
　草花と人が出会い、人と人も触れ合える場作りをしている
ボランティア「西ふれ　花ボラ」。西部ふれあいセンターの前
庭には、本物の地域の手作り花壇があります。ちょっとだけ
足を運んでみませんか。きっと素敵な「花の園」に出会えます。
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シリーズ
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もし、いま地震が起きたらどうしますか？普段から地震が発生した時の行動を考えてお
かないと、被害が拡大することになります。冷静な行動を心掛けましょう。

地震!
そのとき

10の
ポイント

地震!
そのとき

10の
ポイント

1○揺れを感じたら、まず丈夫なテーブルなどの下に身を隠し
ましょう。

○座布団などが身近にあれば、
頭部を守りましょう。

まず落ち着いて
身の安全を

2○使用中のガス器具やストーブなどは、素早く火を消しまし
ょう。

○ガス器具は元栓を締め、電気
器具はコンセントを抜きまし
ょう。 

慌てず冷静に
火災を防ぐ

3○玄関などの扉を開けて脱出口を確保しましょう。

脱出口の確保

4○万一出火したら、消火器やバケツなどで、ぼやのうちに消
し止めましょう。

○大声で隣近所に声を掛け、み
んなで協力し合って初期消火
に努めましょう。 

火が出たらまず消火を

5○大きな揺れは1分程度で収まります。周囲の状況をよく確
かめ、慌てて外へ飛び出さな
いで落ち着いて行動しましょ
う。

慌てて外に
飛び出さない

6○狭い路地や塀際は、瓦などが落ちてきたり、ブロック塀や
コンクリート塀が倒れてきた
りするので、近寄らないよう
にしましょう。

狭い路地、
塀際に近寄らない

7○軽いけがなどの処置は、互いに協力し合って応急救護をし
ましょう。

協力し合って
応急救護を

8○山際や急傾斜地域では、山崩れやがけ崩れが起こりやすい
ので、直ちに避難しましょう。

山崩れ、がけ崩れ
に注意

9○必ず徒歩で避難しましょう。○服装は、活動しやすいものに
し、携帯品は必要品のみにし
て、背負うようにしましょう。

避難は徒歩で、
持ち物は最小限に

10○テレビやラジオの情報に注意
して、デマに惑わされないよ
うにしましょう。
○市役所や消防署、警察署など
からの情報には、絶えず注意
しましょう。

正しい情報の入手を

中部大学を避難所に指定しました!!中部大学を避難所に指定しました!!

中部大学山下学長(左)と伊藤市長(右)

災害時要援護者台帳へ登録を
～一人暮らし高齢者・障がい者の移動支援制度の案内

市総合防災訓練

2



問い合わせ▶福祉課（☎85－6198）

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6072）

　市では、一人暮らしの高齢者や障がい者などで避難場
所へ移動する際に援護が必要な人を対象に災害時要援護
者台帳を作成しています。台帳に登録されると、区・町
内会など地域の人に移動支援を依頼し、災害時に支援を
してくれる人の確保に努めます。
　災害時に避難場所まで一人で避難できなくて、家族や
近所の人、友人など一緒に避難してくれる人がいない人
は、台帳へ登録してください。

中部大学を避難所に指定しました!!中部大学を避難所に指定しました!!中部大学を避難所に指定しました!!中部大学を避難所に指定しました!!中部大学を避難所に指定しました!!
　市と中部大学は、1月17日（木）の「防災とボランティアの日」に、「災害時における避難所及び広域
避難場所指定に関する協定」の調印式を行いました。
　これは、おととしに、両者が地域社会の発展などに寄与することを目的に締結した「相互協力の
強化に関する協定」に基づき、さらなる連携や災害への備えの充実強化の一環として協定を締結し
たものです。
　市はこれまで市内39の小学校を指定避難所としていましたが、今回公共施設以外で初めて、中部
大学の講堂（体育館）・サブアリーナなどを指定避難所に、メイングラウンドやサブグラウンドなど
を広域避難場所に指定しました。

指定避難所とは　住居を失うなど、継続して救助を必要とする市民に対し、宿泊や給食などの生活
機能を提供する施設

広域避難場所とは　一時的に多くの市民が避難でき、延焼の危険性が少ない大規模な公園や広場など

※家庭や町内会などで日ごろから話し合い、避難経路や避難に何分ぐらいかかるかを知っておきま
しょう。

中部大学山下中部大学山下学長学長(左)と伊藤市長(右)(左)と伊藤市長(右)中部大学山下学長(左)と伊藤市長(右)

災害時要援護者台帳へ登録を災害時要援護者台帳へ登録を
～一人暮らし高齢者・障がい者の移動支援制度の案内～一人暮らし高齢者・障がい者の移動支援制度の案内

災害時要援護者台帳へ登録を
～一人暮らし高齢者・障がい者の移動支援制度の案内

松本町

出川

不二ガ丘

東神明町

松本町南

大泉寺町

中部大学

●春日丘高・中

155
155

19
内
津
川県
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内
津
勝
川
線

指定避難所
広域避難場所

出川町

市総合防災訓練市総合防災訓練市総合防災訓練
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わたしたちが普段の買い物で何気なくもらっているレジ袋。最近では、環境への関心が高まり、レジ袋を断
る人も増えてきています。レジ袋を断ることで、どんな効果があるのでしょうか？誰にでもできる身近な環
境保全を考えてみましょう。

取り組み店を応援します！

市内の小売店でも取り組みが始まっています

買い物にはマイバッグを持参し、レジ袋を断りましょう

　わたしたちが使うレジ袋は、1人当たり1年間で約300枚といわれています。市の人口は、およそ30万5000
人なので、市内では年間およそ9000万枚ものレジ袋が使われていることになります。

1年でどのくらい使っているの？

　「レジ袋1枚くらい…」と思うかもしれませんが、レジ袋
には多くの資源が使われています。買い物の際にレジ袋を
もらえば便利ですが、便利なのは帰るまでのちょっとの間
だけ。その後はごみとして捨てられているのが現状です。
レジ袋の削減は、ごみの減量や原油の節約、ＣＯ₂の削減
などに効果があります。
　買い物の際には、マイバッグやマイバスケットを持参し
ましょう。

できるところから始めよう！できるところから始めよう！

　レジ袋は、石油からできています。
1枚作るのにおよそ20㎖の原油が必要
（※）なので、市全体では1年間に180万
ℓもの原油を消費していることにな
ります。

※日本ポリオレフィンフィルム工業組
合のデータによる

レジ袋の原料って何？

　レジ袋は、製造やごみ焼却で1枚当たり57gの二酸化炭素
（ＣＯ₂）を排出します。

※育成林1万㎡当たりのＣＯ₂吸収量6.49t ／年で算出（第1回地
球環境保全と森林に関する懇談会資料による）

レジ袋を断ると、どのくらい環境にやさしいの？

市全体ではおよそ5200tの削減
＝同等の効果を得るためにはおよそ801万㎡の育成林が必要です！

1人当たり17㎏のＣＯ₂が削減！レジ袋を1年間断ると

マイバッグを利用しましょう！

レジ袋くらい
もらっても
いいじゃん！

1年間市民みんなが
もらい続けると…

日本三名山の一つ、
白山くらいの高さに
相当します。

90009000万枚！万枚！9000万枚！ エー
ッ
!?

♬

2700m

180万ℓ

=

NO!

801万㎡
〈落合公園（24万㎡）の約33倍の広さ〉

ドラム缶なら
9000本分 =
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問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6222）

募集期間▶第1期…6月20日（金）まで　※第2期の募集は9月以降を予定
対　象▶3年間でレジ袋辞退率50％以上を目標に、次のような取り組みを行う市内の小売店

①レジ袋の有料化②レジ袋代金の値引③ポイント制度の充実④そのほか、小売店の創意工夫
申し込み▶6月20日（金）〈必着〉までに、登録申込書に必要事項を記入して、直接か郵送で、〒486－8686春

日井市役所ごみ減量推進課へ　※複数の市町村に所在する複数の小売店を登録する場合は県資
源循環推進課（☎052－954－6234）へ提出してください。

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gomi/gomi/regi_hukuro.html

取り組み店を応援します！取り組み店を応援します！取り組み店を応援します！取り組み店を応援します！

市内の小売店でも取り組みが始まっています市内の小売店でも取り組みが始まっています市内の小売店でも取り組みが始まっています市内の小売店でも取り組みが始まっています

「レジ袋削減取組店」募集中

レジ袋削減の取り組みを行っていますか？

　市では、昨年8月から9月にかけて、市内の食品スーパーなどを対象として、小売店のレジ袋削減のための
取り組みについてアンケートを実施しました。その集計結果を紹介します。多くの店舗が、さまざまな取り
組みを行っています。
　消費者と小売店が互いにできることから取り組んでいくことで、より多くのレジ袋を削減することができ
ます。

