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各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

中部中学校ボランティアサークルの生徒の皆さんが、夏休み
の期間を利用して、第三介護サービスセンターでボランティ
ア活動をしました。車いすを押したり配膳を手伝ったり、い
ろいろな介護体験をしながら利用者の皆さんと楽しそうに交
流していました。
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高齢者の尊厳を守るために
ごみの出し方を再確認しましょう！
グラウンド・テニスコートや公民館・ふれあいセン
ターなどの施設の利用申し込みが便利になります
Photo ホット ほっと

10月1日から119番通報位置情報表
示システムを導入します

など



市内に住んでいる高齢者は年々増加しています。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができ
るよう、高齢者の人権を侵害する高齢者虐待について考えてみましょう。

※このような行為を家族、親族が行っている、
もしくは介護サービス事業所などの従事者が
行っている場合も高齢者虐待となります。

高齢者虐待とは

気持ちのすれ違いが虐待につながることも…

　虐待をしている人が虐待を自覚して
いないことがあります。また、虐待を
している人も悩んだりストレスを感じ
たりしています。虐待を受けている人
だけでなく、虐待をしている人のため
にも早期の対応が必要です。

　介護の負担や家庭の経済状
況、家族関係の変化などによ
るストレスから高齢者虐待が
起こることがあります。介護
の負担を軽減することが虐待
を予防することにもなります。

高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために尊厳

虐待は早期発見、
早期対応が大切です

一人で悩まず
相談してください

財産を使わせない、勝手に資産
を使ってしまうなど

同意なく性的な接触をする、わ
いせつな行為をさせるなど

経済的虐待

性的虐待

身体を傷つけまたは傷つける恐
れのあるような暴行を加える

食事や排せつの世話をしない、
介護サービスを使わせないなど

身体的虐待

怒鳴る、ののしる、無視する
など精神的に傷つけること

心理的虐待

介護・世話の放棄・放任

夜に何度もトイレに行って大
変そうだから水分を控えめに
しておこう。

なくすといけないから通帳や
印鑑は預かってあげよう。

自分のお金を取り上げられて
使わせてもらえない。

水も飲ませてもらえない。
(脱水症状を起こし生命の危険
があることも)

介護者

高齢者

介護者

高齢者
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問い合わせ▶介護保険課（☎85－6187）

　地域包括支援センターは、平成18年4月から市内10か所に設置されている地域の高齢者とその家族のため
の相談窓口です。

自分の担当センターが分からない場合は介護保険課に問い合わせてください。

10月1日から地域包括支援センターの名称および担当地区が変わります

高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために高齢者の　　　　を守るために

地域包括支援センター

地域包括支援センター第２春緑苑
（下津町500、☎56－9166）

市社会福祉事業団地域包括支援
センター

地域包括支援センター勝川

町名

下  条  町

追  進  町
中  新  町
二  子  町
南花長町
御  幸  町

担当地域包括支援センター（変更前） 担当地域包括支援センター（変更後）

市社会福祉協議会第三介護地域
包括支援センター (仮称)
（中切町3－3－9、☎56－8611）

社会福祉協議会と社会福祉事業団の合併に伴い名称が変わります

地域包括支援センターによるサービスの均一化を図るため、担当地区の変更を行います

市社会福祉協議会第三介護
地域包括支援センター (仮称)

市社会福祉事業団地域
包括支援センター

※平成20年９月30日までの名称

「虐待かもしれない」と思ったら
地域包括支援センターか介護保険課に連絡、相談してください

地域包括支援センターあさひが丘（神屋町）
地域包括支援センター春緑苑（廻間町）
地域包括支援センターじゃがいも友愛（出川町8）
市社会福祉協議会地域包括支援センター（浅山町1）
市医師会地域包括支援センター（柏原町5）
地域包括支援センターグレイスフル春日井（桃山町）
地域包括支援センター第２グレイスフル春日井（牛山町）
地域包括支援センター勝川（若草通1）
地域包括支援センター第２春緑苑（下津町）
市社会福祉事業団地域包括支援センター（中切町3）※

