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Photo ホット ほっと
各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

市内在住の外国人の皆さんに、茶道に触れてもらう体験講座
が行われました。市文化協会の講師から簡単な作法を学んだ
後、茶菓子をいただいたり、実際に抹茶をたてたりして、日
本の伝統文化を学びました。
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後期高齢者（長寿）医療制度のお知らせ
マイバッグ使っていますか？
盛り上げよう！春日井まつり
キラリ輝く！春日井人

ハニワ、作ってみませんか？～ハ
ニワ制作大会、社会福祉法人合併
公告

など



7月下旬に新しい保険証を郵送します

こんなときは問い合わせてください

75歳以上の人と65歳以上の一定の障がいのある人が対象となる後期高齢者（長寿）医療制度の保険証と
保険料額決定通知書の郵送についてお知らせします。

　新しい保険証を7月下旬に配達記録郵便で郵送します。届きましたら必ず住所、氏名、生年月日など
を確認してください。

3割負担の人でも、次の条件に当てはまる人は申請により1割負担となります。

医療費の負担は所得によって1割負担か3割負担になります。
○3割負担となる人…市・県民税の課税所得額が145万円以上の人とその世帯にいる人
　（現役並み所得のある人）
○1割負担となる人…それ以外の人

○１人世帯で収入が383万円未満の人
○複数世帯で収入が520万円未満の人

保険証、ココが変わりました

保険料の算出方法

　　　　　　　      均等割額　　    所得割額
保険料（年額）　＝  （4万175円） ＋ （総所得金額－33万円） ×所得割率（7.43％）

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」
の合計額になります。

　4月30日までに後期高齢者（長寿）医療に加入した人へ、平成20年度保険料額決定通知書を8月上旬に郵
送します。5月以降に加入した人へは9月から随時郵送します。

8月上旬に保険料額決定通知書を郵送します

○住所、氏名、生年月日など
　に誤りがあるとき。
○7月31日までに新しい保険
　証が届かないとき。
○住民票の住所以外のところ
　に居住していて、郵送先を
　変更したいとき。

※古い保険証は8月以降に自身
　で破棄していただくか、市
　役所に返却してください。

保険証の色が保険証の色が
水色から桜色水色から桜色
に変わります。に変わります。

保険証の色が
水色から桜色
に変わります。

氏名などの文氏名などの文
字が大きくな字が大きくな
ります。ります。

氏名などの文
字が大きくな
ります。

平成19年中の収入状況に応じて平成19年中の収入状況に応じて
負担割合の見直しを行います。負担割合の見直しを行います。
平成19年中の収入状況に応じて
負担割合の見直しを行います。
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問い合わせ▶国保年金課（☎85－6366）

　これらの人は、保険料を軽減する特例措置が設けられています。しかし、県後期高齢者医療広域連合
が被扶養者であったことを確認できないために軽減前の保険料額で通知されている場合があります。そ
の場合は国保年金課まで申し出てください。

保険料の納め方と納期

※仮徴収では、平成18年中の所得などを基に仮に算出した保険料を、本徴収では、平成19年中の所得な
どを基に算出した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。

9月まで普通徴収
10月から特別徴収

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保険料の納期

仮徴収特別徴収※ 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

普通徴収 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 本徴収 本徴収 本徴収

保険料は原則、年金から天引きする特別徴収 となりますが、次の人は 金融機関の窓口などで納める普通
徴収 になります。

普通徴収になる人
○年金受給金額が年額18万円未満の人
○後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が年金支給金額の2分の１を超える人
○年度途中に75歳以上となった人や転入した人
○介護保険料が特別徴収されていない人

○後期高齢者医療に加入している人と
　世帯主を含めた所得金額が33万円以
　下の人の均等割額が年額1万2000円
　から6000円になります。

※8月上旬に郵送する保険料額決定通知書には反映できない場合があります。その場合には、納め過ぎと
なった保険料を還付させていただきます。

○年金収入が153万～ 210万円程度で、
　所得割額がかかっている人は、本来
　の所得割額から2分の１が軽減され
　ます。

保険料の特別減免が実施されます（申請は不要です）

政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合、船員保険
の被扶養者であった人へ

軽減後の保険料額

平成20年4月～ 9月は0円
10月～平成21年3月は2000円

申し出に必要なもの

扶養していた人の保険証のコピーか保険の種類、
記号番号、扶養していた人の勤務先がわかるもの

保険証の色が
水色から桜色
に変わります。

氏名などの文
字が大きくな
ります。

平成19年中の収入状況に応じて
負担割合の見直しを行います。

特別徴収の対象となった人が、国民健康保険税を滞納していなかったときなどは、申請により保険料
の口座振替が可能となりますので、国保年金課まで問い合わせてください。
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問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6221）

マイバッグでこんなにいいことが！

マイバッグ、勧めます

マイバッグでこんなにいいことが！

マイバッグ、勧めます

　わたしたち、市婦人会協議会では年6回、市内の
スーパーの店頭で、買い物客に買い物袋を持参して
もらうよう呼び掛ける運動をしています。昨年指定
ごみ袋が導入されてから、マイバッグを持つ人が増
えたと感じています。以前はレジ袋をごみ袋として
使っていた人が多かったからだと思いますが、一度
マイバッグを使ってみて、その良さに気付いた人が
多いと思います。

買い物袋持参運動をしている市婦人会協議会会長の
遠山園生さんに聞きました

買い物に行くときにはマイバッグを使っていますか？使用者は徐々に増えていますが、
まだまだ使ったことのない人もいるのではないでしょうか。使って見るといろいろと
いいこともあります。買い物に行くときにはマイバッグを持って出掛けましょう。

友人が使っていたの
を見て使い始めまし
た。今までレジ袋は
ごみになっていたの
でその分のごみは減
りました。（30代・
自営業）

　わたしたちが使うレジ袋は1人
当たり1年間で約300枚といわれ
ています。レジ袋をもらうのを1
年間断ると、市全体では原油180
万ℓ、CO2 5200ｔの削減になり
ます。マイバッグを利用して省
資源化・脱温暖化に貢献しまし
ょう。

　小売店によってはレジ袋を断
った人などに対し、スタンプカ
ードやポイント値引きなどの独
自の特典制度を設けてマイバッ
グ持参者に還元を図っていると
ころもあります。

　かばんや車の中などに、折り
たたみ式のマイバッグや袋を入
れておけばいつでも使うことが
できます。もちろんレジ袋を有
効活用している家庭もあります
が、大切なのは「不要な」レジ袋
をもらわないことです。一人一
人「ムダ」をなくすことで、環境
に配慮した暮らしをしましょう。 

マイバッグ、使ってます～まちで利用者にインタビューしましたマイバッグ、使ってます～まちで利用者にインタビューしました
どうしてマイバッグを使うようになったのですか？

マイバッグを出すと
レジで商品を詰めて
くれるので、時間と
手間が省けます。（60
代・主婦）

体が不自由で、肩から掛
けることができるバッグ
が必要だったので買いま
した。大きく広がってた
くさん入るので重宝して
います（70代・主婦）

My Bag Stamp

市内のスーパーで買い物袋持参運動をする市婦人会協議会の会員市内のスーパーで買い物袋持参運動をする市婦人会協議会の会員市内のスーパーで買い物袋持参運動をする市婦人会協議会の会員
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市内のスーパーで買い物袋持参運動をする市婦人会協議会の会員

