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　市国際交流ネットワークの主催で、親子でいろいろな国の
文化に出会う「わくわく！ふれあいワールド」が国際交流ルー
ムで開催され、南米の国々の子どものお祭りを体験しました。
4月には「イースターを楽しもう！」を予定しています。
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かすがい発見・ビジネスフォーラムが
開催されました！
福祉医療制度が変わります
有料広告を募集します
自転車・バイクは自転車等駐車場へ
楽しみながら体力づくりに参加しよう！
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かすが　

が開催さ　

春日井の「ちえ」と「わざ」を発信する、かすがい
発見・ビジネスフォーラムが２月１日（金）～２日（土）
に春日井商工会議所と市の協力により開催され、
多くの企業関係者や市民の皆さんが集まりました。
会場となった総合体育館には、市内の企業に加え、
尾張・東濃ものづくり産学官ネットワークの会員
企業や支援機関からの出展もあり、１４２のブース
が熱気あふれるビジネスマッチングなどの場とな
っていました。 
また、市民の皆さんにも「春日井の企業」をさらに
知っていただくように、身近に体験・実験ができ
るコーナーやクイズがありました。 

歴史、文化、産業など
春日井に関するクイズ
が出題され、春日井通
度を試した「かすがいク
イズ」 

全５０問のクイズに４０人が挑戦。平均点は６３.１でした。 
皆さんも、挑戦してみてください！ 
（答は、３ページの下） 

情報交換をする企業関係者 

中部大学によるロボット 
サッカーゲーム体験 

もちろん、地域ブランド 
「春日井サボテン」のコー 
ナーも…多くの人でにぎ 
わいました 

　以下の市で、春日井市と隣り合っていない市は 
　どこでしょうか。 
　ア 名古屋市　イ 瀬戸市　 ウ 尾張旭市　エ 小牧市 
　サボテンを漢字で書くとどれでしょうか。 
　ア 佐母天　イ 仙人掌　ウ 鎖母点　エ 砂母貼 
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い発見 

　れました!

　「こんな企業があったんだ」「企業の名前は聞いたことがあったけど、こんな仕
事をしていたんだ」「春日井に住んでいて、春日井で仕事をしているのに、実はご
近所の会社のことをあまり知らない」など、かすがい発見・ビジネスフォーラムで、
こんな発見が幾つもありました。多くの企業関係者や市民の皆さんが参加されて
いましたが、このように感じたのは、わたしだけではないと思います。今回のビ
ジネスフォーラムで「ご近所さん」をのぞき見ることができて、その距離がぐっと
近くなった気がしました。 
　自分たちの地域の企業がどんな仕事をしているのかを知ること、自分の会社が
どんな仕事をしているのかを知ってもらうこと、そしてお互いに理解を深めるこ
と…それが地域経済の活性化への第一歩ではないかと感じました。 

企業アピールプレゼンテーションタイム 

さまざまなブー 
スで体験する 
伊藤市長 

市民と交流する企業の皆さん 
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有料広告を募集します有料広告を募集します
が変わります

4月1日（火）から、少子化対策の推進や精神障がい者の負担軽減などのため、助成対象を広げ、支給方法を
利用しやすいよう変更します。

問い合わせ▶生活医療課（☎85－6195）

後期高齢者福祉医療費助
成制度
（旧福祉給付金助成制度）

精神障がい者医療費助成
制度
（入院医療費の助成拡大）

子ども医療費助成制度
（旧乳幼児医療費助成制
度）

後期高齢者医療被保険者
で障がい者医療などに該
当する人

精神障がい者保健福祉手
帳1～2級の人

0歳～小学3年生（入院は
中学3年生まで）
※乳幼児医療は、義務教
育未就学児まで

対 象 者

通院・入院にかかる医療保険適用後の自己負担額

入院にかかる医療保険
適用後の自己負担額（通
院については、変更あり
ません）※3月までは、入
院は自己負担額の1／2
を助成

3月中に対象者に郵送3月中に、新小学3年生ま
での対象者に郵送

助 成 内 容

県内の通院・入院
医療機関で受給者証と後
期高齢者医療保険証を提
示することで助成

県外の通院・入院
医療機関の窓口で負担後、
申請により助成

※精神障がい者医療（通
院）に該当していた人は、
指定医療機関の窓口で負
担後、申請により助成

医療機関の窓口で負担
後、申請により助成

県内の通院・入院
医療機関で受給者証と健
康保険証を提示すること
で助成

県外の通院・入院
医療機関の窓口で負担後、
申請により助成

※小学4年生～中学3年生
の入院は、医療機関の窓
口で負担後、申請により
助成

申請時に必要なもの
それぞれの受給者証か精神障がい者保健福祉手帳、健康保険証、医療機関の保険点
数が分かる領収書、振込先が分かるもの（ゆうちょ銀行を除く）、印鑑、健康保険組
合の高額療養費支給決定通知書（高額医療費に該当する場合）

支 給 方 法

受 給 者 証

福福 祉祉 医医 療療 制制 度度

新設 新設
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有料広告有料広告を募集募集しますします有料広告有料広告を募集募集しますします有料広告を募集します
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。

障がい者に関する福祉サービスや各種手当、利用手続き方法を記載し、福祉課窓口や障がい者生活支援
センターなどで配布しています。
掲載場所▶裏表紙の前2ページ（1ページ6枠）
規　格▶縦7㎝×横9㎝（1色刷り、黒）
枠　数▶12枠　※複数応募可。ただし、同一事業所、同一広告の複数応募は不可。また、応募状況によ

り決定枠数を増加する場合あり
掲載基準▶市広告掲載要綱、市障がい福祉サービスガイド広告掲載要領、市障がい福祉サービスガイド広

告掲載募集要項　※掲載が望ましくない業種・職種…葬祭関係
作成部数▶2500部
掲載料▶1枠年間2万円（税込み）
掲載期間▶おおむね5月～平成21年4月（新しいサービスガイドを作成するまで）
申し込み▶3月3日（月）～31日（月）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（☎85－6188）へ

高齢者福祉サービスガイド

障がい福祉サービスガイド

広報春日井は、毎月1日・15日の月2回発行し、区・町内会や自治会の協力により町内会などの加入世帯
に配布しています。また、町内会などに加入していない世帯には、公共施設やJR各駅、郵便局、銀行、
コンビニエンスストアなどで入手できるようにしています。
業　務▶○広告主の募集○広告掲載申込書の提出　など
掲載場所▶広報春日井裏表紙（15日号のみ）
規　格▶縦13㎝×横9㎝（4色刷）
枠　数▶4枠
契約期間▶4月1日（火）～平成21年3月31日（火）
掲載基準▶市広告掲載要綱、市広報春日井広告掲載要領、市広報春日井広告取扱業者募集要項、市広報春

日井掲載基準
申し込み▶3月3日（月）～17日（月）に、申請書（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、広報広聴課（☎85－6036）へ

