
　上条小学校で中部運輸局愛知運輸支局主催の下、「バリア
フリー教室」が開催されました。児童たちは、高齢者や障が
い者が公共交通機関などを利用する際の擬似・介助の体験を
通じてバリアフリーの理解やボランティアに関する意識を深
めていました。
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4月1日から市役所の組織が変わります！
水道事業の状況をお知らせします
「春日井市生活環境の保全に関する条例」を制定
しました
平成20年度前期市民講座
あなたの愛犬に登録と狂犬病予防注射を
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情報最前線
各種お知らせ
展示など
緊急医など

こんにちは赤ちゃん訪問事業がス
タートします！、夕張市へ職員を
派遣します

など



新しい制度に対応し、市民の皆さんに、より分かり
やすくするために、4月1日から市役所の組織を改
正します。主な変更点をポイントに沿ってお知らせ
します。
また、4月からの時間外取扱業務なども一部変更に
なりますので、注意してください。

　4月から老人保健制度に替わり、後期高齢者医
療制度が始まります。この制度の窓口として市民
経済部国保年金課に後期高齢者医療保険担当を設
置します。

後期高齢者医療制度に対応

ポ イ ン ト 1

①医療事故をはじめ、病院全体の安全体制を強化
するため、医療安全管理室を病院安全推進室に
改めます。
②給食に関する業務を診療体系に位置付けるため、
事務局医事課の給食担当を医務局技術部に移管
し栄養管理室とします。

医療体制を充実

4月1日から

市役所の組織が市役所の組織が

環境政策課
環境分析センター

事務局医事課
　　　　給食担当

医務局技術部
　　　栄養管理室

医療安全管理室 病院安全推進室

市民病院

【下水道部】
下水管理課
高蔵寺浄化センター
勝西浄化センター
南部浄化センター
下水建設課
河川排水課

【水道部】
監理課
工務課
配水管理事務所

上下水道部
市民経済部

　事業の効率化と経営の健全化を目指すため、水
道部と下水道部を統合し、上下水道部を設置しま
す。

部の統合により効率的な組織を整備

ポ イ ン ト 4

　生活環境の保全に関する条例の制定に伴い、都
市生活型公害や地球環境問題、事業所公害への対
応と監視指導を充実するため、環境部環境政策課
と環境分析センターを、環境政策課と環境保全課
に再編します。

多様化する環境問題に対応

ポ イ ン ト 3

ポ イ ン ト 5

環境部

環境政策課　総務担当・環境企画担当・空港対策担当
環境保全課　指導担当・監視調査担当・自然環境担当

国保年金課　後期高齢者医療保険担当

福祉課
介護保険課

　障害者自立支援法が施行されており、高齢者と
障がい者の福祉の窓口を分かりやすくするため、
福祉課と介護保険課を一部業務の移管も含め、高
齢福祉課、障がい福祉課、介護保険課に再編しま
す。

障害者自立支援法に対応し
分かりやすい窓口に

ポ イ ン ト 2

健康福祉部

高齢福祉課　　総務担当・高齢福祉担当・いきがい推
　　　　　　　　進担当
障がい福祉課　認定給付担当・障がい福祉担当
介護保険課　　管理担当・認定担当・地域支援担当

わります！わります！変

水道業務課

水道工務課

配水管理事務所

下水管理課

高蔵寺浄化センター

勝西浄化センター

南部浄化センター

下水建設課

河川排水課
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問い合わせ▶行政経営課（☎85－6063）

4月からの時間外取扱業務

業 務 内 容 時 間課 曜 日

水曜日

水曜日

日曜日

日曜日

毎月
最終の
日曜日

午後7時30分まで

市民課と同じ

午後7時まで

午前9時～正午、
午後1時～4時

【届出】
出生・死亡・婚姻などの戸籍の届出、転入・転居・
転出などの住民異動の届出（外国人は除く）、
印鑑登録申請
【証明など】
戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、
戸籍の附票の写し、住民票の写し、年金現況
証明書、住民票記載事項証明書、印鑑登録証
明書、登録原票記載事項証明書、母子健康手
帳の交付

【証明】
所得証明書、課税証明書、非課税証明書、扶
養証明書、事業所証明書

【納税相談・納税】
※5月・12月の相談日は、その都度広報春日井
でお知らせします。

午前8時30分～正午、
午後1時～5時
（第3日曜日、祝休日、
年末年始を除く）

市民税課【2階】

収納課【2階】

市民課【1階】

平成19年度から水曜日の時間外に試行していた市民税課、資産税課、収納課窓口での証明書の交付事務
は廃止します。

国保年金課　保険担当
国保年金課　年金担当

　国保年金課、生活医療課の担当の名称を分かり
やすいものに改めます。

担当の名称を分かりやすくします

ポ イ ン ト

　駐車場対策に関する計画立案・指導および路外
駐車場の届け出などに関することは、交通対策課
から都市政策課に所管が変わります。

①届出先が変わります

　ニュータウンの新たなまちづくりに向け、企画
課にニュータウン再生担当を設置します。

②ニュータウン再生担当の設置

　多文化共生プランの策定を受け、文化課の国際
交流担当を多文化共生担当に改めます。

③多文化共生担当の設置

そ の ほ か の 変 更 点6

市民経済部

国保年金課　国民健康保険担当
国保年金課　国民年金担当

生活医療課　医療担当健康福祉部

生活医療課　福祉医療担当
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水道事業は昭和32年4月の給水開始以来50年が経過し、平成18年度末での普及率は99.6％に達しています。
しかし、給水開始から昭和40年代に整備された多くの施設や管路などが老朽化し、大規模な更新が必要と
なっています。また、1人当たりの使用水量が減少する一方、災害時の安全性や味に対するニーズが一層高
まるなど、事業を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。

　水道事業では効率的な事業運営を主眼に人件費の抑制をはじめ、経費の削減に努めてきました。こうした
努力にもかかわらず、県から購入している浄水が平成12・14年度に値上げされたことや、施設整備に伴う減
価償却費の増加などにより、平成14年度以降は赤字となっています。

財政状況の推移

125

130

135

140

145

150

平成9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

(円)

料金収入

費　　用
147.2

134.8
132.6

135.2

2　水道水1㎥当たりの料金収入・費用の推移
　水道水1㎥当たりの料金収入は、この10年間135円/㎥前後とほぼ一定であるのに対し、水道水1㎥を作り各
家庭などへ届けるのに必要な費用は毎年上昇し続け、平成18年度には約147円/㎥となっています。平成18年
度ではこの差が約12円/㎥あり、必要な費用を料金収入で賄うことができない厳しい経営状況が続いていま
す。

1　収益・費用の推移

水道料金
94.4％

その他
14.9％

受水費（※）
31.6％

減価償却費等
25.9％

人件費
15.0％

委託料
12.6％

その他
5.6％

水道料金
95.9％

水道料金
96.6％

水道料金
96.3％

水道料金
95.9％

その他
11.5％

その他
10.1％

その他
9.1％

その他
9.5％

受水費
38.9％

受水費
43.0％

受水費
41.0％

受水費
40.0％

減価償却費等
28.0％

減価償却費等
28.4％

減価償却費等
31.9％

減価償却費等
32.8％

人件費
11.0％

人件費
8.6％

人件費
8.0％

委託料
10.6％

委託料
9.9％

委託料
10.0％

人件費
7.3％

委託料
10.4％

その他
4.1％

その他
3.4％

その他
3.7％

その他
4.1％

40億483万円

39億312万円
平成10年度

45億9488万円

45億8422万円

平成12年度

46億8783万円

48億2432万円
平成14年度

46億6380万円

48億4311万円
平成16年度

46億9726万円

49億5613万円
平成18年度

※県などから浄水を購入するための費用

純利益　1億171万円

純損失　2億5887万円

純損失　1億7931万円

純利益　1066万円

純損失　1億3649万円

5 10 15 20 25 30 4035 45 50
（億円）

上段：収益　下段：費用
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問い合わせ ▼監理課(☎85－6407)

平成9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

(億円)

△10

△8

△6

△4

△2

0

2

4

当年度純損益

当年度未処分利益剰余金・欠損金
9億3232万円9億3232万円9億3232万円

累積赤字

※△はマイナスを表わす

※「地域水道ビジョン」は、監理課、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、各公民館、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/suidouvision.html

　大変厳しい経営状況が続く中、水道事業
の現状と将来見通しを多角的視点から分析
･評価し、事業の目指すべき将来像を実現
するため、平成19年10月「春日井市地域水
道ビジョン」を策定しました。
　このビジョンでは、今後10年間の課題に
対して、4つの施策目標を掲げ、達成度を
検証しながら各施策を進めていくこととし
ています。

春日井市地域水道ビジョンの策定 水道の明るい将来のために

　水道事業の経営改善の方策について検討
していただくため、平成19年7月に市民の
代表者や有識者などで構成する「春日井市
水道事業運営研究会」を設置しました。平
成20年1月、この研究会から、業務委託化
の推進などの経営努力に対して一定の評価
をいただく一方、県水受水費の在り方や適
切な施設整備、適正な収益の確保など、今
後の事業経営の健全化に向けての提言を受
けました。