記念文鎮 3万円 文鎮裏面に協賛者名掲載

記念ノート 3万円 ノート（Ｂ5）裏面に協賛者名
掲載

記念ファイル 3万円 透明ファイル（Ａ4）に協賛者
名掲載

記念エコバッグ 3万円 エコレジバッグ（400㎜×285
㎜×280㎜）に協賛者名掲載

記念立体パズル 3万円 6面立体パズル（45㎜×45㎜×
45㎜）に協賛者名掲載

10月18日（土）～19日（日）に市役所とその周辺で行われる一大イベント「春日井まつり」を
盛り上げるため、イベント参加者と協賛いただける企業や団体、個人の皆さんを募集します。

と　き▶

ところ▶
内　容▶

対象・定員▶

8月2日・23日、9月13日・27日、10月4日・
11日の土曜日（6回）午後2時～4時
総合福祉センター
パイプ・竹ひごなどの骨組に、紙を張
り塗装して、長さ約15ｍ、最大径約2ｍ
の巨大な筆を作成し、パレードに参加
する
10月19日（日）正午からのパレードに参
加できる市内在住の小学生とその保護
者・20組（40人）、市内在住の人・10人（い
ずれも超えたときは抽選）

野外大揮ごう大会 

「巨大筆づくり」は7月25日（金）までに、
所定の用紙（市民生活課、東部市民セン
ター、各ふれあいセンター、坂下出張所、
各公民館などに用意）に記入して、春日
井青年会議所（FAX84－2299）へ、「ワー
クショップ」は8月29日（金）までに、「野
外大揮ごう大会」は9月30日（火）までに、
市民生活課内春日井まつり実行委員会
事務局（☎85－6622）へ

申し込み▶

10月18日（土）午後2時10分～ 3時30分
八幡小学校グラウンド
市内の著名書家による実演も交え、書
のまち春日井を全国に発信する。ギネ
スにも挑戦する
市内在住か在勤、在学の人・1000人（先
着順）

と　き▶
ところ▶
内　容▶

対象・定員▶

かすがい夢道風 巨大筆づくり

申し込み▶いずれも8月29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、
市民生活課内春日井まつり実行委員会事務局（☎85－6622）へ

と　き▶
ところ▶
内　容▶

対象・定員▶

持ち物▶

9月21日（日）午前9時～正午
グリーンパレス春日井
牛乳パックやビニール袋で
平安衣装を作成し、パレー
ドに参加する
10月19日（日）正午からのパ
レードに参加できる市内在
住の小学生～高校生・150
人（先着順）
牛乳パック（未解体のもの）
2個、45ℓの透明なビニール
袋3枚、はさみ、ホチキス

道風おもしろパレード ワークショップ

協賛者を募集します
啓発協賛

ホームページ　 http://www.city.kasugai.lg.jp/bunka/event/kmatsuri/index.html

種　類 金額（1口） 内　容

特別協賛
10万円
以上

金額によりパンフレットや啓
発塔、スタンプラリーの台紙
広告など複数の方法で協賛者
名を掲載

啓発塔 5万円
まつり啓発用として10月上旬か
ら会場に設置する啓発塔の脚部
に協賛者名を掲載

案内看板 5万円
まつり当日の2日間、各会場に
会場案内図として設置する看
板に協賛者名を掲載

パンフレット 3万円 9万9000部作成し、市内全域に
配布

※記念品は、まつり開催の2日間に各日2500人が参加す
　るスタンプラリーをはじめ各イベントで配布します

記念品協賛
種　類 金額（1口） 内　容

平安朝にちなんだ
ものを作ります

イベント参加者募集 目指せ!
ギネス!
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選挙人名簿の抄本の閲覧状況についてお知らせします選挙人名簿の抄本の閲覧状況についてお知らせします選挙人名簿の抄本の閲覧状況についてお知らせします選挙人名簿の抄本の閲覧状況についてお知らせします選挙人名簿の抄本の閲覧状況についてお知らせします

問い合わせ▶選挙管理委員会（☎85－6071）

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき閲覧が認められています。
平成19年度の閲覧の状況をお知らせします。

閲覧日
申　　出　　者

利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲名称および氏名 事務所所在地
（法人の場合）

5/7（月） ＮＨＫ名古屋放送局
局長・太田文雄

名古屋市東区東桜
1－13－3

第21回参議院選挙に関す
る意識調査の調査対象者抽
出

高山、柏原、東山、神屋第1、
押沢台投票区から男女75人

5/10（木） 社団法人中央調査社
会長・若林清造

東京都中央区銀座
6－16－12

統一地方選挙における有権
者の投票行動等の実態を調
査し、今後の選挙啓発上の
資料とするため

篠木町7丁目の男女21人

6/20（水） ㈱日本リサーチセンター
代表取締役・鈴木稲博

東京都中央区日本
橋本町2－7－1

統計調査、家計消費状況調
査の調査対象者抽出

牛山町、押沢台1丁目、2丁
目から男女86人

8/21（火） ㈱アイエスシイ
代表取締役・森富雄

名古屋市昭和区福
江2－9－33

平成19年度高齢社会に関
する県民調査の調査対象者
抽出

柏井町、南下原町、下原町、
藤山台5丁目から男女160人

10/2（火） 共同通信社
代表取締役社長・石川聰

東京都港区東新橋
1－7－1 面接世論調査の対象者抽出 鷹来、牛山、勝川第2、東山、

押沢台投票区から男女60人

10/11（木）･
12（金）･16
（火）･19（金）
･22（月）･24
（水）

カンベ洋美後援会
会長・谷口勝美 大留町5－24－8 後援会入会者の住所、氏名

の確認 春日井市全町の後援会入会者

10/24（水） 朝日新聞名古屋本社代表・梶原史次
名古屋市中区栄1
－3－3

政治的課題に関する有権者
の意識を客観的に測定、分
析して報道するため

高山投票区から男女10人

10/31（水） ㈱日本リサーチセンター代表取締役・鈴木稲博
東京都中央区日本
橋本町2－7－1

統計調査、家計消費状況調
査の調査対象者抽出

春見町、ことぶき町から男
女43人

2/1（金） ㈱日本リサーチセンター
代表取締役・鈴木稲博

東京都中央区日本
橋本町2－7－1

統計調査、家計消費状況調
査の調査対象者抽出

八事町1丁目、鳥居松町5丁
目、月見町から男女43人

2/7（木）
読売新聞東京本社編集局世
論調査部
世論調査部長・玉井忠幸

東京都千代田区大
手町1－7－1

全国の有権者を対象に実施
する世論調査の調査対象者
抽出

鳥居松、高森台投票区から
男女85人

二子山公園の秋の恒例イベント、ハニワまつりで野焼きするハニワを作ってみませんか。

8月8日（金）〈必着〉までに、はがき（1組1
枚）かＥメールで参加者全員の住所・氏
名・年齢・電話番号、代表者名に○、初
参加の人は「初」と書いて、〒486－0913柏
原町1－97－1文化財課内ハニワまつり実
行委員会事務局（☎33－1113、Ｅメール
bunkazai@city.kasugai.lg.jp）へ

9月13日（土）午後1時30分～ 5時、
14日（日）午前9時～午後5時
中央公民館
50組（1組2～ 6人）〈超えたときは抽
選〉　※小学生以下は保護者同伴
粘土細工用のへら