　ごみを削減するため、県内自治体や各種団体で組織するごみゼロ社会推進あいち県民会議では、レジ
袋削減取組店制度を創設し、レジ袋削減に積極的に取り組む小売店を募集しています。各店舗の皆さん、
ぜひ協力してください。特に顕著な実績を収めている小売店については、レジ袋辞退率に応じて「レジ
袋削減取組優良店」として認定・表彰されます。

はい
85％

いいえ
15％

レジ袋削減率（店が独自に計算）

レジ袋回収ボックスの設置3％
　レジ袋有料販売1％
　　その他4％

業　　種
スーパー
コンビニエンスストア
ドラッグストア
ホームセンター
家電量販店
合計

送付数
19
2
4
4
5
34

回答数
16
2
4
3
2
27

回答率
84.2％
100％
100％
75％
40％
79.4％

※アンケートは、市内店舗と小売業者の本社・地
域統括本部のレジ袋削減担当部署を対象に実施

声かけ運動
22％ レジ袋不要

カードの設置
20％マイバッグ

の販売
20％

ポイントの進呈15％

マイバスケット
の販売
15％

10％以上20％未満の店
9店

10％未満の店
5店30％以上の店

3店

検証中の店　2店
　　20％以上30％未満の店　2店

どんな取り組みですか？（複数回答あり）

回答結果

そのほかの店
6店

9000万枚！
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広告を
出して
みませんか？

広告を
出して
みませんか？

清掃車両

福祉の里バス

勝川駅前地下駐車場

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。

掲載場所▶市が保有する清掃車両（燃やせるごみの収集車）
の架装部両側側面

規　格▶ラッピングフィルム（はく離可能なもの）〈縦0.8
m×横1.0m以内〉

枠　数▶1台2枠
台　数▶20台（先着順）
掲載基準▶市広告掲載要綱および市塵芥収集車広告掲載要

領
掲載料▶1台月額8000円 
掲載期間▶3か月を単位として1年以内
申し込み▶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、執務時間中に直接、
清掃事業所（☎84－3211）へ

掲載場所▶①車体両側側面②車内
規　格▶①ラッピングフィルム（はく離可能なもの）〈縦

0.5m×横1.5m〉②運転席後ろの掲示板（縦50㎝×
横45㎝）

枠　数▶①左側2枠、右側1枠、計3枠②1枠
掲載基準▶市広告掲載要綱および市福祉の里バス広告掲載

要領
掲載料▶①1枠月額4000円②月額2000円
掲載期間▶4月1日（火）～平成21年3月31日（火）　※3か月を

単位とし複数月の申し込み可
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、広告案を添えて、
市役所執務時間中に直接、福祉課（☎85－6198)
へ　※応募者多数の場合は、審査後、
抽選により決定

掲載場所▶駐車場のエレベーターホール前壁面
規　格▶Ｂ2判ポスターの縦（縦728㎜×横515㎜）
枠　数▶3枠
掲載基準▶市広告掲載要綱および市勝川駅前地下駐車場広

告掲載要領
掲載料▶1枠月額4000円 
掲載期間▶4月1日（火）～9月30日（火）　※1か月を単位とし

複数月の申し込み可
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、広告案を添えて、
市役所執務時間中に直接、管理指導課（☎85－
6637）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
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広告取扱業者募集
（市民課の番号表示画面）

業　務▶①広告主の募集と広告データの作成②
広告主登録申請書の提出　など

掲載場所▶市民課受付窓口前の番号表示画面（65
インチプラズマディスプレイ）

規　格▶○ＨＴＭＬ形式で、解像度1024ピクセ
ル×768ピクセル○画面余白は上下左
右0ピクセルに設定し、スクロールバ
ーは表示しないように設定○画像のフ
ォーマットはＪＰＧかＧＩＦ

掲載基準▶市広告掲載要綱、市市民課番号表示画
面広告掲載要領、市民課番号表示画面
広告取扱業者募集要項

申し込み▶2月18日（月）～3月21日（金）〈必着〉に、
申請書（市ホームページに用意）に必要
事項を記入して、必要書類を添えて、
市役所執務時間中に直接、市民課（☎
85－6139）へ

転入者用手提げ袋の提供
転入の届け出をした人に配布する案内などの持
ち帰りに使用する手提げ袋

規　格▶指定の配布物（約400g）の持ち運びに十
分な大きさと強度を持つ手提げ袋
※大きさの上限あり

掲載面積▶表面、裏面とも全体の約7割
数　量▶1万枚
掲載基準▶市広告掲載要綱および市市民課手提げ

袋広告掲載要領
設置場所▶市民課、各出張所
提供期間▶7月1日（火）～平成21年6月30日（火）
申し込み▶2月18日（月）～3月14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、市役所執務時間中に直
接、市民課（☎85－6139）へ　※3月19
日（水）に入札を実施し、提供者を選定

市民課番号札
掲載場所▶市民課窓口で証明書交付などの順番を待つ人に

手渡す番号札の両面
規　格▶Ａ判6号のラミネート加工したもので、表面（縦

3㎝×横10㎝）、裏面（縦10㎝×横10㎝）　※作成
は市が行います。

枠　数▶1枠
掲載基準▶市広告掲載要綱、市市民課番号札広告掲載要領、

市民課番号札広告主募集要項
掲載料▶入札により決定 
掲載期間▶4月1日（火）～平成21年3月31日（火）の1年間
申し込み▶2月18日（月）～ 3月14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、
市役所執務時間中に直接、市民課（☎85－6139)
へ　※3月19日（水）に入札を実施し、広告
主を選定
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厳しい国民健康保険事業の現状厳しい国民健康保険事業の現状

問い合わせ▶企画課（☎85－6031）

県営名古屋空港が開港3周年を迎えます
県営名古屋空港は、平成17年2月17日、中部国際空港（セントレア）の開港と同時に、コミューター航空や
ビジネス機などの小型機の拠点空港として開港し、今年で3周年を迎えます。全国に9路線が就航しており、
ビジネスや旅行にとても便利な空港です。

　中部国際空港が大・中型機による国際拠点空港であるのに対し、県営名古屋空港は小型航空機に特化
したコミューター航空・ビジネス航空の拠点として、はっきりとした役割分担のもと、これからも互い
の利点をより伸ばすことが期待されています。県営名古屋空港と中部国際空港が連携し、補い合って名
古屋大都市圏の発展を支えていきます。
　出張や国内旅行などの際には、近くて便利な県営名古屋空港をぜひ利用してください。

①春日井市からは最も身近で、
便利な立地です。名古屋の都心
からも高速道路でおよそ20分で
到着できます。

（1）コミューター航空の拠点
　コミューター航空は、地方都市間などの短距離を、数
十人乗りの小型航空機により定期的に運行するサービス
です。ビジネスや旅行に便利なコミューター機の拠点と
なっています。

（2）ビジネス機の拠点
　産業経済活動が一層グローバル化する
中、日本で初めての本格的な国際ビジネ
ス機の受け入れ拠点として、世界から注
目されています。

（4）広域防災の拠点
　都市近郊にあり、高速道路網にも
近いことから、災害時などに広域防
災拠点としての活用が期待されてい
ます。

（3）航空事業の拠点
　報道取材や調査測量、航空撮影、
消防、警察など小型航空機を使用し
た航空事業の拠点として活用されて
います。

②ターミナルビルと旅客機との間に、日本初の屋根付き搭乗通
路「フィンガーコンコース」が設置され、エントランスから搭乗口
までは、ほぼ200mで、階段などの上り下りもなく、列車のよう
に手軽に利用できます。

③事前にチケットを購入
しておけば、空港到着から
最短15分で搭乗することが
できます。さらに、搭乗し
てから滑走路で待機するケ
ースもほとんどなく、すぐ
に飛び立てます。

④ビジネス機利用者の機動性
やプライバシーを確保するため、
定期便旅客とは別に専用ターミ
ナルが設置されています。さら
に、出入国などの審査もターミ
ナルの一室でスムーズに受ける
ことができます。

県営名古屋空港・4つの役割県営名古屋空港・4つの役割県営名古屋空港・4つの役割

ココが便利！県営名古屋空港ココが便利！県営名古屋空港ココが便利！県営名古屋空港

とかち帯広

県営名古屋空港

山形

秋田

新潟

高知
長崎 松山

福岡

熊本

就航
路線図
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問い合わせ▶国保年金課（☎85－6158）

あなたの「健康」が国民健康保険事業を支えます

総収入額　251億1126万7000円

総支出額　269億5306万9000円

厳しい国民健康保険事業の現状厳しい国民健康保険事業の現状厳しい国民健康保険事業の現状厳しい国民健康保険事業の現状厳しい国民健康保険事業の現状

●重複診療はやめましょう
　1つの病気で病院を転々としたり、必要以上の
薬を求めたりするのはやめましょう。医療費の無
駄遣いになるだけでなく、かえって体に悪い場合
もあります。

●健康診断を受け、早期発見・早期治療に努めま
しょう
　体調の変化に気付いたら、我慢せず早めに受診
するようにしましょう。通院や入院の期間が短く
なり、体の負担が軽くなります。

