
市の講座を受けたことをきっかけに、もっと上手に吹きたい
と「けやきハーモニカクラブ」を結成してから今年で10年。市
内の介護施設を訪問し、合奏や独奏など美しいハーモニカの
音色を届けています。秋の発表会に向けて特別練習にも力が
入ります。
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６月１日に６５歳の誕生日を迎えた春日井市。前号に引き続き、春日井市のたどった歴史を振り返ります。 

新春マラソンや春日井まつりなど、毎年恒例の行事の多くはこの
時代にスタートしました。現在も市民の皆さんに広く親しまれ、
季節の風物詩となっています。 
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この時代は世界的には「激動の時代」と呼ばれ、春日井市も勝川駅前の区画整理事業をはじめ、将来のま
ちづくりに向け、大きく歩を進めました。現在、それが着実に実を結びつつある姿を目の当たりにするこ
とができます。 
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早くに整備された図書館や病院も都市の成長と社会の成熟にあわせて刷新、拡大されました。また、市民
のニーズに応えるべく、新たな施設の充実も図られてきました。 
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人口は30万を超え、春日井市は次なるステップに踏み出しました。これまで培われてきた人のつながりや
地域の結びつきが市民協働によるまちづくりに生かされてきています。 
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6

郵送・問い合わせ▶〒486－8686春日井市役所人事課(☎85－6021)

※給料は今後変動することがあります。上記の給料のほか、扶養、住居、通勤、期末・勤勉手当などをそれ
ぞれ条件に応じて支給します。

受験申込書▶人事課、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、ルネック3階市民サービ
スコーナーに用意　※郵送の場合は
「受験申込書の請求」と朱書した封筒
に返信用封筒(角2サイズに住所、氏
名を書いて120円分の切手をはった
もの)を同封して人事課へ

申し込み▶6月24日（火）までの執務時間中に、
受験申込書と自己PR用紙（事務職B、
技術職Bのみ）を持って人事課へ
※郵送の場合は、6月17日（火）〈消
印有効〉までに申し込んでください。
なお、6月27日（金）までに受験票を
郵送しますので、届かない場合は人
事課まで問い合わせてください。

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

試　験▶○第1次…7月20日（日）に中部大学で、適性・教養（保育職B、保健師Bは除く）・専門（技術職Aのみ）
試験、書類審査（事務職B、技術職Bのみ）○第2次…9月上旬に性格検査、集団討論（保育職B、保健
師B、事務職B、技術職Bは除く）、小論文、体力測定（消防職、保育職のみ）、ピアノなどの実技（保
育職のみ）を予定○第3次…9月下旬から10月上旬に面接試験、プレゼンテーション（事務職B、技術
職Bのみ）を予定

職　種 採用人数 受　験　資　格 給料（地域手当を含む）
事務職A
（一般事務） 12人程度 昭和57年4月2日以降に生まれた人

大卒･････約19万6000円
短大卒･･･約17万1000円
高卒･････約15万8000円

事務職A
（社会福祉士） 3人程度 昭和57年4月2日以降に生まれた人で、社会福祉士資格を

取得しているか平成21年3月までに取得見込みの人
技術職A
（土木・建築・
化学）

土木・3人程度
建築・1人程度
化学・2人程度

昭和57年4月2日以降に生まれた人

保育職A 15人程度 昭和57年4月2日以降に生まれた人で、保育士資格を取得
しているか平成21年3月までに取得見込みの人

消防職 13人程度 昭和57年4月2日以降に生まれた人で日本国籍を有する人
大卒･････約20万4000円
短大卒･･･約17万7000円
高卒･････約16万4000円

保健師A 2人程度 昭和53年4月2日以降に生まれた人で、保健師資格を取得
しているか平成21年3月までに取得見込みの人 約23万7000円

保育職B 5人程度 昭和37年4月2日～ 45年4月1日に生まれた人で、保育士
資格を取得している人 初任給は、勤務経験年数、

最終学歴に応じて決定され
ます。

保健師B 2人程度 昭和32年4月2日～ 40年4月1日に生まれた人で、保健師
資格を取得している人

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

事務職B
（一般事務） 2人程度

昭和38年4月2日～ 48年4月1日に生まれた人で、平成20
年5月末までに同一の民間企業など（自営業含む、公務員
は除く）で事務系（営業含む）の正社員として連続して10年
以上（育児休業などを除いた実勤務期間）の職務経験があ
る人

約32～ 40万円　※管理職
に任用された場合、役職に
よっては上記の給与額を上
回るほか、管理職手当を支
給技術職B

（建築） 1人程度

昭和38年4月2日～ 48年4月1日に生まれた人で、平成20
年5月末までに民間企業など（自営業含む、公務員は除く）
で、1年以上継続した建築に関する実務経験が通算10年以
上（育児休業などを除いた実勤務期間）あり、1級建築士の
資格を有する人



問い合わせ▶介護保険課（☎85－6182）

○基準額（平成18年度～20年度は同額）は4087円（月額）×12か月＝4万9044円（年額）で、年間保険料は
100円未満切り捨てです。
○第4・5段階の人のうち、市民税の課税が地方税法改正（老年者非課税制度の廃止）前の適用で非課税
となる人の保険料は、一部軽減されます。
○介護保険料は、前年中の所得や、本人および世帯の市民税の課税状況によって決まるため、前年度
と変わる場合があります。

※仮徴収では、前年度の保険料額などを参考に算出した額を、本徴収では、前年中の所得などを基に算
出する年間保険料額から仮徴収額を除いた額を年金から天引きします。

介護保険制度は、40歳以上の人に納めていただく保険料と公費（国、県、市の負担金）を財源として、
介護が必要な人が、費用の一部（原則として１割）を負担することにより、介護保険のサービスを利
用する仕組みです。この制度によって、介護が必要な人の自立支援や家族介護者の負担軽減に多く
のサービスが利用されるようになりました。

65歳以上の人の介護保険料

介護保険料の納期

仮徴収特別徴収※

普通徴収
9月まで普通徴収
10月から特別徴収

仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成20年 平成21年
年金から天引きされる月と介護保険料の納期

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

第1期 第2期 第3期 本徴収 本徴収 本徴収

○普通徴収の人は、納付が確実な口座振替が便利です。
○災害などの事情で介護保険料を納めることが困難な場合は、介護保険料を減免するなどの制度が
　ありますので、介護保険課へ相談してください。
○40歳から64歳までの人の介護保険料は、健康保険料（税）と併せての負担となります。詳しくは
　加入している各医療保険機関へ問い合わせください。

本人が市民税課税者で、合計所得金額が200万円以上の人

本人が市民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の人

本人が市民税非課税の人（世帯の中に市民税課税者がいる場合）

世帯全員が市民税非課税で、上記の第１・２段階に該当しない人

世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額
の合計が80万円以下の人

生活保護被保護者・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人第 1 段 階

第 2 段 階

第 3 段 階

第 4 段 階

第 5 段 階

第 6 段 階

所得区分

3万6700円
(基準額×0.75)