「春日井市水道事業運営研究会」からの提言など

　事業の経営健全化に向け、研究会での提
言・意見や、水道ビジョンに掲げる施策目
標をもとに、「水道中長期財政計画」を策定
し、料金制度の検討を含めた収益の改善を
目指すとともに、さらに経費削減に努めて
いきます。
　また、老朽化した施設の保全についても、
「中長期施設整備計画」を策定し、施設更新
や適切な維持管理に努めていきます。
　今後も、事業の円滑な運営を計画的に行
い、安全な水の安定した供給を続けていき
ます。

提言などを踏まえた計画の策定

施策目標 計画の策定

●良質な水の確保
●安定供給の持続
●危機管理体制の強化・充実

安心できる水の供給

●お客様サービスの向上
●水道情報の充実

サービスの拡充

●経営基盤の強化
●技術基盤の確保

運営基盤の強化

●環境負荷の低減
環境への配慮

水質管理計画

中長期財政計画

危機管理計画

中長期施設
整備計画

3　損益の推移
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事業所の公害
を防止します

地球環境の保全
を目指します

都市生活型公害
を防止します

市　

民

市

事
業
者

施 策 の 実 施 お よ び 市 民 ・ 事 業 者 へ の 支 援

近年、生活様式などの変化により、生活排水による河川の水質汚濁や生活騒音などの「都市生活型公害」が問
題となっています。また、オゾン層の破壊や地球温暖化などの「地球環境問題」も緊急の課題です。そのよう
な状況を受けて制定されたこの条例は、市民・事業者・市の責務を明確にし、それぞれが環境への負荷の低減・
公害の防止に自主的に取り組むことにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的としています。7
月1日からの施行に先立ち、この条例の概要を紹介します。

●生活排水対策
•生活排水による水質汚濁の
防止
•合併処理浄化槽への転換
 
●生活環境への配慮
•騒音または振動による生活
環境への配慮
•商業施設の利用者の義務
•悪臭による生活環境への配
慮
•屋外燃焼行為の禁止

●地球温暖化の防止など
•温室効果ガスの排出抑制
•オゾン層の保護
•酸性雨の発生の抑制

●省資源および省エネルギー
•資源およびエネルギーの有
効利用
•水利用および水循環
•環境物品の購入の推進
•環境管理の推進

●自動車の使用に伴う環境へ
の負荷の低減
•自動車公害の防止
•アイドリング・ストップ
•低公害車の購入の推進
•公共交通機関の利用の促進

●公害などの防止対策
•排水に関する基準
•着色水、油の流出の防止
•土砂の流出の防止
•騒音、振動、悪臭の防止
•資材の適正管理

●土壌および地下水の汚染の
拡散の防止
•建物の除却時の調査
•土地の売却時の調査

●環境保全に関する協議など
•事前協議
•協定の締結

●事故時の措置

•事業者への規制・指導
•事前協議、協定の締結

•周知、啓発
•指導、助言

•情報の提供
•地球温暖化の防止策の実施
•環境物品の調達

「春日井市生活環境の保全に関する条例」「春日井市生活環境の保全に関する条例」
を制定しましたを制定しました

「春日井市生活環境の保全に関する条例」
を制定しました

「春日井市生活環境の保全に関する条例」
を制定しました

条例の体系
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事故時などの危機管理
をしましょう。

アイドリング・ストップを
実践しましょう。

オゾン層の保護のため、
冷蔵庫やエアコンなどを廃棄する時は

家電小売店へ適正に
引き渡しましょう。

良好な生活環境の確保
※条例は、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/kankyou/kankyo/index.html
この条例についての解説は、順次広報でお知らせします。

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6217）

テレビやピアノなどの騒音により
周辺の生活環境を

損なわないようにしましょう。

節電、節水などに努め、
環境に優しい
ライフスタイルを
実践しましょう。

「春日井市生活環境の保全に関する条例」
を制定しました

市民・事業者による取り組み例

ドラム缶などでのごみの焼却は
禁止されています。

合併処理浄化槽への
転換を図りましょう。

商業施設の駐車場などで
騒いだりせず

付近の静穏を守りましょう。

公共交通機関を
利用しましょう。

エコドライブに
努めましょう。
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対　象

▲

市内在住か在勤、在学の人
申し込み

▲

４月１日（火）〈必着〉までに、往復はがき（１講座につき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、各施設へ　※託児付き講座（２歳以上の未就学児）の託児希望者と親子講座は、子ど
もの氏名（ふりがな）・年齢を記入。持ち物が購入可の講座の購入希望者は、「購入希望」と記入

※応募者全員に４月８日（火）以降に案内を発送します。定員を超えた講座については、４月４日（金）に各施設で抽選
を行います。

（�３１－３５２２）西本町１－１５－１〒４８６－０９５８味美ふれあいセンター（�３３－１１１１）柏原町１－９７－１〒４８６－０９１３中 央 公 民 館
（�５１－０００２）高蔵寺町３－２－１〒４８７－００１３高蔵寺ふれあいセンター（�８４－７０７１）町屋町３６１０－１〒４８６－０８０９鷹 来 公 民 館
（�８５－７８７８）下条町６６６－６〒４８６－０９２３南部ふれあいセンター（�３２－８９８８）知多町４－６４－１〒４８６－０９４７知 多 公 民 館
（�３３－０８０８）宮町３－８－２〒４８６－０９０４西部ふれあいセンター（�８８－５５５５）坂下町４－２５０－１〒４８０－０３０５坂 下 公 民 館

（�９２－８５１１）中央台２－２－１〒４８７－００１１東部市民センター

備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�森和彦　�７０人　�２０００
円

１３：３０～
１６：００

４／２８～８／４の
月曜日（８回）

クラシック音楽をたのしむためのち
ょっといい話、ためになる話

クラシック音楽の
寺子屋

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー

�川地貞子　�４０人　�
２０００円

１３：３０～
１５：００

５／８～８／２８の
木曜日（８回）

海外旅行に役立つ表現をやさしく学
ぶ英会話入門

�村中治彦　�５０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／９～８／２２の
金曜日（８回）

江戸時代の名古屋と信州を結ぶ街道
の史跡や伝説を学ぶ街道と旅（下街道）

�井坂津矢子　�２５人　�
２０００円　�バスタオル

１０：００～
１１：３０

５／１２～６／３０の
月曜日（８回）

足心ヨガで体と心を癒やす足心ヨーガで健康
作り

�嘉藤久美子　�８４人　�
２０００円　�新潮社・源氏物
語六（ない人は３３６０円で購
入可）

１０：００～
１１：３０

５／１４～８／２７の
水曜日（８回）

女流古典文学の代表作である源氏物
語の「幻」を読む源氏物語の世界

�大西有子　�２０人　�
１５００円　�３３００円　�タオ
ルハンカチ、綿エプロン

１３：３０～
１５：００

５／１５～８／７の
木曜日（６回）

トンボ玉ペンダント、ネックレス、
ストラップなど５点を作る

ガラス工芸にチャ
レンジ（バーナー
ワーク）

�加藤信男　�５０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／２～８／１５の
金曜日（８回）

万葉人のまなざし・歌と作者に触れ
る万葉集のこころ

鷹

来

公

民

館

�熊谷江里子　�５０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／８～６／２６の
木曜日（８回）

初心者向けエアロビクス・ストレッ
チ運動

ソフトエアロビク
ス

�小林和子　�２０人　�
２０００円　�７５００円　�はさ
み、タオル、エプロン、３０
�定規、目打ち、古歯ブラ
シ（平面歯）、クリップ、カ
ッターナイフ

１３：３０～
１５：３０

５／１３～８／５の
火曜日（８回）

しゃれた折りたたみバッグと胸元を
飾るブローチを作る

レザークラフト教
室

�森まさし　�４０人　�
２０００円　�岩波文庫「今昔
物語集」本朝部（中）〈ない人
は９０３円で購入可〉

１４：００～
１５：３０

５／１７～８／１６の
土曜日（８回）

平安時代説話集（偉人名工伝など）を
学ぶ今昔物語集

�NPO法人けやきフォー
ラム　�２０人　�４０００円　
�２００円

９：３０～
１１：３０

５／２０～８／１９の
火曜日（８回）

ワード・エクセルを学ぶ
パソコン初級講座

�けんこうのわ碧の木　�
２～４歳児とその保護者　�
３５組

１０：００～
１１：３０

５／２１～９／１７の
水曜日（８回）

遊びなども交えて、スキンシップを
楽しみながら体操をするお母さんと一緒に

体操ゲーム

�…講師　�…対象　�…定員　�…受講料　�…教材費　�…持ち物
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備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�岩田鎭人　�４０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／２～８／２９の
金曜日（８回）