●自分自身で健康管理をしましょう
　毎日規則正しい生活をし、食事や睡眠、適度な
運動をバランスよく取り入れて、病気を予防する
ことが何よりも大切です。

保険税　95億6264万3000円
（内介護分　5億2317万8000円）

国・県の補助金
60億8077万4000円

療養給付費交付金
63億4633万2000円

繰入金　17億8029万4000円
その他　13億4122万4000円

医療費
165億6093万4000円

老人保健拠出金
48億8475万3000円

介護納付金　14億9391万4000円
前年度赤字分　23億6752万6000円

事務費　　1億8031万6000円
その他　 14億6562万6000円

異動届は、忘れずに提出しましょう

国民健康保険（国保）は、病気やけがをしたときの医療費をみんなで負担し、安心して治療を受けられるよう
助け合う制度です。この制度により一部の負担で医療機関にかかることができます。しかし、ここ数年は医
療費が増大し、国保財政は大変厳しい状況になっています。市では、健康診査や各種保健事業を行って、皆
さんの健康増進を図っています。普段から健康づくりに努め、医療費の節減を心掛けてください。

平成18年度市の国保会計の決算額

医療費の節減のために

4月から国民健康保険制度が一部変わります

●国民健康保険税の算出方法の変更
　75歳以上の人が加入する医療制度を支えるため
の「後期高齢者支援金」を含めて算出されることに
なります。

●特定健康診査・特定保健指導の開始
　40歳以上の被保険者を対象にメタボリックシン
ドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健康診
査と特定保健指導が始まります。

制度改正について

国保に加入するとき、転出するとき、別の保険に加入したときなどは、14日以内に届け出が必要です。

18億4180万
2000円の赤字

県営名古屋空港・4つの役割

ココが便利！県営名古屋空港
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3月と4月は、戸籍の届け出や住所の異動届、各種証明の発行などで市民課窓口は大変混雑します。市役所の
ほか出張所などでも手続きができますので、近くの窓口を利用してください。また、住民票や印鑑証明など
の交付は、サービスコーナーでも行っています。

戸籍に関する証明…戸籍の全部・個人事項証明
（謄抄本）、除籍・改製原戸籍の謄抄本、身分証明、
戸籍・除籍の記載事項証明
住民票などの証明…住民票、戸籍の附票、年金
現況証明、住民票の記載事項証明、登録原票記
載事項証明書 
印鑑登録申請（外国人は除く）と証明
戸籍・住所の異動（外国人は除く）・国民健康保
険・国民年金の届け出
※必ず届出人の印鑑を持って来てください。
税などの証明…所得証明、課税証明、非課税証
明、扶養証明、事業所証明、土地証明（車庫証
明用）、土地・家屋物件証明、土地・家屋評価証明、
土地・家屋公租公課証明、納税証明

戸籍に関する証明…戸籍の全部・個人事項証明
（謄抄本）
住民票などの証明…住民票、戸籍の附票、年金
現況証明、住民票の記載事項証明、登録原票記
載事項証明書
印鑑登録の証明
※印鑑登録はできません。
税などの証明…所得証明、課税証明、非課税証
明、扶養証明、事業所証明、土地証明（車庫証
明用）、土地・家屋物件証明、土地・家屋評価証明、
土地・家屋公租公課証明、納税証明

坂下出張所
東部市民センター
味美ふれあいセンター 
高蔵寺ふれあいセンター 

8：30～17：15
（受け付けは
17：00まで）

8：30～17：00

9：00～18：30 
※17：00以降の
受け付けは後日
交付になります。

土・日曜日、
祝休日、年末
年始

土・日曜日、
祝休日、年末
年始

土・日曜日、
祝休日、年末
年始、月曜日
（月曜日が祝
休日のときは、
その直後の祝
休日でない日）

ルネック3階市民サービ
スコーナー

南部ふれあいセンター 
西部ふれあいセンター 
鷹来公民館
坂下公民館
グリーンパレス春日井 

業務の休業日業 務 時 間と　こ　ろ 取 　扱 　業 　務

サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

出　

張　

所

平日の昼間に来られない人は、ぜひ利用してください。

日曜市役所
と　き▶日曜日（第3日曜日、祝日、年末年始は除く）午前8時30分～正午、午後1時～5時
水曜日時間延長
と　き▶水曜日（祝日、年末年始を除く）午後5時15分～7時30分

業務内容▶戸籍に関する証明、住民票などの証明、印鑑登録申請と証明、戸籍・住所の異動　※外国人登
録の申請・変更届や住民基本台帳カードの交付などは行っていません。

日 曜 日 やや 水 曜 日 の 夜 も市民課は業務を行っていますも市民課は業務を行っていますも市民課は業務を行っています

出張所・サービスコーナーの取扱業務

※申請の際には、運転免許証などで窓口に来た人の本人確認をしています。

戸籍の届け出や住所の異動届などは戸籍の届け出や住所の異動届などは
近くの出張所・サービスコーナーで近くの出張所・サービスコーナーで

戸籍の届け出や住所の異動届などは戸籍の届け出や住所の異動届などは
近くの出張所・サービスコーナーで近くの出張所・サービスコーナーで
戸籍の届け出や住所の異動届などは戸籍の届け出や住所の異動届などは
近くの出張所・サービスコーナーで近くの出張所・サービスコーナーで

近くの窓口へどうぞ

市役所

中央公民館

前高
公園

東野小

落合公園
管理棟

消防署
高蔵寺出張所

県道内津・勝川線

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線
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や も市民課は業務を行っています

戸籍の届け出や住所の異動届などは
近くの出張所・サービスコーナーで

戸籍の届け出や住所の異動届などは
近くの出張所・サービスコーナーで

近くの窓口へどうぞ近くの窓口へどうぞ近くの窓口へどうぞ

市役所市役所市役所

【窓口での本人確認】
　成り済ましの防止と各種証明書を不正使用させないための対策として、届け出や住民票などの交付申
請の際に本人確認を行っています。運転免許証や保険証などを持参してください。
【本人確認書類としての住民基本台帳カード】
　公的機関に限らず、本人確認のための証明書を求められることが増えています。住民基本台帳カード
は本人確認のための証明書として使用できます。市民課か各出張所で申請してください。
【電子申請書による公的個人認証】
　電子申請を利用するためには、インターネット上で本人確認を行うための電子証明書が必要になりま
す。市民課で申請してください。（住民基本台帳カードが必要）

問い合わせ▶市民課（☎85－6139）か各出張所、各サービスコーナー

烏居松へ

サンフロッグ春日井

総合
体育館

鷹来中

勝川へ

春日井西高

小牧へ

サ鷹来公民館
☎84－7071

中央公民館中央公民館

前高前高
公園公園

中央公民館八田川

朝
宮
公
園

春日井南高

ケロー
ナ通り

前高
公園

町屋へ

松山小

西部中

サ西部ふれあいセンター
☎33－0808

サグリーンパレス春日井
☎84－0393

東野小東野小

落合公園落合公園
管理棟管理棟

東野小

落合公園
管理棟

落
合
公
園

東
名
高
速
道
路

勝川へ

坂下へ

国道
19号

サ坂下公民館
☎88－5555

勝川へ

内
津
川

坂下小

高
蔵
寺
へ

県
道
内
津
・
勝
川
線

坂下神社

多治見へ

坂下交番
国
道   

号
19

　坂下出張所
☎88－0024

国
道   

号
19

多治見へ

坂下中

鳥居松へ

福祉の里
レインボー
ブラザ

市
民
球
場

県
道
内
津
・
勝
川
線

出

　東部市民センター
☎92－8511

出

坂下へ

高蔵寺高

高蔵寺交番

高蔵寺へ 保健センター

　高蔵寺ふれあいセンター
☎51－0002

出

消防署消防署
高蔵寺出張所高蔵寺出張所

こうぞうじ

ＪＲ中央本線

尾張中央農協
高蔵寺支店

消防署
高蔵寺出張所

身
洗
川

国
道　

号
155

神
領
へ

サ南部ふれあいセンター
☎85－7878

県道内津・勝川線

ＪＲ中央本線 かすがい

地蔵川

小野小 消防署
南出張所

東名阪自動車道

サルネック3階市民サービスコーナー
☎34－6200

県道内津・勝川線県道内津・勝川線県道内津・勝川線

国道19号

ＪＲ中央本線

名古屋へ 鳥居松へ

かちがわ

　味美ふれあいセンター
☎31－3522

出

小牧へ

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線

白山保

白山小
国道302号

ＴＫＪ城北線あじよし

東名阪自動車道

勝
川
へ

名
鉄
小
牧
線

県
道
名
古
屋
・
犬
山
線

あ
じ
よ
し

出※施設名の　は「出張所」、
サは「サービスコーナー」です。

国
道　
号1
55
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寒さなんか吹き飛ばせ！
（総合体育館周辺）