4万9000円
(基準額)

6万1300円
(基準額×1.25)

7万3500円
(基準額×1.5)

2万4500円
(基準額×0.5)

年間保険料所得状況
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問い合わせ▶市民税課（☎85－6093）

平成19年中の所得が大幅に減ったことにより所得税額が0円になった人は、申告によりすでに納付
済みの平成19年度の住民税（市・県民税）額から、税源移譲によって増額となった分の住民税が還付
される場合があります。

　国から地方への税源移譲に伴い、住民税
と所得税の税率が変わりました。この改正
では、基本的に住民税と所得税の合計税額
が変わらなくなっています。
　しかし、平成18年分の所得税額があった
人で、平成19年中の所得が大幅に減ったこ
とにより所得税額（税額控除分を除く）が0円
になった人は、平成19年度住民税が増額に
なったにもかかわらず、所得税での減額の
恩恵を受けられません。
　このような人を対象に、平成19年度住民
税を、税源移譲前で計算した税額に戻すこ
とにより、負担が増えないようにするもの
です。なお、すでに納付された住民税との
差額については、申告いただくことにより
還付します。

平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない
程度まで所得が減少した人（次の条件をすべて満たす人）

※平成20年1月1日以前に亡くなられた人や、海外へ転出して平成20年１月１日現在国内に居住して
　いない人は、対象となりません。

対　象▶

申　告▶  7月1日（火）～ 31日（木）に申告書（市民
税課、市ホームページに用意※希望者
には自宅へ郵送）に必要事項を書いて、
直接か郵送で〒486－8686 春日井市役
所市民税課へ

　平成19年度、平成20年度ともに春日井市に住民税を納
めることになっている人に限り、今回の減額措置の対象
となる場合は、6月末に申告書を自宅に郵送します。
　申告書の提出先は、平成19年1月1日に住んでいた市区
町村です。平成19年1月2日以降に春日井市に転入された
人は、平成19年1月1日に住んでいた市区町村役場へ問い
合わせてください。

税源移譲時の年度間の所得変動に係る減額措置

＞ 平成19年度住民税合計課税所得金額
（申告分離課税分を除く）

所得税の人的控除額と住民税の人的控除額
の差の合計額

所得税の人的控除額と住民税の人的控除額
の差の合計額

平成20年度住民税合計課税所得金額
（申告分離課税分を含む） ≦

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/shinsei/shinsei/zeikin/hendou.html

平成18年（度）

平成19年（度）

所得変動が
ない場合

平成19年（度）

所得変動が
あった場合

住民税

住民税

住民税

所得税

所得税

所得税
非課税

税源移譲により増額となった
住民税相当額が還付されます。

申告により 還付

平成18年中の
所得に対して課税

平成19年中の
所得に対して課税

人的控除…配偶者控除、扶養控除、基礎控除など

この制度のことで市役所から電話を掛けることはありません。
市役所を名乗る電話には注意してください。注意

税源移譲によ
り増額となっ
た住民税額（減
額となった所
得税額）
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Vol.2

事業所などにおける公害の防止①

事業所などにおける公害の防止については、法
や県条例（県民の生活環境の保全に関する条例）
では特定の事業場への規制を定めていますが、
本条例では、すべての工場・事業場を対象とし、
公害の未然防止を図ります。

　　水の汚れを示す生物化学的酸素要求
量や浮遊物質などの「生活環境項目」に
ついて、基準を超えた排水により、生
活環境に被害を生じさせてはいけませ
ん。また、油の適正な使用・処理に努
めるとともに、油水分離施設を設置す
るなど適切な措置を行い、油の流出の
防止に努めなければいけません。
　　油を取り扱う工場・事業場を新設す
る場合、次のものについては、油水分
離施設の設置が義務付けられました。

　　条例の基準を超え
たカドミウムなどの
「有害物質」を含む汚
水・廃液などにより
河川などの水質を汚
濁してはいけません。

　　塗料などで着色さ
れた水を、側溝や河
川などに流出させて
はいけません。

　　土地の掘削などの
作業で、土砂により
汚濁された水を流出
させてはいけません。

・自動車分解整備事業の用に供す
る洗車施設

・自動式車両洗浄施設
・一般廃棄物処理施設
・産業廃棄物処理施設などの施設
のある工場・事業場

 水質汚濁の防止（第25 ～ 31条）

 騒音・振動の防止（第32～33条）

　　すべての工場・事業場は、基準を超えた騒音・振動を発生
させ周辺の生活環境を損なってはいけません。また、建設現
場での大工作業、井戸掘り作業、重量物の積み降ろし作業に
ついても、基準を守らなければなりません。

条例本文・規則については、市ホームページで確認できます。
http://www.city.kasugai.lg.jp/kankyou/kankyo/seikatsujourei.html

問い合わせ▶環境保全課（☎85－6217）

ペンキ、塗料、染料などを
取り扱う事業者

建設工事などの作業現場

有害物質を扱っている事業者
（工場・事業場）

飲食店を含むすべての事業者
（店舗、工場・事業場）
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10

I N F O R M A T I O N情報最前線

　市では、市公式モバイルサイトの最新情報などを皆さんに
知ってもらうため、7月から携帯電話へのメール配信サービ
スを開始します。
　週1回（原則金曜日）お知らせやイベント情報などの「旬」な
情報を発信していきますので、ぜひご利用ください。

配信登録受付▶6月16日（月）から手順に従い登録してください
※登録料・情報提供料は無料ですが、通信料は利用者の負担
となります。
アドレス　http://mobile.city.kasugai.lg.jp

アドレスを直接入力していただくか、QRコードを読
み取ることができる携帯電話の場合は、右のQRコー
ドを利用してください。

市公式モバイルサイトの市公式モバイルサイトの
メール配信サービスメール配信サービスを

７月から開始７月から開始しますします

市公式モバイルサイトの市公式モバイルサイトの
メール配信サービスメール配信サービスを

７月から開始７月から開始しますします

市公式モバイルサイトの
メール配信サービスを

７月から開始します

従来の基本健康診査は平成20年3月末で廃止となり、平成20年度から医療保険者が健診を実施する
ことが義務付けられました。

4月～ 6月生まれの市国民健康保険加入者に、特定健診の受診券を発送しました。
市国民健康保険加入者で7月生まれ以降の人と後期高齢者医療保険加入者には、順次発送します。

市国民健康保険
加入者

（40 ～ 74歳の人）

後期高齢者医療保険加入者
（75歳以上および一定の障が
いのある65歳以上の人）

市国民健康保険以外の
健康保険加入者
（40 ～ 74歳の人）

特定健診 加入している医療保険者へ
問い合わせてください。 後期高齢者健康診査

問い合わせ▶広報広聴課（☎85－6037）
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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）

10月11日（土）に開催される高蔵寺フォークジャンボリー in 
Kasugaiの出演者と、司会の小堀勝啓アナウンサー（中部日本放
送）のアシスタントを募集します。