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

名称 電話番号

相談者や通報者のプライバシーは厳守します。
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ごみの処分で困ったことはありませんか？皆さんから問い合わせの多いごみの処分方法について紹介
します。

◆収集を依頼する場合（1回3点まで）

◆直接クリーンセンターに持ち込む場合

ごみ の出し方を
再確認しましょう！

　買い替えの場合、不要に
なった場合ともに小売店へ
引き取りを依頼してくださ
い。小売店での引き取りが
困難な場合は、ごみ減量推
進課（☎85-6222）へ問い合
わせてください。

費　用▶1点につき1000円（スーパーやコン
　　　　ビニで「粗大ごみ等処理手数料納付
　　　　券」を購入）
出し方▶事前に清掃事業所（☎84－3211）へ
　　　　申し込み後、「粗大ごみ等処理手数
　　　　料納付券」を粗大ごみにはって指定
　　　　日に指定場所へ

費　用▶10kg以上の部分に対して10kgごと
　　　　に100円（10kg未満は無料）
出し方▶事前にクリーンセンター（☎88－　
　　　　0247）へ確認してから搬入

処分方法

●枝（とげがある場合は、「とげ注意」と表示すること）

　多量の場合は一度にごみステ
ーションへ出さないでください。
直接クリーンセンターへ持ち込
むこともできます。

50cm程度に切りそろえ、ひもで縛って、
燃やせるごみへ出してください

処分方法

●危険ごみ（スプレー缶・カセットボンベ・使い捨てライターなど）
「危険ごみ」と表示してください。月1回ごみステーションで収集します

●エアコン、テレビ（ブラウン管式）、
冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機
処分方法 家電小売店などが引き取ります有料処分方法

●粗大ごみ（一辺の長さが80cm以上で重
さが50kg以下のもの）

有料

問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6222）

◆使い捨てライター ◆ガスコンロ
　使い切った状態で出してください。 　電池を抜いて出してください。

◆スプレー缶、カセットボンベ ◆石油ストーブ
　使い切って必ず穴を開けてから
出してください。

　灯油は使い切ってください。残っ
ている灯油は販売店やガソリンスタ
ンドへ引き取りを依頼してください。

　6月16日に穴の開いていないスプレー缶が
原因と見られるパッカー車の火災事故が発生
しました。万が一クリーンセンターで爆発し
た場合、大事故につながる可能性もあります。
ルールを守って出すようにしましょう。

※こうした処理が困難
な場合は、販売店へ引
き取りを依頼するか、
直接クリーンセンター
へ搬入してください。

グラウンド・テニスコートや公民館・ふれあいセンターなどの
施設の利用申し込みが便利になります
グラウンド・テニスコートや公民館・ふれあいセンターなどの
施設の利用申し込みが便利になります

今までは これからは
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問い合わせ▶生涯学習スポーツ課（☎85－6447）

10月1日から「あいち共同利用型施設予約システム」の運用を開始します。これまでの専用端末機などに代わ
り、インターネットで申し込みができるようになります。

　「あいち共同利用型施設予約システム」とは、あいち電子自治体推進協議会が運営し、県内のシステ
ム参加市町が共同で利用するシステムです。
　施設に出向かなくてもパソコンや携帯電話からインターネットを通じて24時間、365日、時間や場
所を気にすることなく、スポーツ施設の抽選申し込みや公民館などの施設の空き状況検索・予約がで
きます。

○グラウンド・テニスコート　　　

・抽選申し込みは、利用月の1か月前の1日か
ら7日までインターネットで行います。　　　
・抽選結果は、11日以降にインターネットで
確認できます。なお、Eメールアドレスを登
録した人には抽選結果を送信します。
・11日午前9時に空き状況を公表します。それ
以降は、インターネットで予約が可能です（先
着順）。

