ○入学料①2万2000円②8000円③6000円
④1万6000円⑤1万2000円○授業料①②③
…1科目(2単位)1万1000円④⑤…1科目(2
単位)2万2000円　※いずれもテキスト代
含む

受付期限▶ 2月28日(日)〈必着〉まで
資料請求・問い合わせ▶放送大学愛知学習センタ

ー (☎052－831－1771)
 ホームページhttp://www.u－air.ac.jp

春日井高校定時制生徒募集
試験日▶ ①前期選抜…3月10日(水)②後期選抜…3

月29日(月)
試 験▶ 作文・基礎学力検査・面接
募集学科▶ 普通科
定 員▶ 40人(前期・後期含む)
願書受け付け▶①3月3日(水) ～ 4日(木)②3月24日

(水) ～ 25日(木)
問い合わせ▶ 春日井高校定時制(☎81－2251)



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 帯緊 急 医

平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日
・
12
／
30
〜
1
／
3

内科・小児科・外科

内科・小児科

在宅緊急医
外科

内科・小児科・外科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎85－0077

☎33－7033

☎84－3060

☎75－3882

☎82－2161

☎34－1166

☎35－2203

☎78－0001

☎41－6260

☎31－4358

☎87－4103

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日、12／26～1／3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）

あさひ病院（下原町）

肛門科安藤外科（若草通3）

健康管理センター（柏原町5）

ミナミ産婦人科（小牧市）

米本レディスクリニック（篠木町1）

アルファクリニック（朝宮町1）

浅田レディースクリニック（松新町1）

桃花台レディスクリニック（小牧市）

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）

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

年末・年始にかけて、かかりつけ医や最寄りの医療機関の
診療日時をあらかじめ確認しておきましょう。

☎0180－995－999

火 災 情 報

12／19

12／26

12／20

12／23

12／27

12／30

12／31

1／1

1／2

1／3

在宅緊急医
産婦人科

※水道修繕は18ページです。

市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6093）…10日、24日、31
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） 
 …31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）… 31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

●

●

●

1月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.31

我が社のNo.1、オンリー１
「ナノイー」は水に包まれた約5
～ 20n（ナノ）ｍの微粒子イオ
ンで、ウイルスやカビ菌の抑
制（※）と脱臭に効果がありま
す。一般的な空気イオンに比
べ寿命が約6倍長いため、効
果が長持ちするのが特長で
す。ナノイーを搭載した家電は
加湿機や空気清浄機などがあ
り、ウイルスやカビ菌の抑制と
脱臭に機能を絞ったナノイー
発生機も発売されています。

パナソニックエコシステムズ㈱
(鷹来町)

問い合わせ▶☎81－1511

企業紹介

　明治42年創業。今年で100年を迎える。長
年、室内の空気質（Indoor Air Quality）の
向上と環境事業に取り組み、春日井の本社工
場では、国内第2位、世界で第1位（販売金額）
の換気扇を始め、ナノイー発生機、マイクロミ
ストサウナや、携帯電話
基地局など精密機器の
省エネ冷却装置、恵那
山トンネルにも設置され
ている道路トンネル用換
気設備などを製造して
いる。

※1㎥容器内の実証結果で、
実空間での感染予防を保証
するものではありません

加湿空気清浄機

ナノイー発生機
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　12月29日（火）～1月3日（日）の期間、
出生や死亡、婚姻などの戸籍の届け
出は市役所宿直室（終日、☎81－
5111）でのみ受け付けます。戸籍の
届け出をするときは、印鑑や添付書
類、本人確認ができる運転免許証な
どを持ってきてください。

戸籍の届け出

●公道
○年末年始〈12月29日（火）～1月3日
（日）〉を除く平日（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、年
末年始…市役所宿直室（☎81－
5111）

●宅地内（有料）
○年末年始〈12月29日（火）～1月3
日（日）〉を除く終日…管工事業
協同組合（☎83－8288）か市指定
給水装置工事事業者
○年末年始…管工事業協同組合
（☎83－8288）
※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

