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　平日の昼間の災害を想定した防災訓練が、藤山台地区社会
福祉協議会の主催で行われました。地域との連携を図ってい
る藤山台中学校からも生徒会ボランティアが参加し、炊き出
しなどを手伝いました。
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所得税の確定申告と市・県民税の申告の
受け付けが始まります
市の保育園は今
有料広告を募集します
春日井まつりが変わります！
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情報最前線
Photo ホット ほっと
各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

データで見る春日井



区画整理 

施行面積 　　３４.３km2 
市域面積比 　　３７.０％ 
（平成１９年４月１日現在） 

施行率（市街化区域面積比） 

下水道 

公共下水道供用開始面積 
２９６６.７ha 

（平成１９年３月３１日現在） 

普及率（人口比） 

住　宅 

 
（平成１８年度） 

新設住宅戸数 

河　川 

1級河川（12河川）７２.３km 
準用河川（11河川）　 ９.２km 
（平成１９年３月３１日現在） 

総延長 

道　路 

市道  　　       １２１２.０km 
県道　　            ９５.７km 
国道・高速道路   ４２.８km 
（平成１９年４月１日現在） 

総延長 

公　園 

都市公園  　　２６１か所 
総面積 　　３３８.５１ha 
（平成１９年３月３１日現在） 

1人当たり 

死　亡 
1日当たり 

出　生 
1日当たり 

転　出 
1日当たり 

転　入 
1日当たり 

人口密度 
1km2当たり 

世帯人口 
1世帯当たり 

子ども 
人口比 

高齢者 
人口比 

（グラフは過去3年間の増減を示す） 

（平成２０年1月1日現在） （平成２０年1月1日現在） 
年間　１９６９人 
（平成１９年） 

年間　３２４５人 
（平成１９年） 

年間　１万３２３０人 
（平成１９年） 

年間　１万４２１９人 
（平成１９年） 

１５歳未満　４万６２８５人 
（平成１９年１０月1日現在） 

６５歳以上　５万３９３２人 
（平成１９年１０月1日現在） 

今年で、市制６５周年
の節目を迎える春日
井市。「人と地域が輝き、
安全安心で躍動する
都市」の実現へ向けて、発展し続けるわがまち
の状況を数値で見てみましょう。 
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火　災 

年間　 　　　１３５件 
放火（疑い含む）３７件 
たばこ　　　　 １８件 

（平成１９年） 

1日当たり 

交通事故 

年間　１万１２６８件 
人身　　　２１５１件 
物損　　　９１１７件 
（平成１９年） 

1日当たり 

救　急 

年間　　　１万１２２３件 
急病　　　　 ７２４５件 
交通事故　　 １３０８件 

（平成１９年） 

1日当たり 

水　道 

総配水量 
３５６８万６７９７m3 
（平成１８年度） 

1日1人当たり 

リサイクル 

（資源回収量÷ごみ総収集量） 
資源回収量　２万５７１２t 

ごみ総収集量（集団資源回収量を含む） 
１４万３６０６t 
（平成１８年度） 

リサイクル率 

ご　み 

家庭ごみ収集量７万７７２５t 
燃やせるごみ　６万１０００t 
燃やせないごみ１万６７２５t 

（平成１８年度） 

1日1人当たり 

保育園 

保育園        　３７園 
（平成１９年５月1日現在） 

園児数 

幼稚園 

幼稚園        　２３園 
（平成１９年５月1日現在） 

園児数 

大　学 

大学     　　　1校  
（平成１９年５月1日現在） 

学生数 

高等学校 

高等学校   　　８校 
（平成１９年５月1日現在） 

生徒数 

中学校 

中学校　  　　１６校 
（平成１９年５月1日現在） 

生徒数 

小学校 

小学校　 　 　３９校 
（平成１９年５月1日現在） 

児童数 

３０万５２３９人 
１２万８７７世帯 
９２.７１km2（市街化区域 ４６.７９km2） 
１３６度５８分２０秒 
３５度１４分５２秒 
（市役所の位置） 
１６.０km 
１３.５km

人 口  
世 帯  
面 積  
東 経  
北 緯  
 
東 西  
南 北  

▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 
▲
 ▲
 

市の概要（平成２０年1月1日現在） 
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所得税は納税者自身が所得と税額を正しく計算して申告し、納税するという申告納税制度を採っています。
今年の申告と納税は3月17日（月）が期限です。早めに申告し、納税も済ませましょう。

【春日井会場】
と　き▶2月18日（月）～ 3月17日（月）〈土・日曜日を除く〉午

前9時～午後4時　※来場者の状況により早めに会場
を締め切ることがあります。

ところ▶グリーンパレス春日井　※かすがいシティバスはあ
とふるライナー施設連絡線の東西線や病院循環線の
東部線など公共交通機関を利用してください。

【小牧会場】
と　き▶2月18日（月）～3月17日（月）〈土・日曜日を除く、2月

24日（日）と3月2日（日）は開設〉午前9時～午後5時　
※来場者の状況により早めに会場を締め切ることが
あります。

ところ▶小牧市公民館（小牧市市民会館と併設）

グリーンパレス
春日井

国
道
155号

かすがい

市民病院

消防署

総合福祉
センター

JR中央本線 じんりょう

東
名
高
速
道
路

総合体育館総合体育館総合体育館

市役所市役所市役所

落合公園落合公園落合公園

グリーンパレスグリーンパレス
春日井春日井

グリーンパレス
春日井

春日井インターチェンジ春日井インターチェンジ春日井インターチェンジ勤労福祉会館勤労福祉会館勤労福祉会館

県道内津・勝川線

N

国道19号

春日井会場

○事業を行っている、不動産収入がある、土地や建物を売った人などで、平成19年中の所得の合計額から所
得控除の合計額を差し引き、その金額を基に算出した税額が配当控除額を超える人
○平成19年中の給与収入金額が2000万円を超える人
○給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
○2か所以上から給与などの支払いを受けている人

確定申告が必要な人

　確定申告をしなくてもよい人でも、次のような場合は申告すれば所得税の還付を受けることができます。
○年金所得者で源泉徴収されていて、新たに社会保険料（国民健康保険料など）控除や地震保険料控除、医療
費控除などの所得控除を受ける人
○給与所得者で、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける人
○給与所得者で、平成19年中に退職し、その後就職しなかったため、年末調整を受けられなかった人
※還付を受ける申告は、2月18日（月）以前でも小牧税務署へ提出できます。

確定申告をすれば所得税の還付を受けられる人

　印鑑（認め印可）、源泉徴収票（原本）、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書、生命保険料・地震保険料
などの支払証明書、支払った医療費の領収書など　※事業所得や不動産所得がある人は、収入金額や必要経
費の内容を記載した収支内訳書か青色申告決算書の添付が必要です。

確定申告に必要な物

　会場では、自分で「確定申告の手引き」などを参照して申告書を作成し
ます。記載方法などで分からないときは、会場の職員に聞いてください。
　申告書などは、市民税課や坂下出張所、東部市民センター、各ふれあ
いセンター、各公民館、ルネック市民サービスコーナーで入手できます
が、数に限りがありますので、国税庁ホームページの「所得税の確定申
告書等作成コーナー」も利用してください。自分で作成した確定申告書
は、会場で提出するか、郵送などで小牧税務署へ提出してください。
国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp

確定申告方法

平成19年分の主な改正点
・定率減税が廃止されました
・税率が4段階から6段階に改正さ
れました

・損害保険料控除が地震保険料控
除に変わりました

・電子証明書等特別控除が新設さ
れました

２月18日（月）～３月17日（月）２月18日（月）～３月17日（月）

所得税の確定申告と市・県民税の申告の受け付けが始まります所得税の確定申告と市・県民税の申告の受け付けが始まります
２月18日（月）～３月17日（月）２月18日（月）～３月17日（月）

所得税の確定申告と市・県民税の申告の受け付けが始まります所得税の確定申告と市・県民税の申告の受け付けが始まります
２月18日（月）～３月17日（月）２月18日（月）～３月17日（月）

