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昔ながらの遊びを伝えるボランティアグループ「アプローズ」
の皆さんを迎え、郷土館で親子教室が開催されました。参加
者は、アズキ入りのお手玉を手作りした後、「かぞえ歌」に合
わせたお手玉遊びを楽しそうに体験していました。
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Photo ホット ほっと
高齢者福祉サービスのお知らせ
情報最前線
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各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

平成20年度
　　　当初予算の概要



一般会計とは…福祉、環境、ごみ処理、道路整備、
教育など行政サービス全般に関する経理を行う会
計です。 

当初予算総額 

１５９９億７２８４万円 
（前年度比１０.５％減） 

市民一人当たりの 
予算額 

※平成２０年３月１日現在 
３０万５３４０人 

（一般会計） 

２５万８０３０円 
（７８７億８７００万円） 

市民一人当たりの 
予算額 

※平成２０年３月１日現在 
３０万５３４０人 

（一般会計） 

２５万８０３０円 
（７８７億８７００万円） 

市民一人当たりの 
予算額 

※平成２０年３月１日現在 
３０万５３４０人 

（一般会計） 

２５万８０３０円 
（７８７億８７００万円） 

市民一人当たりの 
予算額 

※平成２０年３月１日現在 
３０万５３４０人 

（一般会計） 

２５万８０３０円 
（７８７億８７００万円） 

一般会計 ７８７億８７００万円（前年度比４.１％減） 

※かっこ内の数値は総額です。 

衛生費　２万９６６４円 
（９０億５７５８万円） 
市民の健康推進やごみ処 
理などにかかる費用 

土木費　３万１４６１円 
（９６億６３３万円） 
道路や公園、 
河川の整備 
などにかか 
る費用 

民生費　８万２２３９円 
（２５１億１０８７万円） 
高齢者・障がい者・児童 
福祉や生活 
保護などに 
かかる費用 

商工費　５０９４円 
（１５億５５５２万円） 
商工業の振興にかかる費用 

教育費　２万７２２円 
（６３億２７２１万円） 
学校、公民館、図書館 
などにかかる費用 

総務費　４万７６４４円 
（１４５億４７５３万円） 
徴税事務や住民登録事務、交通 
　　　　　　　　対策、自治振 
　　　　　　　　興、文化振興、 
　　　　　　　　情報化推進な 
　　　　　　　　どにかかる費 
　　　　　　　　用 

公債費　２万９９７５円 
（９１億５２６３万円） 
借入金の返済にかかる費 
用 

消防費　８４３１円 
（２５億７４３３万円） 
消防活動や防災活動 
にかかる費用 

その他　２８００円 
（８億５４９６万円） 
議会費、労働費、農林 
水産業費など 

各種交付金 
５３億２７００万円 

市税 
４８５億 
２５００万円 

人件費 
１６７億１４４８万円 繰出金 

１０５億３２４５万円 

物件費 
１３１億３２０５万円 

義務的 
経費 
３９１億 
２８８３万円 

依存財源 
２４４億 
２０５６万円 

国庫支出金 
５７億７１０９万円 

市債 
７７億１１０万円 

投資的経費 
８９億 

４２２５万円 

その他の 
経費 
３０７億 
１５９１万円 
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平成２０年度は、市の将来像を「人と地域が輝き、安全安心で躍動する都市」と掲げて、その実現を目指
す｢第五次春日井市総合計画｣がスタートする年です。 
当初予算は、この総合計画に基づき策定された「第３７次実施計画」と昨年度策定した「中期財政計画」
に基づいて作成しました。 
今回の特集では、当初予算の内容を主要事業、新規事業を中心にお知らせします。 

特別会計とは…介護保険事業や公共下水道事業な
ど、特定の歳入を特定の歳出に充てて経理を行う
会計です。 

企業会計とは…特別会計のうち企業会計方式によ
り経理を行う会計です。 

市民一人当たりの 
予算額 

※平成２０年３月１日現在 
３０万５３４０人 

（一般会計） 

２５万８０３０円 
（７８７億８７００万円） 

市民一人当たりの 
予算額 

※平成２０年３月１日現在 
３０万５３４０人 

（一般会計） 

２５万８０３０円 
（７８７億８７００万円） 

※数値については、万円単位未満を切り捨てていますので、合計に不一致があります。（市民一人当たりの予算額を除く） 

特別会計 ５８８億６８９万円（前年度比２０.５％減） 

【用語の説明】 

地方交付税　２億円 

地方譲与税 
１１億８０００万円 

県支出金 
４２億４１３７万円 

各種交付金 
５３億２７００万円 

市税 
４８５億 
２５００万円 

市税 
４８５億 
２５００万円 自主財源 

５４３億６６４３万円 

人件費 
１６７億１４４８万円 繰出金 

１０５億３２４５万円 

物件費 
１３１億３２０５万円 

扶助費 
１３３億 
１６４１万円 

義務的 
経費 
３９１億 
２８８３万円 

公債費 
９０億９７９２万円 

依存財源 
２４４億 
２０５６万円 

義務的 
経費 
３９１億 
２８８３万円 

依存財源 
２４４億 
２０５６万円 

歳入 

歳出 
（性質別） 

国庫支出金 
５７億７１０９万円 

市債 
７７億１１０万円 

各種交付金 
５３億２７００万円 

国庫支出金 
５７億７１０９万円 

市債 
７７億１１０万円 

分担金及び 
負担金 
１１億９６６０万円 

使用料及び手数料 
１４億４６１６万円 

その他 
自主財源 
３１億 
９８６７万円 

積立金・貸付金・出資金など 
１１億３９３０万円 

維持補修費 
１１億７４５９万円 

補助費等 
４７億３７５０万円 

投資的経費 
８９億 

４２２５万円 

人件費 
１６７億１４４８万円 繰出金 

１０５億３２４５万円 

物件費 
１３１億３２０５万円 投資的経費 

８９億 
４２２５万円 

建設事業 
８９億４２２５万円 

その他の 
経費 
３０７億 
１５９１万円 

その他の 
経費 
３０７億 
１５９１万円 

歳入 
自主財源：市が自主的に収入できる財源 
依存財源：国や県から交付されたり割り当てられる財源 
市債：市の借入金 
国庫支出金・県支出金：特定の事業を行うことにより国
や県から交付される収入（補助金など） 

歳出 
義務的経費：その支出が義務付けられ任意に節減できな
い経費 
扶助費：高齢者・児童・障がい者への援助費や生活保護
費など 
公債費：借入金の返済金およびその利息 
物件費：物品の購入費や民間へ業務を委託する経費など 
繰出金：特別会計の支援に要する経費 
補助費等：他団体への補助金や負担金など 
維持補修費：施設の修繕料など 

公共用地先行取得事業 
国民健康保険事業 
後期高齢者医療事業 
老人保健医療事業 
介護保険事業 
介護サービス事業 
民家防音事業 
潮見坂平和公園事業 
松河戸土地区画整理事業 
勝川駅周辺総合整備事業 
公共下水道事業 

３億１２９０万円 
２７４億４５０２万円 
２５億９１４７万円 
２３億８２５７万円 
１３１億 １３６万円 
２億 ７５４万円 
４０９６万円 

２億８４７１万円 
８億７０４４万円 
１１億 ７３７万円 
１０４億６２５１万円 

△３.９ 
△５.１ 
－ 

△８７.３ 
８.２ 
０.６ 
△１.５ 
△２.３ 
△１５.１ 
△７４.７ 
３１.８ 

後期高齢者医療事業は平成２０年度からの新規事業です。 

会計名 予算額 伸び率（%） 

企業会計 ２２３億７８９４万円（前年度比０.９％減） 

１２７億６０７６万円 
１４１億３４７５万円 
４億１９８６万円 
１３億３２９３万円 
４８億７０３４万円 
５２億４４２２万円 
６億 ７３９万円 
１６億６７０３万円 

収入 
支出 
収入 
支出 
収入 
支出 
収入 
支出 

収益的 
 
資本的 
 
収益的 
 
資本的 

※伸び率の△印はマイナスを表します。 

市民病院 
事業 

水道事業 
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１ 誰もが安全安心に、いきいきと暮らせるまち 
◆自主防犯ステーション（民間交番）設置（５６６万円） 
　「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識の
もと、地域住民が自主防犯パトロールなどを行う地域
の防犯拠点となる民間交番をJR春日井駅前に設置しま
す。 
◆介護ヘルパー資格取得支援（１５０万円）  
　地域で高齢者介護などを担う人材を育成するため、
訪問介護員２級課程養成研修費の一部を助成します。 
◆携帯１１９番発信地表示システム（２０００万円） 
　携帯電話やＩＰ電話からの通報は現場の特定に時間
を要することから、短時間で災害・事故などの現場を
特定し、迅速な消防・救急活動を行うためのシステム
を導入します。 
◆高齢者賃貸住宅住み替え助成（２３０万円） 
　賃貸住宅の２階以上に居住し、日常生活に支障のあ
る高齢者世帯を対象に、１階またはエレベーター設置
住宅などへの住み替えに要する費用の一部を助成します。 
◆敬老会の地域開催（１１００万円） 
　総合体育館で集合開催としていた敬老会に替えて、
身近な地域での敬老行事を支援します。 

 
2 子どもが健やかに育ち、生きる喜びを感じら
れるまち 

◆子ども福祉手当の創設（１億２２７８万円） 
　交通遺児手当と遺児手当を子ども福祉手当として統
合します。また、父子家庭には、児童扶養手当相当額
を加算します。 
◆勝川北部保育園建て替え（３億７２５１万円） 
　鉄筋コンクリート造２階建て、定員120人の保育園
として整備します。 
◆母子保健事業（こんにちは赤ちゃん訪問ほか） 
　（２億２１８６万円） 
　現在実施している新生児訪問指導やパパママ教室、
不妊症治療助成などに加え、新たに訪問員が生後２～
４か月までの乳児のいる家庭を全戸訪問する「こんに
ちは赤ちゃん訪問」を実施します。また、妊婦健康診
査の公費負担を２回から５回に増やします。 
◆小中学校ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置（６２０万円） 
　全ての小中学校にＡＥＤを設置します。 
◆学校適正規模等検討（８３万円） 
　学校規模が学校間で不均衡になっているため、有識者・
学校関係者・ＰＴＡ・地域関係者などからなる委員会を
設置し、学校規模などの適正化について検討します。 