広告取扱業者募集（広報春日井裏表紙）

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

NEW

NEW

介護保険制度や市の高齢者福祉制度として実施している各種事業内容や利用手続きなどを記載し、介護
保険課の窓口や地域包括支援センター、介護保険サービス事業所などで配布しています。
掲載場所▶裏表紙の前2ページ（1ページ6枠）
規　格▶縦7㎝×横9㎝（1色刷り、黒）
枠　数▶12枠　※複数応募可。ただし、同一事業所、同一広告の複数応募は不可。また、応募状況によ

り決定枠数を増加する場合あり
掲載基準▶市広告掲載要綱、市高齢者福祉サービスガイド広告掲載要領、市高齢者福祉サービスガイド広

告掲載募集要項　※掲載が望ましくない業種・職種…葬祭関係
作成部数▶3000部
掲載料▶1枠年間2万円（税込み）
掲載期間▶おおむね5月～平成21年4月（新しいサービスガイドを作成するまで）
申し込み▶3月3日（月）～31日（月）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、介護保険課（☎85－6182）へ　

福 祉 医 療 制 度
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体力づくりに参加しよう！
楽しみながら

体力づくりに参加しよう！体力づくりに参加しよう！
地域ふれあい
運動教室

出張スポーツ講座

楽しみながら楽しみながら

問い合わせ▶無料の駐車場…交通対策課（☎85－6052）
有料の駐車場…①高蔵寺駅北口自転車駐車場（☎51－5559）、②～⑥高蔵寺駅北口バイ
ク駐車場（☎52－0355）、⑦・⑧高蔵寺駅南口自転車駐車場（☎51－7703）、⑨春日井駅
北口自転車等駐車場（☎82－1147）

自転車・バイクは自転車・バイクは自転車等駐車場へ自転車等駐車場へ自転車・バイクは自転車等駐車場へ自転車・バイクは自転車等駐車場へ
JR中央本線の駅周辺にある駐車場を紹介します。路上などに自転車やバイクを放置するのはマナー違反です。
必ず自転車等駐車場に駐車しましょう。

JR高蔵寺駅

新池

二反田
池

高蔵寺中

●①

●②

●③ ●④ ●⑤

●⑥
●⑦ ●⑧

JR春日井駅

春日井駅前
児童遊園

①●⑨

○駐車場ではマナーを守り、1台でも多く駐車できるよう、きちんと整列して置きましょう○盗難防止のた
めにワイヤー錠を使いツーロックを実施しましょう○名鉄小牧線やTKJ城北線各駅周辺にも自転車等駐車場
がありますので利用してください

ルネック
ホテルプラザ勝川ホテルプラザ勝川ホテルプラザ勝川

かすがいげんきっ子センターかすがいげんきっ子センターかすがいげんきっ子センター

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

地蔵川

八光公園八光公園八光公園大和公園大和公園大和公園

JR勝川駅

…自転車駐車場　　　　　　…バイク駐車場　　　　　　…自転車・バイク駐車場

※　　　　 で囲まれたエリアにある駐車場は有料です。

N

N N

JR神領駅

3月20日（祝）
オープン

東
名
高
速
道
路

東
名
高
速
道
路

東
名
高
速
道
路

N
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市内６つの施設で、１か月に４回の運動教室を行います。肩凝り・
腰痛予防ストレッチやウオーキング、簡単な軽体操などで楽しく
運動不足を解消しましょう。

専門の指導員が会場に出掛けて、安全で効果的な運動方法を
指導します。老人会や区・町内会、自治会、子ども会などの
活動で、気軽に利用してください。

内　容▶○ストレッチ体操○ボールエクササイズ○高齢者の
運動指導○ダンベル体操○体力測定○ウオーキング
指導○レクリエーションスポーツ指導　など

対　象▶市内在住か在勤、在学の10人以上で構成する市民グ
ループ（スポーツ傷害保険などに加入していること）

利用時間▶午前9時～午後9時の間で2時間以内
料　金▶指導員1人につき2000円　※市民グループ以外の団

体は6000円。体力測定は参加人数によって異なりま
す。

申し込み▶希望日の3か月前～ 1か月前　※会場は市内で、申
込者が用意してください。

時　間▶午前10時～ 11時30分
費　用▶受講料1000円
定　員▶各30人（先着順）
申し込み▶開催月の前月の4日午前9時から　

※坂下公民館の9月分と西部ふれ
あいセンターの12月分の申し込み
は、前月の5日午前9時から

申し込み▶総合体育館内、市市民サービス公社・スポーツ振興センター（☎84－7101）へ

体力づくり体力づくりに参加参加しようしよう！
楽しみながら楽しみながら

体力づくり体力づくりに参加参加しようしよう！体力づくり体力づくりに参加参加しようしよう！体力づくりに参加しよう！
地域ふれあい地域ふれあい
運動教室運動教室
地域ふれあい
運動教室

出張スポーツ講座出張スポーツ講座出張スポーツ講座

月 日

4月の毎週水曜日（2日を除く）

5月の毎週金曜日（2日を除く）

6月の毎週金曜日

7月の毎週金曜日

8月の毎週金曜日（15日を除く）

9月の毎週金曜日

10月の毎週金曜日（3日を除く）

11月の毎週水曜日

12月の毎週水曜日（31日を除く）

平成21年1月の毎週金曜日（2日を除く）

平成21年2月の毎週金曜日

平成21年3月の毎週火曜日（31日を除く）

と こ ろ

西部ふれあいセンター

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

南部ふれあいセンター

坂下公民館

南部ふれあいセンター

高蔵寺ふれあいセンター

西部ふれあいセンター

東部市民センター

南部ふれあいセンター

高蔵寺ふれあいセンター

平成20年度の年間計画予定

楽しみながら楽しみながら楽しみながら楽しみながら楽しみながら自転車・バイクは自転車等駐車場へ

●

●

● ● ●

●
● ●

①●

ホテルプラザ勝川

かすがいげんきっ子センター

県道内津 ・ 勝川線

八光公園大和公園

東
名
高
速
道
路
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2/6
㊌

地域ぐるみで交通安全
（春日井警察署）

1/1/3131
㊍

1/31
㊍

　上八田保育園の年長の園児たちが、交通安全
を呼び掛けるため、昨年12月に新築・移転され
た春日井警察署を訪問しました。保育園から署
までの道のりでは、交通安全の旗を持った地域
交通安全活動推進委員の皆さんと一緒に、通行
人に「交通安全をお願いします」と声を掛けまし
た。また署内でも、運転免許証の更新に訪れて
いた市民の皆さんに大きな声で呼び掛けていま
した。

郷土史に親しむ小旅行
（白山町ほか）

2/2/3
㊐
2/3
㊐

　春日井の方言を学び、市内の名所や史跡を巡
りながら、郷土の歴史や民俗文化に触れる小旅
行が行われました。「八百比丘尼」の伝説の残る
円福寺や、尻冷やし地蔵などを見学しました。
また、郷土色豊かな昼食を味わったり、日本の
原風景を表現した人形展を見学したり、参加し
た皆さんは、懐かしさの中にも新しい発見がで
きたようです。「ふるさと春日井」の古い歴史や
伝統に、感心することしきりでした。