所得税の確定申告と市・県民税の申告の受け付けが始まります所得税の確定申告と市・県民税の申告の受け付けが始まります
２月18日（月）～３月17日（月）

所得税の確定申告と市・県民税の申告の受け付けが始まります

確 定 申 告所 得 税 の

Q&A
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住宅ローン
控除額

16万5500円

所得税額
16万5500円

9万7500円

納める
所得税額
0円

問い合わせ▶市・県民税の申告…市民税課（☎85－6093）、所得税の確定申告…小牧税務署（☎72－2111）

　年金にも、一定の金額を超える年金を受け取るときは、所得税が源泉徴収されますが、これらについては
年末調整が行われないため、確定申告で1年間の税金の精算をすることになります。国民健康保険料などの「社
会保険料」や「生命保険料・地震保険料」、「医療費」などを支払った人は、確定申告や市・県民税申告により
税額を控除することができる場合があります。なお、申告には「公的年金等に係る源泉徴収票（原本）」はじめ
各控除の添付書類が必要になります。
　源泉徴収されていない人でも、所得税と市・県民税の所得控除額の差により市・県民税が課税される場合
があります。市・県民税の控除の申告により減額できる場合がありますので、市・県民税の申告をお願いします。

総合体育館

市役所

落合公園

グリーンパレス
春日井

春日井インターチェンジ勤労福祉会館 税源移譲による市・県民税額の減額措置の対象（イメージ）
※住宅ローン控除モデルケース…夫婦＋子ども2人。　給与収入700万円、住宅ローン控除可能額27万円

※とき・ところは確定申告の春日井会場と同じ

　平成20年1月1日現在、市内に住所があり、平成19年中に所得があった人。ただし、次の人は申告の必要は
ありません。
○所得税の確定申告をした人
○所得が給与所得だけで、勤務先などから市へ給与支払報告書が提出されている人
○所得が公的年金等だけで、支払者から市へ公的年金等支払報告書が提出されている人

市・県民税の申告が必要な人

　税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成11年1
月1日から平成18年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除し
きれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税（所得割）から控除できます。

申告時期▶毎年3月15日〈平成20年は3月17日（月）〉まで
提出場所と必要な書類▶
○所得税の確定申告をしない人…市役所市民税課に住宅借入金等特別税額控除申告書（給与収入のみを
有しており確定申告書を提出しない納税者用）を2部と源泉徴収票（原本）
○所得税の確定申告をする人…確定申告会場に住宅借入金等特別税額控除申告書（確定申告書を提出す
る納税者用）を2部と確定申告書

市・県民税の住宅ローン控除（住宅借入金等特別税額控除）を
受けるためには申告が必要です

２月18日（月）～３月17日（月）

所得税の確定申告と市・県民税の申告の受け付けが始まります
２月18日（月）～３月17日（月）

所得税の確定申告と市・県民税の申告の受け付けが始まります
２月18日（月）～３月17日（月）

所得税の確定申告と市・県民税の申告の受け付けが始まります

税源移譲前 税源移譲後

多くの人は、税源移譲によって所得税額が減少しました。
所得税額よりも住宅ローン控除額が上回る場合、本来所
得税から控除できた住宅ローン控除額が控除しきれなく
なるので、その分が市・県民税における住宅ローン控除
の対象となります。

市・県民税において
控除の対象となる部分

－ =
住宅ローン
控除額

26万3000円

所得税額
26万3000円

納める
所得税額
0円

税源移譲前は、所得税額から住宅ローン控除額が引かれ
ていました。

－ =

税 の 申 告市 ・ 県 民

申 告年 金 と

NEW

Qどういう場合に、市・
県民税の住宅ローン控
除の対象となるの？ A給与所得の人については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅

借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特
別控除の額」より大きい場合に、市・県民税の住宅ローン控除の対象となります。

Q&AQ&A
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市内には、公立保育園が28園、私立保育園が9園あります。
近年少子化が問題となる中で、特に乳児の保育需要は増加
しており、待機児童の解消のため、現在、柏原西保育園を
新築中で4月に開園します。また、区画整理事業の進む中
東部地区には、民設民営による新しい保育園が建設されま
す。一方、老朽化する保育園については計画的な建て替え
が必要で、平成20年度には勝川北部保育園を建て替えます。
市では、こうした保育園の整備と共に、さまざまな保育サ
ービスを提供して、子どもたちの健やかな成長を支援する
保育園の運営を行っています。

市の市の
保育保育園は
市の市の
保育保育園は
市の市の市の

保育料（17.3％）
月額2万4692円

保育料（35.4％）
月額1万4250円

保育料はどうなっているの？保育料はどうなっているの？保育料はどうなっているの？

今今保育保育園は保育園は

柏原西保育園の完成予想図柏原西保育園の完成予想図柏原西保育園の完成予想図
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市の
保育園は
市の
保育園は
市の

子ども
1人当たり
月　額

14万2783円

市費（44.6％）
月額6万3662円

保育料（17.3％）保育料（17.3％）
月額2万4692円月額2万4692円
保育料（17.3％）
月額2万4692円

県費（17.8％）
月額2万5476円

国庫（20.3％）
月額2万8953円

子ども
1人当たり
月　額
4万247円

市費（34.7％）
月額1万3966円

保育料（35.4％）保育料（35.4％）
月額1万4250円月額1万4250円
保育料（35.4％）
月額1万4250円

県費（14.0％）
月額5631円

国庫（15.9％）
月額6400円

3～5歳児0～2歳児
平成18年度決算

※子ども1人当たりの月額は、平成18年度の経費総額を各月の入所人数の合計で割って算出

パパ　保育料だけで保育園を運営していくことは
できますか？

保育課　平成18年度の保育園の運営に掛かる費用
は、約40億円でした。そのうち、保育料としては
約10億円です。市は約16億円、残りは国と県が負
担しています。これを、1人1か月当たりにすると、
0～2歳児で約14万3000円、3～5歳児で約4万円と
なります（下図参照）。
その内訳は、保育士の人件費や給食費、保育用品
の購入などです。

パパ　わたしたちが納める保育料以上
に、多くの経費が掛かっているんだ！

ママ　小筆が保育園に通うに
は、税金も多く使われるのね。

保育課　そうなんです。
市では、子育て支援を充実させるために、保護者
が納める保育料、国、県の負担金の他に市が負担
して、安全で安心して預けられる保育園の運営に
努めています。

パパ・ママ　なるほど！
市も子育て支援に力を入
れてくれているんだね！

パパ

小筆ちゃん

ママ

パパ・ママ　小筆も4月から保育園か…。

小筆ちゃん　早く保育園に行きた
いな！

パパ　だけど、どうやって保育料
が決まるのかな？市役所に聞いて
みよう！

保育課　保育料は、子どもの保護者の
前年の所得税額などの合計額により算
定しています。同居している祖父母が
いる場合は合算されることがあります。

市では、入園する子どもの属する世帯を所得税額
などにより23の階層に区分しています。さらに年
齢を0～2歳、3歳、4～5歳に分け、0～4万9500円
の保育料となっています。

　保育料は、市内の公立・私立いずれの保育園に預けても、市が定めた基準となっています。その基準は、
子どもの年齢や預けている人数、保護者の所得税額などによって異なります。
　では、その保育料の仕組みはどうなっているのでしょうか？

保育料はどうなっているの？保育料はどうなっているの？保育料はどうなっているの？保育料はどうなっているの？保育料はどうなっているの？保育料はどうなっているの？保育料はどうなっているの？

保育園は

柏原西保育園の完成予想図

問い合わせ▶保育課（☎85－6202）
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掲載場所▶トップページ　http://kasugai.genki365.net　
規　格▶○大きさ…縦60ピクセル×横120ピクセル○形式…

GIF（アニメ不可、透過GIF不可）・JPEG・PNG○デ
ータ容量…4KB以下○その他…画像のスライス（分
割）不可

枠　数▶3枠　※枠位置の指定は不可
掲載基準▶市広告掲載要綱、市民活動情報サイトバナー広告掲

載要領、市民活動情報サイトバナー広告表現ガイド
ライン

掲載料▶1枠月額1万円（税込み）
掲載期間▶4月1日（火）～平成21年3月31日（火）
アクセス件数▶月間約1600件（平成19年4月～11月の平均値）

※トップページのみのアクセス件数で、毎月のアク
セス件数を保証するものではありません。

申し込み▶2月1日（金）～29日（金）〈必着〉に、申込書（市ホーム
ページに用意）に必要事項を記入して、広告原案（デ
ザイン案でも可）を添えて、ささえ愛センター執務
時間中に直接か郵送で、〒486－0837春見町3番地、
ささえ愛センター（☎56－1943）へ　※応募者多数の
場合は、審査後、抽選により決定