と　き▶

ところ▶
定　員▶

持ち物▶

申し込み▶
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　平成20年10月1日社会福祉法人春日井市社会
福祉協議会は、社会福祉法人春日井市社会福祉
事業団を合併して存続し、社会福祉法人春日井
市社会福祉事業団は解散する旨を理事会及び評
議員会で議決しましたので、この合併に対し異
議のある債権者は、本公告掲載の翌日から平成
20年9月22日までにその旨をお申し出ください。

平成20年7月15日
春日井市浅山町1丁目2番61号
社会福祉法人春日井市社会福祉協議会
会長　稲垣薫

　平成20年10月1日社会福祉法人春日井市社会
福祉事業団は、社会福祉法人春日井市社会福祉
協議会に合併して解散する旨を理事会で議決し
ましたので、この合併に対し異議のある債権者
は、本公告掲載の翌日から平成20年9月22日ま
でにその旨をお申し出ください。

平成20年7月15日
春日井市浅山町1丁目2番61号
社会福祉法人春日井市社会福祉事業団
理事長　伊藤太

社会福祉法人合併公告社会福祉法人合併公告社会福祉法人合併公告社会福祉法人合併公告社会福祉法人合併公告

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）

　　工場・事業場を新設（増設、事業内
容の変更）する場合には、着工する60
日前までに「環境保全計画書」の提出が
必要で、事業者は市と事前に協議を行
うことになります。

対象▶○床面積が50㎡以上または敷地
面積が150㎡以上の工場・事業場○駐
車スペースが200㎡以上の駐車場○ガ
ソリンスタンド○カラオケ設備のある
店舗○51人槽以上の浄化槽を設置する
飲食店○ボウリング場・水泳場・スポ
ーツ練習場などの運動施設○パチンコ

環境保全に関する協議（第40条）

環境保全に関する協定（第41条）

　環境を保全する上で必要があるとき
は、市と事業者の間で、公害の防止や
地球温暖化対策などについて協定を締
結します。
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事業所などにおける公害の防止③

店○百貨店・スーパー○病院・診療所
○老人ホーム○自動式車両洗浄施設や
洗車施設のある自動車整備工場○廃棄
物処理施設のある工場・事業場○自動
車解体業の工場・事業場など

公告 公告



馬場さんは、平成19年12月に大阪府堺市で行われた第6回全国三味線コン
クールの一般の部において見事に優勝されました。演奏を始めてまだ3年。
津軽三味線との衝撃の出会いから将来のことまで話を伺いました。

小西さんは、6月10日（火）から15日(日)まで開催された第57回全日本大学野球
選手権でベスト8まで勝ち抜いた中部大学硬式野球部の主将で、愛知大学野球
春季リーグではベストナインにも選ばれました。大会でのチームの雰囲気や
主将としての思いを振り返ってもらいました。

Q．始めたきっかけは？
A．3年前、津軽三味線が好きな母に誘わ
れて、嫌々コンサートに行ったのがきっ
かけでした。退屈かな、と思っていたら
迫力ある音と曲調にショックを受け、すぐに教室に入りました。今では、
毎日2～3時間ぐらい練習し、月に2回師匠にけいこをつけてもらっています。
Q．津軽三味線の魅力は？
A．ほかの楽器にはない音づくりです。弦を押さえる場所とばちの叩き方
で一人一人違った音になりますし、アレンジを加えて独自の曲調を生み出
せるところです。

人生を変えた音～津軽三味線に魅せられて
馬場敦史さん（六軒屋町3）

親に恩返しができました
中部大学硬式野球部主将
小西浩貴さん（篠木町）

このコーナーでは、さまざまな分野で活躍している市内
の人たちを紹介しています。今回は、津軽三味線と野球
で活躍している2人の若者を紹介します。

馬場さんの演奏予定は、所属している津軽
三味線演奏団体「咊胤（わいん）」のホームペ
ージの公演情報で見ることができます。　
ホームページ　http://shamiya.jp/

今は強打者としてチームを引っ張ります今は強打者としてチームを引っ張ります今は強打者としてチームを引っ張ります

　愛知大学野球春季リーグで初優勝できたことは本当にうれしかっ
たです。主将としてメンバーを何とかまとめようという気持ちがス
トレスとなって胃が痛いこともありましたが、みんなが一丸となっ
て栄冠を勝ち取ることができました。ただ自分自身は、打率4割、首
位打者を目標にしていたので、ベストナインに選ばれましたが、力
が出し切れなかったという思いがあります。
　全日本大学野球選手権では、東京ドームや明治神宮球場のグラウ
ンドに立ってみんな気持ちが高ぶりましたが、試合では不思議なく
らい緊張することなくいつもと同じように臨むことができました。
　大学野球の頂点である舞台に立てて、親を球場に連れて来ること
ができたので、今まで野球を続けさせてくれた親に恩返しができた
と思います。そして、自分は甲子園に出場できなかったので、将来
子どもが生まれたら、甲子園に行ってもらいたいです。

小学生のときはピッチャーでした小学生のときはピッチャーでした小学生のときはピッチャーでした

Q．今後の目標は?
A．1番の目標は初めに自分がもらった感動と同じ感
動を人に伝えることができるようなプロになること
です。両親には話していませんが、きっと応援して
くれると思います。今は大会の上のクラスに出て、
いい成績を残したいです。
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このコーナーでは4月

から北海道夕張市に

派遣職員として出向

している神戸洋史主

査から、現地の奮闘

ぶりをレポートして

もらいます

「住民懇談会にて」
　「市の職員の給与4割カット。

今残って頑張

っている職員は、昔は歯車の一
つにすぎず、

この責任がどこまであるという
のか？削れる

ものはすべて削り、幼い子ども
の養育費や学

生の仕送りなどに充てて、何と
か生活してい

る状態と聞いているが、限界なの
ではないか。

財政再建計画を変更せずに、行
政を維持でき

るのか？」5月下旬、夕張市で開
催された住民

懇談会の席上、くしくも夕張市
民から冒頭に

訴えが上がりました。

　炭鉱最盛期に大量に採用され
た職員数は、平

成18年4月1日現在で309人いま
したが、年収4割

減の事実は怒りを超えて落胆と
なり、現在110人

となっています。仕事は何倍に
も膨れ上がる中、

職員自らが血を流すことで、平
成19年度、財政

再建計画は粛々と計画通りに達
成されました。

　今回の住民懇談会は、財政破
たんから1年、藤

倉市長が住民の意見や声を聴き
、夕張市の将来

に向け、市民と市役所が一体と
なって進むこと

が目的だったのですが、国や北
海道の責任論を

はじめ、再建計画の策定過程の
不十分な説明、

第三セクターの補償問題、夕張
市立診療所の存

続と支援、石炭の採掘権と再開
発の可能性、企

業誘致などの話題が展開されま
した。

　「さまざまな人間模様が複雑に
交錯するまち、

夕張」。再生への模索と挑戦は続
きます。願わく

は、夕張市民と市役所に希望の
光が見える日が

一刻も早く訪れますように。

鷹来中学校生が清掃奉仕
（ふれあい緑道）

6/6/1717
㊋

6/17
㊋

区長町内会長連合会が
地域づくり推進大会を開催
（レディヤンかすがい）

6/6/1515
㊐

6/15
㊐

　地域に貢献できる人になるようにと、鷹来
中学校の1年生157人が、5時間目の総合的な学
習の時間を使ってふれあい緑道のごみ拾いと
除草作業をしました。梅雨の晴れ間となった
この日は日差しが強く、生徒たちは暑さにあ
えいでいましたが、長く伸びた草を懸命に抜
いたり、ごみを拾ったりして60袋分のごみを
集めました。