「第五次総合計画」に掲げる6つ　　　

母子保健（こんにちは赤ちゃん訪問） 

AED（自動体外式除細動器） 

携帯１１９番発信地表示システムの導入 
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3 つながりと信頼を深め、みんなの力で地域社
会をつくるまち 

◆子どもの家の整備（1億３９１６万円） 
　高座・上条・鷹来・山王の４つの小学校区に新設しま
す。 
◆ＤＶ（ドメスティック バイオレンス）相談事業の充実
（Ｅメール相談開設）（２６９万円） 
　ＤＶ施策の実施に関する基本計画を策定するとともに、
ＤＶ被害者に対する支援体制や相談体制を充実させます。
また、新たにＥメール相談を開設し、日中の相談が困難
な人にも対応します。 
◆文化財ボランティアの育成（３５万円） 
　市民参加による文化遺産・伝統文化の継承の担い手と
して、文化財ボランティアを育成し、文化財などの調査・
保護活動や史跡・文化財の啓発を推進します。 
◆春日井まつりのリニューアル（３０００万円） 
　市制65周年を契機としてリニューアルを行うとともに、
まつりを通して市民交流を図り、文化と融和のふるさと
づくりを目指します。 
◆「書のまち春日井」発信（５９５万円） 
　他市に誇れる特色あるまちづくりを目的として、平成
の書家1100人展や文房四宝展を開催します。 

 
4  にぎわいと活力に満ち、未来に輝くまち 

◆高蔵寺ニュータウン再生事業（３１０万円） 
　入居開始から40年となるニュータウンが抱える課題の
解決と目指すまちの姿を検討します。 
◆創業支援利子補給（４００万円） 
　若者・女性・シニアなどを含めた幅広い人々のチャレ
ンジを支援するため、国民生活金融公庫から創業のため
に必要な資金の融資を受けた場合、利子分を助成します。 
◆産業振興アクションプラン策定（８７７万円） 
　企業の育成、活動支援、企業誘致、創業環境の整備な
どを総合的に推進するため、産業振興の計画を策定しま
す。 
◆都市交流拠点整備（３４１５万円） 
　JR春日井駅周辺は、南北自由通路や駅舎整備に向け
た基本調査を行います。また、名鉄味美駅周辺は、駅東
側からの入口などの整備に向けた基本調査を行います。 
◆サボテンブランド育成事業（２００万円） 
　地域を象徴する商品の創出、地域ブランドの確立など
による「サボテンのまち春日井」を発信するため「サボテ
ンプロジェクト」を支援します。 

　の目標に沿ってお知らせします。 

春日井サボテンイメージキャラクター 

春代 
はる  よ 

日丸 
にちまる 

井之介 
い  の  すけ 

産業振興（ビジネスフォーラム） 

史跡・文化財の啓発（内々神社と庭園） 
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中日賞受賞の鵜飼敏之さんと妻の里恵さん
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㊌～

問い合わせ　財政課（ ８５－６６０７） 

▲
 

　市の将来的な財政の健全性を確保するため、市
債残高の削減など、財務体質の改善に向けた取り
組みを進める計画です。 

計画期間 
　平成20～24年度の５年間 

計画の目標 
　５年間の歳入歳出推計に基づき、財政運営の自
立性と自主性の確立を目指して、次の２点を目標
としています。 

　1　第五次総合計画の実現 

　計画期間中の一般会計の実質収支の黒字を堅
持し、第五次総合計画を着実に実現します。 
 

　2　持続可能な財政基盤の確立 

　計画的な市債管理により、平成24年度末の全
会計の市債残高合計を100億円以上削減します。
 

財源不足解消に向けた対策 
■歳入の確保 
　市税収納率の向上に努めるとともに、新たに事
業所税の導入について検討します。また、保有す
る土地のうち、売却可能な土地については、積極
的に売却します。 

■歳出の削減 
　職員数の適正な管理による人件費の削減や管理
経費のうち、経常的な支出のさらなる削減を図り
ます。また、施策体系による予算の効果的な配分
方法を検討します。 

■市民サービス、受益者負担の見直し 
　提供するサービスに係る経費と負担のバランス
を検証し、受益者負担の適正化を推進します。 

「中期財政計画」 

って何？ 

計画期間中は、毎年度決算額を検証し、改善の結果を広報などでお知らせしていきます。 
※「中期財政計画」は市役所２階情報コーナー、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/gyousei/zaisei/cyuuki.html

5 快適で美しく、いつまでも住み続けた
い循環型のまち 
◆家庭用生ごみ処理機購入費補助（５００万円） 
　ごみ減量対策として、一般家庭から排出され
る生ごみの自家処理を推進するため、家庭用生
ごみ処理機の購入に対し、補助金を交付します。 
◆街づくり支援制度の創設（１１７万円） 
　地域の特性に合った街づくりを行うため、生
活道路や排水路の整備などの課題に対し、地域
住民が主体となって取り組む計画づくりや事業
を支援する制度を構築します。 
◆民間建築物吹付けアスベスト対策事業助成 
　（２００万円） 
　多数の人が利用する建築物（床面積１０００m2

以上）のうち、共同で利用する部分に露出して
吹き付けられたアスベストの分析調査・除去な
どに係る費用を助成します。 

6 効果的で効率的な自立した都市経営 
◆市制６５周年事業とスローライフ運動（２６３２
万円） 
　市制65周年と高蔵寺ニュータウン入居40周年
を記念して、市民参加による事業を実施し、市
民活動の活性化を図ります。また、スローライ
フ運動を通して、市民の地域への関心を高め、
市民が主体となったまちづくりを推進します。 
◆行政経営システム（７５２万円） 
　第五次総合計画の推進にあたり、目標管理型
システムを導入し、計画に掲げる施策体系に合
わせ、目標管理・進行管理を行い、予算と連動
する評価システムを構築します。 
◆市民相談（休日相談）の拡充（７７７万円） 
　平日に相談できない市民のため、休日相談の
回数を増やし、相談窓口の充実を図ります。 
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より快適な病院を目指して
（市民病院）

全国高等学校選抜剣道大会

　春の高校選抜大会というと甲子園の高校
野球が代名詞のようですが、春休みには、
高校生のスポーツ全国大会が各地で行われ
ます。その中で、剣道大会は、第1回から
総合体育館で開催（3月27日～ 28日）されて
います。今年で第17回目を迎え、予選を勝
ち抜いた男女96校の高校剣士が全国から集
まり、「日本一｣を目指し、熱い戦いが繰り
広げられました。
　この大会、剣道の世界では、「剣道の甲
子園」と呼ばれ、春日井は、全国の高校剣
士の憧れの地となっています。現在、女性
の日本選手権3連覇中の村山千夏六段（埼玉
県警）は、第1回優勝校山形県左沢（あてら
ざわ）高校の優勝メンバーでもあり、春日
井の思い出を熱く語られたこともあります。

　私は、選手の皆さんを春日井ならではの
方法で心を込めて歓迎し、青春の栄光を目
指して汗と涙を流したこの地から、多くの
良き思い出を持ち帰ってほしい、この機会
に春日井を全国に発信したいとの強い思い
があります。
　昨年から、地元書道家の皆さんが揮毫（き
ごう）した色紙を、開会式で出場選手一人
一人に贈るとともに、｢書のまち｣をＰＲし
ていますが、多くの選手からお礼の言葉を、
監督の先生からは｢子どもたちがこの色紙
はわたしのもの、一生の宝物と大喜びだっ
た」とのお話をいただきました。
　また、試合当日には、サボテンを使用し
たさまざまな商品の販売もあり、商業面で
も春日井を全国発信することができました。
今年も、商工会議所の皆さんや市の職員が
親身になって、選手や
その関係者の皆さんに
接している姿を垣間見
て、｢おもてなしの心｣
も春日井から発信でき
たと、私自身心に残る
大会となりました。

新しい農業に
　　　　思いは熱く

3/3/7
㊎
3/7
㊎

中日賞受賞の鵜飼敏之さんと妻の里恵さん中日賞受賞の鵜飼敏之さんと妻の里恵さん中日賞受賞の鵜飼敏之さんと妻の里恵さん

　救急や見舞い、面会で時間外に出入りされる皆さん
が、暑さや寒さ、風雨などを防ぎ、安心して家族など
の迎えを待つことができる待合所が、救急外来出入口
の外に新設されました。
　待合所は、雨天時にも
安心して乗車ができるよ
うに上屋も設置され、訪
れた人は「人に優しい病
院になったね」と見回し
ていました。

3/3/1212
㊌～
3/12
㊌～

　中部9県で新しい農業と地域振興に取
り組む青年農業者を表彰する「中日農業
賞」（中日新聞社主催）で「中日賞」を受賞
した鵜飼敏之さん（明知町）が市長を表敬
訪問しました。家業の花苗栽培に消費者
の要望に応えた独自の生産・販売管理方
法を取り入れ、新しい農業を切り開いた
ことが受賞理由です。「遊休農地の利用
など、地域の農業を活性化したい。まだ
まだやりたいことはたくさんあります。」
と農業への熱い思いを語っていました。
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市では、援護が必要な高齢者やその家族の皆さんが、健康で生きがいのある生活を送れるように、各種福祉
サービスを提供し、自立生活を支援しています。今回は新しく加わったサービスと変更があったサービスを
中心にお知らせします。
また、４月１日（火）から、市役所の組織改正に伴い、今まで介護保険課で行っていました高齢者福祉サービ
スのうち、介護保険対象外の事業の多くは高齢福祉課が引き続き行います。詳しいサービス内容は問い合わ
せてください。

高 齢 者 福 祉 サ ー ビ ス
の お 知 ら せ

高 齢 者 福 祉 サ ー ビ ス
の お 知 ら せ

　住宅用火災警報器は、市火災予防条例により5月31日（土）
までの取り付けが義務付けられています。
　火災による高齢者などの逃げ遅れを防止するため、寝室・
寝室が2階以上の場合には階段・台所に取り付けます。
※取り付けの申請は5月30日（金）まで
対　象▶65歳以上の高齢者または障がい者のみの世帯で、

自費で購入した、配線工事を伴わない煙感知式の
火災警報器を自力で取り付けることが困難な人

期限期限
間近間近
期限
間近 高齢者等住宅用火災警報器取付

　賃貸住宅に居住し、日常生活を営む上で支障のある高齢者が、日常
生活を容易にするため、1階かエレベーター付きの賃貸住宅へ住み替
えをする場合に、引越しにかかる費用や従前の住居の退去に伴う修繕
費用の一部を助成します。また、民間賃貸住宅に入居する人で連帯保
証人が確保できない場合には、民間保証会社への初回債務保証料も併
せて助成します。
対　象▶65歳以上の高齢者のみの世帯で次のすべての要件に該当する