1/1/1313
㊐

1/13
㊐

　晴天の下、第26回新春春日井マラソン大
会が行われ、沿道の皆さんの応援を受けな
がら参加者5119人が力走しました。
　競技の部では、一般女子で35分33秒の新
記録が出るなど盛り上がりを見せました。
一方、ジョギングの部では、スポーツ少年
団や家族連れなどが、楽しみながら完走し
ました。

新成人～気持ちも新たに
（総合体育館）

1/1/1414
㊗

1/14
㊗

　20歳を迎えた若者を祝う成人式が行われ、
晴れ着姿の新成人2570人が集いました。
　式典では、キャンドルの明かりを手にし
た代表16人が成人となるにあたっての誓い
の言葉を述べ、これからの社会を担う一員
として、気持ちを新たにしていました。
　また、式典後には、友人同士で記念写真
を撮ったり、久しぶりに会う同級生と近況
報告をし合ったりして、笑顔があふれてい
ました。

優勝者の皆さん(敬称略)

10㎞競技の部
一般男子…牛山純一（長野県松本市）
40歳代男子…畑山久人（刈谷市）
50歳以上男子…山口幸三（犬山市）
一般女子…前田さやか（三重県四日市市）
40歳以上女子…樫尾園子（日進市）

3㎞競技の部
中学生男子…西尾尚也（新城市）
中学生女子…今泉志穂（名古屋市天白区）

1/19
㊏

1/22
㊋

新記録を出した前田さん新記録を出した前田さん新記録を出した前田さん 環境絵本入賞作品

マラソン大会、成人式では交通規制などに協力していただきありがとうございました。12



1/13
㊐

1/14
㊗

環境を絵本で学ぶ
（レディヤンかすがい）

1/1/1919
㊏

1/19
㊏

　環境の大切さを考える「あいち環境絵本まつ
り」が開催されました。「環境」をテーマに全国
から募集した環境絵本の入選作品の展示や、さ
まざまなワークショップなど、子どもから大人
までみんなが楽しみながら環境について考えら
れるイベントが盛りだくさんでした。子どもた
ちも、紙芝居や工作、絵本の読み聞かせなどを
通して、環境の大切さを身近に感じていました。

文化財の防火はみんなの手で
（熊野町）

1/1/2222
㊋

1/22
㊋

　1月26日は、法隆寺金堂壁画が焼損した日に
あたり、「文化財防火デー」と定められました。
1月と2月は1年のうちで最も火災が発生しやす
い時期でもあり、この防火デーに先立ち、密蔵
院で文化財防火訓練が実施されました。消防職
員・地元自治消防団による多宝塔（重要文化財）
への放水訓練や、園児たちによる「よいこの防
火の誓い」の斉唱が行われました。地元の皆さ
んも初期消火訓練に参加し、貴重な文化財を火
災から守る大切さをあらためて確かめていま
した。

自慢のサボテン、全国へ発信
（桃山町）

1/1/2323
㊌

1/23
㊌

新記録を出した前田さん 環境絵本入賞作品環境絵本入賞作品環境絵本入賞作品

　ＮＨＫ総合テレビの
昼時に放送される「生
中継ふるさと一番！」
で、春日井のサボテン
が紹介されました。サボテンのまち「春日井」の
由来や農家で丹精を込めて育てられている栽培
の様子などがリレー中継され、サボテンを使っ
た特産品やサボテンメニューが紹介されまし
た。

13
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I N F O R M A T I O N情報最前線

市では、バリアフリー新法に基づき、交通結節点で
あるＪＲ春日井駅周辺において、バリアフリー化を
進めるための基本構想案を作成しました。この構想
案について、皆さんの意見を募集します。
　案は都市政策課、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、市ホ
ームページで見ることができます。

概　要▶○背景と目的○現況と課題○基本的な方
針○重点整備地区の区域○バリアフリー
化事業　など

提出先▶2月15日(金) ～ 3月7日(金)〈必着〉に、直
接か郵送、ファクス、Ｅメールで意見、
住所、氏名を書いて、〒486－8686春日
井市役所都市政策課(ＦＡＸ83－2960、
Ｅメールtoshisei@city.kasugai.lg.jp）へ

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/
publiccomment/publiccomment.html
※意見に対する個別の回答はしません。内容につ
いては個人が特定されない形で原則として公表し
ます。問い合わせ▶都市政策課（☎85－6265）

介護予防や健康づくりに対する意識向上や住民同士の心の支え合いを
図るため、介護予防体操を作りました。この体操の発表会を開催し、
体操指導者の養成講座を行います。

指導者養成講座
と　き▶3月10日(月)・17日(月)・24日(月)〈3回〉

午後1時30分～ 3時
ところ▶健康管理センター
内　容▶○介護予防体操の実技指導○高齢者の運動

時の注意○市の介護予防事業について
講　師▶市体操連盟体操指導員、市保健師ほか
対象・定員▶市内在住か在勤で、介護予防体操を地域に

普及させるために協力してくださる人や介
護予防に興味がある人・30人(先着順)

発表会
と　き▶3月6日(木)午後2時～ 3時30分(1時30分開

場)
ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内　容▶○介護予防体操の披露○講演「健康寿命

を延ばすためには」医師・福井雅子、「口
腔(こうくう)機能を向上するためには」
歯科医師・中田幸成

対象・定員▶市内在住か在勤の人・200人(先着順)

　テーマ曲に合わせて、気軽に無理なく継
続できる体操です。発表会の前に一部を紹
介します。

座位の
体操

座位の
体操

口の体操口の体操

申し込み▶いずれも2月18日(月)から、健康推進課(☎85－6166)へ
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【入　　札】
と　き▶3月7日(金)市普通財産土地…午前11時、市

土地開発公社保有地…午後3時
ところ▶市役所401会議室
【申し込み】
管財契約課で案内書を渡します。現地および関

係機関に確認し、申し込んでください。
と　き▶2月25日(月) ～ 29日(金)午前9時～午後5時
ところ▶管財契約課

保有地を次のとおり売却します。
所在地 地目 地積(㎡) 予定価格(円) 用途地域

市普通財産土地 西山町字大池1612－21 雑種地 675 2160万 市街化調整区域

市土地開発公社保有地 上田楽町字才ノ神2700－1 雑種地 164 902万 第一種住居地域

※売却する保有地は、すべて現状のまま引き渡します。

問い合わせ▶管財契約課（☎85－6086）

資　格▶○地方自治法第238条の3および地方自治
法施行令第167条の4の規定に該当しない
人○売買代金を契約書に基づき一括で納
入できる人　※未成年者、成年被後見人、
被保佐人および被補助人ならびに破産者
で復権を得ない人は申し込みできません。
法人についてもこれに準じます。

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

説明会
と　き▶4月12日(土)午後2時から
ところ▶グリーンパレス春日井
リフォーム講座
月　日▶4月26日(土)、6月28日(土)、8月23日(土)〈3回〉
ところ▶グリーンパレス春日井
内　容▶着物や洋服リフォーム
定　員▶20人程度(後日簡単な面接にて選考)
費　用▶参加費3000円
モデル講座
月　日▶5月～9月の原則第2・4土曜日(7回)
ところ▶グリーンパレス春日井かレディヤンかすが

い
内　容▶シェイプアップや美肌ケア、メーキャップ、

タンスに眠る衣類を思い出と共によみがえらせ、日々の生活に華やぎを与えるリサイクルとファッション
ショーに必要なプロセスを学び、「リメーク・ファッションショー」で成果を発表する参加者を募集します。

ウオーキングなど
定　員▶20人程度(後日簡単な面接にて選考)
費　用▶参加費5000円
リメーク・ファッションショー
と　き▶10月11日(土)午後3時30分～ 4時30分
ところ▶文化フォーラム春日井

申し込み▶2月29日(金)〈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、ファッションに対する考え・自
己アピールを書いて、〒486－0853穴橋町3
－8－9「f.i.p,s with you」沖へ

※リフォーム講座・モデル講座を合わせて受講する
場合は参加費6000円

問い合わせ▶企画課内、市制65周年事業実行委員会事務局（☎85－6049）

イベントの企画運営を手伝ってくださる人も歓迎します。
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差し押さえ財産のインターネット公売を実施
公売物品▶ 不動産
参加申し込み▶2月14日(木)午後1時～ 28日(木)午

後5時
入札期間▶ 3月4日(火)午後1時～ 10日(月)午後1時
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
zei/koubai/index.html
官公庁オークション(参加申し込みや入札方法な
ど)　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/　※春日
井市の情報は2月14日(木)午後1時から掲載予定
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6656)　※市税完納などに

より中止の場合あり

放課後児童健全育成事業利用費補助金
内 容▶ 民間の児童クラブ(市外の場合は公共の

ものも可)を利用する人に対して経済的
負担の軽減を図るための利用費の補助

対 象▶ 市内に住所がある小学1～ 3年生までの
児童の利用費を負担する人　※子どもの
家の利用者は対象外

補助額▶ 1か月の利用費から6000円を差し引いた
額(月額上限1000円)