　第1回目となったこの大会は、地域に愛着を感
じ、住民相互の連帯感を強める自主的な活動を広
げることを目的に開催され、区・町内会・自治会
などの代表者約260人が集まりました。
　当日は六軒屋町内連合会、春日井区の活動事例
発表や愛知江南短期大学長・中田實さんの講演が
行われ、参加した皆さんは真剣な面持ちで聞き入
っていました。
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テーマ▶それってDV（ドメスティック・バイオレンス）だよ！

このコーナーでは、男女共同参画に関する「Ａha（アハ）！」
（ずっと分からなかったことが、突然、「あ、そうか！」と
ひらめくこと）を皆さんに伝えていきます。

vol.2

　こんなことないかな？暴力は、殴ったり蹴った
りという身体的なものだけではありません。イラ
ストの女の子の彼は、彼女を支配下に置くために、
「アドレスを消す」という暴力を使っています。暴
力は、愛情を示す方法では絶対にありません。も
し心当たりのある人は、20ページの相談窓口に相
談してみてくださいね。 問い合わせ▶市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152）

嫌がっているのに性的行為を強要する性的暴力

いつもお金を払わせる、生活費を渡さない経済的暴力

ばかにする、無視する、行動や服装のチェック
や指示をする

精神的暴力

こんなことも暴力だよ！

夏休みはサンフロッグ春日井へ
　7月21日(祝) ～ 8月31(日)の夏休み期間中は、毎
日開場しています。　※トレーニング室は月曜日
休み。ただし、7月21日(祝)は開場し、22日(火)は
休みます。
開場時間▶ 午前10時～午後8時30分
入場料▶ 一般500円、中学生以下200円
問い合わせ▶ サンフロッグ春日井(☎56－2277)

防災会議の公開
と き▶ 7月25日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所大会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

地域自立支援協議会の公開
と き▶ 7月29日(火)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 7月22日(火)から、障がい福祉課(☎85－

6181)へ

8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。8月生まれの人の
案内は7月下旬に発送する予定です。
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6172)

8月の献血
とき ところ

2(土)10：00～ 16：00 西友勝川店
9(土)10：00～ 16：00 清水屋春日井店
16(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
26(火)9：30～ 16：00 春日井市役所
30(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ

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)

都市計画審議会の公開
と き▶ 8月4日(月)午前10時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 5人(超えたときは抽選)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

子どもの予防接種
　免疫確保のために、予防接種は定められた時期
までに、規定回数を、接種間隔を守って忘れずに
実施しましょう。
三種混合▶ 生後3か月～ 7歳6か月未満に4回接種○1

期初回…20 ～ 56日の間隔で3回接種○1
期追加…3回目接種の1 ～ 1年半後に1回
接種

二種混合▶ 三種混合の追加接種として1回接種○2期
…11 ～ 13歳未満に1回接種

麻しん風しん混合▶2回接種(3・4期は今年度から
5年間実施)○1期…生後12 ～ 24か月未満
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に1回接種○2期…小学校入学前年度の1
年間に1回接種○3期…中学1年生相当年
齢に1回接種(補足的接種)○4期…高校3
年生相当年齢に1回接種(補足的接種)

問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6168)

合併処理浄化槽の設置・転換の補助
　生活排水による河川などの水質汚濁を防止する
ため合併処理浄化槽を設置しましょう。
　公共下水道認可区域外で、専用住宅に10人槽以
下の合併処理浄化槽の設置、または単独処理浄化
槽およびくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転
換には、補助制度がありますので利用してくださ
い。　※浄化槽工事を行う前に申請してください。
申請時期や工事完了期日、施工形態などにより補
助できない場合あり
補助額▶ ○新設…10万～ 15万円○単独処理浄化

槽からの転換…42万2000 ～ 63万8000円
○くみ取り便槽からの転換…33万2000
～ 54万8000円　※建築確認申請を伴う
工事の場合の区分は新設

問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6217)

わくわく工作ランド
と き▶ 7月19日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ 動くおもちゃを作る
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

お話の部屋
と き▶ 7月20日(日)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)

道風記念館館蔵品展｢山を仰ぐ｣
と き▶ 7月23日(水) ～ 9月15日(祝)午前9時～午後

4時30分
内 容▶ 丹羽盤桓子、比田井天来、清水比庵、相

澤春洋らの山を詠んだ詩歌を題材にした
書作品と平成手鑑第33帖を展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
学芸員による展示品解説
と き▶ 8月3日(日)、9月7日(日)①午前10時30分～

11時②午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

夜コン｢ア・ウンの呼吸｣
と き▶ 7月25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▶ 上田花奈(フルート)、新田祐子(オーボ

エ)、玉井真紀子(クラリネット)、野村智
恵(ファゴット)、古川愛(ホルン)

曲 目▶ イベール｢3つの小品｣、ラべル｢クープラ
ンの墓｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

市日本舞踊協会公演
と き▶ 7月26日(土)午前10時30分～ 11時30分
出 演▶ 市日本舞踊協会
曲 目▶ ｢春雨｣｢花の道成寺｣など
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

読み聞かせの会
と き▶ 7月26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▶ 7月26日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ ｢アンパンマンとたんこぶまん｣、｢はな

たれ小僧さま｣、｢山伏石｣
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)

映画｢歓びを歌にのせて｣
と き▶ 7月27日(日)①午前10時30分から②午後2

時から(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▶ 世界を舞台に活躍していた指揮者と、村

の聖歌隊との交流を描く感動作(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歳以上有料)

入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ
で販売中　※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)

映画会
と き▶ 7月27日(日)午後1時～ 3時30分
題 目▶ ｢ハリーポッター秘密の部屋｣
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)
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紙芝居とお話を聞く会8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)

8(金)・22(金)11：00～

図書館

6(水)11：00～、2(土)・9(土)
・16(土)・23(土)15：00～、
13(水)・20(水)・27(水)15：30
～

東部市民センター 1(金)・8(金)・15(金)・22(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 9(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 休み
南部ふれあいセンター 20(水)15：30～
西部ふれあいセンター 9(土)11：00～
知多公民館 6(水)15：30～
鷹来公民館 休み
坂下公民館 2(土)14：00～
中央公民館 9(土)11：00～
グリーンパレス春日井 9(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 8月3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)

平和祈念式典
　過去の戦争において犠牲となられた人々に対し
て追悼の意を表すとともに、戦争の悲惨さを知り、
平和の尊さを次の世代に伝えるための式典を開催
します。
と き▶ 8月5日(火)午前10時～ 11時
ところ▶ 総合福祉センター　※公共交通機関を利

用してください。
内 容▶ 平和への願いをテーマにした作文朗読、

参加者全員による献花、戦時中の写真展
示など

問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)

中日杯ソフトテニス大会
と き▶ 8月10日(日)午前9時から〈予備日8月17日

(日)、受け付けは午前8時30分から〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、Ａ級、Ｂ級、女子のダブルス
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▶ 7月26日(土)〈必着〉までに、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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎82－3835)

福祉映画会
と き▶ 8月16日(土)①午後1時30分～ 3時50分②

午後6時30分～ 8時50分
ところ▶ ①市民会館②東部市民センター
題 目▶ ｢マリと子犬の物語｣
定 員▶ ①1000人②490人(いずれも当日先着順)
問い合わせ▶ 市社会福祉協議会(☎85－4321)

硬式テニス大会(ミックスダブルス)
と き▶ 8月24日(日)午前9時から〈予備日8月31日

(日)〉
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 2人とも市内在住か在勤、在学で、大会

当日までに今年度の連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 8月16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)