○公民館、ふれあいセンター、ハーモニー
春日井、レディヤンかすがい、グリーンパレ
ス春日井（宿泊施設は除く）、福祉の里、総
合福祉センター

○上記施設のホール、総合体育館、グリー
ンパレス春日井体育館、サン・アビリティー
ズ春日井

・利用申し込みは、今までどおり利用月の2か
月前（一部施設を除く）の初日から10日までは
各施設の窓口で先着順に行います。
・11日午前9時に空き状況を公表します。それ
以降は、インターネットか各施設で予約が可
能です（先着順）。

・利用する際は今までどおり各施設へ申し込
んでください。
・インターネットでは、空き状況のみ確認で
きます。

グラウンド・テニスコートグラウンド・テニスコートや公民館・ふれあいセンター公民館・ふれあいセンターなどのなどの
施設の利用申し込みが便利になります施設の利用申し込みが便利になります
グラウンド・テニスコートグラウンド・テニスコートや公民館・ふれあいセンター公民館・ふれあいセンターなどのなどの
施設の利用申し込みが便利になります施設の利用申し込みが便利になります
グラウンド・テニスコートや公民館・ふれあいセンターなどの
施設の利用申し込みが便利になります

＜アクセス先＞ パソコン https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/web/   
携帯電話 https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/keitai/　
(httpのうしろにｓがつきますので注意してください）
携帯電話では、右のQRコードからもアクセスできます。

※総合体育館運動広場、市民
球場、中央･繁田公園ナイタ
ーは空き状況の確認のみでき
ます。予約する際は今までど
おり総合体育館（☎84－7101） 
へ申し込んでください。

施設の専用端末機から パソコンや携帯電話から

今までは今までは今までは これからはこれからはこれからは

施設に、施設予約システム用のパソコンを設置しますので利用してください。
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50年に1度咲く花～
リュウゼツラン
（牛山町）

マウンテンバイク大会で
入賞しました

　8月2日(土) ～ 3日(日)に長野県白馬村で行われ
た第7回全国小学生・中学生マウンテンバイク
大会で、岩出愛未さん(鷹来中3年)がクロスカン
トリー女子中学生の部で優勝に、弟の岩出竜甫
君（大手小6年）が小学6年生の部で準優勝に輝
き、市長に報告しました。二人は昨年に引き続
いて2年連続の快挙です。今後の二人の活躍に
目が離せません。

　庭先にそびえるこの植物の名はリュウゼツラ
ン。長谷川和弘さんが12歳のころに植えたもの
で、8月に、50年の時を経てようやく黄色い花
を咲かせました。今年の春ごろから茎がぐんぐ
ん伸び始め、高さはおよそ6ｍに。下の方から
花を咲かせ、すべて開花した後は植物としての一生を終えま
す。リュウゼツランは、開花までの時間が非常に長いことから、
「センチュリー・プラント」の異名をとります。この50年とい
う時間、リュウゼツランは何を見てきたのでしょうか。

8/8/1414
㊍

8/8/2626
㊋

8/14
㊍

8/26
㊋

卓球の全国大会で
優勝しました

　7月25日（金）～ 27日（日）に神戸総合運動公園
体育館で行われた全日本卓球選手権大会（ホー
プス・カブ・バンビの部）で松山祐季君（高座小
４年）が、カブ男子シングルスの種目で見事優
勝を果たし、市長に報告しました。一生懸命頑
張って勝ち取った優勝について苦労話を交えな
がら大会を振り返っていました。

8/8
㊎

8/29
㊎

8月6日（水）
市長へ地区大会の優勝を報告した
原科消防士長（左）と足立消防士（右）

登はんする原科消防士長（右）

リュウゼツランを見上げる長谷川さんリュウゼツランを見上げる長谷川さんリュウゼツランを見上げる長谷川さん
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「世界に１つだけのリンゴ」
を子どもたちへ
【新栄町内会】