環境の大切さを再認識
（エコメッセ春日井）

1/1/2626
㊏

1/26
㊏

　環境学習に取り組んでいる市内５つの小学校
の児童たちが、校区の川や山など身近な環境調
査を行った成果を発表する「子ども環境シンポ
ジウム」が行われ、保護者などの前で元気よく
発表しました。その後、それぞれテーブルに分
かれ、県環境調査センター職員の指導の下、お
茶などを使って川の水の汚れを調べる実験を行
いました。参加した児童たちは、このシンポジ
ウムを通じて、互いに交流を深めていました。

円福寺境内の散策円福寺境内の散策円福寺境内の散策
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「愛知ブランド企業」認定4社が市長に報告2/2/6
㊌
2/6
㊌

講演会より

　最近、講演を聴く機会が3回ありました。
ジャーナリストの嶌信彦氏、作家の童門冬
二氏、元ＮＨＫプロジェクトＸのアナウン
サー国井雅比古氏の三者です。非常に考え
させられ、教えられるお話をされましたの
で、皆さんに紹介したいと思います。
　嶌さんのお話しは、「これからの十年～
企業と地域を活かす感性」というテーマで
した。21世紀は、安全・安心・健康・自然
・教育・文化がキーワード。まちづくりに
しても、住み心地、のんびりさ、心の豊か
さが求められる。これらに応える感性が大
事であると。さらに、親友・心友・信友・
深友をつくろうとも話されました。

　童門さんは、ＮＨＫの大河ドラマ｢篤姫｣
から幕末の人間模様のお話でした。西郷隆
盛が島津斉彬から｢薩摩だけの一匹のカエ
ル（井の中の蛙）ではなく日本の大きなカエ
ルになれ、多くの仲間をつくれ｣と諭され
た若き頃の思い、篤姫が常に「正義感とや
る気になれば何事でもできる」という強い
心を持ち続けたことが、江戸城無血開城に
つながったということなど、歴史の深層が
印象的でした。
　国井さんは、プロジェクトＸのスタッフ
が寝食を忘れ番組づくりに取り組んだ苦労
話や、「番組内で、主役をスタジオに呼び
直接語ってもらいたい」という一般女性か
らの意見があり、一回だけの予定で心配し
て放送した結果、視聴者に感銘と感動を与
えたという裏話をされました。そして固定
観念や前例にとらわれることなく、素直に
聴くこと、チャレンジすることが成功の道
であると話されました。私自身にとってい
ずれも有意義な講演会でした。

認定を受けた
喜びの皆さん

1/31
㊍

2/3
㊐

1/26
㊏ 認定された企業だけが表示

できる愛知ブランドマーク

円福寺境内の散策

　愛知県の製造業は、わが国の産業経済をけん引し、力強い成長を続けています。
　製品や技術面の独自性や環境へ配慮した取り組みなど、企業のブランド価値を見いだし、認知度やものづ
くり愛知のイメージを高めようと平成15年度から、県内の優れたものづくり企業が「愛知ブランド企業」とし
て認定されています。今年は春日井商工会議所会員企業から新たに4社認定を受けました。2月5日（火）に県
知事から認定書が交付され、翌日に、市長に喜びの報告をしました。

伊原電子工業株式会社
代表取締役　伊藤正之
プリント基板の総合加工メー
カーで濃度計・色差計の開発・
製造も手掛ける

株式会社ビクター化学工業所
代表取締役社長　横矢俊一 
自動車、家電、その他の工業
用製品向けのプラスチック部
品を成形するメーカー

愛知株式会社
代表取締役社長　島本迪彦 
グッドデザイン賞135点、集
いと学び空間をデザインする
専門家具のトップメーカー

トーヨーマテラン株式会社
代表取締役社長　宮田順
ホームセンター向けインス
タントセメント・公園用Ｒ
Ｃユニットトイレの国内ト
ップシェアメーカー
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I N F O R M A T I O N情報最前線

申告時期▶3月17日(月)まで
申告場所と必要な書類▶○所得税の確定申告をし

ない人…市民税課に市・県民税住宅借入
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を提出しない納税
者用)と源泉徴収票○所得税の確定申告
をする人…確定申告会場に市・県民税住
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)と確定申告書

申告書▶市民税課、東部市民センター、各ふれあ
いセンター、坂下出張所、各公民館、ル
ネック市民サービスコーナーで配布中　
※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/shinsei/shinsei/zeikin/007745.html

控除年度▶平成20年度課税

問い合わせ▶市民税課(☎85－6093)

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、申告により市・県民税(所得割)から控除できます。

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中、「住宅借入金等特
別控除可能額」の欄に金額の記載がある人
が対象となります。

コ
コ

に注
目 !

コ
コ

に注
目 !

コ
コ

に注
目 !

平成17年度から進めてきましたJR神領駅南北自由通路がいよい
よ完成します。これにより、JR神領駅は橋上駅に変わります。
この通路は、JR神領電車基地をまたいで南側の神領町と北側
の下市場町を結び、南北の交流と活性化を図るものです。延長
140mの通路の南口には、車いす対応のエレベーターと上り専用
のエスカレーターが設置され、お年寄りや体の不自由な人にも優
しい施設となっています。
これを記念して、完成式典を行います。

問い合わせ▶道路課(☎85－6270)

と　き▶3月20日(祝)午前9時30
分から

ところ ▼ JR神領駅自由通路内

N

北口駅前広場

下市場町

神領町

南北自由通路

東名高速道路

南口駅前広場

橋上駅舎

バイク
・
自転車

駐車場

JR神領電車基地

当日始発電車から新改
札口を使用しますが、
自由通路の一般開通は
式典終了後となります



７５歳以上の人（６５歳以上の一定の障がいのある人を含む）
を対象にした後期高齢者医療制度。いよいよ実施まで1か
月となりました。制度が始まる前に、皆さんに知っていた
だきたいことを質問形式にまとめました。 

　　　急速な少子高齢化が進み、医療費全
体に占める老人保健医療費の割合は半分近
くになっています。今までの制度では、自
己負担分を除いた医療費を、税金と加入し
ている医療保険からの拠出金で賄っていた
ため、現役世代と高齢者世代の負担に不公
平が生じていると指摘されていました。そ
こで、高齢者自らが負担能力に応じて保険
料を負担することを基本としつつ、現役世
代の負担を明確にして公平で分かりやすく
子どもたちの代まで持続可能な医療制度に
する必要があったからです。 

なぜ新しい制度になるの？ 

　　　県内の全ての市町村が加入する県後
期高齢者医療広域連合が運営し、市と連携
を図ります。 
 
　県後期高齢者医療広域連合の取り扱い業務
 
　保険資格の管理、保険料の賦課、医療の
給付など 
 
　市の取り扱い業務
 
　保険料の徴収、保険証の引き渡し、申請
や届け出の受け付けなどの窓口業務 

運営はどこがするの？ 
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　　　次の人が対象者（被保険者）になります。 
●75歳以上の人（75歳の誕生日から） 
●65歳以上の一定の障がいのある人で、県
後期高齢者医療広域連合から認定を受けた
人 
※生活保護を受けている人は除きます。 