経営者セミナー
と き▶ ①8月28日(木)②9月4日(木)③9月11日(木)

午後1時30分～ 4時45分
ところ▶ グリーンパレス春日井
講 演▶ ①企業の発展と技術経営②新技術の活用

と企業成長③技術経営による業績向上法
の実例紹介

講 師▶ ①中部大学教授・小野桂之介②中部大学
教授・髙橋道郎③京都大学教授・児玉充
晴

対象・定員▶ 市内に事業所を有する経営者、後継者ま
たは事業所の推薦を受けた人で3回とも
受講できる人・30人(先着順)

申し込み▶ 7月18日(金)か ら、経済振興課(☎85－
6247)へ

クロリティー大会
と き▶ 8月31日(日)午後2時～ 4時
内 容▶ クロリティー (輪投げに似たスポーツ)を

楽しみ、勝敗を競う
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)
ところ・申し込み▶7月20日(日)午前9時から、か

すがいげんきっ子センター (☎35－3501)
へ
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ブラバン！甲子園
と き▶ 9月5日(金)午後6時30分から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 甲子園のアルプススタンドで鳴り響くブ

ラスバンド応援曲を演奏するコンサート
出 演▶ 齊藤一郎(指揮)、東京佼成ウインドオー

ケストラ(演奏)
入場料▶ 内野席4000円、外野席3000円、学生券

2000円(全席指定、未就学児不可)
入場券▶ 7月26日(土)から、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

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

エコチーム・かすがい、エコチャレンジャー
　家庭で省エネなどの環境に配慮した取り組みを
行ったことがある家族を①｢エコチーム・かすが
い｣として、今後取り組む予定の家族を②｢エコチ
ャレンジャー ｣として募集します。
対 象▶ ①環境に配慮した家庭での取り組みを3

か月以上実施した家族②今後取り組みを
実施する予定の家族

申し込み▶ 8月20日(水)〈必着〉までに、所定の用紙(環
境政策課、市役所情報コーナー、坂下
出張所、東部市民センター、各ふれあい
センター、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
所環境政策課(☎85－6216)へ　※｢エコ
チーム・かすがい｣には、認定証とエコ
推進グッズを贈呈し、｢エコチャレンジ
ャー ｣は取り組み実施後、｢エコチーム・
かすがい｣に認定

非常災害時井戸水提供の家(生活用水用)
　地震などの災害時に上水道が止まった場合、復
旧までの一時的な生活用水を確保するため、｢非
常災害時井戸水提供の家｣の指定を行っています。
市内に井戸があり、協力できる人は連絡してくだ
さい。また、指定を受けている提供者は、青色ス
テッカーを見やすい位置へ掲示してください。ス
テッカーの破損、紛失などがあれば連絡してくだ
さい。
問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

自分史公募｢うから はらから｣
　人生を共にした父母やきょうだい、仲間たちな
ど身近な人々の面影を通して、さまざまな時代や
出来事をよみがえらせるような自分史を募集し、

作品集を発行します。
規 定▶ 400字詰め原稿用紙5 ～ 8枚、縦書き(ワ

ープロの場合はＡ4横置縦書で40字×30
行。原稿用紙換算枚数を明記)

応 募▶ 9月30日(火)〈必着〉までに、題名、枚数、
氏名(筆名)、年齢、郵便番号、住所、電
話番号を書いた表紙を付けて、〒486－
0844鳥居松町5－44、かすがい市民文化
財団(☎85－6868)へ　※1人1作品で、未
発表の作品に限る(非商業誌掲載は可)。
作品集への掲載は選考の上で決定。掲載
作品の著作権はかすがい市民文化財団に
帰属

10月からの高座、上条子どもの家利用者
時 間▶ 放課後(土曜日は午前8時) ～午後7時　　

※日曜日や祝休日、年末年始などは休み
ところ▶ 高座(高座小学校内)、上条(上条小学校内)
対象・定員▶ 昼間、仕事などで週(月～土曜日)に4日以

上保護者が家庭にいない小学1～ 3年生
・高座80人、上条70人　※小学1 ～ 3年
生の利用を妨げない場合に限り、4～ 6
年生も対象

料金(月額)▶ 午後4時30分まで無料、午後6時まで2000
円、午後7時まで3000円(このほかにおや
つ代2000円、教材費1000円、災害補償制
度負担金130円が必要)

申請書▶ 7月15日(火) ～ 29日(火)〈日曜日・祝日を
除く〉の午前11時30分～午後7時〈(7月19
日(土)以降は午前8時30分～午後7時〉に
高座は岩成台、上条は小野の子どもの家
で配布

面 接▶ 8月2日(土)〈時間は申請書受け取り時に
指定されます〉に、申請書と必要書類を
持って、児童と一緒に総合福祉センター
へ　※都合が悪い場合は相談してくださ
い。

問い合わせ▶ 市社会福祉事業団(☎84－3241)

アトリウムの祭典｢アトの祭り｣出演団体
と き▶ 冬…12月23日(祝)、春…3月20日(祝) ～ 22

日(日)
内 容▶ フェスティバル形式の音楽発表会
費 用▶ 運営協力費(1団体)5000円
ところ・申し込み▶8月21日(木)までに、所定の用

紙(文化フォーラム春日井・文化情報プ
ラザ、市民会館、市役所情報コーナー、
東部市民センター、各ふれあいセンター、
各公民館などに用意)に記入して、かす
がい市民文化財団へファクス(ＦＡＸ82
－0213)し、8月28日(木)午後7時から文化
フォーラム春日井で抽選会に参加

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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生涯学習情報誌の名称
　6月に創刊した｢生涯学習情報誌｣の名称を募集
しています。
　生涯学習情報誌は、生涯学習スポーツ課、市役
所情報コーナー、各ふれあいセンター、各公民館
などで配布しています。また、市ホームページで
も見ることができます。情報誌を見て、市民の皆
さんに愛される名称を付けてください。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
bunka/syogai/johosi.html
応 募▶ 8月15日(金)〈必着〉までに、はがきか

Ｅメールに、情報誌の名称、名称の説
明、住所、氏名、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(☎85－6447、Ｅメールsyogaigk
＠city.kasugai.lg.jp)へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
素材はわたし！？ ショーメークの世界～自分自
身を演出するショーメークに挑戦するワークショ
ップ
と き▶ 9月20日(土)午後1時～ 5時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 上田美江子
対象・定員▶ 県内在住か県内の小中学校に通う小学5

年生以上とその保護者(2人1組)・20組(超
えたときは抽選)

費 用▶ 参加料(1組)1000円
申し込み▶ 8月19日(火)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所、保護者と参加者の氏名
(ふりがな)、電話番号、学校名、学年を
書いて、〒486－0844鳥居松町5－44へ

協 力▶ 資生堂ビューティークリエーション研究
所

東部市民センター　☎92－8511
夏の児童画教室～夏の楽しい思い出を描こう
と き▶ 8月19日(火) ～ 20日(水)〈2回〉午前9時30

分～ 11時30分
講 師▶ 和田秀一
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(超えたときは

抽選)
持ち物▶ 四つ切りか八つ切りの画用紙、クレヨン、

パステル、水彩画用具、鉛筆、消しゴム
申し込み▶ 8月4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)、
学年、電話番号を書いて、〒487－0011
中央台2－2－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
夏休み親子教室～押し花グッズ(ミニティッシュ
ケースなど)を作る
と き▶ 8月6日(水)午前9時30分～正午
講 師▶ 山本啓子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・15組(先