漢字の成り立ちを調べ、日本の文化
を知る漢字の成立ち

知

多

公

民

館

�重光美代　�２０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／８～８／２８の
木曜日（８回）

心肺機能を高め、血液の循環や代謝
を促進させ、心と体をリフレッシュ
する

ソフトエアロビク
ス

�石原みち代　�２０人　�
２０００円　�６０００円　�２０�
四方の持ち帰り用の箱、エ
プロン、ふきん、三角巾　※
託児は８人まで

９：３０～
１１：３０

５／９～８／２２の
金曜日（８回）

ハムロール、スイーツ、ママの味の
イタリア料理など、楽しいレシピで
バラエティに富んだ料理を作る家庭の幸せレシピ

（託児付き）

�市聴覚障害者福祉協会　
�３０人　�全日本聾唖（ろ
うあ）連盟出版局「新手話教
室入門」（ない人は１２００円で
購入可）

１０：００～
１１：３０

５／１０～９／１３の
土曜日（１０回）

手話を学びながら、聴覚障がいがあ
る人への理解を深める

やさしい手話

�村中治彦　�４０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／１３～８／２６の
火曜日（８回）

旧石器、縄文、弥生、古墳時代と壬
申の乱までの史跡を中心に市内の古
代史を学ぶ

春日井の古代史探
訪

�けんこうのわ碧の木　�
２歳以上の未就園児とその
保護者　�３５組

１０：００～
１１：３０

５／１４～８／２７の
水曜日（８回）

親子が一緒になって、体操やゲーム
を通じて、集団への解け込みと友達
づくりを覚える

親子ふれあい体操

�犬塚敏彦　�２０人　�
２０００円

１０：３０～
１２：００

５／８～６／２６の
木曜日（８回）

健康生活を増進し、団塊の世代の新
たな可能性と活動の場を広げ、家族
にも喜ばれる整体術を学ぶ

無理なく身体の歪
みを治し健康に暮
らす整体術

坂

下

公

民

館

�新川麗水　�３２人　�
２０００円　�筆ペン、墨汁、
墨と硯など使いたいもの、
練習用紙

１０：００～
１１：３０

５／１０～６／２８の
土曜日（８回）

筆ペンで気軽な手習い。生活の書を
楷書（かいしょ）や草書でスラスラ
と！パソコンに負けないあて名書き
も習得する

筆ペンで気楽に始
める大人の寺子屋
「書のまちかすが
い」

�桑原恒和　�３５人　�
２０００円

１０：３０～
１２：００

５／１１～６／２９の
日曜日（８回）

イタリア諸都市の美術作品の見所を、
簡単な旅行会話も楽しみながら学ぶ

クロスカルチャー
「イタリア美術と
イタリア語」の旅

�小林義美　�２４人　�
２０００円　�そろばん（ない
人ははがきに明記）

１０：００～
１１：３０

５／１３～９／９の
火曜日（７／２３の
み水曜日）〈８回〉

指先を使い脳を刺激、活性化し記憶
力・思考力を向上させ脳を若返らせ
るそろばんをゆっくり学び直す

電卓より速いぞ！
あの懐かしい「そ
ろばん」をもう一
度

�近藤真由美　�２０人　�
２０００円

１４：００～
１５：３０

５／１４～７／２の
水曜日（８回）

東洋医学の考え方と体が楽になる
「フット・リフレクソロジー」の基本
的なテクニックを学ぶ

東洋医学ときょう
から役立つ「足つ
ぼ」講座

�曲愛弟　�２４人　�２０００
円　�７２００円　�エプロン、
ふきん、持ち帰り用の容器

１０：００～
１３：００

５／１５～９／１８の
木曜日（８回）

韓国・台湾料理の味を引き立てる秘
伝のこつを学ぶ。料理好きな男性に
も最適

韓国・台湾の家庭
料理を楽しく味わ
う

�小川ひろ子　�４０人　�
１５００円　�３０００円

１０：００～
１１：３０

５／１１～６／２２の
日曜日（６回）

香りの世界を一緒に楽しむ心静かに香を聴く
味
美
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

�小島まゆみ　�８か月～１
歳未満児（受講開始時点で）
とその母親　�１２組　※子
どもの名前と生年月日も書
いて

１０：００～
１２：００

５／１３～６／３の
火曜日（４回）

タッチケアで子育てを楽しむ
親子で楽しむベビ
ーマッサージ（５月
期）

�小島まゆみ　�３～７か月
児（受講開始時点で）とその
母親　�１２組　※子どもの
名前と生年月日も書いて

１０：００～
１２：００

６／１０～７／１の
火曜日（４回）親子で楽しむベビ

ーマッサージ（６月
期）

�佐藤重夫　�２５人　�
１５００円　�１０００円　�絵の
具、パレット、小筆、彩色
筆、筆洗い

１３：３０～
１５：３０

５／１３～７／２２の
火曜日（６回）

毎回旬の果物や花などを題材に個性
を生かした絵手紙を描く絵手紙でまごころ

を伝える

9



備　　　　　考と　　　　き内　　　　　容講　座　名

�丹羽省吾　�３０人　�
１５００円　�５００円　�デジ
タルカメラ、ノートパソコ
ン（ある人のみ）

９：３０～
１１：３０

４／２４～５／２９の
木曜日（６回）

デジタルカメラの基礎知識と撮影の
基礎を学ぶデジタルカメラ撮

影入門

中

央

公

民

館

�NPO法人けやきフォー
ラム　�２０人　�４０００円　
�２００円

９：３０～
１１：３０

５／１１～６／２９の
日曜日（８回）

ワード・エクセルとデジタルカメラ
写真の編集について学ぶ初めてのパソコン

講座

�ブンドック・アナスター
ジャ　�４０人　�２０００円　
�伊和・和伊辞典（ある人の
み）

１４：００～
１５：３０

５／１１～６／２９の
日曜日（８回）

イタリア語の文法で過去、現在、未
来形までを学ぶゆっくり学ぶイタ

リア語基礎文法

�加藤太恵　�１５人　�
２０００円　�着物、下着、半
巾帯、名古屋帯、袋帯、帯
揚げ、帯締め、帯板、襟芯、
帯枕、腰ひも５本、伊達締
め２本、クリップ３個、足袋、
タオル３本

１９：００～
２０：３０

５／２０～７／８の
火曜日（８回）

着物の基礎を習い、一人で着られる
までを学ぶ

きもの着付入門

�大島ひろ絵　�３０人　�
１７５０円　�上靴

１０：００～
１１：３０

６／６～７／１８の
金曜日（７回）

夏に向けて呼吸法と簡単な体操で代
謝を促しやすい心身をつくる

初夏の呼吸法とバ
ランス体操

�春日井川添太鼓愛好会　
�３０人　�１５００円　�５００
円

１０：００～
１２：００

６／８～７／１３の
日曜日（６回）

盆踊り曲を打つ
和太鼓入門

�村中治彦　�６０人　�
２０００円

１０：００～
１１：３０

５／７～８／２０の
水曜日（８回）

夢と希望を抱いて新しい近代社会を
開いた郷土の先覚者の足跡を学ぶ春日井の近代史話高

蔵
寺
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�伊藤美紀　�３０人　�
２０００円　�３０００円　�はさ
み

１０：００～
１１：３０

５／８～８／２８の
木曜日（８回）

あじさいのブローチ、わらじの根付
など４作品を作る簡単ビーズアクセ

サリー

�武田みどり　�４０人　�
２０００円　�上靴　※託児は
６人まで

１３：３０～
１５：００

５／１２～６／３０の
月曜日（８回）

筋肉をほぐし、リラックス効果・心
のリフレッシュ・身体の不調の改善
・シェイプアップなどを目指す

健康ヨガ（託児付
き）

�大石公也　�２歳以上の
未就園児とその保護者　�
各３０組　�上靴　※◯１ ◯２ の
別も書いて

◯１ １０：００
～１０：５０ 
◯２ １１：１０
～１２：００

５／９～６／２７の
金曜日（８回）

ゲームなどを通して集団への解け込
みと友達づくりをするふれあい親子体操

◯１ ◯２ 
南
部
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�いのぐち泰子　�６０人　
�２０００円　�岩波文庫「平
家物語（２）、（３）」〈ない人は、
（２）は８４０円、（３）は９０３円で
購入可〉

１０：００～
１１：３０

５／１０～８／２３の
土曜日（８回）

入道死去（奈良炎上、平安京への還
都の苦悩の中、平清盛は「あつち死
に」をする。）の場面を読む平家物語

�大塚和美　�２４人　�
１５００円　�３５００円　�エプ
ロン、バンダナ（頭髪押さ
え）、ふきん２枚

９：３０～
１２：００

５／１４～７／２３の
水曜日（６回）

季節の食材を使った薬膳料理で健康
管理を学ぶ薬膳料理教室

�野村豊乃　�２０人　�
２０００円

１０：００～
１２：００

４／２０～７／１３の
日曜日（８回）

洋服で気軽に踊れる民踊（郡上踊り
や手ぬぐいを使う踊り、フォークダ
ンスなど）を初歩から学ぶ

やさしいスポーツ
感覚で踊る！楽し
い民踊

西
部
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

�富田奈緒子　�２４人　�
２０００円　�５８００円　�ハン
ドタオル

１３：００～
１４：３０

５／８～６／２６の
木曜日（８回）

足を引き締めるジェルや化粧水、ス
クラブソルトなどを作り、美と健康
に効果的なマッサージの手法を学ぶ
※ハーブティータイム付き

キレイは内側か
ら！アロマテラピ
ーで自分磨き

�山下里恵　�平成１８年４
月１日以前生まれの未就園
児とその保護者　�各４５組
�上靴　※◯１ ◯２ の別も書い
て

◯１ １０：００
～１０：４０ 
◯２ １１：００
～１１：４０

５／１４～７／２の
水曜日（８回）

音楽で遊びながら、子どもの能力を
引き出したり協調性を身に付け、友
達づくりをする親子で楽しくリト

ミック！◯１ ◯２ 
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問い合わせ▶環境政策課（☎85－6279）

狂犬病予防のために、犬の飼い主には年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。各会場で予防注
射を行いますので、利用してください。会場へは、ふんの始末ができる用意をして、綱などにつないで扱
い慣れた人が連れて来てください。飼い主が犬を制止できないときは、注射ができないこともあります。