平成21年3月31日までにいずれか1回の受診となります。
種　類 実施場所 対象年齢 料金 申し込み

個別健診 市内指定医療機関 40歳以上
無料 受診券に同封する「実施医療機関一覧」で

希望する医療機関などに予約集団健診（※） 健康管理センター
保健センター 40～ 64歳

総合健診（人間ドック） 健康管理センター 40歳以上 6900円 健康管理センター（☎84－3060）へ

※集団健診は、健診受診率が低い年齢層の40 ～ 64歳の人を対象とします。第1回目の募集は広報春日
井7月1日号で行います。

問診、身体計測（※）、理学的検査、血圧測定、尿検査（糖・タンパク）、血液検査（脂質検査、肝機能検査、
ヘモグロビンA₁c検査）
追加項目▶○40 ～ 64歳…腎機能検査（クレアチニン）

○65歳以上…栄養状態の良否検査（アルブミン）
○医師の判断による追加…貧血検査、心電図検査

※特定健診を受診される人は、メタボリックシンドロームの判定をするために「腹囲」も計測します。

問い合わせ▶国保年金課（☎85－6367）

健診の種類と実施場所健診の種類と実施場所健診の種類と実施場所

健診の項目健診の項目健診の項目

と　き▶10月11日（土）〈雨天の場合は12日（日）〉○ステージ…
正午～午後４時○サブステージ、ストリート…午前
10時～午後3時

ところ▶グリーンピア春日井

対象・定員▶○ステージ…フォーク系（オリジナル、コ
ピー問わず）・15組程度○サブステージ…
フォーク系（オリジナル、コピー問わず）・
20組程度○ストリート…フォーク系、ポッ
プス系、パフォーマンス・合わせて多数

費　用▶参加料○ステージ（1人）3000円（2人）4000円（3
人以上）5000円○サブステージ・ストリート（1
人）1000円（2人）2000円（3人以上）2500円

※出演者は公開オーディションで決定します。

と　き▶8月2日（土）～ 3日（日）午後6時～ 8時
ところ▶サンマルシェ南館特設ステージ　
費　用▶開催協力費（1人）500円

応募資格▶明るく音楽好きな、20 ～ 50代の女性

申
し
込
み
①は7月10日（木）までに、応募用紙
（企画課、市役所情報コーナー、東
部市民センター、高蔵寺ふれあいセ
ンターに用意）に必要事項を記入し
て、直接かファクス、Eメールで、
②は8月10日（日）までに、電話かファ
クス、Eメールで〒487－0024大留町
5－29－16「NPO法人まちのエキスパ
ネット」治郎丸（☎・FAX52－7315、E
メールexpanet@angel.odn.ne.jp）へ
※応募用紙は「NPO法人まちのエキ
スパネット」ホームページからもダ
ウンロード可　http://www.0568ka
sugai.net/̃expanet/

小堀勝啓



春日井市代表の皆さん春日井市代表の皆さん

園児も夢中、高齢者と
一緒にグラウンドゴルフ
（市立第二保育園）

5/5/2323
㊎

5/23
㊎

　第二保育園の園児たちと、地元の高齢者の
皆さんが一緒にグラウンドゴルフを楽しみま
した。上田楽鷹来高年クラブの皆さんに玉の
打ち方などを教わりながら、園児たちは普段
経験できないグラウンドゴルフに大喜びで、
目を輝かせて玉を追いかけていました。

神社もココロもすがすがしく
（春日井山の会）

6/6/1
㊐
6/1
㊐

　内々神社で春日井山の会による境内の清掃が
行われ、およそ50人の会員が汗を流しました。
この会は東海自然遊歩道や近隣の里山歩きを行
う傍ら、落合公園の花壇の手入れなどをボラン
ティアで行っています。すっかりきれいになっ
た古刹（こさつ）を後にして、皆さんは山歩きに
出発。心地よい朝の山の空気を満喫しました。

今年で57回目！！
みんなで盛り上がった
モモリンピック
（桃山区）

5/5/1818
㊐

5/18
㊐

　すがすがしい春の陽気の下、今年も長い歴史のあ
る桃山区の区民大運動会「モモリンピック2008」が行
われました。町内対抗リレーや綱引き、玉入れなど、
幼児から高齢者まで参加できる競技がたくさんあ
り、皆さん張り切って楽しんでいました。

12
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日曜日の市役所業務
　今号から毎月15日号で、翌月の日曜日の市役所
業務の実施日を掲載します。掲載場所は最終ペー
ジの前ページです。なお、｢まちの動き｣は1日号
の掲載になります。

春日井市商工業振興審議会の公開
と き▶ 6月23日(月)午前10時から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 5人(超えたときは抽選)
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6247)

市民活動支援センター運営委員会の公開
と き▶ 6月27日(金)午後2時から
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ ささえ愛センター (☎56－1943)

社会を明るくするふれあい運動
　青少年の健全育成を進めるとともに、犯罪と非
行を防止し、更生を支援するため、皆さんの理解
と参加を求め、明るい地域づくりを進めましょう。
街頭啓発
と き▶ 6月27日(金)午後3時30分から
ところ▶ サンマルシェ (中央台)
参加団体▶ 青少年問題協議会、厚生保護協会、保護

司会、更生保護女性会、保健所　※当日、
力士の参加を予定

｢社会を明るくする運動｣啓発講演会
と き▶ 7月3日(木)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 松平實胤
問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)

7月1日から静脈瘤外来を開始します
　下肢静脈瘤(りゅう)は、足の静脈が拡張し血液
が滞ることで起きる病気です。足がだるい、疲れ
やすい、むくむ、痛い、寝ている時ふくらはぎが
つる、足の血管がこぶのように膨らんでいる、く
もの巣のように血管が浮き出ている、茶色や黒っ
ぽいシミがある、などの症状がある時は、下肢静
脈瘤かもしれません。市民病院では下肢静脈瘤に
対する診断と治療(治療法の選択、生活指導、弾
性ストッキングの適切な使用指導など)を集約し
て行います。
と き▶ 毎週火・金曜日
申し込み▶ 6月20日(金)から、予約専用〈☎57－0048、

午前9時～午後3時(平日のみ)〉へ
問い合わせ▶ 医事課(☎57－0080)

春日井市農業委員会委員一般選挙
　市農業委員会は、選挙による委員(定数17人)と、
市長の選任する委員で構成されています。委員の
任期は3年で、今年が改選期(8月1日で任期満了)に
なります。
投票
と き▶ 7月6日(日)午前7時～午後8時
ところ▶ ｢選挙のお知らせ｣券に記載してある投票

所
投票できる人▶市農業委員会委員選挙人名簿に登

録されている次の要件を備える人○市農
業委員会の区域内に住所がある人○平成
20年3月31日現在満20歳以上の人○10ア
ール以上の農地の耕作の業務を営む人と
その同居の親族か配偶者で、年間の耕作
従事日数がおおむね60日に達する人