着順)
費 用▶ 教材費(1組)1800円
持ち物▶ ピンセット、はさみ、カッターナイフ
 
園芸教室～サギソウの育て方
と き▶ 8月17日(日)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
 
おしゃれ園芸教室～ガラス容器にミニトロピカル
ガーデンを作る
と き▶ 8月28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、エプロン、持ち帰り用の

袋
 
申し込み▶ ｢夏休み親子教室｣｢園芸教室｣は7月19日

(土)から電話で、｢おしゃれ園芸教室｣は
8月1日(金)〈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

公園緑地課　☎85－6281
福助菊づくり講習会～大輪の花を咲かせよう
と き▶ 7月29日(火)、8月22日(金)〈2回〉午前9時

30分～ 11時30分
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 長江清吉
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円(教材費含む)
申し込み▶ 7月18日(金)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
囲碁教室
と き▶ 9月7日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・10人(超えたときは

抽選)
申し込み▶ 7月31日(木)〈消印有効〉までに、往復は

がき(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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市文化協会の講座
詩舞入門～詩吟に合わせて舞う
と き▶ 8月の毎週火曜日(4回)午後1時30分～ 3時

30分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 稲垣美江子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
持ち物▶ 足袋、舞扇(ない人には貸し出し可)、ス

ラックス着用
 
親子でリボンフラワーにチャレンジ～フラミンゴ
とコスモスの作製
と き▶ 8月の毎週水曜日(4回)午前9時30分～ 11

時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 佐久間みはる
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で小学生以上の親

子・15組(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費(1組)2000円
持ち物▶ ボンド、手ふき、はさみ
 
申し込み▶ いずれも7月23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)、電話番号、舞扇の貸し出しを
希望する人は｢舞扇貸し出し希望｣と書い
て、〒486－8686春日井市役所文化課(☎
85－6079)へ

主 催▶ 市文化協会

中央公民館　☎33－1111
夏休み親子パン作り～ソーセージロールやクッキ
ーを作る
と き▶ ①8月5日(火)②8月6日(水)午前10時～午後

0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の幼児～小学生とその保護者・

各15組(超えたときは抽選)
費 用▶ 材料費(1人)400円
 
ラベンダースティック作り～ラベンダーの茎をリ
ボンで編んでスティックを作る
と き▶ 8月8日(金)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費350円
 
デッサン・水彩画教室～デッサンと水彩画を初歩
から学ぶ
と き▶ 8月～ 10月の第2・4木曜日(6回)午前10時

～ 11時30分
講 師▶ 溝渕泰史

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人
費 用▶ 受講料1500円、教材費300円
 
申し込み▶ ｢夏休み親子パン作り｣は7月24日(木)〈必

着〉までに、｢デッサン・水彩画教室｣は7
月25日(金)〈必着〉までに、｢ラベンダー
スティック作り｣は7月26日(土)〈必着〉ま
でに、往復はがき(1人1枚)に講座名(｢夏
休み親子パン作り｣は①②の別も)、住所、
氏名(ふりがな)、年齢、電話番号を書い
て、〒486－0913柏原町1－97－1へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
敏感肌も安心！カワイイ無添加石鹸(せっけん)を
親子で作ろう！～大人は癒やし系の、子どもは甘
い香りのせっけんを1つずつ作る
と き▶ 8月7日(木)午前9時30分～ 11時00分
講 師▶ 山口奈緒子
対象・定員▶ 市内在住の小学3年生以上とその保護者

・24人(先着順)
費 用▶ 材料費1000円
 
旅の楽しさ倍増！講座～京都嵯峨野・平家物語の
旅編
と き▶ 8月7日(木)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・30人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
申し込み▶ ｢カワイイ無添加石鹸を親子で作ろう

！ ｣は7月18日(金)から、｢旅の楽しさ倍
増！講座｣は7月23日(水)から電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
夏休み親子ふれあい工作教室～段ボールでパター
ゴルフ場を作る
と き▶ 7月26日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 村田祐一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
費 用▶ 教材費100円
持ち物▶ はさみ、木工用ボンド
 
夏休み親子ふれあい折り紙教室～恐竜を折る
と き▶ 8月9日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 丹羽兌子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先

着順)
費 用▶ 教材費100円
持ち物▶ はさみ、のり
 
申し込み▶ いずれも7月18日(金)から、電話で
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鷹来公民館　☎84－7071
夏休み子ども工作教室～切り紙の立体どうぶつ作
り
と き▶ 8月7日(木)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(3年生以下は保護者同

伴)・20人(先着順)
費 用▶ 教材費(1人)100円
持ち物▶ はさみ、カッター、30cm定規、木工用

ボンド
 
子ども講座｢簡単なお菓子作り｣～フルーツ入り
クレープを作る
と き▶ 8月8日(金)午前10時～正午
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・24人〈先着順)
費 用▶ 教材費400円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、上靴、20 ～ 25cm

四方の持ち帰り用の箱
 
申し込み▶ いずれも7月18日(金)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
子ども科学あそび～空気と水のふしぎ！！自分で
回るはね、浮け、沈めのおもちゃ作りとしゃぼん
玉あそび
と き▶ 8月7日(木)午前10時～正午
講 師▶ 嶋田秀敏
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同

伴)・20人(先着順)
持ち物▶ 折り紙3枚、500mlのペットボトルとふ

た2個、弁当用しょうゆ入れ、ストロー
3本、紙コップ、はさみ、のり

 
尺八教室～尺八を作り、マイ尺八で首振りを学ぶ
と き▶ 8月の毎週木曜日(4回)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 中部尺八ネット
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円、教材費3000円
持ち物▶ 小刀、タオル、軍手
 
申し込み▶ いずれも7月18日(金)から、電話で

文化財課　☎33－1113
親子教室｢竹を使って、昆虫を作ろう｣
と き▶ 8月23日(土)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 郷土館
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組3人まで)・15組

(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費(1セット)300円
持ち物▶ 小刀
申し込み▶ 8月8日(金)〈必着〉までに、はがきかＥ

メールに教室名、住所、氏名、電話番
号、学校名、学年、保護者名を書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1、Ｅメール
bunkazai@city.kasugai.lg.jpへ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
親子体験手打ちうどん作り
と き▶ 8月7日(木)午前9時～正午
講 師▶ 岩崎初海
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・13組(先

着順)
費 用▶ 教材費(1組)1200円
持ち物▶ エプロン、ふきん
申し込み▶ 7月18日(金)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
おいしいクッキング～てりやきバーガー
と き▶ 9月14日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(超えた時は抽

選)
費 用▶ 材料費200円
申し込み▶ 7月31日(木)〈消印有効〉までに、往復は

がき(きょうだいでの申し込みは連名可)
に講座名、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
－0945勝川町8－2858－1(☎35－3501)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▶ 8月5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20年3月～ 4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▶ ①8月6日(水)②8月20日(水)③8月27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▶ 8月7日(木)午前10時～ 11時30分
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ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 平成19年10月～ 11月生まれの乳児(第1

子)とその保護者・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▶ 8月17日(日)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 初妊婦とその夫・30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
 
ママのためのボディデザイン教室～パワーヨガと
子育て中の体重コントロールについて学ぶ
と き▶ 8月22日(金)・29日(金)、9月5日(金)〈3回〉

午前10時～ 11時45分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住で産後1年を過ぎた40歳未満の