掲載場所▶トップページ　http://www.city.kasugai.lg.jp
規　格▶○大きさ…縦60ピクセル×横120ピクセル○形式…

GIF（アニメ不可、透過GIF不可）・JPEG・PNG○デ
ータ容量…4KB以下○その他…画像のスライス（分
割）不可

枠　数▶8枠（申し込み状況により増枠する場合あり）　※枠
位置の指定は不可

掲載基準▶市広告掲載要綱、市ホームページ広告掲載要領、市
ホームページバナー広告表現ガイドライン

掲載料▶1枠月額2万円（税込み）
掲載期間▶4月1日（火）～平成21年3月31日（火）　※1か月単位と

し複数月の申し込み可
アクセス件数▶月間約11万1000件（平成19年9月～12月の平均

値〈平成19年9月1日リニューアル実施〉）　※トップ
ページのみのアクセス件数で、毎月のアクセス件数
を保証するものではありません。

申し込み▶2月1日（金）～29日（金）〈必着〉に、申込書（市ホーム
ページに用意）に必要事項を記入して、広告原案（デ
ザイン案でも可）を添えて、市役所執務時間中に直
接か郵送で、〒486－8686春日井市役所広報広聴課
（☎85－6037）へ　※応募者多数の場合は、審査後、
抽選により決定

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/koukokujigyouno.html

掲載場所▶裏表紙
規　格▶4色刷、縦60㎜×横90㎜
枠　数▶8枠　※枠位置は抽選により

決定。枠が満たない場合に限
り隣り合う2枠を併せて掲載
可

掲載基準▶市広告掲載要綱および市医療
機関マップ広告掲載要領

作成部数▶約2万部
掲載料▶1枠5万円（税込み）
掲載期間▶約2年間（新しい医療機関マッ

プを作成するまで）
申し込み▶2月1日（金）～15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、広告
原案を添えて、市役所執務時
間中に直接、健康推進課（☎
85－6167）へ　※応募者多数
の場合は、審査後、抽選によ
り決定

掲載場所▶裏表紙
規　格▶1色刷（色指定不可）、縦30㎜

×横80㎜
枠　数▶4枠　※隣り合う2枠か4枠す

べてを併せて掲載可
掲載基準▶市広告掲載要綱およびかすが

い市男女共同参画情報紙「は
るか」広告掲載要領

作成部数▶5000部
掲載料▶1枠2万円（税込み）
申し込み▶2月29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、広告原案
を添えて、市役所執務時間中
に直接、市民活動推進課男女
共同参画室（☎85－6152）へ　
※応募者多数の場合は、審査
後、抽選により決定

市医療機関マップ
（日本語版）〈平成20年4月発行〉

かすがい市民活動情報サイト

市ホームページ

かすがい市男女共同参画情報紙
「はるか」VOL.20 4月1日号

市では、所有する資産を広告媒体として活用し、新たな自主財源を確保するため、有料広告を募集しています。
今回は、次の4つの広告を募集します。

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

New
春日井まつりが変わります!春日井まつりが変わります!

買う楽しみ！

書のまち大発信！

見る楽しみ！

食べる楽しみ！

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ゾ
ー
ン

フードゾーン

メインステージ
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有料広告を募集します

問い合わせ▶市民生活課（☎85－6616）

春日井まつりが春日井まつりが変わります変わります!春日井まつりが春日井まつりが変わります変わります!春日井まつりが変わります!

ど～変わるの？

昭和52年に始まった春日井まつりは今年32回目を迎えます。秋の一大イベントである春日井まつりをさらに
盛り上げまちの活性化につなげるため、今年、市制65周年を契機に「市民の手による市民のまつり」を目指し
て大きく変えていきます。今後、イベント内容や運営方法などを参加団体を含めた市民参画によって検討し
ていきます。

☆ショッピングゾーンの拡
充…「全国ふるさと交流」
として県内で活動する全
国各地の県人会によるお
国自慢の物産展を開催

買う買う楽しみ！楽しみ！買う楽しみ！

☆かすがいオペラ小野
　道風「しずく柳」の上演
☆「野外大揮毫（きごう）
大会」を開催

書のまち大発信！のまち大発信！書のまち大発信！

見る見る楽しみ！楽しみ！見る楽しみ！
☆「前夜祭」を金曜日の夜に開催
☆「宵まつり」を土曜日の夜にメイン
ステージで開催
☆各地域自慢の「棒の手」や「馬之塔」
など郷土芸能が一堂に中央公園へ
集合
☆道風平安朝行列を中心にしたパレ
ードの充実

☆フードゾーンの充実
…バラエティに富ん
だ飲食店とゆっくり
飲食ができる休憩所
の新設

食べる食べる楽しみ！楽しみ！食べる楽しみ！

ショッピ
ングゾーン

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ゾ
ー
ン

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ゾ
ー
ン

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ゾ
ー
ン

企画イベ
ントスペ
ース

市庁舎

文化
フォーラム
春日井

市民会館

フードゾーンフードゾーンフードゾーン

メインステージメインステージメインステージ

市庁舎周辺会場図

フードゾー
ン・休憩
スペース

開催日
　10月17日（金）～
　19日（日）
　※17日（金）は前夜祭

会場
　市庁舎周辺
　中央公園ほか

N
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I N F O R M A T I O N情報最前線

市では、平成19年9月から、携帯電話でいつでもどこでも市の情報を入手できる「春日井市公式モバイ
ルサイト」を開設しています。携帯電話の特性に合わせた情報を発信していますので、利用してください。

あ～とふるマイタウンは、身近な場所へ芸術家や専門家を講師として派遣する事業です。
学校や町内会、福祉施設など皆さんの集まる場所で、音楽や芸術を気軽に体感してください。

派遣期間▶5月～12月
要　件▶市内に会場を用意できる団体（申し込み多数のときは抽選）

※営利目的、政治・宗教活動などの会場へは派遣できません。詳しく
は市の主な施設に設置してあるチラシかホームページを見てください。

申し込み▶2月29日（金）までに、所定の用紙（文化課、市ホームページに用意）に
記入して、文化課（☎85－6079）へ
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/bunka/ivent_other/artfullmytown/index.html

あ～とふるマイタウンの講師派遣希望団体を募集あ～とふるマイタウンの講師派遣希望団体を募集あ～とふるマイタウンの講師派遣希望団体を募集あ～とふるマイタウンの講師派遣希望団体を募集
名古屋法務局春日井支局　一時移転のお知らせ名古屋法務局春日井支局　一時移転のお知らせ市民メセナ基金活用事業

内　　　　　　容
クラシックを中心に、子どもから大人まで楽しめる音楽を
聴く
琴や尺八を中心に、和楽器・洋楽器によるアンサンブルを
楽しむ

大きな筆と紙を使って、体全体で大きな文字を書く

躍動感あふれる「書」を楽しんで、書く人の感性を引き出す
身近で落語を楽しむ
体で文字を表現する「コンテポラリーダンス」の体験

講　　師
コンサートグループ「花
の詩」
アンサンブル・リベル
タ

武内峰敏

原田凍谷
社会人落語「楽語の会」
倉知可英

タイトル

音楽で遊んじゃおう

和・洋あんさんぶる

大きな筆で大きな文
字を書こう
面白いで「書」
落語を楽しもう
「からだ」で描こう

ジャンル

音　　楽

美　　術

伝統芸能
そ の 他

プログラム

いつでも、どこでも！携帯電話で市の情報を！いつでも、どこでも！携帯電話で市の情報を！いつでも、どこでも！携帯電話で市の情報を！いつでも、どこでも！携帯電話で市の情報を！いつでも、どこでも！携帯電話で市の情報を！

今週末ってどん
なイベントがあ
るんだろう？

うちの子、今
日の給食何だ
ったかな？

東部市民センタ
ーの電話番号が
知りたいんだけ
ど…

道風記念館行き
のバスは何時だ
ったかな？

災害時の緊急情
報もチェックで
きるね。
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問い合わせ▶名古屋法務局春日井支局（☎81－3210）〈2月8日（金）まで〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　（☎0561－86－8690）〈2月12日（火）～平成21年4月（予定）〉

名古屋法務局春日井支局は、庁舎増築工事のため、2月12日（火）から平成21年4月（予定）までの間、瀬戸法
務総合庁舎に移転して業務を行います。なお、工事完了後は元の所在地に戻ります。

あ～とふるマイタウンの講師派遣希望団体を募集
名古屋法務局春日井支局　一時移転のお知らせ名古屋法務局春日井支局　一時移転のお知らせ名古屋法務局春日井支局　一時移転のお知らせ名古屋法務局春日井支局　一時移転のお知らせ名古屋法務局春日井支局　一時移転のお知らせ

移転先▶〒489－0067瀬戸市小田妻町1－220－1、瀬戸法務総合庁舎内

問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6037）

春日井市公式モバイルサイトのアドレス
http://mobile.city.kasugai.lg.jp
アドレスを直接入力するか、QRコードを読み取ることができる携帯電話の場合は、右のQRコ
ードを読み取るだけでアドレスが表示されます。