一定の障がいとは…身体障がい者手帳1
～3級、4級の音声機能・言語障がい、4
級の下肢障がいの一部、療育手帳Ａ判定、
精神障がい者保健福祉手帳１～2級など 

現役並み所得のある人とは、市県民税の
課税所得額が年額145万円以上の人と、
その世帯に属する人。ただし1人世帯の
場合に収入額が383万円未満、複数世帯
の場合は収入額の合計が520万円未満の
ときは申請により1割負担となります。 

国民健康保険証と老人保健医療受給者証は、
新しい保険証に記載されている資格取得
年月日以降に市役所、味美・高蔵寺ふれ
あいセンター、東部市民センター、坂下
出張所のいずれかに返却するか、自身で
破棄してください。 

対象者は誰ですか？ 

　　　4月からは、3月下旬に郵送する保険
証を提示してください。今まで使っていた
健康保険証や老人保健医療受給者証は使え
なくなります。 

受診には何が必要ですか？ 

医療費の負担は変わるの？ 

　　　現在、老人保健医療制度に加入して
いる人は、自動的に後期高齢者医療制度の
被保険者となり、市から3月下旬に保険証を
郵送します。また、4月以降対象となる人は、
対象となる1週間前には市から保険証を郵送
します。75歳以上の人は加入手続きは不要
です。 

保険証はどうなるの？ 

（※１）総医療費が26万7000円を超えた場合は、その超えた分の1％を8万100円に加算。過去 
　　　　12か月に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は4万4400円 
（※２）限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。 

　 現役並み所得のある人  

　 一般の人  

　 市民税非課税の世帯に属する人（※２）  

　 　のうち年金受給額８０万円以下の人（※２） 

４万４４００円 

１万２０００円 

８０００円 

３割 

１割 

８万１００円（※１） 

４万４４００円 

２万４６００円 

１万５０００円 

負担区分 窓口 
負担 外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと） 

自己負担限度額 

　　　負担割合は、老人保健医療制度と同様
です。 
●一般の人…1割負担  
●現役並み所得のある人…3割負担   
窓口負担は、月ごとの上限額が設けられます。
また、入院の場合、同一の医療機関の窓口
で支払っていただく負担額は月ごとの上限
額までとなります。 

春日井市鳥居松町５丁目４４番 
地 

春日井桜子 
6 1

１２３４５６７８ 
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　　　増大する医療費を安定的に支えるため、
被保険者の保険料負担能力に応じて賦課さ
れる所得割額と、被保険者に等しく賦課さ
れる均等割額の合計を保険料としています。
保険料は、被保険者一人一人で計算します。 

保険料はどうやって決まる 
の？ 

　　　2通りの軽減があります。 
 
　所得が低い人
 
　所得に応じて均等割額が軽減
されます。ただし、世帯主か被
保険者が未申告である場合には、
均等割額の軽減対象とはなりま
せん。 

　被用者保険の被扶養者
 
　被用者保険（国民健康保険、国民健康保険組合以外の医療保険）の被扶養者となっている人
は、被保険者となった月から2年間は、均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。
その上、平成20年度は特例として4月～9月の６か月間は、保険料がかからず、10月～平成21
年3月の6か月間は、均等割額はさらに9割軽減され、所得割額はかかりません。 

保険料の軽減があるって聞 
いたけど… 

　　　介護保険料と同様に、受給している
年金から天引きする特別徴収と、金融機関
などに納めていただく普通徴収の２通りが
あります。保険料は個人ごとに納めていた
だきます。 
 
　特別徴収
 
　受給している年金から年金支払い月の年6
回に分けて天引きします。また、4月・6月・
8月については、前々年の所得で計算した保
険料が天引きされ、10月・12月・翌年２月
でその年の保険料額を調整します。  
 
　普通徴収
 
　年金受給額が18万円未満である場合や介
護保険料との合算額が年金支給額の２分の
１を超える場合には普通徴収の対象となり
ます。また、普通徴収の納付時期は、８月
を第１期として翌年３月の第８期まで年８
回の納付となる予定です。普通徴収の人は、
金融機関の窓口のほか、口座振替やコンビ
ニエンスストアでも納めていただくことが
できます。 

保険料はどうやって納める 
の？ 

保　険　料 

均等割額（４万１７５円） 

総所得金額－３３万円 

所得割率（７.４３％） 

※保険料は２年ごとに県後期高齢者医療広域 
連合によって見直しが行われます。 

基準金額 
（世帯主＋被保険者の所得金額の合計額） 

３３万円以下 

３３万円＋２４万５０００円×（被保険者数－世 
帯主である被保険者）以下 

３３万円＋３５万円×被保険者数 以下 

均等割額の軽減割合 
（軽減後の均等割額） 

7割（１万２０５２円） 

5割（２万８７円） 

2割（３万２１４０円） 

所得割額 

13



　　　保険料は家族構成や収入で異なりますが、いくつかの事例を挙げて説明します。 

具体的に保険料がいくらになるのか知りたいのですが… 

　　　国民健康保険に加入している場合、4
月から夫は国民健康保険を脱退し後期高齢
者医療の被保険者となり、妻は国民健康保
険の被保険者のままとなります。保険料は、
夫の場合、自分の収入から後期高齢者医療
の保険料の計算が行われ、夫あてに保険料
額決定通知書が届きます。妻の場合、妻の
収入で国民健康保険税の計算が行われますが、
賦課決定通知書は夫あてに届きます。これは、

国民健康保険は世帯主を納税義務者として
いるためで、保険料を2重に請求しているわ
けではありません。 
　夫が被用者保険の被保険者で、妻がその
被扶養者の場合、4月から妻は、現在の保険
に加入し続けることができなくなるため、
新たに国民健康保険に加入するか、ほかの
家族の被用者保険の被扶養者になる手続き
が必要になります。 

６４歳の妻（世帯主は７６歳の夫）の保険はどうなるの？ 

事例1

収入　国民基礎年金（７９万円） 

◆所得金額（収入－公的年金等控除額） 
　７９万円－１２０万円＝△４１万円 
◆所得割額　０円  
◆均等割額　１万２０５２円（７割減額） 

年間保険料　１万２０００円

１人暮らしの国民年金受給者
被保険者　１人

事例2

収入　厚生年金（２０８万円）  

◆所得金額（収入－公的年金等控除額） 
２０８万円－１２０万円＝８８万円 
◆所得割額 
（８８万円－３３万円）×７.４３％ 
　　　　　　　　　　　＝４万８６５円 
◆均等割額　４万１７５円 