申し込み▶ 2月29日(金)までに、市内で事業を利用し
ている場合は各利用団体へ、市外で事業
を利用している場合は直接、子ども政策
課(☎85－6206)へ

土地区画整理組合の指名業者登録
対 象▶ 南気噴、神領、堀ノ内、篠木四ツ谷、大

留上、篠原の各土地区画整理組合(平成
20・21年度の指名業者登録)

申し込み▶ 2月18日(月) ～ 3月7日(金)〈土・日曜日
を除く〉午前9時30分～正午、午後1時～
4時に、申請用紙(各組合に用意)に記入し
て、各組合事務所へ

国民年金保険料の納付は口座振替で
　口座振替の｢早割制度｣(1か月早く口座振替)や、
｢前納｣(4月分～ 3月分の1年前納、4月分～ 9月分
と10月分～ 3月分の6か月前納)にすると、毎月保
険料を納付する場合と比べ、割引になります。
申し込み▶ 前納を希望する場合は、2月29日(金)〈必

着〉までに、口座振替納付申出書(市国保
年金課、社会保険事務所に用意)に記入
して、〒462－8666名古屋市北区清水5－
6－25、名古屋北社会保険事務所(☎052
－912－1211)へ郵送か、各金融機関へ

問い合わせ▶ 国保年金課(☎85－6160)

アジアこども水サミット　パネル展示
と き▶ 2月24日(日) ～ 29日(金)
ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 大分県別府市で開催された｢アジアこど

も水サミット｣に参加した上条小学校の
児童が作成した庄内川流域の絵巻やパネ
ルなどを展示

問い合わせ▶ 河川排水課(☎85－6363)

3月1日～7日は春の火災予防運動
　この時季は空気が乾燥してきますので、火の元
には十分注意してください。住宅火災による死者
の発生防止対策として、｢住宅防火いのちをまも
る7つのポイント｣で火災防止に心掛けましょう。
3つの習慣▶ ○寝たばこは絶対やめる○ストーブは、

燃えやすいものから離れた位置で使用す
る○ガスこんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す

4つの対策▶ ○住宅用火災警報器を設置する〈5月31日
(土)までに〉○防炎品を使用する○住宅
用消火器などを設置する○隣近所の協力
体制をつくる

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6384)

高座山を｢喫煙・たき火禁止区域｣に指定
　高座山はここ数年、春先に
入山者のたばこの投げ捨てな
どによる山火事が発生してい
ます。消火困難な地域である
ことから、いったん火災が発
生すると、延焼拡大が予想さ
れます。そこで、過去の火災
発生状況から、空気が乾燥し
やすい時季に合わせて、3月1日(土)から5月31日
(土)まで規制を行います。
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6384)

子育て応援広場事業が始まります
　3月3日(月)より、地域で子育てを支える拠点と
なる｢子育て応援広場キッコロ｣を開設します。
内 容▶ ①気軽に交流できる場の提供②地域の子

育てに関する情報の提供③育児相談④子
育て関連講座の開催

運 営▶ 社会福祉法人樹の里
対 象▶ 子ども(おおむね3歳未満)とその保護者
開設日時▶ 月～金曜日の午前10時～午後3時(祝休

日、年末年始を除く)
ところ▶ 四ツ家町四ツ家221－1(特別養護老人ホ

ーム春日井樹の里併設施設)
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)、広場の利用

や行催事については子育て応援広場キッ
コロ(☎33－3222)
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新しい市指定文化財
　市教育委員会では、市指定文化財としている密
蔵院建造物(5棟…山王社、総門、開山堂、元三大
師堂、観音堂)に加え、2月1日(金)に新たに宝蔵を
追加指定しました。『尾張名所図会』には、密蔵院
境内に5棟の建造物、宝蔵ともに現在と同様の姿
で描かれています。　※建物内部は非公開
所　在▶ 熊野町
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

歯ッスルエイジの歯科健診
と き▶ 3月13日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
内 容▶ 歯科医師による歯科健診、歯科衛生士に

よるブラッシング指導、口腔(こうくう)
機能向上体操、唾液(だえき)腺マッサー
ジなど

対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人・20人(先着順)
申し込み▶ 2月20日(水)か ら、健康推進課(☎85－

6164)へ

シルバー人材センター入会説明会
とき・ところ▶3月14日(金)午後2時～ 4時・市シ

ルバー人材センター、3月21日(金)午後2
時～ 4時・東部市民センター

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

持ち物▶ 写真(3㎝×2.5㎝)1枚
申し込み▶ 3月10日(月)〈必着〉までに、はがきか

ファクス、Ｅメールで住所、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、ＦＡＸ84－3125、Ｅメール
kasugai@sjc.ne.jp)へ

3月の献血
とき ところ

15(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店
25(火)9：30～ 16：00 春日井市役所

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

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

民俗企画展｢明かりの世界｣
と き▶ 2月19日(火) ～ 29日

(金)午前9時～午後5
時〈23日(土)は休み。
水曜日は午後7時ま
で、最終日は午後3
時まで〉

ところ▶ 市役所市民ホール
内 容▶ 古代から現代までの

｢明かり｣の変遷を市
内で収集した資料により紹介

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

映画会
と き▶ 2月24日(日)午後1時30分～ 3時
題 目▶ ｢ピノキオ｣
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)

公民館まつり
中央公民館まつり
月 日▶ 2月24日(日) ～ 3月2日(日)
内 容▶ ○芸能発表会…24日(日)午前10時～午後

2時○作品展示…25日(月) ～ 3月2日(日)
〈最終日は正午まで〉

ところ・問い合わせ▶中央公民館(☎33－1111)
鷹来公民館まつり
月 日▶ 3月9日(日) ～ 16日(日)
内 容▶ ○芸能・体育発表会…9日(日)午前9時30

分～午後3時○作品展示…11日(火) ～ 16
日(日)〈最終日は正午まで〉

ところ・問い合わせ▶鷹来公民館(☎84－7071)

市収蔵美術品展｢百花繚乱－春－｣
と き▶ 2月27日(水) ～ 3月9日(日)午前9時～午後

5時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・ギャラリー
内 容▶ 市が所蔵する美術作品を展示
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

ひな祭り会
と き▶ 3月1日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 大型紙芝居や絵巻など
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▶交通児童遊園(☎81－1301)
協 力▶ かえるの子
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グリーンピアコンサート
と き▶ 3月1日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 篠笛のアンサンブル演奏
出 演▶ 風(ふう)の会
曲 目▶ ｢早春賦｣｢どこかで春が｣｢春の小川｣ほか
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 3月2日(日)午前9時～午後1時30分受け付

け、2時から抽選(立ち会いが必要)
対 象▶ 市内在住の人
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※配達は1点1000円で、1階玄関
まで(共同住宅は、1階敷地部分まで)

将棋大会
と き▶ 3月2日(日)午前10時～正午
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶2月19日(火)午前9時から、交

通児童遊園(☎81－1301)へ

郷土館茶会｢やよい｣
と き▶ 3月2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

アニメひろば
と き▶ 3月2日(日)午後2時～ 3時30分
題 目▶ ｢ミュウツーの逆襲｣
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)

ミニコンサート～ハンドベル演奏
と き▶ 3月2日(日)午後3時～ 3時20分
出 演▶ ベル春日井
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)

紙芝居とお話を聞く会3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)

14(金)・28(金)11：00～

図書館

5(水)11：00～、1(土)・8(土)
・15(土)・22(土)15：00～、
12(水)・19(水)・26(水)15：30
～

東部市民センター 7(金)・14(金)・21(金)・
28(金)15：30～

味美ふれあいセンター 8(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 8(土)14：00～
南部ふれあいセンター 19(水)15：30～
西部ふれあいセンター 8(土)・22(土)11：00～
知多公民館 5(水)15：30～
鷹来公民館 休み
坂下公民館 休み
中央公民館 8(土)11：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市臨時職員登録者
任 用▶ 平成20年4月1日以降
職 種▶ ①一般事務②施設管理③用務員
人 員▶ ①14人程度②12人程度③4人程度
賃金(時給)▶ ①②800円③870円
登録有効期間▶平成20年6月30日(月)まで
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、直接、人事課

(☎85－6021)へ　※司書・900円、現業
員・1000円、看護師・1270円、保健師・
1370円、社会福祉士・1270円、国民健康
保険推進員・800円(能力給あり)も随時募
集