人（生活保護世帯を除く）①エレベーターのない賃貸住宅の2
階以上に居住し、身体などの状況により日常生活を営む上で
支障のある人②世帯全員が現に市内に居住し、かつ、本市の
住民基本台帳に記載か外国人登録原票に1年以上継続して登
録されている人③市民税非課税世帯の人

助成金額▶○引越しなどの費用…対象費用と20万円とのいずれか少ない
額○債務保証料…債務保証料と3万円とのいずれか少ない額

新規新規新規 高齢者賃貸住宅住み替え助成

制度
改正 新規

新規 変更

終了
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問い合わせ▶介護保険課（☎85－6187）

問い合わせ▶高齢福祉課（☎85－6364）

　家庭で常時介護が必要な人を介護して
いる人に、心身の疲労軽減を図るための
手当を支給します。
対　象▶要介護3以上の要介護認定者を

家庭で介護している人
※介護している人は、要介護3
・4・5の認定を受けている人を
除く

支給額▶月2000円
支給時期▶翌年5月

※介護者リフレッシュ手当は、
3月31日（月）をもって申請を終
了しました。「在宅ねたきり高
齢者等介護者手当」を受けるに
は、新たに申請が必要です。

　昨年度に制作した市の介護
予防体操「かすがいいきいき
体操」を地域
で普及させる
ため、講座を
開催します。

　今年度から基本健康診査の廃止に伴い、従来基本健康診査と
同時に65歳以上の人を対象に実施していた生活機能評価の実施
方法が変わります。加入している医療保険により実施方法が異
なりますので注意してください。また、生活機能評価の結果に
より介護予防事業の参加が望ましいと思われる人に市から事業
の案内をします。参加希望の人には地域包括支援センター職員
がケアプランの作成などのため訪問することがあります。

　援護が必要な高齢者やその
家族の状況に応じた各種保健
福祉サービスが受けられるよ
う、情報提供や関係機関との
連絡調整、総合相談などを行
います。　※地域ごとに担当
となる地域包括支援センター
が決まっています。

 電話番号
93－1314
88－8303
51－1840
87－5377
89－3027
89－2391
32－1117
33－8236
56－9166
56－8611

　　住　　所　　
神屋町1306－1
廻間町703－1
出川町8－19－11
浅山町1－2－61
柏原町5－387
桃山町5079－1
牛山町3195－1
若草通1－12
下津町500
中切町3－3－9

　　　　　　名　　　　　　称　　　　　　
地域包括支援センターあさひが丘
地域包括支援センター春緑苑
地域包括支援センターじゃがいも友愛
市社会福祉協議会地域包括支援センター
市医師会地域包括支援センター
地域包括支援センターグレイスフル春日井
地域包括支援センター第2グレイスフル春日井
地域包括支援センター勝川
地域包括支援センター第2春緑苑
市社会福祉事業団地域包括支援センター

　高齢者の介護などを地域で担う人材を育
成するため、家族を介護している人や過去
に介護していた人で、訪問介護員2級課程
の養成研修を修了した人に対して、受講料
の一部を助成します。　※4月1日（火）以後
に受講した人に限る
助成限度額▶対象経費と3万円とのいずれか少

ない額　※雇用保険法の教育訓練
給付金などの受給資格者は、対象
経費からその額を控除

期限
間近

新規

制度制度
改正改正
制度
改正

在宅ねたきり高齢者等
介護者手当 新規新規新規 ホームヘルパー養成研修受講料助成

地域包括
支援センター

新規新規新規
かすがい
いきいき体操講座 変更変更変更 生活機能評価

終了終了終了 家族介護者慰労金

　3月31日（月）をもって申請を終了しました。
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耐震改修促進計画耐震改修促進計画を策定しましたを策定しました耐震改修促進計画耐震改修促進計画を策定しましたを策定しました耐震改修促進計画を策定しました
発生の切迫性が心配される東海地震や東南海地震などの大地震からの被害を半減させるため、昭和56年5
月31日以前に着工された住宅や多数の人が利用する建築物の耐震化率を、平成27年度までに90％にする
ことを目標とした「春日井市耐震改修促進計画」を策定しました。計画書は、市民安全課、建築指導課、市
ホームページ、市役所情報コーナーで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/bosai/bosai/taishinkeikaku.html

昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅の耐震診断や耐震改修の補助については、詳細が決まり次
第、広報などでお知らせします。

問い合わせ▶市民安全課(☎85－6072)

耐震改修工事にかかる費用の一部を補助しま
す。
補助額 ▼ 60万円を限度に、耐震改修工事費(工

事費、設計・補強計画策定費)の2分
の1

対　象 ▼市の木造住宅無料耐震診断で、判定
値が1.0未満(倒壊する可能性がある)
と診断された住宅の所有者

対象工事 ▼判定値を1.0以上(一応倒壊しない)に
する耐震改修工事(ただし、0.7以上
1.0未満と診断された場合は、階別
方向別上部構造評点の判定値に0.3
を加算した数値以上にする工事)

募集戸数 ▼ 50戸(先着順)
申し込み ▼所定の用紙(建築指導課、市ホーム

ページに用意)に記入して、直接、
建築指導課(☎85－6328)へ

区・町内会や自治会などが中心となって、その地域内にあるボランティア団体などの参加を得て、
地域ぐるみで設立された自主防犯組織に補助金を交付します。

内　容▶防犯活動パトロール用品の購入などの補助
補助額 ▼ 5 ～ 25万円(その地域の世帯数に応じて予算の範囲内で交付)
申し込み ▼ 4月10日(木)から、所定の用紙(市民安全課に用意)に記入して、直接、市民安全課へ

地域防犯組織を支援します地域防犯組織を支援します地域防犯組織を支援します地域防犯組織を支援します地域防犯組織を支援します

高齢者を狙った悪質な業者によるトラブルが発生しています。不審な場合は、建築指導課(☎85－
6328)へ問い合わせてください。

県の講習を受けて登録された耐震診断員が、
木造住宅の耐震診断を行います。
対　象 ▼次のいずれも満たす木造住宅○昭和

56年5月31日以前に着工された在来
軸組構法、伝統構法の住宅○現在居
住している住宅○一戸建て住宅や長
屋、併用住宅、共同住宅(貸家を含む)

募集棟数 ▼ 300棟(先着順)
申し込み ▼ 4月1日(火)から、所定の用紙(建築指

導課、市民安全課、市ホームページ、
市役所情報コーナー、各ふれあいセ
ンター、鷹来・坂下公民館、総合福
祉センター、グリーンパレス春日井
に用意)に記入して、住宅の所有者
が直接か郵送で、〒486－8686春日
井市役所建築指導課（☎85－6328）へ

木造住宅無料耐震診断 木造住宅耐震改修費補助

改修が
必要だと
診断され
たら…
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平成20年度の市税等の納期は表のとおりです。納期限までに納めてください。また、口座振替を利用し
ている人は、預貯金残高を確認してください。

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税

（普通徴収） 1期 2期 3期 4期

固定資産税・
都市計画税 1期 2期 3期 4期

軽自動車税 全期

国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

介護保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

後期高齢者医療
保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

納期限 4/30
(水)

6/2
(月)

6/30
(月)

7/31
(木)

9/1
(月)

9/30
(火)

10/31
(金)

12/1
(月)

1/5
(月)

2/2
(月)

3/2
(月)

3/31
(火)

※納付場所は、収納課、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、市内すべての
金融機関、コンビニエンスストアです。ただし、コンビニエンスストアとゆうちょ銀行・郵便局では、納
期限を過ぎた場合は取り扱いません。

問い合わせ▶収納課(☎85－6111)

市 税 等 納 期 一 覧 表市 税 等 納 期 一 覧 表市 税 等 納 期 一 覧 表市 税 等 納 期 一 覧 表市 税 等 納 期 一 覧 表

敬 老敬 老 会敬 老 会
毎年9月に総合体育館で開催していた敬老会に替えて、平成20年度からは、地域団体が地域で開催する敬
老行事に対し、補助金を交付します。
対象団体▶区・町内会や自治会、地区社会福祉協議会など
対象行事 ▼高齢者の長寿を祝い、地域の皆さんの敬老意識の高揚を図るために行う行事
補助金額 ▼敬老行事にかかった費用のうち、下の表の金額を限度として交付

申し込み▶9月30日(火)までに、申請書(高齢福祉課、市ホームページに用意)に記入して、それぞれの団体の
代表者が直接、高齢福祉課(☎85－6176)へ　※敬老会を実施する前に申請が必要
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/fukushi/kourei/keiroukai.html

世帯数 金　　　額

100世帯まで 2万円

101～ 300 世帯 3万円

301～ 500 世帯 5万円

501～ 1000 世帯 7万円

1001 ～ 2000 世帯 12万円

2001 ～ 3000 世帯 20万円

3001 世帯以上 30万円
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と　き▶5月13日(火)午前9時30分～午後3時(予定)〈小雨決行〉
コース▶東部市民センター (ホール駐車場に集合)～白山神社～林昌寺～八大龍王神～佐倉宗五郎大

明神～太平寺～玉野水力発電所～中央線旧国鉄廃トンネルと碑～ＪＲ定光寺駅(解散)
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▶保険料100円
持ち物▶弁当、水筒、敷物、雨具
申し込み▶4月21日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)に住所、氏名(ふりがな)、電話番号を書いて、

〒487－0035藤山台8－6－1、スローライフかすがい「やっと・かめの会」山田へ

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)

高蔵寺ニュータウンや高蔵寺地区を歩いて新たな発見をしましょう。

参加者募集市制市制65周年事業周年事業（高蔵寺ニュータウン高蔵寺ニュータウン40周年周年）市制市制65周年事業周年事業（高蔵寺ニュータウン高蔵寺ニュータウン40周年周年）市制65周年事業（高蔵寺ニュータウン40周年）

か す が い 熟 年 大か す が い 熟 年 大 学か す が い 熟 年 大か す が い 熟 年 大 学か す が い 熟 年 大 学

問い合わせ▶生涯学習スポーツ課(☎85－6446)