年間保険料額　８万１０００円

１人暮らしの厚生年金受給者
被保険者　１人

事例4

年間保険料　
平成２０年度　２０００円（４月～９月０円、
１０月～平成２１年３月２０００円）
平成２１年度　２万円

被用者保険の被扶養者
被保険者　１人

事例3

収入　夫　厚生年金（２０８万円） 
　　　妻　国民基礎年金（７９万円） 

夫◆所得割額　４万８６５円（事例２と同じ） 
　◆均等割額　３万２１４０円（２割減額） 
　　８８万円（２人の合計所得金額）＜ 
　　１０３万円（３３万＋３５万円×２人） 

年間保険料　７万３０００円

妻◆所得割額　０円  
　◆均等割額　３万２１４０円（夫と同じ）  

年間保険料　３万２１００円

２人暮らしの年金受給者
被保険者　２人（夫婦）

問い合わせ　生活医療課（　８５－６１９５）〈３月３１日（月）まで〉、４月１日（火）からは国保年金課に問い合わ 
　　　　　　せてください。 
　　　　　　県後期高齢者医療広域連合（〒４６１－０００１名古屋市東区泉１－６－５　　０５２－９５５－１２２３） 

▲
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児童扶養手当が変わります
　児童扶養手当法の改正により、｢支給開始月か
ら5年(認定の請求をしたときに3歳未満の児童を
監護しているときは、その児童が3歳になった翌
月から5年)｣か｢支給要件に該当した月から7年｣の
いずれかを経過した人は児童扶養手当が2分の1に
減額となりますが、就業など一定の条件に該当す
る人は、届け出をすることにより今までどおりの
手当を受給することができます。
　減額の対象者には、それぞれの時期に事前に手
続きに必要な書類を郵送しますので、期限までに
必ず提出してください。　※平成15年4月1日現在、
手当を受給している人か手当の支給要件に該当し
ている人は、同日を起算日とします。
届け出が必要な人▶○就業している○求職活動な

ど自立を図る活動をしている○一定の障
がいがある○負傷または疾病などにより
就業が困難である○監護する児童または
親族の介護をしているため就業が困難で
ある　※上記に該当しないなどで届け出
ができない人は、提出期限までに窓口へ
相談に来てください。

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6201)

市食育推進計画策定委員会の公開
と き▶ 3月6日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 6人(先着順)
申し込み▶ 農政課(☎85－6236)へ

市介護相談委員会の公開
と き▶ 3月12日(水)午後1時30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▶ 介護保険課(☎85－6921)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 3月12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)

環境審議会の公開
と き▶ 3月17日(月)午前10時30分から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 3月4日(火)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

市保健計画推進委員会の公開
と き▶ 3月18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▶ 健康推進課(☎85－6168)

青少年女性センター運営委員会の公開
と き▶ 3月19日(水)午前10時から
定 員▶ 10人(先着順)
ところ・問い合わせ▶レディヤンかすがい(☎85

－4188)

市少年センター運営協議会の公開
と き▶ 3月24日(月)午後1時30分から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 3月10日(月)から、少年センター (☎85－

6153)へ
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次世代育成支援対策地域協議会の公開
と き▶ 3月26日(水)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▶ 3月12日(水)から、子ども政策課(☎85－

6206)へ

水道水質検査計画の閲覧
　安全で良質な水道水を供給するための平成20年
度の検査計画をまとめました。この計画は、配水
管理事務所、監理課、市役所情報コーナー、市ホ
ームページで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
kurashi/jousui/suidoukensa.html
問い合わせ▶ 配水管理事務所(☎81－7157)

妊産婦・新生児訪問
内 容▶ 助産師が家庭訪問し、妊産婦健康相談と

育児相談をする
対 象▶ 妊産婦と生後28日までの新生児
申し込み▶ ｢母と子のしおり｣に付いているはがきか

電話で、健康推進課(☎85－6170)へ

坂下公民館まつり
月 日▶ 3月2日(日) ～ 9日(日)
内 容▶ ○芸能発表会…2日(日)午前10時～午後5

時○作品展示…4日(火)午後1時～ 9日(日)
正午

ところ・問い合わせ▶坂下公民館(☎88－5555)

総合福祉センターまつり
月 日▶ 3月11日(火) ～ 13日(木)
内 容▶ ○作品展示会…11日(火) ～ 13日(木)午前

10時～午後4時○芸能発表会…12日(水)
～ 13日(木)午前10時～午後3時　※出演
団体数により開催時間の変更あり

ところ・問い合わせ▶総合福祉センター (☎84－
3611)

ふれあい広場
と き▶ ①3月5日(水)・19日(水)②3月12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)

ひよこ教室
と き▶ ①3月6日(木)②3月13日(木)③3月20日(祝)

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)

図書館児童室の装飾作品展
と き▶ 3月7日(金) ～ 20日(祝)〈月曜日を除く〉午

前9時～午後8時(最終日は午後3時まで)
内 容▶ 児童室の壁面を明るく華やかに飾ってき

た平成14年度から19年度までの作品の展
示

ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 3月9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)

市民植樹祭
　緑と花の潤いのあるまちづくりを推進するた
め、市民の皆さんの参加で開催します。なお、参
加者には花の苗を差し上げます。
と き▶ 3月15日(土)午前10時～ 11時(小雨決行)
ところ▶ 溝口公園(大留町)　※車での来場は不可
持ち物▶ 小さいスコップ(ある人のみ)
問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6281)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 3月16日(日)午前10時～正午受け付け、午

後3時～ 4時か3月22日(土)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)

地域福祉のつどい
と き▶ 3月16日(日)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢これからの春日井の地域福祉と社会福

祉協議会のあり方について｣
講 師▶ 日本福祉大学中央福祉専門学校教師・長

岩嘉文
定 員▶ 300人(先着順)
問い合わせ▶ 市社会福祉協議会(☎85－4321)
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お話の部屋
と き▶ 3月16日(日)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

ビデオ鑑賞
と き▶ 3月23日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢世界のおとぎ話｣
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)

春日井児童合唱団定期演奏会
と き▶ 3月30日(日)午後3時開演(2時30分開場)
ところ▶ 市民会館
曲 目▶ 合唱組曲｢海は見てきた｣、合唱ミュージ

カル｢とべないホタル｣など
入場料▶ 500円(全自由席)
入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ

で販売中
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)
主 催▶ 春日井児童合唱団

オセロ大会
と き▶ 4月13日(日)午後2時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶3月5日(水)午前9時から、かす

がいげんきっ子センター (☎35－3501)へ

市制65周年事業の参加者
合唱団｢心のハーモニー ｣団員
と き▶ ○練習…3月16日(日)、4月20日(日)、5月

18日(日)、6月15日(日)、7月21日(祝)、8
月3日(日)・17日(日)、9月7日(日)・21日(日)、
10月5日(日)〈10回〉午前9時～正午○コン
サート…10月13日(祝)

ところ▶ ○練習…少年自然の家か坂下公民館○コ
ンサート…東部市民センターホール

内 容▶ 世代や国籍の垣根を越えて集まった団員
が、合唱を通して共に生き、支えあう素
晴らしさや大切さを体験する。後世に残
る日本の歌と市制65周年に合わせて作っ
た歌｢共に生き共に支えあうまち｣を、コ
ンサートで発表する