環境美化指導員
期 間▶ 前期(4月～ 9月)、後期(10月～平成21年3

月)
内 容▶ ○ごみの分別、排出などの指導や啓発
 ○市内の公園や道路などに散乱している

空き缶などのごみや犬のふんなどの回収
対象・人員▶ 市内在住で、普通自動車運転免許がある

人・各6人
勤 務▶ 平日の午前9時～午後4時(週2日程度)
賃金(時給)▶ 1050円　※交通費を1通勤につき200円支

給
申し込み▶ 2月29日(金)〈消印有効〉までに、市販の

履歴書に記入して、直接か郵送で、〒486
－8686春日井市役所ごみ減量推進課(☎
85－6226)へ　※3月上旬に面接あり
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市民菜園の利用者と公開抽選
ところ▶ 庄内川河川敷(上条町)
募集区画▶ 158区画(1区画約30㎡)
対 象▶ 市内在住で期間を通じて菜園を管理でき

る人　※1世帯1区画に限る
整地費▶ 1区画3000円程度(市民菜園整地費の実費

相当額)
貸出期間▶ 4月1日～平成23年2月末日
申し込み▶ 2月29日(金)〈必着〉までに、往復はがき

に市民菜園利用申し込み、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所市民生活課(☎85－
6622)へ

抽　選
と　き▶ 3月7日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所304・305会議室

市健康管理事業団の職員
採 用▶ 平成20年4月1日
職 種▶ 臨床検査技師
対象・人員▶ 昭和53年4月2日以降に生まれた人で、臨

床検査技師の免許を取得している(平成
20年4月までに取得見込みの)人・1人

給 与▶ 健康管理事業団の規定により支給
試 験▶ ○1次…小論文による書類選考｢保健と臨

床検査における私の考え方｣(400字詰め
原稿用紙3枚程度)○2次…3月15日(土)午
前9時から、健康管理センターで面接と
適性試験

申し込み▶ 2月29日(金)までに、市販の履歴書に記入
して、臨床検査技師免許証の写し、小論
文を持って、市健康管理事業団管理課(☎
84－3060)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▶ サンフロッグ春日井トレーニング室の機

器の取扱説明や指導補助
対 象▶ 平成2年4月1日以前に生まれた人(経験不

問)
勤 務▶ 午前8時30分～午後9時30分の間で7時間

30分以内(土・日曜日、祝休日の勤務あり)
試 験▶ 面接…試験日は申し込み時に調整
賃金(時給)▶ 850円(当公社指定の有資格者は優遇あ

り)　※交通費を1通勤につき200円支給
ところ・申し込み▶3月9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/

公立小中学校の非常勤講師・心の教室相談員
職 種▶ ①小中学校の非常勤講師②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▶ ①週15時間～ 20時間程度②週10時間程
度

申し込み▶ 2月28日(木)までに、市販の履歴書に記入
して、①学校教育課(☎85－6444)②教育
研究所(☎33－1114)へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
不要なセーターを使ったおしゃれな小物作り～ペ
ットボトルカバーとネックレスを作る
と き▶ 3月1日(土)・8日(土)〈2回〉午前10時～ 11

時30分
講 師▶ 岩田正子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 不要なセーター1～2枚、かぎ針2～3号、

500mlのペットボトル
 
木のおもちゃ作り教室～木っ端で世界でひとつの
おもちゃを作る
と き▶ 3月15日(土)・22日(土)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 牧野辰雄
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 作品を入れる段ボール箱
 
申し込み▶ いずれも2月19日(火)から、電話で

花のまちづくりコンクール
対　象▶ 公道に面した土地にある花壇や壁面など

を花で演出したもの　※自薦・他薦を問
いません。

審　査▶ 4月上旬(予定)
申し込み▶ 2月29日(金)までに、所定の用紙(公園緑

地課、各ふれあいセンターなどに用意)
に記入して、〒486－8686春日井市役所
公園緑地課(☎85－6281)へ
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知多公民館　☎32－8988
ネイルケア＆アート～プロのネイリストによる爪
の知識からネイルアートまで
と き▶ 3月7日(金)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 天野麻紀
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2000円(レンタル代

含む)
持ち物▶ マニキュア、キッチンペーパー 3枚、両

面テープ、消毒液　　　
申し込み▶ 2月19日(火)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
初心者体験講座～初めての社交ダンス
と き▶ 3月14日(金)午後7時～ 9時
講 師▶ フライデーソシアルダンス同好会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
持ち物▶ 上靴
 
本当はおもしろい古典文学～知られざる物語の主
人公像
と き▶ 3月23日(日)午前10時～正午
講 師▶ 森まさし
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・48人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円
 
以心伝心ベビーサイン～育児の味方！お手てのお
しゃべり
と き▶ 3月27日(木)午前10時30分～ 11時30分
講 師▶ 阿部恵美
対象・定員▶ 市内在住で、受講時に月齢が18か月まで

のおすわりができる子どもと保護者1人
・24組

費 用▶ 受講料250円、教材費100円
持ち物▶ バスタオル
 
和菓子｢牡丹餅｣ ～棚からぼたもちのことわざで
知られるおもち
と き▶ 3月28日(金)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 渡辺平八郎
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250円、材料費400円
 
申し込み▶ ｢初心者体験講座｣は2月19日(火)から電

話で、それ以外は2月29日(金)〈必着〉ま
でに、往復はがき(1人1枚)に講座名、住
所(在勤・在学は所在地と名称も)、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号、｢以心伝心ベ
ビーサイン｣は子どもの名前と月齢を書
いて、〒480－0305坂下町4－250－1へ

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▶ 3月5日(水)・12日(水)〈2回〉①午前9時30

分～ 11時30分②午後1時30分～ 3時30分
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、教材費100円
持ち物▶ 5㎝×130㎝の布30枚、裁縫用具、はさみ
 
手打ちそば講習会～手打ちそばやそばだんごを作
る
と き▶ 3月8日(土)・15日(土)〈2回〉午前10時～正

午
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・36人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料500円、材料費1300円
 
季節の和菓子作り～桜もちと花見だんごを作る
と き▶ 3月11日(火)午前10時～正午
講 師▶ 勝野喜八郎
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・36人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費700円
 
申し込み▶ ｢布ぞうり編み教室｣は2月24日(日)〈必

着〉、｢手打ちそば講習会｣｢季節の和菓子
作り｣は2月26日(火)〈必着〉までに、往復
はがき(1人1枚)に講座名(｢布ぞうり編み
教室｣は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

南部ふれあいセンター　☎85－7878
ひなまつりケーキ作り
と き▶ 2月29日(金)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16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、21㎝×25㎝ぐらいの

容器
申し込み▶ 2月19日(火)から、電話で
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グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～ツバキの上手な育て方
と き▶ 3月16日(日)午後2時～ 4時
講 師▶ 佐藤晴美
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
 
春休み子ども教室～動物の飼育体験
と き▶ 3月22日(土)午前10時～午後2時
講 師▶ 中川亜耶人
対象・定員▶ 小学1 ～ 3年生・10人(超えたときは抽選)
持ち物▶ 軽作業ができる服装、長靴、弁当、水筒、

帽子、軍手(ある人のみ)
 
野辺の生け花教室～四季折々の草花を鑑賞し、生
ける
と き▶ 4月～ 12月の第1日曜日(5月は第1火曜日、

9月を除く8回)午前9時30分～正午
講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円、教材費8000円
 
デジタルカメラ写真教室
と き▶ 4月～平成21年3月の第4金曜日(12回)午

前9時30分～正午
講 師▶ 垣内博
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円
持ち物▶ デジタルカメラ
 
植物画教室～植物画の基礎を学ぶ
と き▶ 4月～ 10月の第1・3金曜日(5月は第2・3

金曜日、8月は第1・5金曜日)〈14回〉午
後1時30分～ 4時

講 師▶ 丸山千恵子
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料3500円
 
草木染教室～草木染の基礎を学ぶ
と き▶ 4月～平成21年3月の第2土曜日(10月は第

1土曜日)〈12回〉午後1時30分～ 4時
講 師▶ 矢野美代子
定 員▶ 25人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費8500円(6か月分)
 
フラワーアレンジメント(西洋盛り花)教室～基礎
から中級までのフラワーアレンジメントを学ぶ
と き▶ 4月～平成21年3月の第3水曜日(12回)午

後1時30分～ 4時
講 師▶ 松本洋一郎
定 員▶ 40人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円、教材費1万5000円(6か月分)

申し込み▶ ｢園芸教室｣は2月19日(火)から、電話で、
それ以外は3月1日(土)〈必着〉までに、往
復はがき(1人1枚)に教室名、住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、｢春休み子ども教室｣
は保護者名を書いて、〒487－0001細野
町3249－1へ

ささえ愛センター　☎56－1943
ＮＰＯ入門講座～知ろう！語ろう！ＮＰＯ
と き▶ 3月15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▶ 2月19日(火)から、電話かファクス、Ｅ

メールに住所、氏名、電話番号を記入し
て、ＦＡＸ56－4319、Ｅメールkatsudo
＠city.kasugai.lg.jpへ

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
認知症予防教室～そろばん使って脳元気！
と き▶ 3月6日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 小林義美
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

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18日(火)午前9時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
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19日(火)から、電話で
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健康推進課　☎85－6170
カミカミ健康教室～赤ちゃんの健康と離乳食につ
いて学ぶ
と き▶ 3月4日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 平成19年5月～ 6月生まれの乳児(第1子)