コース と　き(13回) 演　　　　題

生活

5/28、6/11・25、7/9・23、
8/6・20、9/10・24、10/8・
22、11/5・19の水曜日
10：00～ 11：30

○自分発見！人間関係を考える○ジェネリック医薬品○物忘れについて○天気予
報について○相続税、贈与税○食育○自己責任時代のマネープラン○金融商品の
基礎知識○ライフプランと資産運用○刑罰について○高齢者の交通安全○エネル
ギーと環境

歴史

5/28、6/11・25、7/9・23、
8/6・20、9/10・24、10/8・
22、11/5・19の水曜日
14：00～ 15：30

○日本書紀○憲法の歴史○近世古文書学と近世古文書の伝来○日本近世における
権力構成と社会構造○近世古文書の外観と実例○武士が戦うとき○中国古鏡の文
化史○世界史から見た三英傑の日本

文学

5/29、6/12・26、7/10・24、
8/7・21、9/11・25、10/9・
23、11/6・20の木曜日
10：00～ 11：30

○平家物語～挿入説話にみる世界観～○英詩を読む○源氏物語と仏教思想○日本
古典文学○漱石、谷崎、太宰小説を読むことは役に立つか○昔の新聞・雑誌から
みる病気○病気を治す「噂」について○漢文（中国古典）入門○豊穣(ほうじょう)な
中国古典の世界○日本人にとっての漢詩・漢文○唐の時代の詩人○唐詩の旅路

健康科学

5/29、6/12・26、7/10・24、
8/7・21、9/11・25、10/9・
23、11/6・20の木曜日
14：00～ 15：30

○臨床心理ってなあに○心配！メタボリック○高齢者のトレーニング○メタボリ
ック予防の食生活○ガンのおはなし○生活習慣病にならないために○認知症につ
いて○腰痛とのつきあい方○実技５回

※現地学習（自由参加）が1回あり。講師の都合により演題が変更になる場合あり

ところ▶文化フォーラム春日井ほか
講　師▶近隣大学の教授、市民病院医師など
対象・定員▶市内在住で、学習意欲がある60歳以上の人・○

生活コース・歴史コース各150人○文学コース
・健康科学コース各100人(超えたときは抽選)

費　用▶受講料4000円、現地学習は実費、健康科学コー
スは実技保険料として100円が必要

申し込み▶4月14日(月)〈必着〉までに、往復はがきにコー
ス名(1人1コース)、住所、氏名(ふりがな)、年齢、
性別、電話番号を書いて、〒486－8686春日井
市役所生涯学習スポーツ課へ　※ホームページ
からも申し込み可
http://www.city.kasugai.lg.jp/bunka/syogai/s
yogaigakusyu.html

と　き▶5月8日(木)午後1時
30分から

ところ ▼市民会館
大廻政成

まち しばいごや

講　演 ▼「街は劇場～あなたの街が劇場だっ
たら、あなたの役は・・・・。～」
・大廻政成

※閉講式・合同講座は12月に行います。

開講式・合同講座開講式・合同講座
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4月6日～15日は春の交通安全運動
子どもや高齢者を交通事故から守ろう
○高齢者世帯訪問活動〈4月9日(水)・15日(火)〉○て
くてくアカデミー (高齢者交通安全講習会)〈4月
11日(金)〉
後部座席を含むシートベルトとチャイルドシート
を正しく着用しよう
○県内一斉シートベルト・チャイルドシート着用
キャンペーン〈4月7日(月)〉○シートベルト・チャ
イルドシート着用キャンペーン〈4月8日(火)〉
自転車の安全利用を進めよう
○自転車の乗り方教室〈4月6日(日)〉○自転車事
故防止キャンペーン〈4月6日(日)〉○自転車街頭指
導〈4月9日(水)〉○サイクルストップ作戦〈4月10日
(木)〉
飲酒運転を根絶しよう
○飲酒運転撲滅キャンペーン〈4月11日(金)〉
めいわく駐車を追放しよう
○めいわく駐車追放パトロール〈4月14日(月)〉
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

福祉の里グラウンドゴルフ場オープン
　福祉の里グラウンドゴルフ場がリニューアルし
ました。事前に予約ができるようになりました。
利用料金は無料でクラブなどは貸し出します。
※4月5日(土)午前はオープン式のため一般利用不可
申し込み▶ 福祉の里(☎88－7007)へ

落合公園大駐車場利用時間の変更
　平成20年度から、11月1日～ 3月31日の駐車場
利用時間を1時間延長し、午前7時～午後10時とし
ます。
問い合わせ▶ 公園緑地課(☎85－6284)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 4月23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)

妊婦健康診査受診票の追加交付
　4月から公費による妊婦健康診査が2回から5回
になります。平成20年3月31日以前に妊婦健康診
査受診票2枚の交付を受け、かつ4月1日以降の分
娩予定日の人に、妊婦健康診査受診票を3枚追加
交付します。該当予定者には順次、受診票を郵送
します。　※受診票が届かなかった人や転入され
た人は連絡してください。
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6170)

子ども会活動補助金受付
　現在、活動している地域子ども会を対象に、平
成20年度子ども会活動補助金の申請を受け付けま
す。
条件など▶ 子ども会活動中の事故などを補償する保

険への加入や、その他構成要件など
受付期限▶ 6月2日(月)
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

市役所市民サロンの利用停止
　9月29日(月) ～ 11月2日(日)は、スローライフ月
間の各種展示や春日井まつりのイベントを開催す
るため、市民サロンの利用ができません。
問い合わせ▶ 総務部総務課(☎85－6067)

緑の相談員による出前診断
と き▶ 毎月第2・4木曜日午前10時～午後4時(要

予約)
内 容▶ 現地に出向いて病害虫の防除対策や施

肥、庭木の手入れなど植物に関する相談
問い合わせ▶ グリーンピア春日井(☎92－8711)

環境対策に補助金を交付
　地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素を削
減するため、次の補助を実施します。
地球温暖化対策機器設置
内 容▶ 自ら居住する市内の住宅(店舗などとの

併用住宅を含む)に、次の地球温暖化対
策機器を設置する場合、予算の範囲内で
補助金を交付

補助額▶ ○住宅用太陽光発電システム…1kＷ当
たり4万円(上限4kＷ)○住宅用太陽熱利
用システム…強制循環型は1台当たり4万
円、自然循環型は1台当たり2万円○住宅
用高効率エネルギーシステム(高効率給
湯器)…1台当たり3万円

低公害車購入
内 容▶ 中小企業などの事業者が低公害車(車両

総重量が2.5t以下の天然ガス・電気・ハ
イブリッドの貨物自動車)を購入する場
合、予算の範囲内で補助金を交付

補助額▶ 車両本体価格と通常車両価格の差額の2
分の1(上限50万円)

申し込み▶ いずれも4月16日(水)から、所定の用紙(環
境政策課、市ホームページに用意)に記
入して、環境政策課(☎85－6211)へ
※地球温暖化対策機器および低公害車の
補助金交付申請は、予算の範囲内で先着
順に受け付け
ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/shinsei/download.html



14

国民年金保険料　学生納付特例制度
　学生で収入が少なく国民年金保険料の納付が困
難な場合、申請により在学中の保険料の納付が猶
予される｢学生納付特例制度｣(10年以内に後払い
できる)があります。
対 象▶ 大学(大学院)や短大、高等学校、高等専

門学校、専修学校、各種学校などに在学
する20歳以上で、所得が一定額以下の人
※4月中の届け出のみ、平成19年4月分ま
でさかのぼって申請可能

申し込み▶ 年金手帳、学生証(写し可)か在学証明書、
印鑑を持って国保年金課(☎85－6160)へ
　

新申請手続き(はがき形式による申請)
　平成19年度にこの制度により保険料の納付が猶
予されている人で、引き続き平成20年度も在学予
定の人に、はがき形式による申請書を順次郵送し
ています。この申請書に必要事項を記入し返送す
れば、平成20年度の学生納付特例申請を行うこと
ができます。なお、はがきが郵送されない人や紛
失した人は、今までどおり国保年金課での申請手
続きが必要です。
問い合わせ▶ 国保年金課(☎85－6160)

雨水流出抑制対策事業に補助金を交付
　雨水の流出を抑制し洪水の緩和を目的とする、
家庭内などに設置する雨水の貯留や地下浸透施設
の設備費および工事費の2分の1を補助します。

補助対象施設 貯留量 限度額
雨 水 貯 留 タ ン ク 200ℓ以上 10万円
雨 水 浸 透 ま す 無し 10万円

浄化槽転用雨水貯留施設
3㎥未満 7万5000

円
3㎥以上10㎥未満 10万円
10㎥以上 15万円

問い合わせ▶ 河川排水課(☎85－6361)

高齢者に通院乗車券を交付
内 容▶ 半年に1回、はあとふるライナー回数券、

ＪＲ東海バス回数券、名鉄乗車券のうち
1種類を交付　※この乗車券は、高齢者
の皆さんが医療機関へ通院される際の交
通費の一部を補助するものですので、必
ず本人が利用してください。

対 象▶ 市内に住所がある満70歳以上で、現在医
療機関に通院している人

申し込み▶ 4月4日(金)から、印鑑、診察券、年齢を
確認できるもの(健康保険証など)を持っ
て、本人が直接、地区の民生委員へ

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6176)

男女共同参画情報紙｢はるか｣を発行
配布場所▶ 市民活動推進課男女共同参画室、市の主

な施設
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

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

問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－
6152)

かすがい男女共同参画プラン(改定版)策定
　社会・経済情勢の変化、平成18年9月に実施し
た男女共同参画に関する市民意識調査の結果によ
る市民ニーズを踏まえ、｢かすがい男女共同参画
プラン(改定版)｣を策定しました。改定プランは、
男女共同参画室、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、レディヤンかすがい、総合福祉センター、
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/
sankaku/danjo/danjo/pla－t/kaiteiplan.html
問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－

6152)

飼い主のいない猫の去勢避妊に補助金を交付
　飼い主のいない猫の繁殖を防ぐため、飼い主の
いない猫の去勢・避妊手術に補助金を交付します。
この補助制度で行う去勢・避妊は、動物病院の協
力により、一律5000円の負担で手術ができます。
対 象▶ 市内に生息する飼い主のいない猫を保護