すべての停留所
の時刻表を掲載
しています。

休日や夜間に急病になり、かかりつけの
医師または最寄りの医療機関に連絡がつ
かない時の施設や連絡先を掲載していま
す。

地震などの大規模な停電を伴う災害時に
は、パソコンによる情報発信が困難にな
ります。大規模災害時に強い携帯電話を
利用して、緊急時の情報を市民の皆さん
にお知らせします。

市民の皆さんが必要とする情
報にすぐにたどり着くことが
できます。

主なメニュー

市内の公立小・中学校の給食の献立を掲
載しています。夕食の支度や買い物の時
など、いつでもどこでも毎日の子どもの
給食のメニューが確認できます。

四季折々に市内で行われ
るさまざまなイベント情
報や募集案内を掲載して
います。

暮らしの便利帳
分野別問い合わせ先

お知らせ・イベント 休日や夜間の診療

学校給食献立予定表
（お知らせ・イベントに掲載）

かすがいシテ
ィバス時刻表

緊急情報

19

155

155
155

★ ★東
名
高
速
道
路

愛
知
環
状
鉄
道
線

春日井IC

じんりょう

森林公園

かすがい

JR中
央本
線

庄
内
川

こうぞうじ

◎市役所

春日井インター東
出川橋東

新東谷橋南
右折方向注意

鹿乗町

名古屋法務局
春日井支局

いつでも、どこでも！携帯電話で市の情報を！いつでも、どこでも！携帯電話で市の情報を！

交通機関▶愛知環状鉄道線中水野駅より徒歩約10分
ホームページ　http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/frame.html

155

155

中水野

本郷町 なかみずの

瀬戸法務総合庁舎

本郷町東

小田妻
★
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地域の安全・安心を守る
（牛山区）

1/1/7
㊊
1/7
㊊

　牛山区では、安全で安心して暮らせるまちづ
くりを目指し、区民の防犯意識を高めるため、
防犯・防災に対するさまざまな活動をしていま
す。この活動をさらに推進させるため、青色回
転灯装備車のパトロール活動の実施に向けて取
り組み、この日、自主防犯パトロール隊の出発
式を牛山小学校で開催しました。

春日井市代表の皆さん春日井市代表の皆さん

十二支　子年

　十二支、それは私たちの生活に溶け込ん
でいます。
　多くのご家庭の玄関先には、毎年干支（え
と）の置物が飾られます。お正月にいただ
く年賀状では、「その年の干支」が着物で着
飾ったり、座布団に座ったりして、いろい
ろな格好であいさつをしてくれます。また、
自分の年を伝えるときや相手の年代などを
聞くときに、「何年（なにどし）です。何年
ですか？」とよく言います。このように日
常的に使われる十二支、実は中国の紀元前

（西暦）1600年・殷（いん）の時代からすでに
使われていたとされ、動物も割り当てられ
ていたとのことです。
　さて、今年は「子（ねずみ）」の年です。十
二支の一番初めの干支です。
　私自身、「ねずみ」には、毎晩床に入ると、
天井裏を勢いよく走り回る足音に悩まされ
ています。また、島全体がねずみの被害に
あったり、病気の発生源になるなど、忌み
嫌われる動物でもあります。
　一方で、古くからねずみには不思議な力
があるといわれ、福の神大黒様のお使いに
なり、多くの子どもに囲まれたほのぼのと
した家庭を連想させるなど、家の繁栄や人
の幸せの代名詞にもなっています。
　子年は政変があるともいわれますが、い
ずれにしても、まもなく立春です。小さい
ながらも大活躍するねずみに期待し、将来
に向けて明るい年にしたいものです。

災害のない1年を願って
～消防出初め式

1/1/5㊏
～6㊐
1/5㊏
～6㊐

　5日（土）、市の消防出初め式が鷹来町のサン
フロッグ春日井駐車場で行われました。各地域
の消防団員、小学校や保育園の消防クラブ員な
どの約500人の参加で、園児たちの防火の誓い
の斉唱のほか、消防職員による技術の披露や一
斉放水がありました。
　また、6日（日）にも、南下原や下原、八事、
六軒屋をはじめとした篠木地区の9つの自治消
防団が集まった地域の消防出初め式が南城中学
校であり、約150人の分団員が、近くの地蔵川
で消防車1台、ポンプ8台で一斉放水を行いまし
た。

自治消防団員による放水自治消防団員による放水自治消防団員による放水
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13

教育委員会定例会の公開
と き▶ 2月20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▶ 教育委員会総務課(☎85－6436)

東部市民センターホールの休館
　9月1日(月)から10月11日(土)まで、改修工事(予
定)のためホールは利用できません。
問い合わせ▶ 東部市民センター (☎92－8511)

シルバー人材センター入会説明会
とき・ところ▶2月15日(金)午後2時～ 4時・市シ

ルバー人材センター、2月22日(金)午後2
時～ 4時・知多公民館

対 象▶ 市内在住で健康で働く意欲のある、おお
むね60歳以上の人(特に子育て支援や家
事支援の業務に携われる人)

持ち物▶ 写真(3㎝×2.5㎝)1枚
申し込み▶ 2月8日(金)〈必着〉までに、はがきかファ

クス、Ｅメールに住所、氏名(ふりがな)、
性別、年齢、電話番号、参加希望日を書
いて、〒486－0845瑞穂通1－186、市シ
ルバー人材センター (☎84－3515、ＦＡ
Ｘ84－3125、Ｅメールkasugai@sjc.ne.jp)
へ

ヤング健診(基本健康診査)
とき・ところ▶3月10日(月)・健康管理センター、

12日(水)・保健センター午前9時～ 10時
30分受け付け

対象・定員▶ 市民で、健診日に18 ～ 39歳の人(平成19
年度の当選者を除く)・各70人(超えたと
きは抽選)

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

申し込み▶ 2月14日(木)〈必着〉までに、はがき(1人1
枚、1会場のみ)に健診名、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)、
〒487－0011中央台1－1－7、保健センタ
ー (☎91－3755)〉へ

ふれあい広場
と き▶ ①2月6日(水)・20日(水)②2月13日(水)・27

日(水)午前10時～ 11時
内 容▶ 親子で触れ合い遊びを楽しみながら友達

づくりをする
対 象▶ 市内在住の①6か月～ 1歳児②2～ 3歳児

とその保護者
持ち物▶ バスタオル(①のみ)
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

市小中学校読書感想画コンクール優良作品展
と き▶ 2月6日(水) ～ 11日(祝)午前9時～午後5時

(最終日は3時まで)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・ギャラリー
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

子ども劇場
と き▶ 2月9日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ ペープサート｢てぶくろ｣と腹話術など
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▶鷹来公民館(☎84－7071)
協 力▶ おはなしの会、ロゴス腹話術研究会

アニメひろば
と き▶ 2月9日(土)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマンとぴいちくもり｣、世界昔

話｢幸福の王子｣
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▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 2月10日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ ○壊れたおもちゃの修理(部品は実費)○

不用になったおもちゃ (使える物に限る)
の交換　※修理できない物もあり

ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－
5006)

館蔵品展｢雪月花｣
と き▶ 2月13日(水) ～ 4月27日(日)午前9時～午後

4時30分
内 容▶ 中林梧竹、日下部鳴鶴、近藤雪竹、高浜

虚子、芥川龍之介、山崎大抱らの、雪・
月・花を題材とした書作品の展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)



14

新入学を祝うよい子のつどい
月 日▶ 2月13日(水)
時間・ところ▶午前10時～正午・市民会館、午後

2時～ 4時・東部市民センター　※駐車
場に限りがありますので、公共交通機関
を利用してください。

内 容▶ 新入学の心構えを聞いたり、親と子の手
遊びなどをしたりする

対 象▶ 4月に小学1年生になる子どもとその保護
者

入場整理券▶ 市内の幼稚園や保育園で配布中　※当
日、市民会館と東部市民センターでも配
布。入場整理券1枚で1家族が入場可

問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6441)か保育課(☎85－
6205)

ひよこ教室
と き▶ ①2月14日(木)②2月21日(木)③2月28日

(木)午前10時～ 11時
内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して、

友達づくりと育児相談をする
対 象▶ 市内在住の①0歳児②1歳児③2 ～ 3歳児

といずれもその保護者
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)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 2月17日(日)午前10時～正午受け付け、午

後3時～ 4時か2月24日(日)引き渡し
定 員▶ 40人(先着順)　※今まで利用したことが

ない人で1人1点に限定
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

お話の部屋
と き▶ 2月17日(日)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 紙芝居と絵本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)

ビデオ鑑賞
と き▶ 2月24日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢三匹の子ぶた｣
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▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