期日前投票
と き▶ 6月30日(月)～ 7月5日(土)午前8時30分～午

後8時
ところ▶ 市役所10階
対 象▶ 投票日に仕事(自営業を含む)や冠婚葬祭、

投票区外へ旅行、買い物などの予定があ
る人

開票
と き▶ 7月6日(日)午後9時から
ところ▶ 市役所11階
立候補
届け出日▶ 6月29日(日)午前8時30分～午後5時
届け出場所▶ 市役所10階
立候補できる人▶市農業委員会委員選挙人名簿に

登録されている人と、登録されるべき要
件を備えている人

※立候補者数が定数を超えない場合は、投票およ
び開票は行われません。投票が行われる場合は｢選
挙のお知らせ｣券を発送しますので、投票所など
を確認してください。投票所にはこの券を持って
きていただくと、事務処理が早く済みます。なお、
券を紛失しても投票できます。
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎81－5111)

地震防災マップを作成しました
　市では、東海・東南海地震が連動して発生した
場合を想定した揺れやすさマップ(予測震度)と建
物の全壊率を表した地域危険度マップ(建物の被
害状況)を作成しました。地震に備えてこの地震
防災マップを活用し、家族で話し合いましょう。
配布場所▶ 市民安全課、建築指導課、市役所情報コ

ーナー、坂下出張所、東部市民センター、
総合福祉センター、各ふれあいセンター、
各公民館

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)
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道風記念館運営協議会の公開
と き▶ 7月3日(木)午前10時から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 道風記念館(☎82－6110)

7月の献血
とき ところ

22(火)14：00～ 16：00 名古屋徳洲会総合病院

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)

鳥居松ふれあいセンター集会室の利用停止
　鳥居松ふれあいセンターの集会室は、改修工事
(予定)のため次の期間は利用ができません。

月日 ところ
8/3(日) ～ 5(火) 全集会室
8/12(火) 第1・6集会室
8/19(火) 第2・3・4・5集会室

問い合わせ▶ 鳥居松ふれあいセンター (☎56－5451)

市役所市民サロンの利用停止
　9月29日(月)から11月16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開催、
空調配管改修工事のため、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)

7月生まれの人の各種がん検診等の案内
　4月からの基本健康診査の廃止に伴い、｢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、発送しています。7月生まれの人の
案内は6月下旬に発送する予定です。
　また、市では40歳になる人や希望者を対象に、
検診の結果や医療の受診状況などを記載し、自己
の健康管理に役立てていただくために健康手帳を
交付しています。積極的に活用して、普段から心
身の健康管理に努めていきましょう。
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6172)

あかりを消して地球にやさしい生活を考える
　環境省では温暖化防止のため、｢CO2削減／ラ
イトダウンキャンペーン｣の一環として、6月21日
(土)〈ブラックイルミネーション2008〉、7月7日(月)
〈七夕ライトダウン〉の両日については、午後8時
から10時に家庭の明かりを消灯してもらうライト
ダウンを呼び掛けています。皆さんもぜひ協力し

てください。なお、このキャンペーンは、ＮＰ
Ｏなどが提唱している｢100万人のキャンドルナイ
ト｣と連携して行われます。
問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6216)

紙芝居とお話を聞く会7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)

わくわく工作ランド
と き▶ 6月21日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 牛乳パックを利用して紙すきをする

無利息貸付資金を活用し公共下水道に接続を
　下水道法により、くみ取り
便所は供用開始から3年以内
に、浄化槽便所は速やかに公
共下水道へ切り替えることが
義務付けられています。　
　公共下水道の供用開始区域
内で、まだ下水道に接続をし
ていない人には、水洗便所改
造資金の貸し付けを行ってい
ます。
貸付限度額▶ くみ取り便所(1件)60万円、浄化槽便所(1

件)40万円　※大便器1設備で1件
償還期間▶ 48か月の均等償還
※排水設備工事は必ず指定工事店へ申し込みして
ください。貸付申請の手続きは指定工事店が行い
ます。
問い合わせ▶ 下水管理課(☎85－6349)

「スイスイ」
（下水道マスコットキャラクター）
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対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)
協 力▶ チルドレン

ジョギング大会
と き▶ 6月22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▶ 参加料中学生以上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)

映画会
と き▶ 6月22日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマン｣｢世界昔ばなし｣
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)

夜コン｢オーケストラのエッセンス｣
と き▶ 6月27日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ アンサンブル・マルシェ (バイオリン、

コントラバス、ピアノ)
曲 目▶ ストラビンスキー ｢ぺトルーシュカ｣、

ラベル｢亡き王女の為のパバーヌ｣
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

読み聞かせの会
と き▶ 6月28日(土)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)
協 力▶ かえるの子

アニメひろば
と き▶ 6月28日(土)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマンとひのたまこぞう｣、世界

昔話｢ブレーメンの音楽隊｣
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)

おたのしみ会
と き▶ 6月29日(日)午前10時～ 11時
内 容▶ パネルシアターを楽しむ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶総合福祉センター内、児童

センター (☎87－6866)
協 力▶ 愛知江南短期大学パネルシアター研究会

女性ソフトテニス大会(初級・中級)
と き▶ 7月4日(金)午前9時から〈予備日7月11日

(金)〉
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料600円
申し込み▶ 6月27日(金)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、住所、氏名、年齢、電話番
号、経験年数を書いて、〒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)

子ども人形劇 ｢ラックンのぼうけん｣
と き▶ 7月5日(土)午前10時30分～ 11時30分
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▶坂下公民館(☎88－5555)
協 力▶ 人形劇団とんとんとん

七夕コンサート
と き▶ 7月5日(土)午後7時～ 8時30分
出 演▶ アンサンブルリベルタ〈山田典山(尺八)、

竹田和子(琴)、松山登(シンセサイザー )〉
曲 目▶ ｢みだれ｣｢スペインの夜｣｢ラ・クンパル

シータ｣など
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 7月6日(日)午前9時～午後1時30分受け付

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

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

ダブルス団体戦卓球大会
と き▶ 7月13日(日)午前9時から
種 目▶ 男子・女子ダブルス団体の部(1チーム4

～ 6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、6月25日(水)ま

でに連盟登録をした高校生以上の人
費 用▶ 参加料(1チーム)一般・大学生3000円、高

校生1000円
持ち物▶ 所属チーム名入りのゼッケン
ところ・申し込み▶6月25日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、参加者の氏名、代表者
の住所・氏名・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)
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郷土館茶会｢七夕｣
と き▶ 7月6日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※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

毎日杯ソフトテニス大会
と き▶ 7月13日(日)午前9時から〈予備日8月3日

(日)〉
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、在学で中学生以上の人
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▶ 6月27日(金)〈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)

硬式テニス大会(初級・中級)
と き▶ 7月21日(祝)午前9時から〈予備日8月9日

(土)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・一般女子のダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、大会当日まで

に連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 7月12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)

パパ・ママ卓球大会
と き▶ 7月21日(祝)午前9時から
種 目▶ シングルス
対 象▶ 市内在住か在勤の既婚者
費 用▶ 参加料500円、ゼッケン代(ない人のみ)100