して、手術を受けさせることができる市
内在住の人

手続き▶ ○保護する前(手術前)に申請が必要○申
請書には、区長・町内会長・自治会長か
隣人など2人による飼い主のいない猫で
あることの確認が必要

申し込み▶ 4月9日(水)から(予算の範囲内で先着順)、
環境保全課(☎85－6279)へ

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

ルバー人材センター、4月18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▶ 4月8日(火)〈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、ＦＡ
Ｘ84－3125、Ｅメールkasugai@sjc.ne.jp)
へ
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合併処理浄化槽の設置に補助金を交付
　合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、台所や洗
濯などの生活雑排水を処理することができ、単独
処理浄化槽よりも放流される汚水の量が少なく、
河川の水質浄化のためにも大変有効です。
内 容▶ 公共下水道の事業認可区域外で、専用住

宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を設
置する場合、単独処理浄化槽やくみ取り
便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合
に、予算の範囲内で先着順に補助金を交
付　※浄化槽設置後の申請や平成21年
3月15日(日)までに工事が完了しない場
合、転換は建築確認申請が必要な増改築
は除く

補助金▶ ○新設…5人槽10万円以内、7人槽12万円
以内、10人槽15万円以内○単独処理浄化
槽からの転換…5人槽42万2000円以内、7
人槽50万4000円以内、10人槽63万8000円
以内○くみ取り便槽からの転換…5人槽
33万2000円以内、7人槽41万4000円以内、
10人槽54万8000円以内

申し込み▶ 4月7日(月)から、環境保全課(☎85－6217)
へ

シルバー優待証明カードを交付
　このカードを提示すると、下表の施設が優待
料金で利用できます。なお、カードを提示しなく
ても運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険
証を提示すれば優待料金で利用することができま
す。
対 象▶ 市内在住の60歳以上(名古屋港水族館・

ポートビル、南極観測船ふじは65歳以上)
の人
施設名 利用料金

サンフロッグ春日井・温
水プール 200円

サンフロッグ春日井・ト
レーニング室

100円か回数利用券1枚(回数利
用券11枚つづり1000円)

道風記念館 無料
名古屋港水族館 1000円
名古屋港ポートビル
南極観測船ふじ 無料

申し込み▶ 6か月以内に撮影した顔写真(縦3㎝×横
2.5㎝、ポラロイドは不可)、住所・氏名
・生年月日が確認できる物(健康保険証や
運転免許証など)を持って、本人が直接、
高齢福祉課(☎85－6176)へ　※坂下出張
所、東部市民センター、味美・高蔵寺ふ
れあいセンターでは受け付けのみ可(カ
ードは後日郵送)

ふれあい広場
と き▶ ①4月2日(水)・16日(水)②4月9日(水)・23

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)

昼コン　春のかおりにクラシックを乗せて…
と き▶ 4月5日(土)午後2時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ 花音～かのん～
曲 目▶ ロジャース｢サウンド・オブ・ミュージ

ックより｣、ロッシーニ｢猫の二重唱｣な
ど

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

ひよこ教室
と き▶ ①4月10日(木)②4月17日(木)③4月24日

(木)午前10時～ 11時
内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して、

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

といずれもその保護者
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)

子育て広場
と き▶ 4月11日～ 7月18日の毎週金曜日午前10

時～ 11時30分(5月30日を除く)
内 容▶ 体操や手遊び、おもちゃの製作、季節の

行事などを行う
対 象▶ 市内在住の未就園児とその保護者
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

緑と花の即売会～花苗や鉢花などの即売
と き▶ 4月12日(土) ～ 13日(日)午前10時～午後4

時
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)
協 力▶ 市花卉連合会会員
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子ども劇場
と き▶ 4月12日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ ペープサート｢どうながダック｣と腹話術

など
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶鷹来公民館(☎84－7071)
協 力▶ おはなしの会、ロゴス腹話術研究会

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 4月13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)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 4月20日(日)午前10時～正午受け付け、午

後3時～ 4時か4月27日(日)引き渡し
定 員▶ 40人(先着順)　※今まで利用したことが

ない人で1人1点に限定
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

レクリエーションスポーツ大会
と き▶ 5月18日(日)午前8時30分から
ところ▶ 総合体育館
ソフトバレーボール
部 門▶ 女性の部①(39歳以下)、女性の部②(40歳

以上)、混成の部(女性が2人以上)
チーム人数▶ 4 ～ 6人　※審判(主審1人・副審1人・線

審2人)は参加者が行うため、5月14日(水)
午後7時から総合体育館で行う審判講習
会に必ず2人以上の参加が必要

グラウンド・ゴルフ
参加要件▶ 3人で構成されたチーム　※雨天の場合

は、5月20日(火)に延期。申込チーム数が、
128チームを超えたときは抽選

ドッヂビー
参加要件▶ 小学生　※体育指導委員の指導によるド

ッヂビー体験コーナー
申し込み▶ 「ソフトバレーボール」「グラウンド・ゴ

ルフ」は4月14日(月)〈必着〉までに、はが
き(1チーム1枚)に、種目、部門(ソフトバ
レーボールのみ)、チーム名、全員の氏
名(代表者に○を表示)・年齢・性別、代
表者の住所・電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所生涯学習スポーツ課
(☎85－6452)へ。「ドッヂビー」は当日午
前8時30分から総合体育館で　※「ソフト
バレーボール」「グラウンド・ゴルフ」は
事前に参加チーム代表者へ案内を郵送

クラブ対抗バドミントン春季大会
と き▶ 4月20日(日)午前8時15分から　
種 目▶ ランク別男子・女子団体戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で連盟登録クラブ

の人
費 用▶ 参加料(1チーム)6000円
ところ・申し込み▶4月11日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、代表者の住所、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▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152
－0266)

ビデオ鑑賞
と き▶ 4月27日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢ミッキーとドナルドの仲間たち｣
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)

市民硬式テニス大会
と き▶ 5月11日(日)午前9時から〈予備日5月25日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 高校生以下・一般・壮年(45歳以上)の部

の男女各ダブルス
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1組)1000円
申し込み▶ 4月26日(土)〈必着〉までに、往復はがき

に大会名、種目、2人の住所・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)

自然満喫！トレッキング体験・春
と き▶ 5月11日(日)午前7時30分～午後6時30分
ところ▶ ウイングヒルズ白鳥リゾート(岐阜県郡

上市)
内 容▶ 白鳥の雄大な自然を感じながらトレッキ

ングコース(初・中級)をガイドと歩き、
山菜採りや天然温泉入浴を楽しむ

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上で完
歩できる人・45人(超えたときは抽選)

費 用▶ 参加料6000円(交通費や昼食代、温泉入
浴料、傷害保険料を含む)　※貸し切り
バスを使用

申し込み▶ 4月18日(金)〈必着〉までに、往復はがき
に住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、
電話番号を書いて、〒486－0804鷹来町
4196－3、総合体育館(☎84－7101)へ
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ハンギングバスケット展
と き▶ 5月1日(木) ～ 11日(日)午前9時～午後6時

(最終日は午後2時まで)
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

会長杯争奪卓球大会
と き▶ 5月4日(祝)午前9時～午後5時
種 目▶ 一般男子・女子、中学生男子・女子
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、4月23日(水)

までに連盟登録をした人(中学生は未加
盟でも可)　※選手は必ずゼッケン着用、
中学生は責任者同伴

費 用▶ 参加料一般500円、高校生300円、中学生
200円

ところ・申し込み▶4月23日(水)〈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▶ 市卓球連盟・野田(☎34－1655)

映画｢敬愛なるベートーヴェン｣
と き▶ 5月25日(日)①午前10時30分から②午後2

時(上映10分前に映画解説あり)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ ｢第九｣誕生の裏に隠されたベートーベン

と若き女性作曲家の物語(日本語字幕)
入場料▶ 前売1000円、当日1100円(時間指定、全

自由席、3歳以上は有料)
入場券▶ 4月12日(土)から、文化フォーラム春日井

・文化情報プラザで販売　※かすがい市
民文化財団では、代金引換サービスあり

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

自然環境保全活動推進員養成講座受講者
　市内に残された貴重な自然や、皆さんの周りに
ある身近な自然を保全していくため、市民のリー
ダーとして｢自然環境保全活動推進員｣が活動して
います。
講座日程▶ 5月～ 10月の第2火曜日(6回・予定)
対象・定員▶ 市内在住か在勤の20歳以上で、自然環境

保全活動に関心があり、全日程すべて受
講する意欲のある人・20人(先着順)

 ※平成21年1月募集予定の自然環境保全
活動推進員の応募には、この講座の受講
が必要であり、講座修了者の中から選考
(定員30人)

申し込み▶ 4月11日(金)までに、環境保全課(☎85－
6279)へ

市民納涼まつり協賛
　7月26日(土)〈小雨決行、雨天中止時は27日(日)〉
に落合公園で行われる夏の風物詩、市民納涼まつ
りを盛り上げるため、皆さんの協力をお願いしま
す。

内容 金額(1口) 種類
スターマイン(大)、うちわ、
手拭い 50万円 特Ｓ

スターマイン(中)、うちわ、
手拭い 30万円 特Ａ

スターマイン(小)、うちわ 20万円 特Ｂ
打上玉(20発) 10万円 特Ｃ
打上玉(10発) 5万円 Ａ
打上玉(6発) 3万円 Ｂ
打上玉(2発) 1万円 Ｃ
うちわ 5万円 うちわ

手拭い 5万円 手拭い
(新設)

特 典▶ 特別観覧席の招待券を郵送し、パンフレ
ットと市ホームページに協賛者名を掲
載

申し込み▶ 5月30日(金)までに、所定の用紙(市民生
活課、市ホームページに用意)に記入し
て、市民生活課内、納涼まつり実行委員
会事務局(☎85－6622)へ

男女共同参画審議会の委員
内 容▶ 男女共同参画の推進に関する施策の実施

状況や、市が実施する施策に対する市民
からの申し出に対して調査審議したり、
意見を述べる

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市
の附属機関などの委員になっていない人
・2人

任 期▶ 委嘱した日から2年間
申し込み▶ 4月15日(火)〈必着〉までに、所定の用紙

(男女共同参画室、市ホームページ、市
役所情報コーナー、レディヤンかすがい、
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
井市役所市民活動推進課男女共同参画室
(☎85－6152)へ　※選考結果は文書で通
知

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/
huzoku/k_danjo/dkoubo.html
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環境審議会の委員
内 容▶ 環境基本計画と環境の保全などに関する

事項の調査審議
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市

の附属機関などの委員になっていない人
・2人

任 期▶ 委嘱の日から2年
申し込み▶ 4月18日(金)までに、所定の用紙(環境政

策課、市ホームページ、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、各公民館に用意)
に記入して、環境政策課(☎85－6216)へ
※選考結果は文書で通知