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の人
(幼児も保護者同伴の場合は可)・60人(先
着順)

申し込み▶ 3月4日(火)から、ＮＰＯ法人心のハーモ

ニー協会事務局・中川(☎52－2023)へ
親子で体験 お米づくりと農協探検
と き▶ 4月26日(土)、6月8日(日)、8月23日(土)、

10月25日(土)、11月8日(土)〈5回〉午前10
時～正午(8月23日は午前9時～午後3時)

ところ▶ ＪＡ尾張中央グリーンセンター春日井中
央店(西山町)周辺の農地など

内 容▶ ○米づくり(田植えから稲刈りまでの実
習や自宅でのバケツ稲作り)○市内の先
進農家訪問と農協施設見学○栽培した米
のプレゼント(5kg)

対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・25組(超
えたときは抽選)

費 用▶ 参加料(1組)3000円(保険料などを含む)
申し込み▶ 3月14日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

組1枚)に住所、氏名(ふりがな)、学校名、
学年、保護者氏名、電話番号を書いて、
〒486－0849八田町1－16－3、ＪＡ尾張
中央春日井営農生活センターへ

 
問い合わせ▶ いずれも、企画課内、市制65周年事業実

行委員会事務局(☎85－6049)

市社会福祉事業団臨時職員の登録者
職 種▶ 福祉施設職員(デイサービスセンターな

どの介護職やホームヘルパー、保育士、
看護師、事務職など)　※職種により、
時給や年齢制限が異なります。

勤 務▶ 午前8時30分～午後5時(原則週5日)
登録有効期限▶平成21年3月31日
申し込み▶ 市社会福祉事業団(☎84－1011)へ

知多公民館　☎32－8988
パソコン初級～ワードやエクセルを中心に学ぶ
と き▶ 4月の毎週日曜日(4回)午前9時30分～ 11

時30分
 
パソコン講座～デジタルカメラ写真の編集と活用
と き▶ 4月の毎週日曜日(4回)午後1時30分～ 3時

30分
 
講 師▶ いずれもNPO法人けやきフォーラム
対象・定員▶ いずれも市内在住か在勤、在学でキーボ

ード操作ができる人・各20人(超えたと
きは抽選)

費 用▶ 受講料各2000円、教材費各200円
申し込み▶ いずれも3月21日(金)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚1講座のみ)に、講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0947知多町4－64－1へ
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坂下公民館　☎88－5555
｢天気図分析｣知って得するお天気講座～気分は気
象予報士！
と き▶ 3月23日(日)午後2時30分～ 4時
講 師▶ 鈴木東
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で小学5年生以上

の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円(小中学生は無料)
 
バイリンガルパティシエと楽しむ午後のお茶～超
簡単！カナダ風練乳のプリンとスコーンで英会話
も交えたティータイム
と き▶ 3月29日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 梶田倫名
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費2000円(プリン型付)
 
持ち込みパソコン講座(託児付)～ワード応用編
と き▶ 4月の毎週日曜日(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

円で先着10人まで貸し出し可)
 
申し込み▶ ｢お天気講座｣は3月5日(水)から、電話で、

それ以外は3月14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

鷹来公民館　☎84－7071
親子講座｢菓子パン作り｣
と き▶ 3月22日(土)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・15組(超

えたときは抽選)
費 用▶ 教材費(1人)400円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、持ち帰り用の箱

か袋、上靴(小学生のみ)
 
日本書紀｢聖徳太子一族の滅亡｣
と き▶ 4月～ 9月の第2水曜日(6回)午前10時～ 11

時30分
講 師▶ いのぐち泰子

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1500円　　
持ち物▶ ワイド版岩波文庫｢日本書紀(四)｣(ない人

は1680円で購入可)
 
申し込み▶ 3月12日(水)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名、年齢、電
話番号、｢菓子パン作り｣は親子の氏名(ふ
りがな)と年齢、｢日本書紀｣の本の購入
希望者は｢購入希望｣と書いて、〒486－
0809町屋町3610－1へ

ささえ愛センター　☎56－1943
託児ボランティア養成講座(託児付) ～初めて託
児をする人が初歩的な知識を学ぶ
と き▶ 3月12日(水)・19日(水)・26日(水)〈3回〉午

前10時～正午
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で3回とも受講で

きる人・20人(先着順)
持ち物▶ 動きやすい服装、エプロン
 
ＮＰＯ関連予算と委託事業とは～行政の委託事業
に対する申請や報告についての話を聞く
と き▶ 3月22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)
 
申し込み▶ いずれも3月4日(火)から、電話かファク

ス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、
託児(2歳以上の未就学児)希望者は子ど
もの氏名と年齢を書いて、ＦＡＸ56－
4319、Ｅメールkatsudo@city.kasugai.lg.
jpへ

グリーンピア春日井　☎92－8711
デコパージュ教室～手づくりの飾り額を作る
と き▶ 3月22日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 岸部貞子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2000円
持ち物▶ 絵筆(使い捨てできるもの)1本、はさみ、

エプロン
 
現代押し花アート教室～春の花かごを作る
と き▶ 3月25日(火)午前9時30分～正午
講 師▶ 山本啓子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2800円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、カッターナイフ
 
申し込み▶ 3月4日(火)から、電話で
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少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢春にうご
きだす生き物たちをさがそ
う｣
と き▶ 3月21日(金)午前10時

～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保

護者・15組(先着順)
費 用▶ 受講料280円
申し込み▶ 3月4日(火)午前9時から、電話で

落合公園管理棟　☎56－0414
緑化講習会～オモトの栽培と管理について学ぶ
と き▶ 3月29日(土)午後1時～ 3時
講 師▶ 吉田実
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250円、教材費1500円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
申し込み▶ 3月15日(土)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0817
東野町字落合池1へ

市民生活課　☎85－6616
消費生活講座～高齢者、障がい者の被害未然防止
のため、悪質商法の手口やクーリング・オフ制度
について学ぶ
と き▶ 3月19日(水)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 消費生活アドバイザー
定 員▶ 15人(先着順)
申し込み▶ 3月5日(水)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
日常マナーと茶道講座～茶道を通して日常生活の
マナー (戸の開け閉めの仕方など)を学ぶ
と き▶ 4月1日～ 6月24日の火曜日(4月29日と5月

6日を除く11回)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2750円、教材費5500円
持ち物▶ ふくさ、扇子、懐紙、腰ひも
 
デッサン・水彩画入門～デッサンと水彩画を初歩
から学ぶ
と き▶ 4月12日～ 7月26日の第2・4土曜日(8回)

午後2時～ 3時30分
講 師▶ 溝渕泰史
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、教材費300円
持ち物▶ 鉛筆(Ｂ～ 4Ｂ各1本)、消しゴム
 