円
持ち物▶ ラケット、シューズ、ユニフォーム、ゼ

ッケン
ところ・申し込み▶7月9日(水)〈必着〉までに、は

がきに大会名、住所、氏名、年齢、電話
番号、前回出場者はその時の組名、初め
ての人は初出場と書いて、〒486－0804
鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・伊藤(☎84－8264)

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　※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

納涼まつり重度障がい者用駐車場
対象・台数▶ 身体障がいなどの理由で、乗用車でしか

来場できない市民・40台(先着順)
場 所▶ 落合公園内駐車場
申し込み▶ 6月30日(月)までに、住所、氏名、電話番

号、車種、障がいの程度などを市民生活
課内、納涼まつり実行委員会事務局(☎
85－6622)へ　※納涼まつりは、7月26日
(土)午後6時～ 8時30分(荒天中止時は翌日
に順延)に落合公園で開催

アスティ高蔵寺市民ギャラリー展示

※作品の搬入・展示は搬入日の午後2時30分～ 4
時30分に、搬出は搬出日の午後1時30分～ 2時30
分に利用者が行ってください。申し込みは先着順
です。
内 容▶芸術・文化活動で、公共の場にふさわ

しい展示　※営業、物品の販売、政治・
宗教活動などはできません。

問い合わせ▶文化課(☎85－6079)

展示期間 搬入日 搬出日
8/16(土) ～ 28(木) 8/15(金) 8/29(金)
1/6(火) ～ 18(日) 1/5(月) 1/19(月)
2/3(火) ～ 15(日) 2/2(月) 2/16(月)
2/17(火) ～ 3/1(日) 2/16(月) 3/2(月)
3/3(火) ～ 15(日) 3/2(月) 3/16(月)
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平和への願いをテーマにした作文
　かつての戦争で多くの人が犠牲になり、今なお
世界各地では悲惨な戦争が起き、多くの尊い命が
奪われています。
　8月5日(火)に行う市平和祈念式典の一環とし
て、平和への願いをテーマにした作文を募集しま
す。
規 定▶ 400字詰め原稿用紙2枚程度
応募資格▶ 市内在住、在学の小学校5～ 6年生
その他▶ 優秀作品は式典にて朗読発表。応募作品

はすべてパネル展示
応募方法▶ 7月11日(金)〈必着〉までに、作品の裏面

に住所、氏名(ふりがな)、電話番号、学
校名と学年を書いて、直接か郵送で〒486
－8686春日井市役所生活医療課(☎85－
6191)へ

社会福祉協議会の臨時職員
職 種▶ 地域包括支援センターケアマネージャー
勤務地▶ 市社会福祉協議会
勤務時間▶ 午前8時30分～午後5時(原則週5日)
賃金(時給)▶ 1270円　※交通費を1通勤につき200円支

給
採用期間▶ 7月1日より9か月間(更新制度あり)
選考基準▶ 面接、書類審査
募集人員▶ 1人
申し込み▶ 6月25日(水)〈土・日曜日を除く〉までに、

市販の履歴書と介護支援専門員証(登録
証明書)を持って、本人が直接市社会福
祉協議会(☎85－4321)へ

社会福祉事業団の臨時職員
勤 務▶ 7月22日(火) ～ 8月29日(金)〈土・日曜日

を除く〉午前8時～正午、午後2時～ 6時
の4時間勤務または午前9時～午後5時の7
時間勤務

職 種▶ ①子どもの家指導員②子どもの家補助員
対象・人員▶ ①保育士資格か教員免許を持っている人

②資格条件なし・①②合わせて22人程度
賃金(時給)▶ ①資格取得(4年以上)1010円、(4年未満)890

円②870円　※交通費を1通勤につき200
円支給

申し込み▶ 6月30日(月)までに、市販の履歴書に記入
して、市社会福祉事業団(☎84－3241)へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
ぼかし作り教室～生ごみを堆肥(たいひ)にするぼ
かしを作る
と き▶ 7月11日(金)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・25人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4kgのぼかしを入れるビニ

ール袋
 
盆踊り講習会～ ｢ありがとう音頭｣｢大昭和音頭｣
など
と き▶ 7月12日(土)午後1時～ 3時
講 師▶ 熊谷豊勝女
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人　※自由参加
持ち物▶ 上靴
 
ゆかたの着付け教室
と き▶ 7月13日(日)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 長谷川仲子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、肌着かキャミソール、腰

ひも4本、タオル3本、だて締め1本、前
板

 
申し込み▶ ｢ぼかし作り教室｣｢ゆかたの着付け教室｣

は6月19日(木)から、電話で

かすがい市民文化財団　☎85－6868
はじめて書く自分史～原稿を書くためのノウハウ
や自分史について基礎から学び、文章力を磨く
と き▶ 7月9日～ 8月6日の毎週水曜日(5回)午後2

時～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 平岡俊佑
定 員▶ 20人(先着順)
 
夏休みワークショップ①秘密基地をつくろう！②
③つくってかなでる♪竹楽器
と き▶ ①7月26日(土)午前9時30分～午後4時30

分、7月27日(日)②午前9時30分～ 11時30
分③午後2時～ 4時

講 師▶ ①市造形研究会②③竹竹バンブー隊
対象・定員▶ ①小学生とその保護者・15組②③小学生

・各20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料各500円
 
申し込み▶ ｢はじめて書く自分史｣は、はがきかファ

クスに講座名、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を書いて、｢夏休みワークショ
ップ｣は7月1日(火)〈必着〉までに、往復
はがきにワークショップ名(①～③の別
も)、住所、氏名(ふりがな)、電話番号を
書いて、〒487－0844鳥居松町5－44(Ｆ
ＡＸ82－0213)へ
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グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～家庭で上手な果樹の育て方について学
ぶ
と き▶ 7月19日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 中尾義則
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
夏休み子ども教室～木片で作るおもちゃ教室
と き▶ 7月19日(土)①午前②午後、7月20日(日)③

午前④午後、7月25日(金)⑤午前⑥午後、
7月26日(土)⑦午前⑧午後、7月27日(日)⑨
午前⑩午後　※午前は10時～正午、午後
は1時30分～ 3時30分

講 師▶ 牧野辰雄、トイビレッジ虹の森
対象・定員▶ 4歳児～小学6年生・各20人
費 用▶ 教材費各1000円
 
夏休み子ども教室～動物飼育体験
と き▶ ①7月23日(水)②7月30日(水)③8月2日(土)

午前10時～午後2時
講 師▶ 中川亜耶人
対象・定員▶ ①③小学1～ 3年生②小学4～ 6年生・各

10人(超えたときは抽選)
持ち物▶ 軽作業ができる服装、長靴、帽子、タオル、

弁当、水筒　※雨天時の場合は雨具持参
 
夏休み親子おしゃれ園芸教室～ペットボトルでハ
ンギングバスケットを作る
と き▶ 7月26日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 坂梨一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 6年生とその保護者