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/
huzoku/k_kankyousingi/kankyou2.html

社会福祉協議会と事業団の合併に対する意見
　市社会福祉協議会と市社会福祉事業団は、総
合的な福祉サービスの提供と効率的な運営を目
的に、法人合併の協議を進めています。そこでこ
の計画書に対する皆さんの意見を聞かせてくださ
い。　※合併計画書(案)は総合福祉センター、市
社会福祉協議会、市社会福祉協議会ホームページ
で見ることができます。
ホームページ　http://www7.ocn.ne.jp/̃k－syakyo/
index.htm
提出方法▶ 4月1日(火) ～ 22日(火)〈 必 着 〉に、 直

接か郵送、ファクス、Ｅメールに意
見、氏名を書いて、〒486－0857浅山
町1－2－61、市社会福祉協議会(☎85
－4321、 Ｆ ＡＸ84－3933、 Ｅ メール
syakyo@circus.ocn.ne.jp)へ　※提出さ
れた意見は今後の協議の参考にします
が、意見に対する個別の回答はしません。

子どもの家の指定管理者
　高座小学校、上条小学校に新しく設置する子ど
もの家の管理運営を行う法人などの団体(指定管
理者)を募集します。
施設名称▶ 高座子どもの家、上条子どもの家
施設概要▶ 育成室など
指定の期間▶ 10月1日～平成25年3月31日
業務概要▶ 放課後児童健全育成事業の実施や利用の

許可、利用料金などの収受、施設の維持
管理など　※管理業務の範囲や基準など
についての詳細は、条例および規則に規
定されています。

募集要領▶ 4月1日(火)から、子ども政策課、市ホー
ムページで配布

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

申し込み▶ 4月30日(水)までに、子ども政策課(☎85
－6206)へ

新川流域親子フォーラム治水見学会の参加者
　新川流域総合治水対策協議会では総合治水対策
を知っていただくため、大きなポンプ場や水を貯
める施設などをバスで回り、見学します。昼食時
には楽しいクイズ大会も行います。
と き▶ 5月18日(日)午前9時30分～午後4時頃
集合・解散▶ 愛知県庁(本庁舎)
見学地▶ 新川洗堰(ぜき)・治水緑地公園(名古屋市

西区)→名古屋市環境局五条川工場(海部
郡甚目寺町)→五条川・名鉄津島線改築
工事(清須市)→清洲公園(清須市)〈昼食＆
クイズ大会〉→戸田川排水機場(名古屋市
港区)→稲永ビジターセンター (名古屋市
港区)

対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生とその保護者
(2人1組)・40組(超えたときは抽選)

申し込み▶ 4月14日(月)〈必着〉までに、はがきに｢新
川・親子フォーラム参加希望｣、住所、
電話番号、親子の氏名、性別、学年を書
いて、〒486－8686春日井市役所河川排
水課(☎85－6361)へ

児童センター　☎87－6866
幼児のびのび教室～楽しい親子遊び
と き▶ 5月7日・21日、6月4日・18日、7月2日・

9日の水曜日(6回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ チルドレン
対象・定員▶ 市内在住の平成17年4月～ 18年3月生ま

れの未就園児とその保護者・30組(超え
たときは抽選)

費 用▶ 受講料300円、材料費300円
申し込み▶ 4月10日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、親子の氏名(ふりがな)、
子どもの生年月日、住所、電話番号を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61へ

かすがいげんきっ子センター
工作教室～ビーズでアクセサリーを作る
と き▶ 5月11日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 教材費200円
申し込み▶ 4月14日(月)〈消印有効〉までに、往復は

がき(1人1枚、きょうだいでの申し込み
は連名可)に教室名、住所、氏名(ふりが
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な)、年齢、電話番号、学校名、学年、
保護者名を書いて、〒486－0945勝川町8
－2858－1(☎35－3501)へ

落合公園管理棟　☎56－0414
プリザーブドフラワー講習会
～母の日のアレンジメントを
作る
と き▶ 4月27日(日)午前10時

～正午
講 師▶ 家田真里
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350円、教材費3750円
持ち物▶ はさみ、延長コード(2 ～ 3m)、持ち帰り

用の袋
申し込み▶ 4月15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)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0817
東野町字落合池1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～ろうや柿の育て方について学ぶ
と き▶ 4月26日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
 
呈茶事入門教室～客としての心得を学ぶ
と き▶ 4月29日(祝)午前10時～午後3時
講 師▶ 石黒東風
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ ふくさ、懐紙、扇子、エプロン、タオル
 ※当日は和服を着用
 
おしゃれ園芸教室～花もの葉ものなど初夏の植物
を効果的にコーディネートするハンギングバスケ
ットを作る
と き▶ 5月11日(日)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 坂梨一郎
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用ばさみ、エプロン、持ち帰り用の

袋
 
申し込み▶ ｢園芸教室｣｢呈茶事入門教室｣は4月4日

(金)から電話で、｢おしゃれ園芸教室｣は4
月15日(火)〈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)、
電話番号を書いて、〒487－0001細野町
3249－1へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
生ごみのリサイクル～生ごみをＥＭ菌でたい肥に
するぼかし作り
と き▶ 4月19日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ なずなの会
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300円
持ち物▶ エプロン、約4㎏のぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
 
包丁の研ぎ方教室～包丁の研ぎ方を学ぶ
と き▶ 4月26日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 小川隆平
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、ぞうきん2

枚
 
申し込み▶ いずれも4月4日(金)から、電話で

ハーモニー春日井　☎88－0677
初心者のためのクラリネット入門講座
と き▶ 5月10日～ 7月12日の毎週土曜日(10回)午

後2時～ 3時30分
講 師▶ 深尾早苗
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2500円(小中学生は無料)
持ち物▶ クラリネット(ない人は約2万円で貸し出

し可)
 
初心者のためのバイオリン入門講座
と き▶ 5月15日～ 7月17日の毎週木曜日(10回)午

後2時～ 3時30分
講 師▶ 大橋淑恵
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(超え

た時は抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ バイオリン(ない人は約1万6000円で貸し

出し可)
 
申し込み▶ いずれも4月15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)、年齢、電話番号、楽器の貸
し出しを希望するときは｢貸し出し希望｣
と書いて、〒480－0302西尾町392へ
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レディヤンかすがい　☎85－4188
リフレッシュヨーガ入門～やる気、勇気、元気が
出るヨガを楽しむ
と き▶ 5月9日～ 6月27日の毎週金曜日(8回)午後

1時30分～ 3時
講 師▶ 井坂津矢子
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
持ち物▶ マットかバスタオル
 
初心者のためのパソコン教室～仕事に役立つ表計
算と文章作成などを学ぶ
と き▶ 5月10日～ 6月28日の毎週土曜日(8回)午

前10時～正午
講 師▶ ＮＰＯ法人けやきフォーラム
対象・定員▶ キーボード操作のできる市内在住か在

勤、在学の人・16人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円、教材費200円
 
家庭料理の基礎入門～料理を基礎から学ぶ
と き▶ 5月11日・25日、6月8日・29日の日曜日(4

回)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 中根克枝
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1000円、教材費3000円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
パン・お菓子作り入門～身近にある材料で、ホー
ムメイドのパン・お菓子を作る
と き▶ 5月18日、6月1日・22日、7月6日の日曜日(4

回)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
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1000円、教材費3200円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、15cm四方の持ち

帰り用の箱
 
申し込み▶ いずれも4月15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)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0844鳥居松町2－247へ

図書館　☎85－6800
一日子ども司書～本の貸し出しや返却、ブックカ
バーを掛ける作業などを体験
と き▶ 4月26日(土)午前9時30分～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
対象・定員▶ 今までに参加したことがない市内在住の

小学3～ 6年生・24人(先着順)
持ち物▶ 図書館利用者カード、本1冊(Ａ5サイズ)
申し込み▶ 4月8日(火)午前9時から、直接か電話で

坂下公民館 　☎88－5555
母の日ギフトＢＯＸ～感謝の気持ちを込めた、焼
きたてクッキーにプリザーブドフラワーをアレン
ジ
と き▶ 5月10日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 梶田みゆき
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、材料費3000円(箱付)
持ち物▶ エプロン
 
大人の寺子屋｢弘法筆をえらばず｣～指先の鍛錬
で脳の活性化と生活の書が習得できる一石二鳥の
習い事
と き▶ 5月16日(金)・23日(金)〈2回〉午前9時30分

～ 11時30分
講 師▶ 松浦華苑
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500円
持ち物▶ 使いたい筆記用具(筆、サインペンなど)、

練習用紙
 
申し込み▶ いずれも4月15日(火)〈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、電話番号を書いて、〒480－
0305坂下町4－250－1へ

サン・アビリティーズ春日井
フライングディスク講座
と き▶ 4月～ 9月の第3日曜日と10月・12月の第

2日曜日(8回)午前10時～正午
講 師▶ あいち障害者フライングディスク協会
対象・定員▶ 障がい者と健常者・50人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 4月5日(土)から、電話かファクス(☎84－

2611、ＦＡＸ84－3005)で
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介護保険課の介護予防教室☎85－6187
介護予防体操に取り組み、みんなで健康に暮らそ
う！
と き▶ 4月16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▶ 地域包括支援センター第2春緑苑職員
定 員▶ 30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
 
認知症予防～ゲームで脳トレーニング
と き▶ 4月19日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春

日井
講 師▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井職員
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
 
知ってなるほど、認知症講座～認知症の正しい理
解とケアの現状
と き▶ 4月23日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 医学博士・柴山漠人
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ

福祉の里レインボープラザ☎88－7007
ラ・フィーラ体操教室～整体効果と癒やしの作用
で体の機能を高める体操をする
と き▶ 5月8日～ 6月12日の毎週木曜日(6回)午後

1時30分～ 3時
講 師▶ 宮下茂代
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1500円
 
太極拳教室～健康太極拳を学ぶ
と き▶ 5月14日～ 6月18日の毎週水曜日(6回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 伊藤芳子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・35人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1500円
 
申し込み▶ いずれも4月17日(木)〈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)、年齢、電話番号を書いて、〒480
－0304神屋町字引沢57－1へ

健康推進課　☎85－6167
赤ちゃんはじめてマッサージ～ベビーマッサージ
で親と子の心と体を癒やしましょう
と き▶ 5月8日(木)①午前10時～ 11時15分②午前