市役所や施設などの業務は次の通りです。必要な手続きは、早めに済ませてください。

市の主な施設

施 設 名 休 み

市民病院（外来）
※救急に限り24時間診療します

－００５７）５７（☎

坂下出張所 －００２４）８８（☎

南部ふれあいセンター －７８７８）８５（☎　

西部ふれあいセンター －０８０８）３３（☎　

鳥居松ふれあいセンター －５４５１）５６（☎　

ささえ愛センター －１９４３）５６（☎　

レディヤンかすがい －４１８８）８５（☎　

総合福祉センター －３６１１）８４（☎　

かすがいげんきっ子センター －３５０１）３５（☎　

保健センター －３７５５）９１（☎　

福祉の里レインボープラザ －７００７）８８（☎　

中央公民館 － ）３３ １１１１（☎　

知多公民館 －８９８８）３２（☎　

鷹来公民館 －７０７１）８４（☎　

坂下公民館 －５５５５）８８（☎　

ハーモニー春日井 －０６７７）８８（☎　

文化フォーラム春日井（文芸館） －６８６８）８５（☎　

文化フォーラム春日井(図書館) －６８００）８５（☎　

市民会館 －５３１８）８１（☎　

総合体育館 －７１０１）８４（☎　

サンフロッグ春日井 －２２７７）５６（☎　

市民球場 －３０６７）８８（☎　

交通児童遊園 －１３０１）８１（☎　

道風記念館 －６１１０）８２（☎　

グリーンパレス春日井 －０３８１）８４（☎　

エコメッセ春日井 －５００６）８８（☎　

ルネック7階住民票の写し等
交付所 －６８００）３４（☎　

少年自然の家 －８２１１）９２（☎　

グリーンピア春日井 －８７１１）９２（☎　

１２／２９（火）～１／３（日）
※１２／２８（月）、１／4（月）は図
書室など一部業務は休み。詳
しくは問い合わせてください

１２／２８（月）～１／１（祝）

１２／３１（木）～１／１（祝）－５００１）８３（☎　尾張東部聖苑

市役所本庁舎 －５１１１）８１（☎

１２／２８（月）～１／4（月）

１２／２９（火）～１／３（日）

東部市民センター －８５１１）９２（☎

味美ふれあいセンター －３５２２）３１（☎

高蔵寺ふれあいセンター －０００２）５１（☎
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燃やせるごみ、燃やせないごみの収集業務は12月31日（木）から1月3日（日）まで、資源の収集業務は
12月29日（火）から1月3日（日）まで休みます。

危険ごみの収集▶
粗大ごみの収集▶

ごみの持ち込み▶

　　　　1月2日（土）は休みです
　　　　年内に収集が必要な人は、12
月17日（木）までに清掃事業所に申し込
んでください。年内の受け付け業務は、
12月28日（月）までです
　　　　クリーンセンター、最終処分
場へのごみの持ち込みは、12月28日
（月）午後4時までです

年末・年始年末・年始のごみのごみと資源資源などなどの収集収集年末・年始のごみと資源などの収集年末・年始のごみと資源などの収集

　一般家庭で定額制の所は、12月29日（火）か
ら1月3日（日）まで休みます。事業所やアパー
トなどの従量制の所は、12月25日（金）までの
くみ取りとなりますので、12月24日（木）午後
3時までに清掃事業所へ連絡してください。

し尿収集

年末・年始はごみの増大が予想されますので、ごみの減量・分別に協力をお願いします。

燃やせないごみの収集燃やせるごみの収集

月・木
曜地区

西部、鷹来、篠木北、藤山台、
岩成台、中央台、高座台2～
5丁目、高座町の一部

火・金
曜地区

水・土
曜地区 篠木南、東部北

中部北地区
篠木南地区

篠木北地区

東部北地区

東部南地区
高座台1丁目
松本町の一部
高森台
石尾台
押沢台中部南地区

鷹来地区

西部地区

新
木
津
用
水 東

名
高
速
道
路

八田
川

内津
川

内津勝
川線桃

花
台
春
日
井
線

藤山台、岩成台、中央台、
高座台2～5丁目、高座町
の一部

勝川

神領
高蔵寺

春日井

市役所
●

月 木

水
土

火 金

火 金

水 土

月

木

火

金

内
津
川

定光
寺

中部北地区
篠木南地区

篠木北地区

東部北地区

東部南地区
高座台1丁目

高森台
石尾台
押沢台

中部南地区

鷹来地区

西部地区

新
木
津
用
水 東

名
高
速
道
路

八田
川

内津
川

内津勝
川線桃

花
台
春
日
井
線

藤山台、岩成台、中央台、
高座台2～5丁目、高座町
の一部

勝川

神領
高蔵寺

春日井

市役所
●

内
津
川

定光
寺

月

月

木

水

火
火

金

12／28（月）

12／29（火）

12／30（水）

1／4（月）

1／5（火）

1／6（水）

収 集 地 区 年末の最終日 年始の開始日

中部北、中部南、東部南、高
森台、石尾台、押沢台、高座
台1丁目、松本町の一部

収 集 地 区 年末の最終日 年始の開始日

月曜地区 東部北、東部南、高森台、石
尾台、押沢台、高座台1丁目 12／28（月）

12／29（火）

1／4（月）

1／5（火）
鷹来、藤山台、岩成台、中央台、
高座台2～5丁目、高座町の一
部

火曜地区

12／30（水）篠木北、中部北 1／6（水）水曜地区

12／24（木）篠木南、中部南 1／7（木）木曜地区

12／25（金）西部 1／8（金）金曜地区

問い合わせ▶ごみ・し尿収集…清掃事業所（☎84
－3211）、ごみの持ち込み…クリー
ンセンター（☎88－0247）、資源収集
…ごみ減量推進課（☎85－6222）

資源収集

篠木地区

東部北地区
（高森台含む）

東部南地区
（石尾台、押沢台含む）

中部南地区

鷹来地区

西部北地区

西部南地区 中部北地区（東）

新
木
津
用
水 東

名
高
速
道
路

八田
川

内津
川

桃
花
台
春
日
井
線

藤山台
岩成台
中央台
高座台

勝川

神領
高蔵寺

春日井

市役所
●

内
津
川

定光
寺

中部北地区（西）

収 集 地 区 年末の最終日 年始の開始日

12／28（月）〈古紙類〉 1／4（月）〈缶など〉中部北地区（西）

12／28（月）〈缶など〉 1／4（月）〈古紙類〉中部北地区（東）

12／22（火）〈古紙類〉 1／5（火）〈缶など〉西部北地区

12／22（火）〈缶など〉 1／5（火）〈古紙類〉篠木地区

12／23（祝）〈古紙類〉 1／6（水）〈缶など〉西部南地区

12／23（祝）〈缶など〉 1／6（水）〈古紙類〉中部南地区

12／24（木）〈缶など〉東部北地区

12／24（木）〈古紙類〉 1／7（木）〈缶など〉

1／7（木）〈古紙類〉

東部南地区

12／25（金）〈缶など〉 1／8（金）〈缶など〉鷹来地区

12／29（金）〈古紙類〉 1／5（金）〈缶など〉藤山台、岩成台、中央台
高座台 12／25（金）〈古紙類〉 1／8（金）〈古紙類〉
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