・30組(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 園芸用ばさみ、持ち帰り用の袋
 
おしゃれ園芸教室～洋もの観葉植物の寄せ植え技
術を学ぶ
と き▶ 7月31日(木)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、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ ｢園芸教室｣｢木片で作るおもちゃ教室｣

は6月19日(木)から電話で、｢動物飼育体
験｣｢夏休み親子おしゃれ園芸教室｣は7月
1日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1人
か1組1枚)に教室名(①～③の別も)、住所、
氏名(ふりがな)、学年、保護者名、電話
番号を書いて、｢おしゃれ園芸教室｣は7
月2日(水)〈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

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
盆踊り講習会～ ｢ありがとう音頭｣｢大昭和音頭｣
など
と き▶ 7月11日(金)午後7時～ 9時
講 師▶ 石川豊美香
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人　※自由参加
持ち物▶ 上靴
 
ゆかたの着付け教室(託児付)
と き▶ 7月25日(金)午前10時～正午、8月2日(土)

午後3時～ 5時(2回)
講 師▶ 重見友子
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500円
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、肌じゅばん、だて締め、

腰ひも3本、帯板、襟しん、タオル3本、
クリップか洗濯挟み

申し込み▶ 6月30日(月)〈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、託児希望者は｢託児希望｣
と子どもの名前・年齢(2歳以上)・性別を
書いて、〒487－0013高蔵寺町3－2－1へ

中央公民館　☎33－1111
盆踊り講習会～ ｢ありがとう音頭｣｢大昭和音頭｣
など
と き▶ 7月6日(日)・13日(日)〈2回〉午後1時30分

～ 3時30分
講 師▶ 野村豊乃
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・60人(先着順)
持ち物▶ 上靴
 
布ぞうり編み教室
と き▶ 7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500円、教材費150円
持ち物▶ 5cm×130cmの布30枚、裁縫用具、はさ

み
 
申し込み▶ ｢盆踊り講習会｣は6月18日(水)から電話

で、｢布ぞうり編み教室｣は6月25日(水)
〈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
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少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢雨の日にあそぼう｣～雨の日
の森の中を五感を使って親子で楽しむ
と き▶ 7月4日(金)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・20組(超えたと

きは抽選)
費 用▶ 受講料(1人)150円
 
あそびむしくらぶ｢夜の森の探検隊！ ｣～身近な
夜の真っ暗な森でどんな出会いがあるか探検しよ
う
と き▶ ①7月12日(土)②7月13日(日)午後6時30分～

8時
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその家族・各10組(超えたと

きは抽選)
費 用▶ 受講料(1人)200円
 
わくわく自然ランド｢昆虫の世界｣①自然観察コー
ス②自然体験コース
と き▶ 7月13日(日)午前9時～正午
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会員
対象・定員▶ ①小学4年生以上の人②小学1～ 3年生と

その保護者・①②合わせて100人(超えた
ときは抽選)

費 用▶ 参加料(1人)250円
 
申し込み▶ ｢雨の日にあそぼう｣は6月20日(金)〈必

着〉までに、往復はがきかＥメールに講
座名、住所、親子の氏名(ふりがな)、年
齢、電話番号を書いて、｢夜の森の探検
隊！ ｣は6月20日(金)〈必着〉までに、往
復はがきに講座名、希望日の①か②、住
所、家族全員の氏名(ふりがな)、年齢、
電話番号を書いて、｢わくわく自然ラン
ド｣は7月1日(火)〈必着〉までに、往復は
がきに講座名(①②の別も)、住所、参加
者全員の氏名・年齢・電話番号を書い
て、〒487－0031廻間町1102－1、Ｅメー
ルshizen@s－kousya－kasugai.or.jpへ

鷹来公民館　☎84－7071
はぎれで作る小物(キーケース・イカの飾り)たち
と き▶ 7月11日・25日、8月8日・22日の金曜日(4

回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 鈴木芳子、伊藤美枝子
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1000円、教材費2000円
持ち物▶ 裁縫用具、目打ち、はさみ、ピンセット、

木工用ボンド
申し込み▶ 6月18日(水)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
盆踊り講習会～ ｢ありがとう音頭｣｢大昭和音頭｣
など
と き▶ 7月11日(金)・12日(土)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 大野豊愛
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人　※自由参加
持ち物▶ うちわ、上靴
 
奈良の都の聖武天皇と光明皇后～正倉院に代表さ
れる天平文化を開花させた聖武天皇と光明皇后の
事跡を読み解く
と き▶ 7月～ 3月の第3水曜日(9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・40人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2250円
持ち物▶ 講談社学術文庫｢続日本紀(上)｣
申し込み▶ 6月28日(土)〈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

エコメッセ春日井　☎88－5006
包丁の研ぎ方教室～包丁の研ぎ方を学ぶ
と き▶ 6月28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
 
貼り絵教室～不用な布で野菜や草花のはり絵を作
る
と き▶ 7月2日(水)・9日(水)〈2回〉午前10時～ 11

時30分
講 師▶ 谷口春美
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500円
持ち物▶ はさみ、のり
 
脳の活性化に役立つかんたん折り紙～折鶴、子犬、
ねずみの折り紙やイルカのモビールを作る
と き▶ 7月5日(土)・12日(土)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 村瀬昌平
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200円
持ち物▶ はさみ、ピンセット
 
申し込み▶ いずれも6月18日(水)から、電話で
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東部市民センター　☎92－8511
季節の和菓子づくり～麩(ふ)まんじゅうをつくる
と き▶ 7月14日(月)午前10時～午後1時
講 師▶ 森幸代
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、材料代800円
持ち物▶ エプロン、ふきん、持ち帰り用の容器
 
盆踊り講習会～ ｢ありがとう音頭｣｢大昭和音頭｣
など
と き▶ 7月14日(月)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 藪下豊知普
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)
持ち物▶ 上靴、うちわ
 
夏休みボトルシップ教室～瓶の中にヨットを浮か
べる
と き▶ 7月22日(火)・23日(水)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 鷲野章三
対象・定員▶ 市内在住の小学4～ 6年生・20人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 材料代300円
持ち物▶ 鉛筆、定規、カッターナイフ、ピンセッ

ト、はさみ、洗濯挟み3個、割りばし1膳、
かまぼこ板、作品と道具を入れる箱

 
申し込み▶ ｢夏休みボトルシップ教室｣は7月7日(月)

〈必着〉までに、それ以外は6月26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)、年齢または
学年、電話番号を書いて、〒487－0011
中央台2－2－1へ

坂下公民館　☎88－5555
盆踊り講習会～ ｢ありがとう音頭｣｢大昭和音頭｣
など
と き▶ 7月13日(日)午後1時30分～ 3時 ※自由参

加
講 師▶ 横井豊鼓司
持ち物▶ 上靴
 
和菓子｢水まんじゅう｣～涼しさを視覚で楽しむ
夏の和菓子
と き▶ 7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
持ち物▶ エプロン、ふきん

手ごねクッキング～動物パン
と き▶ 7月27日(日)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1000円
持ち物▶ 持ち帰り用の容器、エプロン、ふきん
 