11時15分～午後0時30分　※時間指定は
不可

ところ▶ 保健センター
講 師▶ ベビーマッサージインストラクター
対象・定員▶ 市内在住の2 ～ 6か月児とその保護者・

30組(超えたときは抽選)
持ち物▶ 母子健康手帳、厚手のバスタオル
申し込み▶ 4月15日(火)までに、往復はがき(1人1枚)

に教室名、住所、参加する保護者と子ど
もの氏名・ふりがな、月齢、電話番号を
書いて、〒486－8686春日井市役所健康
推進課へ

児童センター　☎87－6866
ハンディキャップがある幼児と保護者の会～親子
で遊んで交流を深めよう
と き▶ 4月～ 7月の第3金曜日(4回)午前10時30分

～ 11時30分
対 象▶ 市内在住のハンディキャップがある幼児

とその保護者
 
モリコロパークで遊ぼう
と き▶ 5月18日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ 県児童総合センター〈モリコロパーク(愛

知郡長久手町)〉　※送迎あり
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 参加費300円
持ち物▶ 弁当、水筒
 
申し込み▶ ｢ハンディキャップがある幼児と保護者

の会｣は電話で常時受け付け、｢モリコロ
パークで遊ぼう｣は4月15日(火)〈必着〉ま
でに、往復はがき(1人1枚)に講座名、住
所、電話番号、氏名(ふりがな)、学校名、
学年、保護者名を書いて、〒486－0857
浅山町1－2－61へ

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
と き▶ 5月11日(日)午後1時～ 4時
ところ▶ 東部市民センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 4月7日(月)から、電話で
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総合福祉センター　☎84－3611
アジアの楽器(二胡)にチャレンジ～ドレミからや
さしい曲(浜千鳥)を目指す(初心者向け)
と き▶ 5月の毎週水曜日(4回)午後1時30分～ 3時
講 師▶アジア胡琴音楽院講師
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・10人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料520円
持ち物▶ 二胡(ない人は保証金2000円で貸し出し

可。講座終了後に返金)
 
手話奉仕員養成講座(入門課程) ～手話の特徴や
表現方法など基本を学ぶ
と き▶ 5月10日～平成21年1月24日の土曜日(30

回)午前10時～正午
講 師▶ 市聴覚障害者福祉協会
対象・定員▶ 市内在住で手話を初めて学ぶ人・40人(超

えたときは抽選)
 
手話奉仕員養成講座(レベルアップ課程) ～手話
通訳を目指すための基本を学ぶ
と き▶ 5月13日～ 12月9日の火曜日(25回)午後7

時～ 9時
講 師▶ 市聴覚障害者福祉協会
対象・定員▶ 市内在住で入門課程を修了し、手話で簡

単な日常会話ができる人・20人　※以前
に基礎講座を受けた人は受講不可。4月
22日(火)午後7時から、総合福祉センター
で面接あり

 
体にやさしいストレッチ
と き▶ 5月13日・20日・27日、6月10日の火曜日

(4回)午前10時～ 11時30分　
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料520円
 
カラオケ歌謡教室～ピアノで譜面を見て一つ一つ
の音を正しく歌ってみませんか
と き▶ 5月14日・28日、6月11日・25日の水曜日

(4回)午前10時～ 11時30分　　
講 師▶ 三上栄大
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・50人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料520円
 
点訳奉仕員養成講座～点字を学び、視覚障がい者
の社会参加のためのボランティア活動につなげる
と き▶ 5月15日～ 12月18日の木曜日(20回)午前

10時～正午
講 師▶ 点訳ボランティア春点

対象・定員▶ 市内在住の人・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ テキスト代などは実費
 
点字講座～社会生活への参加と自立のために必要
な点字を習得
と き▶ 5月15日～平成21年3月5日の木曜日(30

回)午前10時～正午
講 師▶ 点訳ボランティア春点
対象・定員▶ 市内在住の視覚障がい者・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ テキスト代などは実費
 
昔の唱歌や童謡を想い出しませんか？～ピアノ、
ハンドベル、指揮などの体験とピアノ演奏の鑑賞
と き▶ 5月16日・30日、6月6日・20日の金曜日(4

回)午前10時～ 11時30分　
講 師▶ 柴香織、山田美和子
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・50人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料520円
 
申し込み▶ ｢点字講座｣は4月15日(火)までに電話で、

それ以外は4月15日(火)〈必着〉までに、
往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号、身体障がい者は障がい名、楽
器(二胡)の貸し出しを希望する人は｢貸
し出し希望｣と書いて、〒486－0857浅山
町1－2－61へ　※身体障がい者は無料。
初回受け付けのときに障がい者手帳の提
示が必要

子育て支援センター (上八田保育園内)
子育てサロン～親子のふれあい遊び
とき・ところ▶①5月15日(木)・22日(木)・29日(木)

〈3回〉総合体育館②6月4日(水)・13日(金)
・20日(金)〈3回〉保健センター③7月2日(水)
・9日(水)・16日(水)〈3回〉南部ふれあい
センター④6月26日(木)保健センター⑤7
月23日(水)南部ふれあいセンター、いず
れも午前10時～ 11時30分

対象・定員▶ ①②③市内在住の1歳半以上の未就園児
とその保護者・30組④⑤市内在住の4～
12か月の未就園児とその保護者・15組

申し込み▶ 4月14日(月)午前9時から、☎85－8824へ
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児童センター　☎87－6866
こども空手教室
と き▶ 5月10日(土)・17日(土)・25日(日)・31日(土)、

6月8日(日)〈5回〉午前10時～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 岡本康
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・50人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料500円
申し込み▶ 4月15日(火)〈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)、
学校名、学年、保護者名、電話番号を書
いて、〒486－0857浅山町1－2－61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▶ 5月9日～ 30日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 東部市民センター
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
 
始めてみよう！楽しい体操(てつぼう) ～鉄棒の
苦手意識をなくそう
と き▶ 5月9日～ 30日の毎週金曜日(4回)①午後6

時～ 7時②午後7時30分～ 8時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 2年生・各30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料各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▶ 5月9日～ 30日の毎週金曜日(4回)午後6時

30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・35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年少②年中) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 5月10日～ 31日の毎週土曜日(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16年4月2日～
17年4月1日②平成15年4月2日～ 16年4月
1日に生まれた幼児・各30人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料各1000円

ジュニアヒップホップ～子供向けのヒップホップ
と き▶ 5月10日～ 31日の毎週土曜日(4回)午前10

時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・40人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
フラダンス～フラの音楽で楽しく踊る
と き▶ 5月10日～ 6月28日の毎週土曜日(8回)午

後2時30分～ 3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2400円
 
ジュニア養成教室(軟式野球) ～基礎から応用ま
でを楽しく学ぶ
と き▶ 5月13日～ 6月10日の毎週火・木曜日(8回)

午後5時30分～ 7時(6月5日・10日は、午
後5時に市民球場に集合)

対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・30人(超えた
ときは抽選)

費 用▶ 受講料3000円
 
ジュニア養成教室(硬式テニス) ～基礎から応用
までを楽しく学ぶ
と き▶ 5月13日～ 6月10日の毎週火・木曜日(8回)

午後7時30分～ 9時
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円
 
はずんで！ボールエクササイズ～エクササイズボ
ールで楽しく体を動かす
と き▶ 5月14日～ 6月4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・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は4月4日(金)午

前9時から電話で、それ以外は4月15日
(火)〈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
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サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室～効果的なフォームを身に
付ける(基本編)
と き▶ 4月15日(火)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
 
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい、初心者向
きの水中エアロビクス
と き▶ 4月30日～ 5月28日の毎週水曜日(7日を除

く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
 
一般水泳教室～クロールの基本をマスターする
と き▶ 4月30日(水)と5月9日～ 30日の毎週水・

金曜日(8回)午前10時45分～ 11時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で16歳以上の人・

20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料6000円
 
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30日(水)と5月8日～ 29日の毎週火・

木曜日(8回)午後5時～ 6時②5月2日～ 30
日の毎週水・金曜日(7日を除く8回)午後5
時～ 6時③5月2日～ 30日の毎週水・金曜
日(7日を除く8回)午後6時15分～ 7時15分

対象・定員▶ 市内在住の小学生・各30人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料4000円
 
平泳ぎを覚えよう～平泳ぎの基本をマスターする
と き▶ 4月30日(水)と5月8日～ 29日の毎週火・

木曜日(8回)午後6時15分～ 7時15分
対象・定員▶ 15m以上泳げる市内在住の小学生・20人

(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
3か月集中スペシャルダイエット教室～個別指導
で減量のための正しい方法などを身に付ける
と き▶ ①5月8日～ 8月14日の隔週木曜日(8回)②

5月15日～ 8月21日の隔週木曜日(8回)午
前9時～正午(2回目以降は午前9時～ 10
時、午前10時～ 11時、午前11時～正午
のいずれか選択可)

講 師▶ 健康運動指導士、トレーニング指導士
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各3人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料5000円(トレーニング室使用時は、

別途トレーニング利用券の購入が必要)
 
アクアビクス～水の抵抗を大きく受ける動きを取
り入れた運動量の多い水中エアロビクス
と き▶ 5月9日～ 30日の毎週金曜日(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
 
親子で幼児水泳～親子で水慣れやバタ足、浮き身
などの水泳の基本をマスターする
と き▶ 5月9日～ 6月27日の毎週金曜日(8回)午後

4時～ 4時45分
対象・定員▶ 市内在住か在園の平成14年4月2日～ 17

年4月1日に生まれた幼児とその保護者
(幼児1人につき保護者1人必要)・20組(超
えたときは抽選)

費 用▶ 受講料5000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は4月4日(金)午

前9時から電話で、それ以外は4月15日
(火)〈必着〉までに、往復はがきに教室名
(①②③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、
｢3か月集中スペシャルダイエット教室｣
は体脂肪率か身長・体重も書いて、〒486
－0804鷹来町4286へ

市体育協会の講座
こども相撲教室
と き▶ 4月6日～ 8月31日と9月28日～ 11月30日

の毎週日曜日午後2時～ 4時
対 象▶ 小学生
ところ・申し込み▶当日午後2時から、総合体育

館相撲場で
問い合わせ▶ 市相撲連盟・加藤(☎080－2622－9359)

かすがいげんきっ子センター 
卓球教室
と き▶ ①5月15日～ 6月5日の毎週木曜日(4回)午

後4時～ 5時 ②5月17日～ 6月7日の毎週
土曜日(4回)午前9時～ 10時

対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 3年生②小学4～ 6
年生・各10人(超えたときは抽選)