申し込み▶ いずれも3月15日(土)〈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

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
楽しく笑って暮らすコツ～長生きの秘訣(ひけつ)
は｢笑い｣と｢生きがい｣
と き▶ 3月8日(土)午前10時～正午
ところ▶ 第2グレイスフル春日井
講 師▶ 愛知江南短期大学准教授・三橋真人
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
 
高齢者に多い疾病と薬
と き▶ 3月19日(水)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▶ 薬剤師・森公作
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
 
老化を遅らせる栄養バランスのお話
と き▶ 3月25日(火)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▶ 管理栄養士・村上憲吾
定 員▶ 25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
 
認知症を予防するためには
と き▶ 3月26日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 大手田酉ふれあいの家
講 師▶ 肥後智呼子
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
 
お口の健康教室～口の体操で口も体も健康に
と き▶ 3月27日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 歯科医師・瀬川伸広
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
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健康推進課　☎85－6170
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▶ 3月19日(水)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
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)
申し込み▶ 3月4日(火)から、電話で

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室～水の特性を理解しなが
ら、効果的なフォームをマスターする(基本編)
と き▶ 3月13日(木)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
 
記念に残そう！ファミリー撮影会～プールで泳い
だりする様子を撮影する
と き▶ 3月16日(日)午前9時～ 10時
定 員▶ 10グループ(1グループ7人まで)〈先着順〉
費 用▶ 参加料(1グループ)500円　※別途、プー

ル利用券の購入が必要
 
クロールを覚えよう～クロールの基本をマスター
する
と き▶ ①4月2日～ 25日の毎週水・金曜日(8回)

午後5時～ 6時②4月2日～ 25日の毎週水
・金曜日(8回)午後6時15分～ 7時15分

対象・定員▶ 市内在住の新小学2～ 6年生・各30人(超
えたときは抽選)

費 用▶ 受講料4000円
 
水中運動～水の中で楽しく体を動かし、運動不足
の解消をめざす
と き▶ 4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、在学の人・45人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
シェイプアップアクア～お腹まわりの筋肉をたく
さん使い、脂肪燃焼を目指した水中エアロビクス
と き▶ 4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、在学の人・45人(超え
たときは抽選)

費 用▶ 受講料2000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣｢記念に残そう

！ファミリー撮影会｣は3月4日(火)午前
9時から電話で、それ以外は3月15日(土)
〈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▶ 4月9日～ 30日の毎週水曜日(4回)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) ～鉄棒の苦
手意識をなくそう
と き▶ 4月1日～ 22日の毎週火曜日(4回)午後6時

30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住の新小学3～ 6年生・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
ソフトステップ～ステップ台を使ったエアロビク
ス
と き▶ 4月2日～ 23日の毎週水曜日(4回)午前10

時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・35人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
太極拳(初心者向け)～基本の8動作を行い健康増
進を図る
と き▶ 4月の毎週金曜日(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
 
すこやか幼児体操(①年中②年長) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 4月の毎週土曜日(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15年4月2日～

16年4月1日②平成14年4月2日～ 15年4月
1日に生まれた幼児・各30人(超えたとき
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は抽選)
費 用▶ 受講料各1000円
 
キッズエアロビクス～子ども向けのエアロビクス
と き▶ 4月の毎週土曜日(4回)午前10時45分～ 11

時45分
対象・定員▶ 市内在住の新年長～小学2年生・40人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は3月4日(火)午

前9時から電話で、それ以外は3月15日
(土)〈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

4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)　

※火曜日午前10時45分からのソフトエア
ロビクスは4月1日～ 6月24日、木曜日午
後6時30分からのヨガは4月3日～ 6月26
日、金曜日午前10時45分からのヨガは4
月4日～ 6月27日までの期間限定の開催。
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

ソフト
エアロ
ビクス

ソフト
エアロ
ビクス

ヨガ

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

ヨガ

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

ふるさとの歴史コーナー企画展
玉野用水と玉野水力発電所～春日井の近代化遺産
その1
と き▶ 3月28日(金)まで
ところ▶ ルネック
内 容▶ 尾張地区唯一の水力発電所である玉野発

電所を写真と解説文で紹介する
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)
協 力▶ 市文化財友の会

たばこと歯周病セミナー
と き▶ 3月13日(木)午後2時～ 4時
ところ▶ レディヤンかすがい
講 演▶ ○1部｢吸わないあなたが命取り～正しい

創業支援個別相談会
　創業のためのビジネスプラン作成方法や資金調
達に関して相談を行います。
と き▶ 3月25日(火)・27日(木)いずれも午前10時

～正午、午後1時～ 4時
ところ▶ グリーンパレス春日井
相談員▶ 国民生活金融公庫相談員
対象・定員▶ 創業を志す人・20人(先着順)
申し込み▶ 3月4日(火)から、経済振興課(☎85－6246)

へ

危険物取扱者試験
月 日▶ 4月27日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
内 容▶ 乙種1類～ 6類、丙種
受験料▶ 乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 3月24日(月) ～ 4月1日(火)に、受験願書〈消

防本部、消防署、各出張所で3月10日(月)
から配布〉に記入して、郵送か直接、〒461
－0011名古屋市東区白壁1－50、消防試
験研究センター愛知県支部へ

予備講習会
と き▶ 4月10日(木)午前9時30分～午後4時30分
ところ▶ 県勤労会館(名古屋市昭和区)
費 用▶ 受講料4000円、教材費3700円(テキスト

のみの購入も可)
問い合わせ▶ いずれも予防課(☎85－6387)

知識を持ちましょう｣愛知学院大学短期
大学部教授・稲垣幸司○2部｢禁煙をすす
めるコツ｣医師・磯村毅

対象・定員▶ 春日井市か小牧市に在住か在勤の人・50
人(先着順)