申し込み▶ ｢和菓子『水まんじゅう』｣｢手ごねクッキ

ング｣は6月29日(日)〈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

ささえ愛センター　☎56－1943
青少年ボランティアスクール～ボランティアやＮ
ＰＯについての①事前指導②活動体験期間③活動
報告会
と き▶ ①7月12日(土)午後1時30分～ 3時30分②7

月19日(土) ～ 8月5日(火)の希望する日③
8月6日(水)午前10時～午後3時30分

ところ▶ ①ささえ愛センター②体験先③少年自然
の家

対象・定員▶ 市内在住か在学の中～大学生・30人(先
着順)

申し込み▶ 6月18日(水)から電話かファクス、Ｅメー
ルに住所、氏名、年齢、電話番号を書い
て、ＦＡＸ56－4319、Ｅメールkatsudo
@city.kasugai.lg.jpへ

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・ところ▶7月1日(火)午前10時～ 11時30分・

西部ふれあいセンター、7月8日(火)午前
10時～ 11時30分・保健センター

対象・定員▶ 平成20年2月～ 3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)

 
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▶ 7月1日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 平成19年9月～ 10月生まれの乳児(第1子)

とその保護者・45組(先着順)
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持ち物▶ 母子健康手帳、子ども用歯ブラシ
 
パパママ教室～①｢妊娠｣妊娠中の生活・口腔(こ
うくう)衛生②｢分娩(ぶんべん)｣呼吸法・妊婦体
操③｢新生児｣育児と栄養
と き▶ ①7月2日(水)②7月9日(水)③7月16日(水)

〈3回〉午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
定 員▶ 30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳(①のみ歯ブラシ、手鏡)
 
歯周病予防教室～歯科健診で状態を確認し、自分
に合ったブラッシング方法を学ぶ
と き▶ 7月17日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・24人(先着順)
持ち物▶ 手鏡、タオル、現在使用中の歯ブラシ、

歯間ブラシなどの補助清掃用具
 
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▶ 7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

擬似体験コーナーあり
持ち物▶ 母子健康手帳
 
こどもの健康教室～料理と運動を1日で体験しち
ゃおう！
と き▶ ①7月23日(水)②7月24日(木)午前10時～午

後3時
ところ▶ ①保健センター②西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・各10組

(先着順)
持ち物▶ エプロン、三角きん(ハンカチ・バンダ

ナ可)、ふきん、運動のできる服装、上靴、
水筒

 
申し込み▶ ｢こどもの健康教室｣は6月18日(水)から、

｢モグモグ健康教室｣は6月19日(木)から、
｢歯周病予防教室｣｢カミカミ健康教室｣は
6月20日(金)から、｢日曜パパママ教室｣は
6月24日(火)から、電話で　※｢パパママ
教室｣は常時受け付け

市子育て支援センター (上八田保育園内)
親子教室～お父さんと一緒
と き▶ 7月5日(土)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 上八田保育園ホール
対象・定員▶ 1歳半以上の未就園児と父親(母親同伴

可)・15組(先着順)
申し込み▶ 6月20日(金)午前9時から、☎85－8824へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
お元気ですごして頂きたい！～秘訣(ひけつ)は、
おいしく・楽しく・食べること
と き▶ 6月24日(火)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 管理栄養士・鈴木佳子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 社会福祉協議会地域包括支援センター

(☎87－5377)へ
 
転倒骨折予防｢高齢者に対する癒やしのヨーガ療
法｣～柔軟性を高めよう！ストレッチ
と き▶ 6月25日(水)午前10時～ 11時45分
ところ▶ 六軒屋公民館
講 師▶ 鈴木美智枝
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 市医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ
 
太極拳と呼吸法でいきいき介護予防
と き▶ 7月8日(火)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 金田征子
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

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▶ 7月25日(金)午前9時～正午
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 6月19日(木)から、電話で

総合福祉センター　☎84－3611
手とり足とりパソコン講座(高齢者編) ～インタ
ーネット・ワードなど初心者でもできる操作法を
学ぶ
と き▶ 7月9日・16日・30日、8月6日の水曜日(4回)

午後6時～ 7時30分
講 師▶ パソコンクラブＫＴＳ
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上のパソコン初心者・

15人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料520円
申し込み▶ 6月25日(水)〈必着〉までに、往復はがき

に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0857浅山町1－2－61へ
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体育協会の講座
硬式テニス初心者教室
と き▶ 7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▶ 硬式テニスラケット、テニスシューズ、

弁当
申し込み▶ 7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、
経験年数を書いて、〒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)

春日井都市計画地区計画の決定(案)
地 区▶ 大手町梨子池
と き▶ 6月19日(木) ～ 7月3日(木)の執務時間中
ところ▶ 都市政策課(☎85－6265)　※この案につ

いての意見書は、6月19日(木) ～ 7月3日
(木)に市長あてに提出可

省エネ改修の固定資産税減額措置の創設
　平成20年度税制改正により、熱損失防止(省エ
ネ)改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税
の減額措置が創設されました。特定居住用部分に
おいて外壁、窓などを通しての熱の損失を防止す
る改修工事を行うことにより、固定資産税が減額
されます。
対 象▶ 平成20年1月1日にある住宅(賃貸住宅を

除く)に対して、改修工事が平成20年4月
1日～ 22年3月31日に行われること

主な要件▶ 次の①～④までの改修工事で、①を含む
改修工事を行うことで費用が30万円以上
であること①窓の改修工事②床の断熱改
修工事③天井の断熱改修工事④外壁の断
熱改修工事

減額の適用範囲▶住宅部分(併用住宅の店舗・事
務所などの部分は除く)　※一戸当たり
120㎡を超える場合は、120㎡の部分まで

減額内容▶ 適用範囲に相当する固定資産税額の3分
の1

減額期間▶ 改修工事が行われた翌年度分(適用は1年
間のみ)

申 告▶ 改修工事完了後、3か月以内に資産税課
まで

必要な書類▶ 建築士か指定確認検査機関、登録住宅性
能評価機関による証明書、改修工事の費
用・内容を確認できる書類(領収書など)

問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6105)

市税等の納期限・納税相談
市県民税1期・国民健康保険税1期
　納期限は6月30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▶ 6月29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)

国民健康保険税の支払いで困っている人へ
多重債務者の無料相談窓口を開設
　国民健康保険加入者で、多重債務で苦しんでい
る人を対象に相談窓口を開設します。消費者金融
などの貸金業者から過払金を回収して国民健康保
険税などの滞納分に充て、多重債務の解消と併せ
て滞納市税の解消ができる場合があります。借金
の整理などに関することは何でも相談してくださ
い。なお、相談を希望する人は必ず事前に国保年
金課(☎85－6158)か収納課(☎85－6111)へ連絡し
てください。
と き▶ 6月～平成21年3月(12月は除く)の毎月最