対　象▶生後91日以上の犬
費　用▶○予防注射3300円(注射料2750円、注射済票交付手数料550円)○登録と予防注射6300円(登録手

数料3000円、注射料2750円、注射済票交付手数料550円)
※新たに未登録の犬を飼い始めた場合は、登録と予防注射が必要です。平成7年4月1日以降に登録され
た犬の飼い主には、「狂犬病予防注射実施・登録確認通知書」を郵送しますので、会場へ必ず持ってき
てください。また、飼い犬の死亡や所在地の変更、飼い主の変更などが生じた場合は、環境政策課へ
連絡してください。

犬の登録・注射日程と会場
月　日 時　間 と　こ　ろ

4/7(月)

  9:30 ～ 10:15
10:45 ～ 11:30
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:45

玉野農村婦人の家(玉野町)
堂須公園(押沢台1)
細野公民館(細野町)
東部市民センター

4/8(火)

  9:30 ～ 10:30
11:00 ～ 11:30
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

尾張中央農協堀ノ内支店（堀ノ内町）
春見公園(春見町)
天王公園(若草通5)
勝川駅南公園(松新町6)

4/9(水)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

上条区集会所（上条町8）
水林公園（鳥居松町1）
徳農学習等供用施設（神明町）
西高山町公民館（西高山町3）
大手公民館（大手町4）

4/10(木)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:10
14:40 ～ 15:10

内津駐在所前（内津町）
西尾公民館（西尾町）
尾張中央農協明知支店（明知町）
神屋町公民館（神屋町）
大洞公園（藤山台4）

4/11(金)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:15
11:45 ～ 12:15
12:45 ～ 13:15
14:45 ～ 15:15

八田公民館（八田町2）
尾張中央農協春日井支店（宮町）
味美町学習等供用施設（味美町3）
地蔵ケ池公園（勝川町1）
道風公園（松河戸町）

4/14(月)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

上田楽運動広場（上田楽町）
六軒屋公園（六軒屋町5）
総合福祉センター
弥生公園（弥生町2）
勝川南部学習等供用施設（勝川町3）

4/15(火)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:15
13:45 ～ 14:45

かすが台中央公園（坂下町7）
廻間公民館（廻間町）
後田公園（高森台3）
水辺公園（岩成台小西）

月　日 時　間 と　こ　ろ

4/16(水)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:00
11:30 ～ 12:00
12:30 ～ 13:00
14:30 ～ 15:00

善光寺橋公園(西山町4)
桃山区民会館(桃山町2)
尾張中央農協田楽支店(田楽町)
牛山北部学習等供用施設(牛山町)
牛山南部学習等供用施設(牛山町)

4/17(木)

  9:30 ～ 10:15
10:45 ～ 11:15
11:45 ～ 12:15
12:45 ～ 13:15
14:45 ～ 15:15

大留下公民館(大留町5)
神領住宅集会所(神領町)
松本公民館(松本町2)
大泉寺公民館(大泉寺町)
桃花園自治会集会所(東山町5)

4/18(金)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:15
11:45 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

美しが丘東公園(神屋町)
坂下区公会堂(坂下町3)
ネオポリス中央公園(神屋町)
欅ケ丘集会所(坂下町5)

4/21(月)

  9:30 ～ 10:15
10:45 ～ 11:30
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

東野公民館(東野町7)
下市場公民館(下市場町2)
小木田神社(小木田町)
春日井保健所

4/22(火)

  9:30 ～ 10:15
10:50 ～ 11:20
12:00 ～ 12:40
14:10 ～ 14:40

高蔵寺ふれあいセンター
外之原中公民館(外之原町)
繁田公園(気噴町北2)
北ノ坪公園(出川町5)

4/23(水)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:15
11:45 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

二子山公園(二子町2)
味美ふれあいセンター
如稲学習等供用施設(如意申町4)
南下原公民館(南下原町)

4/24(木)

  9:30 ～ 10:00
10:30 ～ 11:30
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

木附農業研修施設(木附町)
石尾公園(石尾台2)
白山公会堂(白山町8)
出川公園(不二ガ丘2)

4/25(金）

  9:30 ～ 10:00
10:45 ～ 11:15
12:00 ～ 12:30
14:00 ～ 14:30

味美ふれあいセンター
総合福祉センター
東部市民センター
高蔵寺ふれあいセンター

11



12

I N F O R M A T I O N情報最前線

二子山公園 

地蔵川
 

落合公園 

坂下神社 坂下神社 坂下神社 

グリーンピア春日井 
伊多波刀神社 伊多波刀神社 伊多波刀神社 

王子町 王子町 王子町 

ふれあい緑道 

尾
張
広
域
緑
道 

新
繁
田
川 

市内で楽しめるサクラ

迷惑駐車はやめましょう。

　サボテンフェア
　さくらまつりに合わせて、美しい花を咲かせ
たサボテンの展示や即売を行います。
と　き▶4月5日(土) ～ 6日(日)午前10時～午後4

時(雨天決行)
ところ▶落合公園グラウンド
問い合わせ▶経済振興課(☎85－6244)

　さくらまつり
月　日▶4月1日(火) ～ 7日(月)
ところ▶落合公園(駐車場は午前7時～午後10時

30分)　※バーベキューは禁止
問い合わせ▶経済振興課(☎85－6244)

　市の花「さくら」写生大会作品募集
内　容▶サクラが咲いている市内の風景を四つ切

り画用紙に写生した作品　※作品の返却
は不可

対　象▶市内在住の小中学生
申し込み▶4月21日(月)〈必着〉までに、作品の裏に

住所、氏名、学校名と新学年、電話番
号を書いて、公園緑地課(☎85－6281)へ

研修を受けた家庭訪問員「こんにちは赤ちゃん隊」が
訪問して、育児の不安や悩みなどを聞き、子育て支
援に関する情報提供や健診・教室などの案内をします。

対　象▶市内の生後2～4か月の赤ちゃんがいる家庭
訪　問▶こんにちは赤ちゃん隊が2人1組で、5月から

平日の昼間に訪問
案　内▶平成20年3月生まれの赤ちゃんから、生後1

か月になる月に、順次はがきを送付

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6170）

こんにちは赤ちゃん訪問事業がスタートします！こんにちは赤ちゃん訪問事業がスタートします！こんにちは赤ちゃん訪問事業がスタートします！こんにちは赤ちゃん訪問事業がスタートします！こんにちは赤ちゃん訪問事業がスタートします！

訪問日の事前連絡はしません。
赤ちゃんが2～4か月の間に、身分証を
携帯した家庭訪問員が伺います。

案内はがき
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夕張市

函館市

札幌市

稚内市

釧路市

夕張市はこんなまち
人口約1万2000人で、かつて
炭鉱のまちとして栄えまし
た。平成19年3月に財政再建
団体となり、平成36年度まで
に約353億円の赤字を解消す
るため、財政を再建中です。

夕張市へ職員を派遣します夕張市へ職員を派遣します夕張市へ職員を派遣します夕張市へ職員を派遣します夕張市へ職員を派遣します
市ではこれまでにも、広い視野と高度な行政運営能力・専門能力を養成するため、国や県に職員を派遣し
てきました。
平成20年度は、厳しい環境の下でさまざまな経験を通して職員の意識改革、資質の向上を図るとともに、
研修の成果を市の組織風土改革の推進に生かしていくために、財政再建に取り組む北海道夕張市へ職員を
派遣します。
派遣職員▶健康福祉部福祉課主査・神戸洋史(平成7年度採用)
派遣期間▶4月1日～平成21年3月31日(1年間)

問い合わせ▶人事課(☎85－6022)

国体やインターハイと並んで、高校剣士が憧れる全国
高等学校剣道選抜大会が春日井で開催されます。全国
各地から予選を勝ち抜いた男女各48校が集結し、天
翔旗を目指して熱戦を繰り広げます。ぜひ、応援して
ください。

と　き▶3月27日(木) ～ 28日(金)
予選リーグ…27日(木)午前10時から
決勝トーナメント…28日(金)午前9時から

ところ▶総合体育館

問い合わせ▶生涯学習スポーツ課(☎85－6451)

3月27日3月27日(木)～28日～28日(金)3月27日(木)～28日(金)

　夕張市は財政破たんし、
想像を超える非常に厳しい
状況だと思いますが、現地
での経験を積むことで、人

格、勇気、前向きな姿勢、不屈の精神など
を磨いてきたいです。また、まちづくりに
貢献できるよう、地域との触れ合いを大切
にしつつ、人と人の懸け橋となるような役
割を少しでも担えればと思っています。
　春日井市民への説明責任を胸に刻み、組
織風土改革、将来の春日井市のために自分
の人生を捧げる覚悟で頑張ってきます。

派遣に当たっての抱負
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問い合わせ▶下水管理課(☎85－6349)

該当区域
町・丁目界

市民病院では、外来診療で毎日約1500人が受診し、待ち時間の短縮が求められています。その対策の一
環として、事前予約を取っていただくことや地域のかかりつけ医との連携事業などを進めています。

事前予約のお願い
○病状が緊急でない場合
　原則として前日までの予約制とします。ただし、
今までに市民病院にかかったことのない人(新規患
者)は予約できませんので、当日、総合受付で手続
きしてください。　※新規患者であっても、他の医
療機関の紹介状を持って受診する人は、その医療機
関を通じて予約することができます。
予約専用電話▶☎57－0048
予約受付時間▶月～金曜日(祝休日を除く)午前9時