公民館まつりお茶席(立礼)
と き▶ 3月2日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 400円(坂下公民館にて販売中)
ところ・問い合わせ▶坂下公民館(☎88－5555)
協 力▶ 二人庵社中

市コミュニティ推進大会
と き▶ 2月16日(土)午後1時から
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ 愛知工業大学地域防災研究センター長・

正木和明による講演｢地震が来るまで9、
8、7…1秒｣とコミュニティ推進地区の活
動紹介

問い合わせ▶ 市民活動推進課内、市コミュニティ推進
連絡協議会(☎85－6617)

子育てママに春一番プレゼント！！
と き▶ 3月9日(日)午後2時開演(1時15分開場)
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市文化ボランティアの企画・運営による

イベントで、親子で一緒に楽しめる素敵
なステージ○オープニング…ウエルカム
コンサート○第1部…演劇グループ｢らい
おんママ｣の公演『ぼくらはみんな生きて
いる！』○第2部…春日丘高校吹奏楽部コ
ンサートほか○展示…市文化ボランティ
アの活動紹介

入場料▶ 前売券…500円、当日券…800円、中学生
以下無料(要入場券)、全自由席

入場券▶ 1月27日(日)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、坂下公民館で
販売・配布

その他▶ ①託児サービス(1 ～ 4歳)が利用可②第2
部での楽器演奏共演者を募集中　※①②
ともに希望者は、2月15日(金)までに電話
で文化課へ申し込みしてください。

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

パパ・ママ卓球大会
と き▶ 3月9日(日)午前9時から
種 目▶ ダブルス　※ペアは当日抽選で決定
対 象▶ 市内在住か在勤の既婚者
費 用▶ 参加料500円、ゼッケン代100円(ない人

のみ)
持ち物▶ ラケット、シューズ、ユニホーム、ゼッ

ケン　
ところ・申し込み▶2月27日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、住所、氏名、年齢、電
話番号、勤務先を書いて、〒486－0804
鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・伊藤(☎84－8264)

■訂正
　1月15日号 16 ページ「民謡うたはじめ」の記事
で、「ところ」に誤りがありました。
正しくは、市民会館です。おわびして訂正します。
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映画｢誰も知らない｣
と き▶ 4月19日(土)○午前10時から○午後1時30

分から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 主演の柳楽優弥が、カンヌ国際映画祭最

優秀男優賞を受賞した邦画の名作を上
映。挿入歌を歌っているタテタカコＬＩ
ＶＥの関連イベント

入場料▶ 各回1000円、ＬＩＶＥとセット券3000円
(全自由席、未就学児不可)

入場券▶ 2月9日(土)から、文化フォーラム春日井
・文化情報プラザで販売　※代金引換サ
ービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

タテタカコ　ＬＩＶＥ
と き▶ 4月20日(日)午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 澄んだピアノと個性的な声が魅力のシン

ガーソングライター・タテタカコのＬＩ
ＶＥ

入場料▶ 2500円、映画｢誰も知らない｣とセット券
3000円(全自由席、未就学児不可)

入場券▶ 2月9日(土)から、文化フォーラム春日井
・文化情報プラザ、チケットぴあ(映画｢誰
も知らない｣とセット券は取り扱いなし)
で販売　※代金引換サービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

クリーンセンター臨時職員の登録者
内 容▶ 缶、瓶、ペットボトルのリサイクルに伴

う作業とクリーンセンターでの軽作業
勤 務▶ 月～金曜日○午前8時30分～午後4時30分

○午前8時30分～正午○午後1時～ 4時30
分

賃 金▶ 時給1050円(2月1日現在)　※交通費を1
通勤につき200円支給

登録有効期間▶4月1日～平成21年3月31日
申し込み▶ 2月8日(金)〈土・日曜日を除く〉までに、

市販の履歴書に記入して、本人が直接、
クリーンセンター (☎88－0247)へ

市市民サービス公社臨時職員
採 用▶ 平成20年4月1日
内 容▶ 市内の公園などの維持管理作業と施設管

理
対象・人員▶ 昭和19年4月2日以降に生まれ、普通自動

車免許を持っている人・若干名
勤 務▶ 午前9時～午後5時(月14日程度)

賃 金▶ ○作業…時給1000円○施設管理(ボート
管理含む)…時給800円　※交通費を1通
勤につき200円支給

試 験▶ 面接…2月22日(金)
ところ・申し込み▶2月15日(金)〈土・日曜日、祝

日を除く〉までに、市販の履歴書に記入
して、落合公園管理棟都市公園事務所(☎
56－0414)へ

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

市民病院の医療職員
採 用▶ 平成20年4月1日
職 種▶ 臨床工学技士
対象・人員▶ 昭和56年4月2日以降に生まれ、免許を取

得している(平成20年5月までに取得見込
みの)人・1人

給 与▶ 大卒…約21万7000円、短大3卒…約20万
5000円　※平成20年1月1日現在の額のた
め今後変動することがあり。給料のほか
各種手当をそれぞれの条件に応じて支給

試 験▶ 2月20日(水)午前9時から、市民病院で、
教養・適性試験、性格検査、面接試験

申し込み▶ 2月13日(水)〈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、ホームページに用意)を直接
(土・日曜日、祝休日を除く)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、免許証の代わりに卒業見込み
証明書と成績証明書が必要。健康診断書
は学校で受けた最新のもので可

 ホームページ　http://www.hospital.
kasugai.aichi.jp/jimu/saiyo/Ｈ2004.html

アトリウムの祭典｢アトの祭り｣出演団体
と き▶ 夏…6月21日(土) ～ 22日(日)、秋…9月13

日(土) ～ 15日(祝)
内 容▶ フェスティバル形式の音楽発表会
費 用▶ 運営協力費(1団体)5000円
ところ・申し込み▶2月21日(木)までに、所定の用

紙(文化フォーラム春日井・文化情報プ
ラザ、市民会館、市役所情報コーナー、
東部市民センター、各ふれあいセンター、
各公民館などに用意)に記入して、かす
がい市民文化財団へファクス(ＦＡＸ82
－0213)し、2月28日(木)午後7時から文化
フォーラム春日井で抽選会に参加

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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春日井児童合唱団18期生
対象・人員▶ 毎週土曜日午後2時～ 4時30分にレディ

ヤンかすがいで行う練習に参加できる小
中学生・40人　※4月に小学校入学予定
者も応募可

オーディション▶2月23日(土)午前10時から、レデ
ィヤンかすがいで実施

課題曲▶ ○小学1～ 3年生…｢うたえバンバン｣｢春
の小川｣○小学4 ～ 6年生…｢まきばの
朝｣｢冬げしき｣○中学生…｢旅愁｣｢浜辺の
歌｣　※どちらか1曲を2番まで歌う。楽
譜を見ても可

費 用▶ 入会金1000円、会費3000円(月額)
申し込み▶ 2月22日(金)までに、所定の用紙(文化課

に用意)に記入して、文化課(☎85－6079)
へ

ファミリー・サポート・センターの会員
　ファミリー・サポート・センターは、子育ての
援助を受けたい人(依頼会員)と、子育ての援助を
したい人(援助会員)とがお互いに助け合う会員組
織です。
対 象▶ ○依頼会員…0歳～小学6年生の子どもが

いる市内在住か在勤、在学の人○援助会
員…市内在住の自宅で子どもを預かるこ
とができる人

入会金▶ 500円　※講習会の受講が必要。資格や
経験、性別、年齢は不問。活動に当たっ
て、依頼会員は援助会員にセンターが定
めた報酬の支払いが必要

会員になるための講習会
と き▶ 3月3日(月)午後1時～ 5時
内 容▶ 子どもの体と病気、心理、安全と応急手

当てなど、会員活動に必要な知識を学ぶ
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 2月3日(日) ～ 17日(日)に、証明写真(縦4

㎝×横3㎝)2枚と印鑑を持って、かすが
いげんきっ子センター内、ファミリー・
サポート・センター (☎35－3516)へ

フリーマーケットの出店者
と き▶ 3月23日(日)午前10時～午後3時
対 象▶ 市内在住で商業者でない人
販売品目▶ 家庭での不用品(営利目的の物は不可)
小間料▶ 1小間(250㎝×150㎝)1000円
小間数▶ 50小間(超えたときは抽選)
ところ・申し込み▶2月15日(金)〈必着〉までに、

往復はがき(1グループ・1家族につき1枚)
に代表者の住所・氏名・電話番号、参加
人数、販売品目を書いて、〒480－0304
神屋町1－2、エコメッセ春日井(☎88－
5006)へ