申し込み▶ 4月14日(月)〈消印有効〉までに、往復は
がきに教室名(①②の別も)、住所、氏名(ふ
りがな)、学校名、学年、保護者名、電
話番号を書いて、〒486－0945勝川町8－
2858－1(☎35－3501)へ
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5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6月24日まで、木曜日午後6時
30分からのヨガは6月26日まで、金曜日
午前10時45分からのヨガは6月27日まで
の期間限定の開催、5日(祝)は9時15分か
らソフトエアロビクスを開催。7日(水)は
休館日のため休講
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ
ビクス

10：45
～

11：45

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

春日井都市計画地区計画の決定(原案)
地 区▶ 大手町梨子池
と き▶ 4月4日(金) ～ 18日(金)の執務時間中
ところ▶ 都市政策課(☎85－6265)　※この原案に

ついての意見書は、4月4日(金) ～ 25日(金)
に市長あてに提出可

計算力・思考力検定
月 日▶ 5月24日(土)
受験料▶ 3級～ 4級3500円、5級～ 7級2000円、8級

～ 10級1500円　
ところ・申し込み▶4月3日(木) ～ 21日(月)に、春

日井商工会議所(☎81－4141)へ

山菊づくり(盆栽仕立)講習会
と き▶ 4月～ 9月の第3木曜日と9月11日(木)〈7

回〉午前9時30分～正午
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 石井口丸男
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円(教材費を含む)
申し込み▶ 4月7日(月)から、公園緑地課(☎85－6281)

へ
主 催▶ 市菊栄会

｢勝南にぎわい市｣出店者募集
と き▶ 4月26日(土) ～ 27日(日)午前9時30分～午

後3時30分
ところ▶ 勝川駅南口ビル前
内 容▶ フリーマーケット(家庭の不用品、手作

り品など)　※営利目的の物は販売不可
ブース料▶ 1日につき1ブース1000円(250cm×150cm)
ブース数▶ 20ブース(先着順)
申し込み▶ 4月4日(金)から、勝川開発㈱(☎34－6800)

へ

クラシック・ギターを楽しもう
と き▶ 5月8日～ 7月31日の木曜日(7月24日を除

く12回)午後7時～ 9時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 川久保勲
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)　※ギター初心者も可
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ ギター (ない人は月1500円で貸し出し可)
申し込み▶ 4月10日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号、ギターの貸し出しを希望する
人は｢貸し出し希望｣と書いて、〒486－
8686春日井市役所文化課(☎85－6079)へ

問い合わせ▶ ＭＹギターアンサンブル春日井・川久保
(☎090－9913－1396)、山田(☎91－2263)

主 催▶ 春日井市民音楽連盟

2級・3級カラーコーディネーター検定
月 日▶ 6月15日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 2級7140円、3級5100円
申し込み▶ 5月2日(金)まで(土・日曜日、祝休日を除

く午前10時～午後6時)に、検定センター
(☎03－3989－0777)へ　※ホームページ
からも申し込み可

 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン

西部ふれあいセンター

味美ふれあいセンター

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〉

東部市民センター

落合公園管理棟

高蔵寺ふれあいセンター
アスティ高蔵寺

（☎85－6073）

（☎33－0808）

（☎31－3522）

（☎88－5006）

（☎92－8711）

（☎92－8511）

（☎56－0414）

（☎51－0002）
（☎85－6079）

4／1（火）～6（日）
4／7（月）～12（土）
4／13（日）～18（金）
4／1（火）～13（日）
4／1（火）～13（日）
4／1（火）～15（火）

4／3（木）～30（水）

4／4（金）～6（日）
4／11（金）～13（日）

4／5（土）～6（日）

4／5（土）～6（日）
4／11（金）～13（日）
4／11（金）～22（火）
4／12（土）～24（木）

水墨画作品の展示
平成水墨画クラブ作品展
水彩ぶどうの会作品展
ふれあう花・人 写真展
水墨画展
いろいろなつぼ展
手作り絵本展
貼り絵作品展
万年青展
すみれ展
かすが台こども絵画工作
展覧会
盆栽展
春の山野草展
水彩画展
ＮＧ作品展示会

水墨画クラブ五月会
平成水墨画クラブ
水彩ぶどうの会
西ふれ・花ボラ
味美墨絵同好会
安藤年孝
石田民子
綾の会
春日井万年青同好会
日本スミレ同好会
「かすが台こども絵画工作」受
講者
日本盆栽協会春日井支部
春日井山草会
レインボークラブ
ＮＧ会

あなたも情報発信しませんか？

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

ジュニアバドミントン教室
とき▶4月～平成21年3月の毎週水曜日午後6時
～9時　ところ▶総合体育館　内容▶バドミン
トンを楽しむ　対象▶市内在住の小学2～ 6年
生　費用▶会費3か月4000円　申し込み▶丹羽
（☎83－0717）へ
･･････････････････････････････････････････
春日井南高校吹奏楽部・ＯＢ定期演奏会
とき▶4月20日（日）午後1時30分～3時30分（1時
開場）　ところ▶市民会館　曲目▶「ローマの
松」「千と千尋ＤＥマーチング」など　※松山小
学校音楽部も出演　問い合わせ▶春日井南高
校・清水（☎32－7688）
･･････････････････････････････････････････
スズキ・メソードで学ぶ子どもたちによるバイ
オリンコンサート
とき▶①4月29日（祝）午後1時30分～3時30分②6
月7日（土）午後1時30分～3時30分③6月29日（日）
午後1時～4時　ところ▶①東部市民センター②
名古屋市東文化小劇場（名古屋市東区）③市民会
館　内容▶2歳からの子どもたちによる斉奏、
ソロ演奏　出演▶才能教育研究会①藤山台教室
②③春日井教室　曲目▶モーツァルト「協奏曲
第5番」「キラキラ星変奏曲」ほか　問い合わせ▶
村上（☎95－0112）

国際理解ワークショップ「地球環境と私たちと、
フェアトレード」
とき▶①5月8日（木）～13日（火）午前10時～午後
6時30分②5月10日（土）午後1時～6時　ところ▶
本の王国中央台店（中央台）　内容▶①フェアト
レードの生産現場パネル展示など②地球誕生46
億年の歴史から人類の歴史を学び、今後の貧困
や紛争、環境問題の修復改善にフェアトレード
が重要な鍵を握ることを学ぶワークショップ　
対象・定員▶②中学生以上の人・20人　費用▶
②参加料…中学生・高校生1000円、一般1500円
申し込み▶4月20日（日）までに、小久保（☎95－
1284）へ　主催▶国際相互理解を考える会

万 人

万
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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

4／5

4／12

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

☎51－5552

☎89－3388

☎84－3060

☎91－3755

☎51－8222

☎75－3882

☎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）

白山外科クリニック（白山町5）

はやかわクリニック（下市場町6）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

産科婦人科七原（白山町2）

ミナミ産婦人科（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

4／6

4／13

健 康 「こころ」の健康生活を送りましょう「こころ」の健康生活を送りましょう

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。

うつ病は、家庭や職場、学校などさまざまな生活体験がきっかけとなります。うつ病を正しく理解し、
心の健康に役立てましょう。

❸うつ病や抑うつ状態になったら
Ａ 病気に打ち勝つために、より一
層頑張らないといけない

Ｂ ゆっくり休み、専門家と相談し
た方が良い

●公道
平日（午前8時30分～午後5時15分）…水道工務課
☎85－6420
土・日曜日、祝休日、夜間…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 （＋2143）30万万5340人
世帯数 12万994世帯 （＋2060）

（　）内は前年同日比

人口と世帯数の動き 〈平成20年3月1日現在〉

　うつ病は早期にきちんと治
療することで回復できる病気
です。「もしかしたら」と思っ
たら早めに心療内科や精神科
などの専門科へ行ってみまし
ょう。かかりつけ医に相談し
てもよいでしょう。 問い合わせ▶健康推進課（☎85－6172）

❶ストレスが続くと
Ａ 誰でもうつ病になり得る
Ｂ 弱い人だけがうつ病になる

❹うつ病を治療せずに放っておくと
Ａ 重症化することもある
Ｂ ほとんどは自然に治る

❷うつ病のときには
Ａ 抑うつ気分、意欲の低下などの精神症状
のみが出る

Ｂ Ａの症状のほかに、不眠や頭重感、倦怠（け
んたい）感などの症状も伴うことが多い

答え：①A ②B ③B ④A

出典：厚生労働省地域におけるうつ対策検討会
　　　うつ対策推進方策マニュアル平成16年1月

知っているようで知らないうつ病クイズ　※AかBどちらかが正しい答えです
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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

マメ科
コメツブツメクサ

　明治以降日本に渡来した帰化植物で、ヨーロッパ、西アジア原産
の一年草です。芝地や道端に普通に見られ、春から夏にかけて細か
い黄色の花を付けます。馬肥やし（ウマゴヤシ）の俗称で知られるシ
ロツメクサの仲間で、牧草としても利用されます。
　この植物の名は、花の付き方がシロツメクサに似ていて米粒のよ
うに小さいことに例えたものです。
　さて、シロツメクサ（クローバー）ですが、かつてヨーロッパからガラス製品を輸入したとき、破損防
止のために瓶やつぼの内外に詰められていたのがこの干し草でした。白い花を咲かせる「詰め草」という
意味でこのような名が付けられたというわけです。従ってここでいうツメクサは「爪草」ではありません。
ちなみに爪草はナデシコ科の全く別の植物です。

然春 日 井 の 自

「13歳のハローワーク」
「あの金で何が買えたか」

（ともに村上龍 著）の挿絵で有名な
イラストレーター・絵本作家の
はまのゆか 展覧会を開催！
春日井を題材にした
新作も展示します。

イラスト「遊びにきたよー！」2008：はまのゆか　ロケ地：ふれあい緑道

と　き▶5月10日（土）～25日（日）午前10時～午後6時　※月曜日は休館
ところ▶文化フォーラム春日井
入場料▶大人500円、高大生300円、小中学生200円（前売100円引き）　※未就学児無料
前売券▶5月9日（金）まで、文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、チケットぴあで販売

※かすがい市民文化財団では代金引換サービスあり
助　成▶（財）せとしん地域振興協力基金
問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）

関連イベント
●ライブ・ドローイング
　5月8日（木）午前10時、午後2時
●イラストレーター体験
　5月17日（土）～18日（日）
※詳細は問い合わせてください。
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