～午後3時
○病状が緊急の場合
　当日、総合受付か救急受付に来てください。
代表電話▶☎57－0057
診療受付時間▶月～金曜日(祝休日を除く)午前8時30

分～ 11時30分　※救急に限り24時間診療

地域のかかりつけ医との連携
　市民病院では、医療連携室を設置し、かかり
つけ医からの検査機器の予約や診療の紹介・予
約を受け付けています。また、市民病院で診療
を受け、病状の安定してきた人は、近くのかか
りつけ医で日常の管理をしていただくなど、相
互の役割分担を図っています。

問い合わせ▶医事課(☎57－0080)

「かかりつけ医」とは、あなたや家族の病気の
ことについてよく知っている身近な医療機関
のことです。今かかっている病気やこれまで
にかかった病気、何の薬を飲んでいるかなど
普段からかかりつけ医に相談していれば、い
ざという時に適切な判断と最適な診療を受け
ることができます。

生
地
川

松原小学校

八
田
川

東野町西２丁東野町西２丁目東野町西２丁目

池合東
公園公園
池合東
公園

東野町西１丁東野町西１丁目東野町西１丁目

三ツ又ツ又
ふれあいふれあい公園公園
三ツ又
ふれあい公園

東野町西２丁目
の一部

ふれ
あい

緑
道

ふれ
あい

緑
道

文

東野町東野町６丁目丁目東野町６丁目
東野町７丁目東野町７丁目東野町７丁目

東野町３丁目
の一部

国道
19
号線

中島公園中島公園中島公園

　3月31日(月)から下図の区域で、宅地内の生活排水などを公共下水道に接続できる
ようになります。この区域内では法の規定で、し尿浄化槽便所は速やかに、くみ取
り便所は3年以内に、公共下水道に切り替えなければなりません。なお、切り替え費用の一部を無利息で
貸し付けする制度がありますので、この制度を活用し、公共下水道へ切り替えてください。また、供用開
始済みの区域内に新築する建築物は、公共下水道に接続しなければ建築できません。

N

「スイスイ」
(下水道マスコットキャラクター )
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国民健康保険制度について
国民健康保険退職者医療制度の廃止
　国の医療制度改革に伴い、4月から退職者医療
制度が廃止になり、国民健康保険退職者医療制度
に加入している65歳以上の人は保険証が変更にな
ります。　※経過措置として、平成26年度まで65
歳未満の人を対象とした退職者医療制度は存続し
ます。
70～74歳の人の自己負担割合の据え置き
　70 ～ 74歳(既に3割負担の人、後期高齢者医療
制度の対象となる一定の障がい認定を受けた人は
除く)の人は、4月から平成21年3月までの1年間、
医療機関での窓口負担が1割に据え置かれます。

※いずれも、対象者には3月下旬に、新しい保険
証(世帯主あて)や国民健康保険高齢受給者証を郵
送します。記載に誤りがある場合や不明な点など
がある場合、3月31日(月)までに届かない場合は、
問い合わせてください。また、新しい保険証、受
給者証が届いたら、古いものは市役所、坂下出張
所、東部市民センター、味美・高蔵寺ふれあいセ
ンターのいずれかへ返却するか、破棄してくださ
い。
問い合わせ▶ 国保年金課(☎85－6158)

動脈硬化外来の予約受け付け
　市民病院では、動脈硬化の早期診断と治療方針
の決定、治療後の再発を防ぐため、血管外科の医
師が診療・診断などを行い、超音波検査士が脳血
流や足の動脈血流などを検査する動脈硬化外来の
4月～ 9月分の予約受け付けを開始します。
と き▶ 毎週水曜日午後1時～ 4時30分(予約制)
対 象▶ 生活習慣病などで治療中の人
申し込み▶ 3月19日(水)から、予約専用〈☎57－0048、

月～金曜日(祝休日を除く)午前9時～午
後3時〉へ

問い合わせ▶ 医事課(☎57－0080)

町名等審議会の公開
と き▶ 3月24日(月)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(超えたときは抽選)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6268)

コミュニティ助成
　自治総合センターによる宝くじの助成金で、六
軒屋コミュニティ推進協議会の備品を整備しまし
た。
問い合わせ▶ 市民活動推進課(☎85－6617)

4月の献血
とき ところ

5(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
12(土)10：00～ 16：00 ユーストア中切店

19(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ第5駐車場(ジャン
ボエンチョー前駐車場)

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)

各種健康診査の案内の変更
　4月から基本健康診査の廃止に伴い、誕生日月
の前月に発送している｢各種健康診査のご案内｣の
名称を｢各種がん検診等のご案内｣に変更します。
　それに伴い、4月～ 5月生まれの人の案内は5月
中旬に発送する予定です。6月生まれ以降の人の
案内は、順次広報でお知らせします。
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6172)

就学でお困りの家庭に給食費などを援助
　経済的な理由で、小中学校への就学が困難な家
庭に対して、就学援助の制度があります。受給申
請書を提出し、認定された場合は給食費や学用品
費などの援助が受けられます。
対 象▶ 次のいずれかに該当する世帯○生活保護

が停止か廃止された○市民税が非課税か
減免された○国民年金の掛け金か国民健
康保険税が減免された○児童扶養手当の
支給を受けた○そのほか、特別な経済的
事情がある

申し込み▶ 在学の小中学校へ
問い合わせ▶ 学校教育課(☎85－6442)

市特定健康診査等実施計画を策定
　平成18年に成立した医療制度改革関連法の中
で、糖尿病などの生活習慣病を中心とした疾病予
防を重視する考え方が打ち出され、これに伴い、
4月から国民健康保険など医療保険者に、内臓脂
肪症候群の該当者や予備群を減少させることを目
的に、特定健康診査・特定保健指導の実施が義務
付けられました。これを踏まえ、市では、新たな
制度の効果的な実施を図るために｢春日井市特定
健康診査等実施計画｣を策定しました。計画書は、
国保年金課、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、各公民
館、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/
zei/kokuho/tokuteikenshin/jisshikeikaku.html
問い合わせ▶ 国保年金課(☎85－6156)



16

河川浄化モデル地区の活動費を助成
　市内を流れる河川の水質汚濁監視や生活排水対
策事業などを積極的に行っている地区に、活動費
の一部を助成します。
対 象▶ 3分の2以上が河川周辺に住所がある100

世帯以上の町内会などの地域団体
申し込み▶ 4月7日(月)までに、環境政策課(☎85－

6217)へ

すみれ塚俳句・短歌優秀作品が決定
　内々神社境内にある投句ポストに俳句128句、
短歌28首の応募があり、次の優秀作品が選ばれま
した。
俳句(一般)▶ (梶田悦堂選)
 ○｢すべらずの松の一樹に満つ淑気｣坂野

真砂子(一宮市)○｢神の池あるじ顔して
春の鯉｣山瀬守男(藤山台)○｢也有句碑見
て万緑のすみれ塚｣江川貞代(名古屋市名
東区)○｢久方の内内まいりや蝉の声｣安
部春枝(小牧市)○｢木の実落つ内々の宮
の登り竜｣佐藤みさ子(名古屋市守山区)
○｢紅葉散る磴ふみしめつすみれ塚｣原科
枝未子(気噴町)○｢日輪に指みなひらく
大冬木｣小木曽みえ子(岡崎市)

俳句(児童・生徒)▶(国語科研究会選)
 ｢もみぢ路に行く行く師走すみれ塚｣小栗

彩智子(高蔵寺町)
短歌(一般)▶ (水谷すみ子選)
 ○｢わが夫と参りし内々のすみれ塚夕陽

に映ゆる紅葉の錦｣高橋典子(神奈川県平
塚市)○｢しらじらと東の空より明け初め
て真夜に産まれしみどり児抱く｣山田幸
子(柏井町)

問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)

読み聞かせの会
と き▶ 3月22日(土)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)
協 力▶ かえるの子

ジョギング大会
と き▶ 3月23日(日)午前9時

から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
種 目▶ 4㎞、8㎞
対 象▶ 市内在住か在勤、在

学で小学生以上の人
費 用▶ 参加料300円(小学生

100円)
申し込み▶ 当日午前8時30分から、会場で
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・土屋(☎83－8787)

フリーマーケット
と き▶ 3月23日(日)午前10時～午後3時
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※クリーンセンター駐車場の利
用可

映画会
と き▶ 3月23日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢ダンボ｣
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)

グリーンピアスプリングコンサート
と き▶ 3月29日(土)午前10時～午後3時
内 容▶ 春のひとときを吹奏楽で楽しむ
出 演▶ 春日丘高等学校吹奏楽部
曲 目▶ ｢ピンクレディーメドレー ｣｢ＰＥＡＣ

Ｈ｣｢メインストリートエレクトリカルパ
レード｣ほか

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92
－8711)

アトリウムの祭典｢アトの春祭り｣
と き▶ 3月29日(土)午前10時から、30日(日)午前

11時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ さまざまな音楽団体による合唱やギタ

ー、オカリナなどの演奏発表会
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

問い合わせ▶かすがい市民文化財団(☎85－6868)

　ポスター 　チラシ

市民美術展覧会のポスターとチラシ決定

北洞榮昭(高蔵寺町北) 稲垣勝己(小牧市)
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市長杯ソフトテニス大会
と き▶ 4月6日(日)午前9時から〈予備日5月6日