人で、ＢＭＩ〈体重(㎏)÷身長(m)÷身長
(m)〉23.0以上か現在の体重が妊娠前の
体重に戻っていない人・15人(先着順)

 
パパタッチ教室～お父さんのためのベビーマッサ
ージ教室
と き▶ 8月24日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
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(父

親のみの参加も可)・12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▶ ｢ママのためのボディデザイン教室｣は7

月18日(金)から、｢モグモグ健康教室｣は
7月22日(火)から、｢カミカミ健康教室｣は
7月23日(水)から、｢日曜パパママ教室｣は
7月25日(金)から電話で、｢パパタッチ教
室｣は7月30日(水)〈必着〉までに、往復は
がき(1組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　※｢パパママ教室｣
は常時受け付け

消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～主に小児や乳幼児に対する応急
手当て
と き▶ 8月26日(火)午前10時～午後1時
ところ▶ 消防署東出張所
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・10人(先着順)
申し込み▶ 7月22日(火)から、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
転倒予防教室｢足腰鍛え老化防止！みんなで楽し
くいきいき体操｣
と き▶ 7月30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▶ 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
 
音楽で心も体もお元気に！～リズムに合わせて介
護予防
と き▶ 8月6日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 音楽療法士・佐藤延子
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

市体育協会の講座
初心者のための｢長拳・太極拳｣入門
と き▶ 8月の毎週土曜日(16日を除く4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 南部ふれあいセンター
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▶ 上靴
問い合わせ▶ 市武術太極拳協会・川水(☎090－9926－

3065)
 
親子で楽しく体を動かしましょう！
と き▶ 8月5日(火)・12日(火)・19日(火)〈3回〉午

前10時30分～ 11時30分(受け付けは午前
10時から)

ところ▶ 総合体育館
対象・定員▶ 市内在住の未就園児とその親・30人(先

着順)　※未就園児のきょうだいも参加
可

問い合わせ▶ 市体操連盟・安藤(☎090－1787－3099)
 
申し込み▶ ｢初心者のための『長拳・太極拳』入門｣は

7月30日(水)〈必着〉までに、はがきに教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、｢親子で楽しく体を動かしましょ
う！ ｣は7月31日(木)〈必着〉までに、往
復はがきに教室名、住所、親子の氏名、
子どもの年齢、電話番号を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ
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市税などの納期限・納税相談
固定資産税2期・国民健康保険税2期・介護保険
料1期
　納期限は7月31日(木)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▶ 7月27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)

月の生活相談8
この情報は毎月15日号で掲載しています。

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

母 子 就 業 第1・3金曜
日

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－6208

内 職 火曜日 10：00～
12：00、
13：00～
15：00

84－4612
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) 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)

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

レディヤンかすがい相談室
曜日 時間 電話

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

火曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－7871
水～金曜日 13：00～

16：30
第2・4土曜
日

10：00～
12：00

女性のための法律相談
(面接のみ、予約制)

第1・3土曜
日

10：00～
12：00

85－4188
(予約
9：00～
17：00)

若者就業支援相談(職業
適性診断、就職支援な
ど)
〈予約制〉

第1木曜日 13：00～
16：00

85－4401
(予約　
85－4188
9：00～
17：00)

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

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

7(木)・21(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

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) 13(水) 17：00～

21：00 56－1943
ＮＰＯ相談(予約制) 23(土) 10：00～

12：00、
13：00～
16：00

ボランティア相談 火～金曜日 84－3600

年金相談
とき ところ 電話

第1・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
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1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

5(火)・28(木) 健康管理センター 10：00～
11：0021(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8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)

外国人相談
日・
曜日 時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語 6(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 13(水)
スペイン語 20(水)
ポルトガル語 27(水)
英語
フィリピノ語 3(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 10(日)

中国語 17(日)
英語
ポルトガル語 24(日)

全言語 31(日)

介護相談
とき ところ

18(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

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

母乳相談
日・曜日 ところ 時間

4(月)・18(月) 健康管理センター 10：00～
11：008(金)・26(火) 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　

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 4(月)・18(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 5(火)

消 費 生 活 月～金曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：00

行 政 12(火)・26(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 6(水)
登記(面接のみ、予約制) 8(金)
不 動 産 取 引 22(金)
建 築 火曜日
多重債務(面接のみ、予約制) 21(木)・24(日)

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

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)

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

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
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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。

総合健康相談
とき ところ

6(水)・20(水)　
10：00～ 12：00 保健センター

11(月)・25(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

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

8月1日(金)から、オンラインによるドメスティッ
ク・バイオレンス(ＤＶ)相談を開設します。詳し
くは、広報春日井8月1日号でお知らせします。

乳幼児健康・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

8(金) 保健センター 10：00～
11：0022(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

なんでも労働相談会
と き▶ 7月24日(木) ～ 25日(金)午前10時～午後4

時　※弁護士相談(要予約)は午後1時～ 4
時

ところ▶ 県勤労会館内つるまいプラザ(名古屋市
昭和区)

内 容▶ 県労働委員会や労働局、社会保険事務
局共催の職場での労働問題(解雇、賃金、
健康保険など)に関する相談会　※当日
は電話相談(☎052－741－1919)も開催

問い合わせ▶ 県産業労働部労政担当局労働福祉課(☎
052－954－6375)

ふるさとの歴史コーナー企画展
月 日▶ 7月26日(土) ～ 8月22日(金)
ところ▶ ルネック
内 容▶ 市民の家で見つかった日中戦争や太平洋

戦争当時の戦況や国民生活を伝える写真
ニュース約30枚を展示

問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)
協 力▶ 市文化財友の会

8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〉 12(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 21(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/

8月の認定産業医による健康相談
とき ところ

17(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
26(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
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創業支援個別相談会
　創業のためのビジネスプラン作成方法や、資金
調達に関して相談を行います。
と き▶ 8月19日(火)午前10時～正午、午後1時～

4時
ところ▶ 市役所303会議室
相談員▶ 国民生活金融公庫相談員
対象・定員▶ 創業、第二創業を志す人・10人(先着順)
申し込み▶ 7月18日(金)か ら、経済振興課(☎85－

6246)へ

シニアワークプログラム講習受講者募集
家事援助講習
と き▶ 9月9日(火) ～ 13日(土)午前10時～午後3時
ところ▶ 第三介護サービスセンター、南部ふれあ

いセンター
対象・定員▶ 積極的に就職活動をする人で、県内在住

の健康的な60歳代前半の人・20人(超え
たときは抽選)

申し込み▶ 8月8日(金)〈必着〉までに、はがきに講
座名、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、
生年月日、年齢、性別、電話番号、シ
ルバー人材センター会員登録の有無を書
いて、〒486－0845春日井市瑞穂通1丁目
186番地、市シルバー人材センター (☎84
－3515)へ

養護学校体験入学
春日台養護学校
月 日▶ 9月11日(木)、10月15日(水)
対 象▶ 知的な発達に遅れや情緒に障がいのある

子どもとその保護者
申し込み▶ 春日台養護学校(☎88－0811)へ
小牧養護学校
月 日▶ 9月25日(木)、10月28日(火)
対 象▶ 手足の不自由な子どもとその保護者
申し込み▶ 小牧養護学校(☎73－7661)へ
※いずれも教育相談は随時実施