とその保護者・45組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳、子ども用歯ブラシ
 
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▶ ①3月5日(水)②3月12日(水)③3月19日(水)

〈3回〉午前9時30分～正午
ところ▶ 保健センター
定 員▶ 30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳(①のみ歯ブラシ、手鏡)
 
モグモグ健康教室～赤ちゃんの健康と離乳食につ
いて学ぶ
とき・ところ▶3月6日(木)午前10時～ 11時30分・

西部ふれあいセンター、3月13日(木)午前
10時～ 11時30分・保健センター

対象・定員▶ 平成19年10月～ 11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)

 
日曜パパママ教室～保健師による保健指導・もく
浴指導
と き▶ 3月9日(日)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 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
 
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつについ
ての話
と き▶ 3月14日(金)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
 
高齢者筋力向上トレーニング教室
と き▶ 4月8日～ 6月27日の毎週火・金曜日(4月

29日、5月6日を除く22回)午前10時～ 11
時30分

ところ▶ 第一介護サービスセンター
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上で、次のすべてに該

当する人○介護保険法による要介護認定
と要支援認定を受けていない○医師から

トレーニングを禁止されていない○全日
程参加できる・10人　※保健師による事
前面接あり

費 用▶ 受講料1000円(傷害保険料なども含む)
 
申し込み▶ ｢日曜パパママ教室｣は2月19日(火)から、

｢食育のすすめ教室｣は2月20日(水)から、
｢モグモグ健康教室｣は2月21日(木)から、
｢カミカミ健康教室｣は2月22日(金)から、
｢高齢者筋力向上トレーニング教室｣は2
月22日(金)までに、電話で　※｢パパママ
教室｣は常時受け付け

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 3月3日(月) ～ 7日(金)午前8時30分～午後

5時
登録される人▶昭和63年3月2日までに生まれ、平

成19年12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20年3月1日
登録日▶ 平成20年3月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎85－

6071)

春日井都市計画の変更について
　生産緑地地区の告示をしました。
ところ・問い合わせ▶都市政策課(☎85－6264)

市税等の納期限・納税相談
固定資産税4期・国民健康保険税9期・介護保険
料8期
　納期限は2月29日(金)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。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▶ 2月24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)
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軽自動車などの廃車や名義変更の手続き
バイクや軽自動車などの廃車や名義変更は3月中
に
　軽自動車税は、4月1日現在の所有者に1年分課
税されます。廃車、譲渡、盗難などで、すでに所
有していない人は、必ず3月中にそれぞれの届け
出先で所定の手続きをしてください。なお、3月
は軽自動車の廃車の届け出や名義変更が集中し、
窓口が大変混雑しますので、できるだけ早めに手
続きを済ませてください。また、他市町村から転
入した人もナンバープレートの変更などの手続き
が必要です。

車種 届け出先
原動機付自転車(125cc以
下)、小型特殊自動車(農耕
作業用を含む)

市民税課(☎85－6092)

軽二輪(125cc超250cc以
下)

軽自動車協会小牧分室(小牧市
新小木3－36、☎43－1406)

二輪の小型自動車(250cc
超)

小牧自動車検査登録事務所(小
牧市新小木3－32、☎050－
5540－2048)

軽三輪、軽四輪
軽自動車検査協会小牧支所
(小牧市新小木3－36、☎75－
3464)

問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6092)

20日 ( 祝 ) は一部を除き休みます。

月の生活相談3
この情報は毎月15日号で掲載しています。

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 3(月)・17(月)

10：00～
12：00、
13：00～
16：00

消 費 生 活 月～金曜日

13：00～
16：00

行 政 11(火)・25(火)

法 律(面 接のみ、予約制) 水・金曜日
(7日を

除く)
な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 5(水)
登 記(面 接のみ、予約制) 14(金)
不 動 産 取 引 28(金)
建 築 火曜日

※9日(日)午後1時～ 4時は法律相談(予約制)、消費
生活相談を実施
ところ▶ 市役所市民相談コーナー (☎85－6620)

乳幼児健康・母乳・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

14(金) 健康管理センター 10：00～
11：0027(木) 保健センター

内 容▶ 健康・育児・母乳・歯科相談(要予約)、
身体計測

定 員▶ 乳幼児健康相談・各16人、母乳相談・各
4人、歯っぴー歯科相談・各32人

持ち物▶ 母子健康手帳　※歯科相談は、歯ブラシ、
コップ、タオルも

申し込み▶ 健康推進課(☎85－6170)へ　※身体計測
のみの人は予約不要、電話相談は随時受
け付け

育児相談
とき ところ 電話

月～金曜日
9：00～ 16：00

子育て支援センタ
ー 85－8824

神屋子育て支援セ
ンター 88－8333

火～日曜日
9：00～ 19：00

かすがいげんきっ
子センター 35－3192

月～金曜日
9：30～ 16：00 全公私立保育園 各保育園

水曜日(電話のみ)
9：00～ 16：00 児童センター 87－6866

※公私立保育園のところ・電話は保育課(☎85－
6205)で確認してください。

いじめ・不登校相談
とき ところ 電話

月～金曜日　9：00～ 12：00
13：00～ 16：00 中央公民館 34－8400

青少年の相談室
とき 電話

青少年の悩み相談・心の電
話かすがい(電話のみ)

月～土曜日
15：00～ 19：00 82－7830

青少年の悩み相談・青少年
Ｅメール相談(Ｅメールの
み)

24時間受け付け 下記相談
先へ

少年相談(少年の非行化など
の問題)

月～金曜日
 9：00～ 12：00、
13：00～ 16：00

81－2288
(少年セ
ンター )

少年サポートセンター春日
井(少年非行などの悩み)
〈面接は予約制〉

月～金曜日
 9：30～ 16：00

56－7910
(市役所
南館2階)

青少年Ｅメール相談先▶ホームページ　http://
www.sei.city.kasugai.aichi.jp/pc.html　
※返信は月～土曜日の午後3時～ 7時(3日
以上かかることもあり)
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総合健康相談
とき ところ

5(水)・19(水)　
10：00～ 12：00 保健センター

10(月)・24(月)
9：00～ 17：00 健康推進課

内 容▶ 保健師による心と体の健康、栄養、介護
などの相談

持ち物▶ 健康手帳(持っている人)
申し込み▶ 健康推進課(☎85－6172)へ　※電話相談

は、健康推進課で市役所執務時間中に対
応

レディヤンかすがい相談室
曜日 時間 電話

女性の悩み相談(家庭の
もめごとや結婚・離婚、
家族や職場の人間関係、
ドメスティック・バイ
オレンス、性別による
差別的扱い、セクシュ
アルハラスメント、不
安や悩み　など)

火曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－7871
水～金曜日 13：00～

16：30
第2・4土
曜日

10：00～
12：00

女性のための法律相談
(面接のみ、予約制)

第1・3土
曜日

10：00～
12：00

85－4188
(予約
9：00～
17：00)

若者就業支援相談(職業
適性診断、就職支援など)
〈予約制〉

第1木曜日 13：00～
16：00

85－4401
(予約　
85－4188
9：00～
17：00)

※若者就業支援相談の予約は相談日の2日前まで、
開催日以外の木曜日に2人以上の申し込みがあっ
た場合は実施

ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)相談
とき ところ 電話

月～金曜日　9：00～ 12：00
13：00～ 16：00

市民活動推進課
男女共同参画室 85－6296

年金相談
とき ところ 電話

第3水曜日　10：00～ 12：15
13：00～ 16：00 東部市民センター 92－8511

月～金曜日　9：00～ 17：00 国保年金課 85－6160

※国保年金課の窓口では社会保険事務所への年金
記録照会の取り次ぎ、記録確認を実施中

児童虐待防止相談・母子自立相談
とき ところ 電話

月～金曜日　8：30～ 17：00 子ども政策課 85－6208

※上記以外の緊急連絡は、市役所宿直室(☎81－
5111)へ

心の健康福祉相談(面接のみ、予約制)
とき ところ 電話

第2・4木曜日
14：00～ 16：00 福祉課 85－6186

内 容▶ 精神科医と臨床心理士による個別相談

民生相談
日・曜日 時間 電話

家 庭 児 童 火～土曜
日

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

84－4600

内 職 火曜日
10：00～
12：00、
13：00～
15：00

84－4612

母 子 就 業 第1・3金
曜日 85－6208

心 配 ご と 火曜日
84－4611こ と ぶ き 結 婚(40

歳 以 上 の 人 の み) 水曜日

あゆみ(知的障がい児
・面接のみ、予約制)

第2・4水
曜日

10：00～
12：00

88－0811
(春日台
養護学校)

ふ れ あ い カ ウ ン セ
リ ン グ(電 話 の み)

水曜日 10：00～
15：00

92－3000
金曜日 84－4611

身 体 障 が い 者 水曜日 13：00～
16：00 84－4612

ところ▶ 総合福祉センター (☎84－3611)