(休)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、Ａ級、Ｂ級、女子
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1組)一般・大学生1200円、高校生

1000円、中学生800円
申し込み▶ 3月25日(火)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、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)

郷土館茶会｢うづき｣
と き▶ 4月6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

紙芝居とお話を聞く会4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)

11(金)・25(金)11：00～

図書館

2(水)11：00～、5(土)・12(土)
・19(土)・26(土)15：00～、
9(水)・16(水)・23(水)15：30
～

東部市民センター 4(金)・11(金)・18(金)・25(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 12(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 12(土)14：00～
南部ふれあいセンター 16(水)15：30～
西部ふれあいセンター 12(土)・26(土)11：00～
知多公民館 2(水)15：30～
鷹来公民館 12(土)13：30～
坂下公民館 5(土)14：00～
中央公民館 12(土)11：00～
グリーンパレス春日井 19(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

会長杯硬式テニス大会
と き▶ 4月27日(日)午前9時から〈予備日5月5日

(祝)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・女子、壮年男子(45歳以上)の

ダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で大会当日までに

平成20年度の市硬式庭球連盟登録をした
人

費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 4月12日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、種目、参加者全員の住所・氏
名・年齢・電話番号を書いて、〒486－
0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－
4827)

公立小中学校の非常勤講師
職 種▶ 小中学校の非常勤講師
勤務時間▶ 週12 ～ 20時間程度
申し込み▶ 3月28日(金)までに、市販の履歴書に記入

して、学校教育課(☎85－6444)へ

市健康管理事業団の職員
職 種▶ 事務職員
対象・人員▶ 昭和56年5月2日～ 61年4月1日生まれで、

学校教育法に定める大学を卒業した人・
1人

給 与▶ 健康管理センターの規定により支給
試 験▶ ○1次…4月6日(日)に健康管理センター

で性格検査、適性・教養試験○2次…4月
21日(月)に健康管理センターで作文、面
接

申し込み▶ 3月28日(金)までに、市販の履歴書と卒業
証書の写しを持って、直接、健康管理セ
ンター (☎84－3060)へ

県立高校の屋外体育施設を開放
開放日▶ 学校教育などで使用しない土・日曜日、

祝休日
開放校▶ ○春日井…ソフトテニス、硬式テニス○

春日井西・春日井南…ソフトボール○春
日井東…ソフトボール、軟式野球○高蔵
寺…ソフトボール、軟式野球、硬式野球、
サッカー、ラグビー○春日井商業…ソフ
トテニス、ソフトボール、軟式野球、硬
式野球○春日井工業…ソフトテニス、硬
式テニス、ソフトボール、軟式野球

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人で構成し、成
人の責任者がいる10人以上の団体　※政
治・宗教・営利活動での利用は不可

申し込み▶ 3月31日(月)までに、所定の用紙(生涯学
習スポーツ課に用意)に記入して、直接、
生涯学習スポーツ課(☎85－6452)へ　　
※申請には責任者の印鑑が必要
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子ども応援団｢地域のおじさん・おばさん｣
内 容▶ 無理のない範囲で子どもたちへの声掛け

や見守り、困ったときの相談相手など、
子どもたちの心のよりどころとなる活動
を自発的にするボランティア活動

対 象▶ この活動に賛同する人　※特に、石尾台、
中央台、玉川、岩成台、不二、神領、西
山小学校区で活動できる人

申し込み▶ 3月31日(月)までに、所定の用紙(子ども
政策課、市ホームページに用意)に必要
事項を記入し、〒486－8686春日井市役
所子ども政策課内、青少年問題協議会事
務局(☎85－6151)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/kodomo/ikusei/kodomoouen.html

消費活動見守り推進員
主な仕事▶ 消費生活に関する情報提供、定例会・消

費者啓発イベントへの参加、市内物価動
向調査など

対象・定員▶ 市内在住で、生活必需品の販売に従事し
ていない20歳以上の消費生活に関する学
習・調査・啓発活動に興味があり、意欲
的に参加できる人・10人程度

任 期▶ 5月から平成22年3月
申し込み▶ 3月31日(月)〈消印有効〉までに、所定の

申込書(市民生活課、市ホームページ、
坂下出張所、東部市民センター、各ふれ
あいセンター、各公民館に用意)に記入
して、直接か郵送で、〒486－8686春日
井市役所市民生活課(☎85－6616)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/kurashi/syouhi/syouhimonita_.html

登録統計調査員
対象・人員▶ 20 ～ 60歳で、国が実施する各種統計調

査に調査員として従事できる人・50人程
度

登録期間▶ 平成21年3月31日まで
申し込み▶ 企画課(☎85－4324)へ　※後日面接あり 市民美術展覧会の作品

部 門▶ 日本画、洋画・版画、書、彫塑工芸、写
真

応募規約▶ 各部門とも1人1点　※作品は自作で未発
表のものに限る

出品規格▶ 開催要項を参照
応募資格▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人
賞 ▶ 市長賞、市制65周年記念賞、財団理事長

賞、教育委員会賞、市議会議長賞、観光
協会長賞など

搬入日▶ 8月2日(土)午前9時～午後5時か3日(日)午
前9時～正午

申し込み▶ 7月4日(金) ～ 18日(金)〈必着〉までに、所
定の用紙(文化フォーラム春日井、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、各公民
館、総合福祉センターなどで配布中)に
記入して、〒486－0844鳥居松町5－44、
かすがい市民文化財団(☎85－6868)へ

とと
男男女女

その20

　団塊世代の男性の多くは、高度経済成長期に仕
事中心の生活を送ることを求められてきました。
仕事一筋で、家事や育児をしたくてもできない生
活を送った結果、定年後、身の回りのことが一人
でできない、生きがいを持てない、という人もい
ます。
　家庭生活において一人一人が自立するとともに、
趣味や地域参加など、仕事以外の活動を広げるこ
とが大切です。漫画のように、意外なことから新
しい楽しみを見つけることもあるかもしれません。
自由に自分らしい人生を楽しんでくださいね。
問い合わせ▶市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152）

また失敗！
お父さん似で
不器用だから
なぁ

父さんは不器用
じゃないぞ！

つめに絵を描けば
いいんだろう

意外と楽しい
じゃないか

目玉焼きも一人で作れ
ないのに、こんなので
きるのー？

どうかな？

うまい！！
けど…
シブい…

福祉の里グラウンドゴルフ場オープン式
　グラウンドゴルフ場の再整備を記念し、オープ
ン式と記念ラウンドを行います。このラウンドの
参加者を募集します。
と き▶ 4月5日(土)午前9時から(雨天中止)
ところ▶ 福祉の里グラウンドゴルフ場
対象・定員▶ 市内在住の人(3人1組)・16組(先着順)
申し込み▶ 3月18日(火)から、直接か電話で福祉課(☎

85－6198)へ
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ハンギングバスケット展の作品
規 格▶ ○壁掛けタイプのハンギングバスケット

で、一人で持ち運びできるもの○縦・横
が60㎝以内のもの○使用植物は5種類以
内(同じ植物で色違いは1種類とします)

 ※器材は市販、オリジナルとも可
部 門▶ 一般、マスター　※詳細はホームページ

http://www.city.kasugai.lg.jp/shisetsu/
syokubutsuen/jisshiyouryou.html

募集点数▶ 60点　※1人2点までで、1部門のみ
賞 ▶ 市長賞など　※出展者には、参加賞あり

申し込み▶ 4月15日(火)〈必着〉までに、はがきかフ
ァクスで参加部門、出展数、住所、氏名
(ふりがな)、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、ＦＡＸ92－8695)へ

潮見坂平和公園の墓所(随時募集)
区 画▶ 一般募所(3㎡・4㎡)、芝生墓所(5㎡)
 空き区画(返還区画6㎡・9㎡)〈希望区画

が重複したときは抽選〉
対 象▶ 市内在住で現在祭祀(さいし)をする遺骨

があり1年以内に納骨をするための墓所
が必要な人　※分骨・改葬などで墓所が
必要な人は、別途一般募集をする予定

申し込み▶ 4月1日(火)から、〈月曜日(祝休日の時は
翌日)を除く〉申請書〈3月15日(土)から、
潮見坂平和公園事務所で配布〉に記入し
て、潮見坂平和公園事務所(☎84－4444)
へ

心身障がい奨学生など
内 容▶ 平成20年度の心身障がい高校奨学生およ

び心身障がい者技能習得奨学生
受付期間▶ 4月1日～平成21年3月2日
対 象▶ 市内在住の身体障がい者手帳か療育手帳

を持っていて一定の所得要件を満たして
いる人

支給額▶ 高校生奨学金および技能習得奨励金とも
に月額1万円(申請受付月からの支給)、入
学準備金1万7500円(4月申請の人のみ)

持ち物▶ 世帯全員の住民票、生計中心者の平成19
年度市県民税課税証明書、在学証明書か
入学証明書、印鑑、本人名義の銀行通帳
など

問い合わせ▶ 福祉課(☎85－6186)

東部市民センター　☎92－8511
季節を感じるガーデニング～カラフルな装いをハ

ンギングバスケットで楽しむ
と き▶ 4月21日(月)午前10時～正午
講 師▶ 八木昌子
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、教材費3000円
持ち物▶ 花ばさみ、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 3月26日(水)〈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、〒487－0011
中央台2－2－1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▶ 4月9日(水)・16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▶ 受講料各500円、教材費各150円
持ち物▶ 5㎝×130㎝の布30枚、裁縫用具、はさみ
申し込み▶ 3月25日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名(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