自衛官募集
試験日▶ ①9月20日(土)②9月23日(祝)
種 目▶ ①一般曹候補生②航空学生
応募資格▶ ①18歳以上27歳未満②高卒(見込み含

む)21歳未満　※平成21年4月1日現在
申し込み▶ 願書を請求の上、8月1日(金) ～ 9月10日

(水)〈必着〉までに、〒485－0025小牧市
春日寺1－1、自衛隊愛知地方協力本部小
牧地域事務所(☎73－2190)へ

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

知っていますか 建退共制度
　建設業を営む人で退職金制度を設けたい場合は
｢建退共制度｣の利用ができます。
ホームページ　http://www.kentaikyo.taisyokukin.
go.jp/
問い合わせ▶ 独立行政法人勤労者退職金共済機構建設

業退職金共済事業愛知支部(☎052－243
－0871)

県職員による労働相談
内 容▶ 職場での悩み事や困り事など、何でも気

軽に相談
と き▶ 午前9時～午後5時30分(土・日曜日、祝日、

年末年始を除く)
相談方法▶ 面談か電話
ところ・問い合わせ▶県尾張県民事務所産業労働

課(☎052－961－8070)へ

放送大学10月入学生募集
　放送大学は、テレビやラジオの放送により授業
を行う正規の通信制大学です。1科目から自宅で
学ぶことができます。
コース▶ ①全科履修生〈4年以上、学士(教養)の学

位取得を目指す〉②選科履修生(1年間)③
科目履修生(半年間)④修士選科生(1年間)
⑤修士科目生(半年間)　※②③④⑤は、
希望する科目が履修可

対 象▶ ①18歳以上で、高校卒業した人②③15歳
以上の人④⑤18歳以上の人　

受付期限▶ 8月31日(日)まで
募集要項・願書の請求▶放送大学愛知学習センタ

ー (☎052－831－1771)
 ホームページ　http://www.u－air.ac.jp/

全国中学生人権作文コンテスト愛知県大会
内 容▶ 日常生活や学校生活、グループ活動、地

域社会とのかかわりなどを通じて、基本
的人権の重要性や必要性について考えた
作文

規 定▶ 400字詰め原稿用紙5枚以内　※原稿用紙
第1葉右側欄外に題名・学校名・学年・
氏名を記入

対 象▶ 県内の中学生(外国人学校に在学し中学
生に準ずる生徒を含む)および特別支援
学校の中学部に在学する生徒

応 募▶ 9月4日(木)〈当日消印有効〉までに、〒489
－0067瀬戸市小田妻町1－220－1、名古
屋法務局春日井支局(☎0561－86－8690)
へ　※市内在学の中学生は各学校へ提出



逵歌謡協会発表会
とき▶7月20日(日)午前9時30分開演(9時開場)　
ところ▶坂下公民館　内容▶歌謡曲、歌謡舞踊、
大正琴などの発表会　※秋山涼子、さくら太鼓
も出演　問い合わせ▶逵（☎・FAX88－3166）
･･････････････････････････････････････････
春日井市郷友会創立15周年記念講演会
とき▶7月20日(日)午後1時30分～ 4時50分(0時40
分開場）　ところ▶総合福祉センター　講演▶
「消えていく日本の歴史と伝統」・塚本三郎、「日
本の平和と国際貢献」・佐藤正久　定員▶350人
(先着順)　問い合わせ▶稲垣(☎92－7734)
･･････････････････････････････････････････
スズキ・メソードによるピアノ・コンサート
とき▶8月10日（日）午後1時～ 7時（0時30分開
場）　ところ▶市民会館　内容▶幼児から大人
までのピアノ・コンサート　曲目▶バッハ「イ
タリア協奏曲」、ショパン「スケルツォ No.2」、
リスト「バラードNo.2」など　問い合わせ▶川口
（☎84－2823）

展 示

藤楊會日本舞踊公演
とき▶8月31日（日）午後0時30分～ 5時45分（正
午開場）　ところ▶名古屋能楽堂（名古屋市中
区）　内容▶和楽器の生演奏など日本文化を感
じさせる雰囲気の中で日本古来の舞踊を鑑賞
する　演目▶「四季三葉草｣｢英執着獅子｣｢女
助六」ほか　定員▶630人　入場料▶A席4000
円、自由席3000円（自由席は前売り500円引き）
申し込み▶8月24日（日）までに、電話かEメー
ルに住所、氏名、電話番号、チケットの枚数
を書いて、藤間（☎090－6336－7880、Eメール
kanyou1962@nifty.com）へ
･･････････････････････････････････････････
中部大学国際関係学部主催国際理解短歌コンテ
スト～国際理解をタンカで斬る
部門▶大学生・一般、高校生、中学生　※自
作で未発表のものに限る　申し込み▶9月25日
（木）〈必着〉までに、封書かはがき、ファクス、
Ｅメールに作品、住所、氏名（本名でふりがな
も）、年齢、職業（学生の場合は学校名、学年、
応募部門）、電話番号、メールアドレスを書い
て、〒487－8501松本町1200、中部大学国際関
係学部（☎51－1111、ＦＡＸ52－1325、Ｅメー
ルtanka@offi  ce.chubu.ac.jp)「短歌コンテスト」
係へ　ホームページ　http://www.chubu.ac.jp

と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン
〈平和展の最終日は
13:00まで〉

(☎85－6073)

7／15(火)～20(日) 拓画の展示 拓画同好会
7／21(祝)～26(土) 水墨画の展示 おんこ水墨画クラブ

7／28(月)～8／3(日) 平和展 尾中地区労連・ピースフェ
スタ実行委員会

レディヤンかすがい (☎85－4188) 7／15(火)～23(水) 伊勢型紙作品展 春日井伊勢型紙同好会

高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002)
7／16(水)～8／3(日) 内津の森で見つけた木工細

工
内津の森デイサービスセン
ター

7／25(金)～8／6(水) しゅんこう和紙ちぎり絵展 しゅんこう和紙ちぎり絵の会
味美ふれあいセンター
〈最終日は14:00まで〉 (☎31－3522) 7／17(木)～30(水) 森下ゆき子水墨画展 森下ゆき子

グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 (☎92－8711)

7／18(金)～27(日) 木のおもちゃ展 牧野辰雄とTOY VILLAGE
「虹の森」

7／30(水)～8／6(水) 染の会作品展 染の会

鷹来公民館 (☎84－7071) 7／18(金)～31(木) アートクレイシルバー作品
展 シルバーワークの会

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 7／19(土)～31(木) ヨルダン･インド女性自立
支援活動の展示 ワンハート

南部ふれあいセンター (☎85－7878) 7／20(日)～31(木) 写仏画展 吉祥会
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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

7／19

7／26

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

☎85－0077

☎95－0233

☎84－3060

☎91－3755

☎82－2161

☎31－5252

☎31－4358

☎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）

あさひ病院（下原町）

田島クリニック（石尾台5）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

米本レディスクリニック（篠木町1）

山田産婦人科（柏井町2）

明子ウェルネスクリニック（八光町3）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

7／20

7／21

7／27

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）…3日、10日、24日、
31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） 
 …31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

●

●

8月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.14

春日井商工会議所では、中小企業を支援する「経営サポ
ート情報」や商工会議所事業の案内、関係行政情報、市
内事業所の紹介などの情報をホームページで発信して
います。また、4月からメールマ
ガジンを始めました。ホームペー
ジトップ画面より登録できます。
ぜひ、登録してください。

ホームページを
リニューアルしました！

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

デザインを一新して見やすくなりました。

利用したい項目、知りたい情報を
見つけやすくなりました。

メルマガ登録画面を追加し簡単に
登録できるようになりました。

会員事業所情報を充実しました。
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