グリーンピアギャラリー展示作品
と き▶ 4月～ 8月(5月は除く)のうち1か月間展示
内 容▶ 自然を対象とした絵画や写真などの展示

※四つ切りサイズで15枚ほど展示可能
申し込み▶ 2月22日(金)〈必着〉までに、往復はがき

に希望月、ジャンル、住所、氏名、電話
番号を書いて、〒487－0001細野町3249
－1、グリーンピア春日井(☎92－8711)へ
※申し込み者多数の場合は調整

｢子どもの家｣の年度末限定利用者
と き▶ 3月25日(火) ～ 31日(月)午前8時～午後7時

(日曜日は除く)
ところ▶ ○白山子どもの家(白山小学校隣、☎33

－5760)○八幡子どもの家(八幡小学校
隣、☎84－3493)○藤山台子どもの家(藤
山台小学校内、☎91－7077)○神領子ど
もの家(神領小学校内、☎84－3498)○高
森台子どもの家(高森山公園内、☎91－
5247)○勝川子どもの家(勝川小学校内、
☎36－0125)○岩成台子どもの家(岩成台
小学校内、☎92－7503)　※これ以外の
子どもの家は、定員に達しているため募
集しません。ただし、通常の利用の申請
または辞退により状況が変わるため、問
い合わせ先に確認してください。

対象・人員▶ 昼間、仕事などで週(月～土曜日)に4日以
上保護者が家庭にいない小学1～ 3年生
・各若干名　※小学1 ～ 3年生の利用を
妨げない場合は、4～ 6年生も対象

利用料金▶ 午後4時30分まで無料、午後6時まで480
円、午後7時まで720円　※このほか、お
やつ代480円、教材費240円、傷害保証制
度負担金130円が必要

申請書▶ 2月1日(金) ～ 12日(火)〈日曜日と11日(祝)
を除く〉の午前11時30分～午後7時(土曜
日は午前8時～午後7時)に募集する子ど
もの家で配布

面 接▶ 2月19日(火)までに、申請書と必要書類を
持って、児童と一緒に希望する子どもの
家へ(面接日時は申請書配布時に、各子
どもの家で調整)

問い合わせ▶ 市社会福祉事業団(☎84－3241)

中央公民館　☎33－1111
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布ぞう
りを編む
と き▶ 2月15日(金)・22日(金)〈2回〉①午前9時30

分～ 11時30分②午後1時30分～ 3時30分
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講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各8人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料500円、材料費100円
持ち物▶ 5cm×130cmの布30枚、裁縫用具、はさ

み
 
中部大学連携講座
と き▶ 3月6日(木)・13日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 演▶ ｢科学のチカラでメタボリックとさよな

ら～肥満予防でダイエットのいらない未
来｣中部大学教授・山下均

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超え
たときは抽選)

費 用▶ 受講料500円
 
申し込み▶ ｢布ぞうり編み教室｣は2月8日(金)〈必

着〉、｢中部大学連携講座｣は2月15日(金)
〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)に講
座名(①②の別も)、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0913
柏原町1－97－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
子ども講座｢チラシで作るゴム鉄砲・フォトスタ
ンド｣
と き▶ 2月23日(土)午前10時～正午
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(先着順)
費 用▶ 教材費100円
持ち物▶ はさみ、液体のり、ボンド、30cm定規、

カッターナイフ
申し込み▶ 2月5日(火)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～春の草花の育て方
と き▶ 2月23日(土)午後1時30分～ 4時 
講 師▶ 土屋照二
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
ドライフラワー教室～プリザーブドフラワーを使
った壁飾り
と き▶ 3月1日(土)午前10時～正午
講 師▶ 西出見雪
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ はさみ
 
申し込み▶ いずれも2月5日(火)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
押し絵で作るおひなさま
と き▶ 2月21日(木)午前9時

30分～ 11時30分
講 師▶ 武田貴澄
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250円、材料

費1200円
持ち物▶ はさみ、木工用ボンド
申し込み▶ 2月5日(火)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
科学あそび｢あったかカイロを作ろう｣
と き▶ 2月9日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 加納雅弘
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同

伴)・10人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
 
素肌若返り講座(託児付き) ～凝り・たるみ撃退
リンパマッサージ
と き▶ 3月6日(木)・13日(木)〈2回〉午後1時30分

～ 3時30分
講 師▶ 笹野恒子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・20人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料500円、材料費1000円
持ち物▶ キャミソール型のシャツ類、半ズボン、

タオル2本
 
持ち込みパソコン講座｢暮らしに役立つインター
ネット｣(託児付き)
と き▶ 3月8日～ 29日の土曜日(4回)午後1時30分

～ 3時30分
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(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円、材料費200円
持ち物▶ ウィンドウズＸＰ対応パソコン(1回500

円で貸し出し可)、接続コード
 
申し込み▶ ｢科学あそび｣は2月5日(火)から電話で、

それ以外は2月14日(木)〈必着〉までに、
往復はがき(1人1枚)に講座名、住所(在勤、
在学はその名称と所在地)、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号、託児(2歳以上の未
就学児)希望者は子どもの氏名と年齢を、
パソコン貸し出し希望者は｢貸し出し希
望｣と書いて、〒480－0305坂下町4－250
－1へ
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ささえ愛センター　☎56－1943
市民活動セミナー ｢さあ、決算！あわてないため
に｣
と き▶ 2月23日(土)午後1時～ 2時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人市民フォーラム21・ＮＰＯセ

ンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
 
ボランティア入門講座～はじめてみよう！ボラン
ティア
と き▶ 3月1日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ ＮＰＯ法人パートナーシップ・サポート

センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
 
申し込み▶ いずれも2月5日(火)から、電話かファク

ス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号
を書いて、ＦＡＸ56－4319、Ｅメール
katsudo＠city.kasugai.lg.jpへ

レディヤンかすがい　☎85－4188
男性の楽しい生き方セミナー～ ｢新｣友づくりか
ら始める快適人生
と き▶ 3月8日(土)・15日(土)〈2回〉午前10時30分

～正午
講 師▶ 名古屋学芸大学講師・上鵜瀬孝志
対象・定員▶ 市内在住か在勤の男性・30人(超えたと

きは抽選)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 2月22日(金)〈必着〉までに、ファクスか

Ｅメール、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
(ＦＡＸ85－7890、Ｅメールladyan＠city.
kasugai.lg.jp)へ

環境政策課　☎85－6279
自然観察会～早春の林で｢わらまき｣を外し、冬越
しする生き物を探してみよう
と き▶ 3月1日(土)午前9時30分～正午(雨天決行)
ところ▶ 潮見坂平和公園
講 師▶ 自然環境保全活動推進員
対象・定員▶ 小学生以上(小学生は保護者同伴)・30人

(先着順)
持ち物▶ 運動靴、雨具(雨天時)
申し込み▶ 2月4日(月)から、電話で

文化財課　☎33－1113
親子教室 ～お手玉を作って遊ぼう
と き▶ 3月1日(土)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 郷土館
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組3人まで)・15組

(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費(1人)300円
持ち物▶ 裁縫用具
申し込み▶ 2月15日(金)〈必着〉までに、はがきかＥ

メールに教室名、住所、氏名、電話番
号、学校名、学年、保護者名を書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1(Ｅメール
bunkazai@city.kasugai.lg.jp)へ

子ども政策課　☎85－6229
ひとり親家庭｢親子パティシエ教室｣
と き▶ 3月2日(日)午後2時～ 4時
ところ▶ ホテルプラザ勝川
内 容▶ パティシエの指導を受け親子でクッキー

づくりを行い、ホテルの雰囲気を楽しみ
ながら、ひとり親家庭に関する情報交換
などをする

対象・定員▶ 市内在住の小学生がいるひとり親家庭の
親子・20人(先着順)

費 用▶ 参加料(1人)500円
持ち物▶ エプロン、手ふきタオル、持ち帰り用の

箱
申し込み▶ 2月4日(月)から電話で

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
口腔(こうくう)ケア教室～歯ッピーエイジング！
と き▶ 2月7日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 歯科医師・長谷川泰夫
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 市社会福祉協議会地域包括支援センター

(☎87－5377)へ
 
手先を使って認知症予防～折り紙でおひなさまを
作ろう
と き▶ 2月9日(土)午前10時～正午
ところ▶ 第2グレイスフル春日井
講 師▶ 丹羽兌子
定 員▶ 30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
 
変形性膝関節症～家庭でできる簡単リハビリ
と き▶ 2月12日(火)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・大竹浩史
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
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口の働きってとっても大事！～明日の健康な体を
保つために
と き▶ 2月14日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 桃花園集会所
講 師▶ 歯科医師・寺町好平
定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ
 