終日曜日午前9時～正午、午後1時～ 4時
ところ▶ 市民相談コーナー
相談員▶ 県弁護士会会員

21日 ( 祝 ) は一部を除き各相談とも休みます。

月の生活相談7
この情報は毎月15日号で掲載しています。

介護相談
とき ところ

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

申し込み▶ 介護保険課(☎85－6182)へ
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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時間受け付け)へ

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 7(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、13(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)

※13日(日)午後1時～ 4時は消費生活相談を実施
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

1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

2(水)・31(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7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)

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
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

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－6208

心 配 ご と 火曜日 10：00～
12：00、
13：00～
15：00

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) 金曜日

10：00～
15：00 84－4611

身 体 障 が い 者 水曜日 13：00～
16：00 84－4612

ところ▶ 総合福祉センター (☎84－3611)

ささえ愛センター相談
日・曜日 時間 電話

ＮＰＯあれこれ相談(予
約不要) 9(水) 17：00～

21：00 56－1943
ＮＰＯ相談(予約制) 26(土) 10：00～

12：00、
13：00～
16：00

ボランティア相談 火～金曜日 84－3600

※ボランティア相談は、22日(火)は休み

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 障がい福祉課 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



24

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)

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

※かすがいげんきっ子センターは21日(祝)は行い、
22日(火)は休み
※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。

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

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

母乳相談
日・曜日 ところ 時間

7(月)・28(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　

青少年の相談
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)

乳幼児健康・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

18(金) 健康管理センター 10：00～
11：0025(金) 保健センター

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

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

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
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高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

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

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)

※22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

金融相談会の開催
と き▶ 6月19日(木)午後1時30分～ 4時(偶数月の

第3木曜日に開催)
ところ▶ 春日井商工会議所
問い合わせ▶ 県信用保証協会総合相談室(☎0120－454

－754)、春日井商工会議所(☎81－4141)

民踊講習会
と き▶ 6月26日(木)午前10時～正午
内 容▶ ｢ありがとう音頭｣｢大昭和音頭｣などを練

習する
定 員▶ 250人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 上靴
ところ・申し込み▶当日午前9時30分から、レデ

ィヤンかすがいで

問い合わせ▶ 市民生活課内、納涼まつり実行委員会(☎
85－6622)

主 催▶ 日本民踊研究会

7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
ど心の病気に関する相談)

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/

7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

家計調査に協力してください
　家計調査は、毎月、総務省統計局が都道府県を
通じて行っている調査です。
　この調査は、わたしたちの暮らしを家計の面か
らとらえるもので、一定の統計上の選定方法に基
づき、選定した世帯に家計簿をつけていただき、
その集計結果は経済・社会政策の基礎資料、経済
・景気動向をみる一つの指標として活用されてい
る重要な調査です。
　調査員が伺ったときは、協力をお願いします。
※調査内容は、統計のためだけに使用され、他に
漏らしたりすることは法律で固く禁じられていま
すので、ありのままを回答してください。
問い合わせ▶ 県統計課(☎052－954－6104)



大正琴あらしば会コンサート
とき▶6月22日（日）午後1時から（0時30分開場）
ところ▶市民会館　曲目▶「千の風になって」
「恋人よ」「ふれあい」など　問い合わせ▶新芝
（☎・ＦＡＸ92－1398）
･･････････････････････････････････････････
講演会「ちょっと早めの老いじたく～高齢者施
設のいろいろと入所決断のタイミング」
とき▶7月19日（土）午後1時30分～ 3時30分（1時
15分開場）　ところ▶総合福祉センター　内容
▶施設選びのポイントと入所のタイミングにつ
いて学ぶ　費用▶資料代700円　定員▶50人（先
着順）　申し込み▶6月18日（水）から、エイジレ
ス・ポスト事務局・長井（☎89－3949）へ
･･････････････････････････････････････････
チャリティーバレーボール大会
とき▶8月17日(日)午前9時から　ところ▶総合
体育館　内容▶市婦人バレーボール同好会ルー
ルで対戦する　※チーム編成は当日抽選で決定
費用▶参加料（1人)1000円（弁当代を含む）　
※参加料のうち300円を市社会福祉協議会へ寄
付　対象▶43歳以上の女性　申し込み▶7月31

展 示

日（木）までに、市婦人バレーボール同好会・沖
（☎51－7356）へ

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/shinsei/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。

と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者
鷹来公民館 (☎84－7071) 6／15(日)～29(日) 草木染め展 あかね会
坂下公民館 (☎88－5555) 6／17(火)～29(日) カラー研究会水彩画展 カラー研究会
味美ふれあいセンター
〈最終日は15：00まで〉 (☎31－3522) 6／18(水)～29(日) バーナーワーク瑠璃（るり）

の会作品展 瑠璃の会

レディヤンかすがい (☎85－4188) 6／18(水)～7／1(火) 創作アップリケ展 綾の会

市役所市民サロン (☎85－6073)
6／19(木)～24(火) 絵手紙60人展 入船絵手紙同好会

6／25(水)～30(月) 春日井墨友会展 春日井墨友会

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

6／20(金)～22(日) フウラン展 春日井古典園芸同好会

6／27(金)～29(日) シダと斑入り植物展 春日井カンアオイ同好会

落合公園管理棟 (☎56－0414) 6／21(土)～22(日) 山野草とウチョウラン展 東海東洋蘭連盟
高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 6／21(土)～29(日) 写真展 春日井写団ハッピネス

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 6／21(土)～7／3(木) みんなで止めよう温暖化 チ
ームマイナス６％の取り組み

ガールスカウト愛知県支部
尾張東地区

知多公民館 (☎32－8988) 6／26(木)～7／8(火) 水彩画作品展 知多水彩画クラブ

26



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

6／21

6／28

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

☎89－3388

☎84－3060

☎91－3755

☎75－3882

☎33－8011

☎81－1303

☎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）

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）

ミナミ産婦人科（小牧市）

大林産婦人科医院（高山町1）

森永産婦人科（八事町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

6／15

6／22

6／29

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。

●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

市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6093）…6日、13日、27日、
の午前8時30分～正午、午後1時～5時
収納課での納付・納税相談（☎85－6111） 
 …27日の午前9時～正午、午後1時～4時
※詳しくは問い合わせてください

●

●

7月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.13

「一番店」は過去5回のコンクールで3度優秀賞に輝いたお店です。
前回のBindiに引き続き、今回は「カントリーキッチン」を紹介します。

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

カントリーキッチン
（洋食）

『第5回 私が選ぶ…地域一番店コンクール』
で「一番店」に認定された２店舗を紹介！

勝川町8－8－1　☎33－3345
【営業時間】11：00～14：00
　　　　　18：00～22：00（10月～3月 17：00～）
【定休日】月曜日（その他不定休）予約優先

主な推薦理由

・いつ行っても味はｇｏｏｄ。
人を連れて行くといつも喜
ばれるお店。

・料理のリクエストができ、
リーズナブルでおいしい。

・こじんまりとしていてゆっ
くり語れる雰囲気が好き。

『第6回　私が選ぶ…地域一番店コンクール』
は8月から募集予定！

MAP
ＪR勝川駅

カントリー
キッチン
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