ささえ愛センター相談
日・曜日 時間 電話

Ｎ Ｐ Ｏ ( 面 接
の み、 予 約 制)

12(水)・
22(土)

10：00～
12：00、
13：00～
16：00

56－1943
84－3600

ボ ラ ン テ ィ ア 火～金曜日

介護相談
とき ところ

17(月)　13：30～ 15：30
(要予約、当日予約可) 市役所相談室105

申し込み▶ 介護保険課(☎85－6182)へ
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高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

6(木)・27(木)
10：00～ 16：00 高齢者などの居宅

申し込み▶ 相談日の1週間前までに、介護保険課(☎
85－6196)へ

外国人相談
日・
曜日 時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語 5(水)

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

市役所相談
室105

85－6579
(相談日
のみ)

中国語 12(水)
スペイン語 19(水)
ポルトガル語 26(水)
英語
フィリピノ語 2(日)

国際交流
ルーム
(ささえ愛
センター内)

85－6606
(要予約)

英語
スペイン語 9(日)

中国語 16(日)
英語
ポルトガル語 23(日)

全言語 30(日)

生涯学習相談
とき ところ 電話

月～金曜日
9：00～ 16：00 生涯学習スポーツ課 85－6448

1歳お誕生月健康相談
月日 ところ 受付時間

4(火)・18(火) 健康管理センター 10：00～
11：0011(火)・25(火) 保健センター

内 容▶ 身体計測、健康・育児相談(予約不要)　
※4日(火)と11日(火)は卒乳の、18日(火)と
25日(火)は救急蘇生(そせい)法の講話も
あり

対 象▶ 平成19年3月生まれの子ども
持ち物▶ 母子健康手帳
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6170)

出会いの場2008 in 春日井・小牧
　就職を総合的に支援するため、一般求職者、大
学生などを対象に開催します。
と き▶ 3月6日(木)正午～午後4時
ところ▶ 小牧コミュニティホール(小牧市)

内 容▶ ①就職面接会②求職者向けミニセミナー
③職業適性検査および職業相談

問い合わせ▶ 雇用・能力開発機構愛知センター業務第
一課(☎052－221－8752)

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

3月の認定産業医による健康相談
とき ところ

16(日)　10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
25(火)　14：00～ 15：30 春日井商工会議所

対 象▶ 従業員50人未満の事業所の事業主と従業
員

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

3月の多重債務者相談(要予約)
とき ところ 電話

20(祝)、23(日)
13：00～ 16：00

鳥居松ふれあいセ
ンター

080－
3289－
7704

内 容▶ ＮＰＯ法人｢クレサラあしたの会｣(相談
員・司法書士ほか)による多重債務者の
ための生活再建相談

持ち物▶ 契約書など関係書類
問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

3月の県春日井保健所
とき

食事療法相談(複数の疾患
を持つ人)〈面接は予約制〉11

(火)　13：30～ 15：00

精神保健福祉相談、メン
タルヘルス相談(自殺、ひ
きこもり、うつなど心の
健康相談)

月～金曜日　9：00～ 12：00、
13：00～ 16：30

エイズ検査 4(火)・11(火)・25(火)
9：30～ 11：00

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日　10：00～ 15：00

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

iryofukushi/kasugai－hc/



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

グリーンピア春日井

南部ふれあいセンター
アスティ高蔵寺
坂下公民館
鷹来公民館
味美ふれあいセンター

西部ふれあいセンター

市役所市民サロン
落合公園管理棟

（☎92－8711）

（☎85－7878）
（☎85－6079）
（☎88－5555）
（☎84－7071）
（☎31－3522）

（☎33－0808）

（☎85－6073）
（☎56－0414）

2／15（金）～17（日）
2／22（金）～3／2（日）
2／15（金）～28（木）
2／16（土）～28（木）
2／16（土）～28（木）
2／17（日）～24（日）
2／18（月）～28（木）

2／19（火）～29（金）

2／20（水）～25（月）
2／27（水）～3／4（火）

雪割草と梅花展
ドライフラワー作品展
水彩画虹の会作品展
ふれあい押花展
けやきの家　アート展
盆梅展
野鳥の写真展
ししゅうと粘土フラワー作
品展
写真作品展
植物画同好会

春日井山草会
ドライフラワー工房
水彩画虹の会
高蔵寺ふれあい押花同好会
けやきの家
青紅会
春日井バードフォトクラブ
芋瀬実江子、藤本武子、石
戸谷英子
Photo Friends“PLATZ”
美咲会

創寛会洋画選抜展
とき▶2月19日（火）～ 24日（日）午前10時～午後
6時　ところ▶文化フォーラム春日井　内容▶
選抜された32人による洋画作品の展示　問い合
わせ▶岡部（☎・ＦＡＸ81－1953）
･･････････････････････････････････････････
7カ国語で話そう
とき▶①2月20日（水）午後6時30分～8時30分②2
月23日（土）午前10時～正午③2月26日（火）午前
10時～正午④2月29日（金）午前10時～正午　と
ころ▶①ルネック②グリーンパレス春日井③鳥
居松ふれあいセンター④東部市民センター　内
容▶なぜ多言語を同時に習得できるのかについ
て、体験を通した話を聞く　定員▶各30人（先
着順）　問い合わせ▶ヒッポファミリークラブ
中部（☎0120－557－761）
･･････････････････････････････････････････
子育て講演会「子育てって楽しいよネ！」
とき▶2月24日（日）午前9時30分～11時30分（9時
開場）　ところ▶総合福祉センター　内容▶子
育てをしているお父さんやお母さん、保育士の
皆さんが子育ての「あっ、面白い」を再発見する
講師▶神田英雄　費用▶託児の場合のみ、おや
つ代300円　問い合わせ▶第一そだち保育園（☎
91－7356）　※託児あり（要予約）

おやこであそぼう英語の歌とおはなし
とき▶①3月5日（水）②3月11日（火）③3月12日
（水）④3月25日（火）⑤3月27日（木）午前10時30分
～11時30分　ところ▶①⑤大留下公民館②④美
濃町学習等供用施設③白山公会堂　内容▶親子
で英語の遊び歌やわらべ歌、名作絵本を楽しむ
対象・定員▶①②③未就園児と保護者④⑤幼児
や小学生とその保護者・各15組（先着順）　費用
▶参加料1組200円　申し込み▶電話かファクス
に、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、子ども
の年齢を書いて、本多（☎・ＦＡＸ32－5189）へ
･･････････････････････････････････････････
庄内川河原で火・水・木・土と遊ぼ！
とき▶3月15日（土）午前9時～午後2時30分〈雨天
時は16日（日）に順延〉　ところ▶庄内川河原（下
津町）　内容▶河原で豚汁作りやボート遊び、
原木の笛作り、天然砂場、野草摘みを楽しむ　
対象・定員▶2歳～小学生の子どもと保護者で3
月15日（土）・16日（日）のどちらでも参加できる
人・160人（先着順）　費用▶参加料大人500円、
子ども1000円（材料費、保険代を含む）　申し込
み▶2月29日（金）までに、Ｅメールに住所、参加
者全員の氏名、年齢、参加人数、電話番号を書
いて、小林（Ｅメールmorinotankentai@yahoo.
co.jp）へ　主催▶森のたんけんたい
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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

2／16

2／23

3／1

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

☎33－7033

☎85－0077

☎35－6877

☎84－3060

☎91－3755

☎81－1303

☎76－2603

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

肛門科安藤外科（若草通3）

あさひ病院（下原町）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

森永産婦人科（八事町2）

みわレディースクリニック（小牧市）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

2／17

2／24

●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

（　）内は1月からの累計

まちの動き 〈平成19年12月〉

（135件）13件
（8人）

（11223件）1060件
火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

地域経済
NO.9

春日井商工会議所と市商店街連合会との共催により
実施されたコンクールの優秀賞７店が決定しました。

　このコンクールは、地域に密着し、消費者サービスに努めている魅力あるお店を消費者に推薦して
もらい、受賞店として認定することで市内の商業振興につなげることを目的としています。本年度の
総推薦数は過去最高の2011件で、約500件のお店が推薦されました。また、応募者の中から抽選で50
人にラッキー賞が贈られました。
　消費者が推薦した市内のお店です！ぜひ、足を運んでください。

「第5回 私が選ぶ…地域一番店
コンクール」優秀賞決定!!

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

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。

1人

受賞店一覧（順不同）
○Patissier Labo TETSUYA（洋菓子／旭町4）
○パン工房　Epi（ベーカリー／白山町3）
○御菓子処　美濃屋（和菓子／大和通2）
○Land River（ヘアーサロン／白山町6）
○カフェ　百時（喫茶／鳥居松町6）
○Bindi（インド料理／坂下町1）
○カントリーキッチン（洋食／勝川町8）

「Bindi」と「カントリーキッチン」は3度目の受賞
となり「一番店」として認定されました。
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