申し込み▶ 3月4日(火)から、県春日井保健所(☎31－
2188)へ



万 人

万

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

アスティ高蔵寺
西部ふれあいセンター

エコメッセ春日井

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉
高蔵寺ふれあいセンター
東部市民センター

（☎85－6079）
（☎33－0808）

（☎88－5006）

（☎92－8711）

（☎51－0002）
（☎92－8511）

3／1（土）～13（木）
3／2（日）～14（金）

3／5（水）～30（日）

3／7（金）～9（日）
3／14（金）～16（日）
3／13（木）～25（火）
3／14（金）～28（金）

蓬の会作品展
書道・墨彩画展
あの頃の時代（とき）が懐かし
い展
シュンラン展
ツバキ展
水彩画作品展
みろく伊勢型紙同好会展示会

蓬の会
森節子
笑うオヤジ青春かい（会）
？
春日井古典園芸同好会
春日井つばき愛好会
ふれあい水彩画同好会
みろく伊勢型紙同好会

15：00～ 16：00
16：05～ 17：05
18：30～ 19：30
19：35～ 20：35

火
（4／ 8～)
―
―
中級Ⅱ
中級Ⅰ

金
（4／ 11～)
初級Ⅰ
初級Ⅱ
―
―

水
（4／ 9～)
初級Ⅱ
初級Ⅰ
中級Ⅰ
初級Ⅱ

木
（4／ 10～)
初級Ⅱ
中級Ⅰ
初級Ⅰ
中級Ⅱ

時間
曜日

ところ レディヤンかすがい 鳥居松ふれあいセンター

アレルギーを持つ子どもと親の集い
とき▶3月13日（木）午前10時～正午　ところ▶
レディヤンかすがい　内容▶災害時の対策～ア
レルギー食品の備蓄について　対象▶アレルギ
ー（アトピー・食物アレルギー・ぜんそく）があ
る子どもとその保護者　※保護者のみの参加も
可　申し込み▶3月9日（日）までに、ファクスに
参加者全員の住所・氏名、子どもの年齢、電話
番号、除去食を書いて、春日井アレルギーの会・
杉山（☎・ＦＡＸ32－0516）へ
･･････････････････････････････････････････
自然農法セミナー
とき▶3月15日（土）午前10時～11時45分　とこ
ろ▶鳥居松ふれあいセンター　内容▶環境と人
に優しい農作物で健康増進を促すセミナー　定
員▶30人（先着順）　費用▶参加料100円　申し
込み▶3月4日（火）から、電話かファクス、Ｅメ
ールに催し名、住所、氏名を書いて、ＮＰＯ法
人ＭＯＡ自然農法春日井文化事業団・早矢仕
（☎・ＦＡＸ32－3868、Ｅメールvoodoochile－
67@snow.ocn.ne.jp）へ
･･････････････････････････････････････････
成瀬ひろみバレエスタジオ発表会
とき▶3月16日（日）①午後1時②午後5時（いずれ
も30分前開場）　ところ▶市民会館　内容▶第1
部…小品集、第2部…「パキータ」、第3部…創作
バレエ「シンデレラ」　入場料▶1000円　入場券
▶成瀬ひろみバレエスタジオで販売中　問い合
わせ▶成瀬ひろみバレエスタジオ（☎56－3416）
･･････････････････････････････････････････
根っこのこ子育てのつどい
とき▶3月18日（火）午前10時～11時30分　とこ

ろ▶レディヤンかすがい　内容▶子育て中の母
親の話を聞き、講師から子育てに関するさまざ
まなヒントやアドバイスをもらう「わが子への
接し方～だだをこねた時」　定員▶30人（先着
順）　申し込み▶3月4日（火）から、電話かファ
クスに催し名、住所、氏名、電話番号を書いて、
家庭倫理の会・市原（☎090－7697－0611、ＦＡＸ
052－736－5900）へ
･･････････････････････････････････････････
婦人会大会
とき▶3月27日（木）午後1時～3時30分　ところ
▶レディヤンかすがい　内容▶着付けサムライ
小平次による公演「辻斬りきもの着付体験」と、
各支部会員による舞台発表　問い合わせ▶市婦
人会協議会・遠山（☎82－6821）　
･･････････････････････････････････････････
姉妹都市市民の会「英会話講座（前期）」
とき▶4月～9月（週1回1時間）〈20回〉　内容▶外
国人講師から姉妹都市の概要や英会話を学ぶ　
費用▶受講料2万円（別途教材費要）、市民の会
年会費1000円　定員▶各10人（超えたときは抽
選）　申し込み▶3月14日（金）〈消印有効〉まで
に、往復はがき（1人1枚）に第2希望までのクラ
ス名・曜日・時間と住所、氏名（ふりがな）、電
話番号を書いて、〒486－8686春日井市役所文
化課内、姉妹都市市民の会事務局（☎85－6033)
へ　
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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

3／1

3／8

3／15

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

☎35－6877

☎85－0077

☎84－1811

☎84－3060

☎91－3755

☎82－2161

☎31－5252

☎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）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

あさひ病院（下原町）

田代クリニック（鳥居松町4）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

米本レディスクリニック（篠木町1）

山田産婦人科（柏井町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

3／2

3／9

健 康 3月1日～7日は子ども予防接種週間です3月1日～7日は子ども予防接種週間です

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。

　この週間は、4月からの入園や入学に備えて、保護者の皆さんが子どもに対する予防接種の関心を高め、
予防接種の接種率の向上を図ることを目的に実施されます。
　乳幼児は、発育とともに外出の機会が増え、病気に感染する危険性が高くなります。また、乳幼児は
大人と違い感染症に対して免疫がなかったり、基礎的な体力や、免疫力が低く病気にかかりやすいほか、
かかると重症になりやすいため、乳幼児期にさまざまな感染症に対する予防接種を実施しています。
　この機会に、保護者の皆さんは、今までに受けた予防接種に漏れがないかを母子健康手帳などで確認し、
予防接種や感染症についての正しい理解を深め、子どもの健康に役立てましょう。

予防接種の種類と時期については、市ホームページを見てください。
http://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/yobou/yobousessyu_list/syurui_jiki.html

●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 （＋2141）30万5231人
世帯数 12万866世帯 （＋2043）

（　）内は前年同日比

人口と世帯数の動き 〈平成20年2月1日現在〉

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6168）
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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

マダラチョウ科
アサギマダラ

　羽を広げると10㎝ほどで、胸部は黒く、白い点紋が散らばってい
ます。また、羽はほとんどりん粉がなく、黒かこげ茶色に青白い半
透明の斑紋が大小幾つかあります。雄だけに後羽の下方に黒褐色の
紋（性標）がありますので、容易に区別することができます。
　5月ごろより現れ、年に2～3回発生を繰り返します。ミカンやオ
カトラノオなどの花でみつを吸ったり、小枝に止まって休んでいる
ところを見ることができます。あまり羽ばたかず、ゆったりと気流に乗って飛行します。
　また、「渡り」をするチョウとしても有名で、東北地方から沖縄県にかけて、春に北上し、秋に南下します。
移動ルートを明らかにするため、羽の半透明のところを利用したマーキング調査も行われています。時
には2000㎞以上も移動することもあります。

然春 日 井 の 自

市民の誓いを表現した作品募集に、小中学生を中心に1994点の応募があり、選考の結果、次の皆さんの作
品が特別賞に選ばれました。

市民の誓い啓発ポスター特別賞が決定しました市民の誓い啓発ポスター特別賞が決定しました

「みんなで緑を育て　自然を守ろう」

高橋良佳（不二小4）
市長賞

「みんなで緑を育て　自然を守ろう」

山田明子（石尾台中1）
市教育委員会賞

「みんなで緑を育て　自然を守ろう」

松本智信（高座小3）
市議会議長賞

「勤労をとうとび　　　　　　　　
　　　　豊かなくらしをめざそう」

岩本有里子（中部中2）
市青少年問題協議会長賞

市民の誓い啓発ポスター入賞作品展市民の誓い啓発ポスター入賞作品展
特別賞4点、奨励賞16点、佳作49点を展示します。

2／ 29（金）～3／ 10（月）
3／ 12（水）～20（祝） 
3 ／ 22（土）～4／ 3（木）

市役所市民ホール
東部市民センター
西部ふれあいセンター

月　　日 と　こ　ろ

問い合わせ▶市民生活課（☎85－6616）
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