認知症予防｢今年の干支(えと)を作ろう｣
と き▶ 2月28日(木)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▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ

健康推進課　☎85－6167
歯周病予防教室～あなたの歯肉は健康ですか
と き▶ 2月21日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・24人(先着順)
持ち物▶ 手鏡、タオル、現在使用中の歯ブラシ、

歯間ブラシなどの補助清掃用具
 
Ｕターン育児塾(祖父母の育児教室) ～子どもの
食事やおやつ、遊びについての話を聞く
と き▶ 2月27日(水)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 1 ～ 4歳未満の孫がいる人か子育てを支

援したいと思っている人・20人(先着順)
 
ママ＆ベビーのシェイプアップヨガ～肥満防止の
話や赤ちゃん体操など
と き▶ 3月7日(金)・14日(金)・21日(金)〈3回〉午

後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 産後2 ～ 6か月で体重増加が気になる母

親とその乳児・15組(超えたときは抽選)
持ち物▶ 母子健康手帳、ヨガマット(ある人のみ)、

バスタオル
 
申し込み▶ ｢歯周病予防教室｣｢Ｕターン育児塾｣は2

月5日(火)から電話で、｢ママ＆ベビーの
シェイプアップヨガ｣は2月25日(月)〈必
着〉までに、はがき(1組1枚)に教室名、住
所、参加する母親の氏名、子どもの氏
名と月齢、電話番号を書いて、〒486－
8686春日井市役所健康推進課へ

消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～新ガイドラインによるＡＥＤ
(自動体外式除細動器)を使った応急手当て
と き▶ 3月2日(日)午前9時～正午
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
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▶ 2月5日(火)から、電話で

3月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各50人
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)　

※水曜日10時45分からの脂肪燃焼エアロ
は3月26日(水)までの期間限定の開催。26
日(水)の午後、28日(金)の午前、8日(土)・
15(土)・16(日)・27(木)は終日休講
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ
ビクス

10：45
～

11：45

スタン
ダード
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

20：00
～

21：00

ソフト
エアロ
ビクス

ダイナ
ミック
エアロ
ビクス

スタン
ダード
エアロ
ビクス

ヒップ
ホップ

市体育協会の講座
初心者女性ソフトテニス教室
と き▶ 2月15日～ 3月7日の毎週金曜日(4回) 午

前9時30分～正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・50人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円(4回分)
持ち物▶ ラケット(ない人には貸し出し可)・上靴
ところ・申し込み▶2月10日(日)〈必着〉までに、

はがきに教室名、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(☎82－3835)
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サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室～効果的なフォームを身に
付ける(応用編)
と き▶ 2月22日(金)午後1時～ 2時
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300円　※別途、プール利用券の

購入が必要
 
親子で水中運動～スキンシップを取りながら、水
の中で楽しく体を動かす
と き▶ 3月4日～ 14日の毎週火・金曜日(4回)午

前9時45分～ 10時30分
対象・定員▶ 市内在住の平成16年4月2日～ 17年4月1

日に生まれた幼児とその保護者(幼児1人
につき保護者1人が必要)・25組(超えたと
きは抽選)

費 用▶ 受講料1600円
 
クロールで50mにチャレンジ～クロールの泳力
を身に付ける
と き▶ 3月4日～ 27日の毎週火・木曜日(8回)午

後5時～ 6時
対象・定員▶ 15m以上泳げる市内在住の小学生・20人

(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
一般水泳教室～クロールの基本を覚え、泳力を身
に付ける
と き▶ 3月4日～ 27日の毎週火・木曜日(8回)午

後7時30分～ 8時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の16歳以上の人・

20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料6000円
 
水中運動～ウオーキングやレクリエーションなど
で楽しく体を動かす
と き▶ 3月の毎週水曜日(4回)午前9時20分～ 10

時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1600円
 
水中ダンベル＆アクア～ダンベル運動とアクアビ
クスを組み込んだ水中エアロビクス
と き▶ 3月の毎週水曜日(4回)午前10時40分～ 11

時40分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1600円
 
クロールを覚えよう～クロールの基本を覚える
と き▶ 3月5日～ 28日の毎週水・金曜日(8回)午

後5時～ 6時

対象・定員▶ 10m泳げない市内在住の小学生・30人(超
えたときは抽選)

費 用▶ 受講料4000円
 
平泳ぎを覚えよう～平泳ぎの基本を覚える
と き▶ 3月5日～ 28日の毎週水・金曜日(8回)午

後6時15分～ 7時15分
対象・定員▶ 15m以上泳げる市内在住の小学生・20人

(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は2月5日(火)午

前9時から電話で、それ以外は2月15日
(金)〈必着〉までに、往復はがきに教室名、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
勤務先か学校名と学年を書いて、〒486
－0804鷹来町4286へ

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩凝り・腰痛予防ストレ
ッチや簡単な軽体操
と き▶ 3月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30

分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
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1000円
 
にがて克服！楽しい体操(てつぼう運動) ～鉄棒
の苦手意識をなくそう
と き▶ 2月27日～ 3月19日の毎週水曜日(4回)①

午後6時～ 7時②午後7時30分～ 8時30分
対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 2年生②小学3～ 6

年生・各30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料各800円
 
いきいき運動教室(転倒予防！バランス編) ～転
倒予防につながる運動を学ぶ
と き▶ 2月29日～ 3月21日の毎週金曜日(4回)午

前10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
ヨガ～心と体のバランスを整える
と き▶ 2月29日～ 3月21日の毎週金曜日(4回)午

後6時30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
癒やしのストレッチ体操～心身ともにリフレッシ
ュ
と き▶ 3月の毎週火曜日(4回)午前10時～ 11時
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ところ▶ 福祉の里レインボープラザ 
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
キッズエアロビクス～子ども向けのエアロビクス
と き▶ 3月4日～ 13日の毎週火・木曜日(4回)午

後6時30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住の年長～小学2年生・40人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料800円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は2月5日(火)午

前9時から電話で、それ以外は2月15日
(金)〈必着〉までに、往復はがき(1教室に
つき1枚のみ)に教室名(①②の別も)、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
勤務先か園名か学校名と学年を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3へ

農業委員会委員の選挙人名簿
と き▶ 2月23日(土) ～ 3月8日(土)〈毎日〉午前8時

30分～午後5時
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

｢はたちの献血｣キャンペーン
　若者を中心に広く献血に対する理解と協力を求
めています。不足しがちな冬季の血液の安定供給
を図るため、献血に協力してください。
月 日▶ 2月29日(金)まで
問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)
主 催▶ 厚生労働省、都道府県、日本赤十字社

県消費生活モニター
主な仕事▶ 危険な商品や不当表示、悪質商法、価格

動向などの監視・通報、アンケートへの
回答、研修会への出席など

対 象▶ 県内在住の満20歳以上の人(公務員、公
職選挙法による公職者は除く)

任 期▶ 4月の依頼日～平成21年3月31日
申し込み▶ 2月13日(水)〈消印有効〉までに、所定の

応募用紙(市民生活課、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、総合福祉センター、レディヤ
ンかすがいに用意)に記入して、〒460－

8501県県民生活課(☎052－954－6163)へ
※用紙は県ホームページからもダウンロ
ード可

 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/
kenmin/shohiseikatsu/monitor/

自衛官募集
試験日▶ 2月24日(日)か25日(月)のいずれか1日
種 目▶ 2等陸・海・空士
応募資格▶ 18歳以上27歳未満の男子　※応募資格は

平成20年4月1日現在
申し込み▶ 願書を請求の上、2月22日(金)〈必着〉ま

でに、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/

なごや航空文化フェスタ2008
航空ふれあい広場｢空で遊ぼう！～子どもワーク
ショップ｣
と き▶ 2月23日(土)午前9時30分～午後5時
ところ▶ 豊山町社会教育センター (西春日井郡豊

山町)
内 容▶ ペーパーグライダーやミニロケットづく

り、人工衛星の模型、月のハイビジョン
映像の展示など

航空文化トーク｢宇宙(そら)に出てはじめてわか
る地球(うち)｣
と き▶ 2月23日(土)午後1時30分～ 3時(0時30分開

場)
ところ▶ 豊山町社会教育センター (西春日井郡豊

山町)
内 容▶ 月周回衛星｢かぐや｣の最新情報や日本の

宇宙研究の未来や夢について
講 師▶ ＪＡＸＡ(宇宙航空研究開発機構)教授
名機百選特別公開｢日本の空をつくった、名機た
ち｣
と き▶ 2月23日(土)午後3時～ 5時
ところ▶ 県営名古屋空港ターミナルビル(西春日