南部ふれあいセンター　☎85－7878
初心者でもできる健康太極拳
と き▶ 4月の毎週日曜日(4

回)午前10時～ 11時
30分

講 師▶ 小栗成子
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
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 3月18日(火)から、電話で

落合公園管理棟　☎56－0414
盆栽講習会～盆栽作りの基礎技術を学ぶ
と き▶ 4月12日、5月10日、6月7日、7月5日、9

月6日、10月4日の土曜日(6回)午後1時30
分～ 3時30分(5月10日のみ午前9時30分
～ 11時30分)

講 師▶ 石黒鐐一
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2100円
申し込み▶ 3月28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)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0817
東野町字落合池1へ
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知多公民館　☎32－8988
｢日本書紀｣～持統天皇崩御
と き▶ 4月～ 6月の第3水曜日(3回)午後2時～ 3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・40人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料750円
持ち物▶ ワイド版岩波文庫｢日本書紀(五)｣
申し込み▶ 4月4日(金)〈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
話番号を書いて、〒486－0947知多町4－
64－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
ほう酸入りゴキブリ駆除ダンゴ作り
と き▶ ①4月19日(土)②4月23日(水)午前10時～11

時30分
講 師▶ 白井千恵子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各30人(先

着順)
費 用▶ 受講料各250円、教材費各350円
持ち物▶ エプロン、ビニール袋
 
古布を使って日常持ち歩くバッグ｢トート・きん
ちゃくふう｣作り
と き▶ 4月～ 6月の第2・4金曜日(6回)午前9時30

分～ 11時30分
講 師▶ 矢野美代子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料1500円、教材費5000円
持ち物▶ 裁縫用具、定規
 
名城大学連携講座
と き▶ ○Ａコース…4月18日、5月2日・16日・

30日、6月13日・27日、10月3日・17日、
11月7日・21日、12月5日・19日の金曜日(12
回)○Ｂコース…4月25日、5月9日・23日、
6月6日・20日、7月4日、9月26日、10月
10日・24日、11月14日・28日、12月12日
の金曜日(12回)午前10時30分～午後0時
30分

ところ▶ 名城大学農学部付属農場(鷹来町)
内 容▶ 大学の授業で学生と一緒に、基礎から作

物・果樹・野菜・花の栽培技術を学び、
体験学習を行う。受講終了後、2年間の
ステップアップ講座が受けられる

対象・定員▶ 市内在住か在勤の人で、全日程出席でき
学習意欲があり屋外実習のため体力・健
康に自信のある人・各16人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料2000円、教材費3000円

持ち物▶ 帽子、軍手
 
申し込み▶ ｢ほう酸入りゴキブリ駆除ダンゴ作り｣は

3月19日(水)から、｢古布を使って日常持
ち歩くバッグ作り｣は3月21日(金)から、
電話で、｢名城大学連携講座｣は4月1日
(火)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)
に講座名(Ａ・Ｂコースの別も)、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、電話番号を書い
て、〒486－0809町屋町3610－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
みろくの森自然観察会～築水池と植物園周辺を歩
く
と き▶ 4月5日(土) 午前9時30分～午後4時　※雨

天時は、午前中のみ講義
講 師▶ 波多野茂 
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 山歩きができる服装、帽子、水筒、弁当
 
園芸教室～夏果菜(トマト、ナス、キュウリ、ス
イカなど)の栽培について学ぶ
と き▶ 4月19日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 森田隆史
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ いずれも3月19日(水)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
季節を感じるハンギングバスケット作り～カラフ
ルな装いをハンギングバスケットで楽しむ
と き▶ 4月19日(土)午前10時～正午
講 師▶ 八木昌子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ 花ばさみ、持ち帰り用の袋
 
環境講座｢ぼかしつくり｣～生ゴミをたい肥にす
る｢ぼかし｣を作る
と き▶ 4月25日(金)午前10時～ 11時
講 師▶ 市婦人会協議会
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▶ 教材費300円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも4月1日(火)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所、氏名
(ふりがな)、電話番号を書いて、〒486－
0844鳥居松町2－247へ
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エコメッセ春日井　☎88－5006
春休み親子ふれあい工作教室～輪ゴム鉄砲、フォ
トスタンド、一輪挿しのどれかを作る
と き▶ 3月29日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
持ち物▶ 広告紙か厚めの包装紙(Ａ3程度)30枚、一

輪挿しはジュースの空き缶(直径5.5㎝、
高さ13㎝)

 
和服のリフォーム～不用の着物をあまり手をかけ
ずに洋服感覚で着る
と き▶ 4月9日～ 30日の毎週水曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
講 師▶ 松本誉世
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 不用になった着物類、裁縫用具
 
申し込み▶ いずれも3月18日(火)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
初心者体験講座｢琴入門｣～和楽器に挑戦！
と き▶ 4月5日(土)午後2時～ 3時30分
講 師▶ 坂下邦楽同好会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
 
和菓子｢ちまき｣～端午の節句にちなんだお菓子
と き▶ 4月25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600円
 
申し込み▶ ｢初心者体験講座｣は3月19日(水)から電

話で、｢和菓子｣は3月31日(月)〈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、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ

少年自然の家　☎92－8211
わくわく自然ランド｢今が一番 新緑｣～新緑や昆
虫、野鳥のかかわりに注目した自然観察
と き▶ 4月13日(日)午前9時～正午
コース▶ ①自然観察コース②自然体験コース
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会員
対 象▶ ①新小学4年生以上②新小学1～ 3年生と

その保護者・80人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料(1人)250円

里山体験｢田んぼの学校｣～米作りを中心に里山
の自然を五感を使って楽しむ
月 日▶ ①4月26日(土) ～ 27日(日)②5月24日(土)

～ 25日(日)③7月5日(土)④10月4日(土) ～
5日(日)⑤10月11日(土) ～ 12日(日)⑥11月
15日(土) ～ 16日(日)〈③以外は1泊2日〉

対象・定員▶ 新小学4 ～ 6年生で、全日程参加できる
人・40人(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料1万6000円(宿泊費、食費、教材費
を含む)

 
申し込み▶ ｢わくわく自然ランド｣は4月1日(火)〈必

着〉までに、｢里山体験｣は4月8日(火)〈必
着〉までに、往復はがきに講座名(｢わく
わく自然ランド｣は①②の別も)、住所、
参加者全員の氏名、年齢、電話番号、｢里
山体験｣は新学年と性別を書いて、〒487
－0031廻間町1102－1へ

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
太極拳・長拳をしてみよう(入門編)
と き▶ 3月26日(水)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▶ 15人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ
 
転倒・骨折予防～気功を体験して心身をリフレッ
シュしよう
と き▶ 3月26日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 大島ひろ絵
定 員▶ 35人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
 
自宅で出来る簡単タオルストレッチ
と き▶ 4月4日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 小西佳子
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
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消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当て(②は小児や乳幼児に対する講
習)
と き▶ ①4月12日(土)午前9時～正午②4月25日

(金)午前10時～午後1時
ところ▶ ①西部ふれあいセンター②消防署南出張

所
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・①30人②10人(先着順)
申し込み▶ 3月18日(火)から、電話で

健康推進課　☎85－6170
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▶ 4月1日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 平成19年11月～ 12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)
 
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▶ ①4月2日(水)②4月9日(水)③4月16日(水)

〈3回〉午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
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)
 
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▶ 4月3日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 平成19年6月～ 7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
 
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▶ 4月20日(日)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 初妊婦とその夫・60組(先着順)　※妊婦

疑似体験コーナーあり
持ち物▶ 母子健康手帳
 
申し込み▶ ｢モグモグ健康教室｣は3月19日(水)から、

｢カミカミ健康教室｣は3月21日(金)から、
｢日曜パパママ教室｣は3月24日(月)から、
電話で　※｢パパママ教室｣は常時受け付
け

市体育協会の講座
ジュニアソフトテニス教室
と き▶ 4月5日(土)・19日(土)、5月～平成21年3月

の土曜日(21回)午前9時～正午
ところ▶ 中央公民館
対象・定員▶ 市内在住の新小学4～ 6年生・75人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料(年間)3000円
持ち物▶ ラケット(貸し出し可)
問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎82－3835)
 
小学生ハンドボール教室
と き▶ 4月～平成21年3月の毎回2回程度(8月を

除く)の土曜日午前9時～正午(小学3年生
以下は11時まで)　※開講式は4月5日(土)
午後5時から

ところ▶ 総合体育館、市内中学校・高校体育館
講 師▶ 日本体育協会公認コーチ、スポーツ指導

員
対象・定員▶ 市内在住の小学生・40人(先着順)
費 用▶ 受講料(年間)8000円(保険料含む)　※3期

に分けて徴収
問い合わせ▶ 市ハンドボール協会・津田(☎090－4865

－5461)
 
硬式テニス初心者教室
と き▶ 4月12日(土)午前9時～午後4時
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で小学4年生以上

の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ ラケット、シューズ、弁当
問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－

4827)
 
市民アーチェリー教室
と き▶ 4月12日～ 5月31日の毎週土曜日(8回)午

後2時～ 4時30分
ところ▶ 総合体育館
講 師▶ 市アーチェリー協会
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2000円
問い合わせ▶ 市アーチェリー協会・酒井(☎81－1695)
 