井郡豊山町)
申し込み▶ ｢航空文化トーク｣と｢名機百選特別公開｣

は、2月13日(水)〈消印有効〉までに、は
がきかファクス、Ｅメールに、航空文化
フェスタ参加希望、住所、氏名、電話番
号、参加人数を書いて、〒480－0292豊
山町役場総務部総務課(☎28－0913、Ｆ
ＡＸ 29－1177、Ｅメール2008sora@tow
n.toyoyama.lg.jp)へ　※航空文化トーク
と名機百選特別公開は整理券が必要(後
日郵送)

主 催▶ 名古屋空港周辺環境対策協議会



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

クレイクラフト展

遺跡に遺された人々の願い～マ
ツリから祭りへ
坂下木目込み人形クラブ作品展
自分流水彩展

夢の家作品展

押し絵作品展
伊勢型紙作品展
ぐるーぷ春楓展
梅と早春盆栽展

マロウの会

文化財課

坂下木目込み人形クラブ
自分流水彩の会
身体障がい者療護施設「夢
の家」利用者
中野綾子グループ
春日井伊勢型紙同好会
春楓会
東春緑風会・牛山松柏会

（☎92－8711）

（☎31－3522）

（☎88－5555）
（☎85－6079）

（☎88－5006）

（☎85－6073）

（☎56－0414）

2／1（金）～11（祝）

2／1（金）～15（金）

2／2（土）～13（水）
2／2（土）～14（木）

2／2（土）～27（水）

2／5（火）～11（祝）
2／14（木）～17（日）
2／9（土）～11（祝）

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉

味美ふれあいセンター

坂下公民館
アスティ高蔵寺

エコメッセ春日井

市役所市民サロン

落合公園管理棟

映画「無名の人～石井筆子の生涯」上映会
とき▶2月17日（日）午後1時30分～3時15分（開場
0時30分）　ところ▶レディヤンかすがい　内容
▶明治・大正・昭和の時代に「女性の自立」と
「障がい児の教育と人権擁護」に生涯を捧げた石
井筆子のドキュメンタリー映画を上映　定員▶
400人（先着順）　問い合わせ▶丸山（☎・ＦＡＸ
88－5809）　※託児あり（要予約）
･･････････････････････････････････････････
ことばリフレッシュの会20周年記念イベント
とき▶2月9日（土）午後1時～4時　ところ▶文化
フォーラム春日井・視聴覚ホール　内容▶①各
地の方言で「吾輩は猫である」②ミュージカル朗
読劇「小さな舞台」③激闘「ことばのボクシング」
④朗読「十五の森伝説」　定員▶198人（先着順）
入場整理券▶当日午前10時から配布　問い合わ
せ▶浅井（☎・ＦＡＸ84－8685）
･･････････････････････････････････････････
こころのバリアフリー市民のつどいin春日井
とき▶2月16日（土）①午後1時から②午後2時30
分～4時30分③午後4時30分から　ところ▶市民
会館　内容▶①知的障がい者のサッカーワール
ドカップドイツ大会2006に出場した日本選手の
ドキュメンタリー映画「プライドinブルー」の上
映②講演「障害のある人もない人も暮らしやす
い時代に」野沢和弘③参加者間で「こころのバリ

アフリー」について意見を交換する　定員▶1000
人（先着順）　問い合わせ▶可児（☎090－9946－
2400）
･･････････････････････････････････････････
わくわく！ふれあいワールド
とき▶2月10日（日）午前10時～11時、午後1時～
2時、午後3時～4時（3回）　ところ▶ささえ愛セ
ンター内国際交流ルーム　内容▶南米の国々で
行われている子どものお祭りに使うピニャータ
（紙製のくす玉人形）割りの体験　対象・定員▶
小学3年生までの子どもとその保護者・各6組（2
人1組）〈先着順〉　費用▶参加費（1組）500円　申
し込み▶2月8日（金）までに、電話で国際交流ル
ーム（☎85－6606）へ
･･････････････････････････････････････････
春日井母親大会記念講演
とき▶2月11日（祝）午後1時～4時　ところ▶レ
ディヤンかすがい　内容▶記念講演「世界に輝
く憲法九条！アフガンで平和をつむぐ人～中村
哲医師」　定員▶150人（先着順）　費用▶資料代
800円　問い合わせ▶春日井民主商工会（☎81－
1482）

万 人

万
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急患に限ります。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

2／2

2／9

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

在宅緊急医
外科

内科・小児科・外科

内科・小児科

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎83－8777

☎31－8234

☎84－3060

☎91－3755

☎75－3882

☎34－1166

☎33－8011

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

鈴木医院（柏原町3）

竹村整形外科クリニック（味美白山町1）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

ミナミ産婦人科（小牧市）

アルファクリニック（朝宮町1）

大林産婦人科医院（高山町1）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

2／3

2／10

2／11

健 康 ウエストのサイズダウンで健康アップ！
2月1日～7日は生活習慣病予防週間です

ウエストのサイズダウンで健康アップ！
2月1日～7日は生活習慣病予防週間です

土曜・祝休日を除く平日夜間の緊急医の診療は午後9時～11時30分です。

健康への関心が高まっているにもかかわらず、生活習慣病は年々増え続けています。しかし、食生活や
運動習慣を見直すことなど日々の積み重ねで十分に予防することができます。この機会に自分の生活習
慣を振り返り、健康的な生活習慣を心掛けましょう。

◎歩く事や運動習慣を身につけましょう
◎身近な場所で長続きする運動を見つけましょう
◎一緒に運動する友達をつくりましょう

（かすがい健康プラン21より）

●公道
平日（午前8時30分～午後5時15分）…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…市管工事業協同組合（☎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 （＋2239）30万5239人
世帯数 12万877世帯 （＋2038）

（　）内は前年同日比

人口と世帯数の動き 〈平成20年1月1日現在〉

※運動する前に…中高年の人や運動習慣のなかった人、体調に不安
のある人、持病のある人などは、始める前に一度かかりつけの医
師に相談し、必要であればメディカルチェックを受けましょう。

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6172）

かかとから着
地し、つま先
で地面をける

歩幅はいつも
より広めに

胸を張り背
筋を伸ばす

あごをひく

健康づくりのポイント 気軽にマイペースにできるウオーキング！
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発行／春日井市　〒486－8686 愛知県春日井市鳥居松町5－44　☎（0568）81－5111（代）
編集／市長室広報広聴課　ホームページ　http://www.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。

古紙配合率100％再生紙を使用しています

サトイモ科
セキショウ

　水辺や湿った所を好み、特に谷川の岩のほとりなどに自生して
いることが多い常緑の多年草です。
　冬でも濃緑の葉を保ち、寒さにも強いので一年中楽しめること
から水辺の植栽、和風庭園の縁取りなどによく利用されます。古
くから園芸用としての改良が進み、小型種のほか色変わりのもの
や斑（ふ）の入ったものなどが作り出されています。
　花の時期は3～5月で、花穂の長さは5～10㎝ほど。うす黄緑色の小さな花をネズミの尻尾状に付けます。
　漢方では根茎を石菖と称し、鎮静、鎮痛、健胃剤として用います。本種は漢名で菖蒲（しょうぶ）と表
記されるので誤解を生みやすいですが、アヤメ科のハナショウブ（花菖蒲）とは縁遠いサトイモ科の植物
です。

然春 日 井 の 自

不慮不慮の事故事故を未然未然に防ぎましょう防ぎましょう不慮の事故を未然に防ぎましょう不慮の事故を未然に防ぎましょう
軽症者や搬送する必要がないと思われる緊急性がない人への救急車の出動は年々増加しています。これらの
事故や病気は日ごろのちょっとした注意によって防ぐことができます。特に、不慮の事故が多い高齢者と乳
幼児の事故予防に努めましょう。

子どもの成長や日々の行動の様子を観察しながら、子どもに
合わせた事故防止・安全対策を心掛けましょう。

●転倒・転落
周りに不安定な物や凹凸のあ
る物を置かない

●誤飲
手の届く範囲に直径５㎝以下
（トイレットペーパーのしん
ぐらい）の物を置かない

●交通事故・水の事故・やけど
事故など
家庭内も含め、危険性につい
て学習させる

救命講習を受け、応急処置や心肺蘇生（そせい）の方法を身に付けましょう

問い合わせ▶消防署（☎81－2219）

■慌てない、急がない
■手すりにはしっかりつかまる
■両手に物を持って歩かない、歩かせない
■照明は極力つけておく
■整理整頓に心掛け、床に物を置かない

食事中、入浴中の事故にも注意しましょう。

高齢者に多い転倒を防ぐには

乳幼児の代表的な事故を防ぐには
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