申し込み▶ ｢小学生ハンドボール教室｣は4月5日(土)

午後5時から、｢市民アーチェリー教室｣
は4月12日(土)午後1時40分から、直接、
総合体育館で、｢ジュニアソフトテニス
教室｣は3月25日(火)〈必着〉までにはが
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きに、｢硬式テニス初心者教室｣は4月5日
(土)〈必着〉までに往復はがきに、教室名、
住所、氏名、年齢、電話番号、｢硬式テ
ニス初心者教室｣は経験年数を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

市税等の納期限・納税相談
国民健康保険税10期
　納期限は3月31日(月)です。最寄りの金融機関や
コンビニエンスストアで納付してください。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▶ 3月30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)

固定資産税の縦覧・閲覧のお知らせ
　この制度は、適正で公平な課税を行うために、
関係者に資産の内容を確認していただくもので
す。
縦覧
と き▶ 4月1日(火) ～ 30日(水)の午前8時30分～午

後5時(土・日曜日、祝休日を除く)
土地・家屋▶ 市内に土地・家屋を所有している納税者

が自己の資産との比較ができるように、
｢土地・家屋価格等縦覧帳簿｣を縦覧でき
る　※土地を所有する人は土地のみ、家
屋を所有する人は家屋のみ

対 象▶ 固定資産税の納税者と同居の親族、納税
管理人など(代理人の場合は納税者の委
任状が必要)

閲覧
と き▶ 午前8時30分～午後5時(土・日曜日、祝

休日を除く)
土地・家屋・償却資産▶固定資産税の基礎となる

価格などが登録されている｢固定資産課
税台帳｣(名寄帳)を縦覧期間中は納税義
務者に限り無料(証明書は有料)で交付

対 象▶ 固定資産税の納税義務者と同居の親族、
納税管理人など(代理人の場合は納税義
務者の委任状が必要)　※借地人・借家
人(契約書の原本が必要)については有料

 
4月1日(火)に、固定資産税・都市計画税の納税
通知書を郵送します
　通知書には、1年分(4期分)の納付書が付いてい
ますので、内容を確かめて各納期までに納めてく

ださい。
ところ・問い合わせ▶いずれも資産税課(☎85－

6101)

29日（祝）は一部を除き各相談とも休みます。

月の生活相談4
この情報は毎月15日号で掲載しています。

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

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)

※1日(火)の女性の悩み相談は休み。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

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

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
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ささえ愛センター相談
日・曜日 時間 電話

ＮＰＯ(面接のみ、予約
制) 26(土) 10：00～

12：00、
13：00～
16：00

56－1943
84－3600

ボランティア 火～金曜日

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 7(月)・21(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 1(火)

消 費 生 活 月～金曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：00

行 政 8(火)・22(火)

13：00～
16：00

法律(面 接のみ、予約制) 水・金曜日
な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 2(水)
登 記(面 接のみ、予約制) 11(金)
不 動 産 取 引 25(金)
建 築 火曜日
多重債務(面接のみ、予約制) 17(木)・27(日)

※4月から多重債務相談が加わりました。
ところ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)、多重債

務相談は鳥居松ふれあいセンター

総合健康相談
とき ところ

2(水)・16(水)　
10：00～ 12：00 保健センター

14(月)・28(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

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

3(木)・17(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(☎
85－6182)へ

介護相談
とき ところ

21(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

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。

心の健康福祉相談(面接のみ、予約制)
とき ところ 電話

第4水・木曜日　
14：00～ 16：00 福祉課 85－6186

内 容▶ 水曜日は精神科医、木曜日は臨床心理士
による個別相談

外国人相談
日・
曜日 時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語 2(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 9(水)
スペイン語 16(水)
ポルトガル語 23(水)
英語
フィリピノ語 6(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 13(日)

中国語 20(日)
英語
ポルトガル語 27(日)

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

※緊急連絡は、☎85－6487(児童虐待防止ホット
ライン・24時間受付)へ
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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

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)

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)

1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

10(木)・17(木) 健康管理センター 10：00～
11：0024(木) 保健センター

内 容▶ 身体計測、健康・育児相談(予約不要)　
※卒乳指導があります。

対 象▶ 平成19年4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)

乳幼児健康・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

15(火) 保健センター 10：00～
11：0018(金) 健康管理センター

内 容▶ 健康・育児・歯科相談(要予約)、身体計
測

定 員▶ 乳幼児健康相談・各16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

母乳相談
日・曜日 ところ 時間

7(月)・21(月) 健康管理センター 10：00～
11：0015(火)・25(金) 保健センター

内 容▶ 助産師による母乳相談(要予約)
定 員▶ 各4人
持ち物▶ 母子健康手帳、タオル
申し込み▶ 健康推進課(☎85－6170)へ　

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 4月1日(火)午前10時～午後3時30分
ところ▶ 市役所303会議室
内 容▶ 土地価格や地代、家賃、借地権、相続時

の土地の分割、不動産の有効利用につい
ての相談や不動産に関する法律相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 県不動産鑑定士協会
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展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

落合公園管理棟

アスティ高蔵寺

市役所市民サロン

味美ふれあいセンター
鷹来公民館
〈最終日は15:00まで〉
西部ふれあいセンター
グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉

（☎56－0414）

（☎85－6079）

（☎85－6073）

（☎31－3522）

（☎84－7071）

（☎33－0808）

（☎92－8711）

3／15（土）～16（日）
3／15（土）～21（金）

3／28（金）～30（日）

3／15（土）～27（木）

3／16（日）～22（土）
3／23（日）～28（金）
3／16（日）～29（土）
3／18（火）～23（日）
3／30（日）～4／6（日）
3／18（火）～30（日）
3／19（水）～23（日）
3／28（金）～30（日）

東海東洋蘭連盟
植物画同好会（彩花）
日本おもと協会　春日井
支部

高座地区コミュニティ推
進協議会
「写に夢」写真クラブ
デッサン木曜会
味美木目込人形同好会
春日井洋ラン同好会
青紅会
グレース花倶楽部
ねむの花工房
東海葵会

春蘭展示会
植物画展

おもと展

高座地区コミュニティ推進
協議会活動写真展
「写に夢」写真展
デッサン作品発表会
真多呂木目込人形作品展
春の洋ラン展
春の山草展
押し花アート展
デコパージュ展
カンアオイ展

パートタイム労働法が変わります
　4月1日(火)から、改正パートタイム労働法がス
タートし、雇う側が｢労働条件を文書で示す｣｢待
遇をきちんと説明する｣｢正社員へ転換する機会を
与える｣｢働き方の違いで待遇を決める｣といった
内容が定められています。
問い合わせ▶ 愛知労働局雇用均等室(☎052－219－

5509)
 ホームページ　http://www2.aichi－rodo.

go.jp/

県春日井児童相談センター開設
　県では県内10番目の児童(・障害者)相談センタ
ーとして、県春日井児童相談センターを設置し、
4月1日(火)から業務を開始します。
ところ▶ 神屋町713－8、県心身障害者コロニー内
相談内容▶ 児童虐待などの養護相談、非行相談、性

格行動や不登校などの育成相談など　※
知的障がい(18才以上)と身体障がいに関
しては、これまでどおり県中央児童・障
害者相談センター (☎052－961－7253)で
相談に応じます。

管轄地域▶ 春日井市、小牧市
交通機関▶ ＪＲ高蔵寺駅より名鉄バス愛知県コロ

ニー行きか内々神社行き｢愛知県コロニ
ー ｣下車

問い合わせ▶ 県春日井児童相談センター (☎88－7501)
〈4月1日(火)から〉、県中央児童・障害者
相談センター (☎052－961－7250)〈3月

31日(月)まで〉
 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/

jiso/

4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)〈予約制〉 8(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 17(木)　9：30～ 11：00
メンタルヘルス相談(自
殺、ひきこもり、うつな
ど心の病気・健康相談)

月～金曜日　9：00～ 12：00、
13：00～ 16：30

血液検査(エイズ、肝炎検
査など) 毎週火曜日　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/

4月の認定産業医による健康相談
とき ところ

20(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
22(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



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

3／15

3／22

3／29

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

☎84－1811

☎95－0233

☎85－0077

☎84－3060

☎91－3755

☎41－6260

☎31－4358

☎35－2203

☎87－4103

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

田代クリニック（鳥居松町4）

田島クリニック（石尾台5）

あさひ病院（下原町）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

エンゼルレディースクリニック（小牧市）

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

浅田レディースクリニック（松新町1）

神領マタニティ（堀ノ内町）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

3／16

3／20

3／23

3／30

●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20年1月〉

（11件）11件
（1060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.10

　「春日井サボテン」ブランド構築事業春日井サボテンイメージキャラクターの愛称募集に多数応募し
ていただき、ありがとうございました。649点の応募の中から審査の結果、「春代（はるよ）」｢日丸（に
ちまる）｣｢井之介（いのすけ）｣に決定しました。
　選定に当たっては、「春日井らしさ」と年齢を問わず愛されることを重視し、愛称の由来や応募者の
思い入れも考慮し決定しました。
　今後もぜひ、「春代」「日丸」「井之介」をよろしくお願いします！
※商標登録出願中ですので、変更することもあります。

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

春日井サボテンイメージキャラクター

愛称決定！

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。

0人 （0人）

井之介
い の すけ

日　丸
にち まる

春　代
はる　よ

頭文字で「春日井」になるよ！
よろしくね！
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