　牛山区新栄町内の川上なゝえ
さんの菜園には、多くのリンゴ
が実りました。「今年は豊作か
な？」と思った川上さんは、「そ
うだ、町内の子どもたちにあげ
よう」と考え、ある仕掛けを…。
町内の子どもたちの成長を祈る
ために、成育前の青いリンゴに
名前を切り抜いた型紙を張り、
収穫時に名前が浮かび上がるよ
うにしたのです。そして、待ち
に待った収穫のこの日、菜園に
集まった子どもたちは、自分の
名前が書いてある「世界に1つだ
けのリンゴ」を楽しそうに自分の
手でもぎ取り大事に持ち帰って
いました。

8/14
㊍

8/26
㊋ 　「地球にやさしいラーメンづくり」をテーマ

に夏休み子どもエコセミナーが行われ、小学
生と保護者らが参加しました。普段何気なく
作って食べているインスタントラーメン。使
用する水の量や鍋の種類、インスタントラー
メンの種類、鍋にふたをするかしないかとい
う点に着目すると、省エネル
ギーやごみの減量ができるこ
とを学びました。これで、今
後は地球にやさしくラーメン
を作れるよね？

8/8/8
㊎
8/8
㊎

8/8/2929
㊎

8/29
㊎

ラーメンを作って
エコを学ぼう
（西部ふれあいセンター）

　市消防本部の消防士が、8月5日（火）に行われた
消防救助技術東海地区指導会のロープ応用登はん
の部で優勝し、北九州市で開催された全国大会に
出場しました。ロープ応用登はんは、登はん者と
補助者が2人1組で協力して、ロープだけで高さ15
ｍを登る競技です。
　優秀な成績を収めた２
人は、｢日本最高峰の救助
技術を肌で感じ、体験す
ることができました。今
後も一層の訓練を重ね市
民の安全を守るために全
力で使命を果たします」と
思いを新たにしました。

全国消防救助
技術大会に出場

このマークのある記事は、区・町内会・自治会から選ばれた「広報特派員」からの情報です。

8月6日（水）月6日（水）
市長へ地区大会の優勝を報告した市長へ地区大会の優勝を報告した
原科消防士長（左）と足立消防士（右）原科消防士長（左）と足立消防士（右）

8月6日（水）
市長へ地区大会の優勝を報告した
原科消防士長（左）と足立消防士（右）

登はんする原科消防士長（右）登はんする原科消防士長（右）登はんする原科消防士長（右）

リュウゼツランを見上げる長谷川さん

7



8

I N F O R M A T I O N情報最前線

　増加する携帯電話からの119番通報に迅
速に対応するために、10月1日から119番通
報位置情報表示システムを導入します。こ
のシステムにより、GPS（全地球測位シス
テム）機能のある携帯電話から119番通報す
ると、発信位置が自動的に通報されます。
　なお、GPS機能のない携帯電話を使用す
る場合は、これまでどおり事故などの発生
場所の所在地や目印となる目標物をできる
だけ詳しく通報してください。

問い合わせ▶通信指令室（☎85－6391）

人工衛星

携帯電話基地局

NTT電話局 通信指令室携帯電話

通話の流れ

位置情報の流れ

携帯電話事業者
位置通報サーバ

問い合わせ▶市民病院管理課
　　　　　　（☎57－0057）

　市民病院では、市民の皆さんの健康を守るとい
う社会的使命を果たすため、この度、駐車場を含
め敷地内全面禁煙を実施することとしました。
　たばこの煙は、喫煙者本人だけでなく、周りの
人々にも健康被害を与えます。
　診療を受ける人、見舞いの人など、市民病院へ
お越しになるすべての人が対象となりますので協
力をお願いします。

市 民 病 院
敷地内全面禁煙のお知らせ敷地内全面禁煙のお知らせ敷地内全面禁煙のお知らせ敷地内全面禁煙のお知らせ敷地内全面禁煙のお知らせ

バ
ス
停

バ
ス
停

エネルギーエネルギー
センター棟センター棟

東出入口東出入口

南出入口南出入口

時間外・救急時間外・救急
出入口出入口

北駐車場

東駐車場

調整池

バ
ス
停

バ
ス
停

バ
ス
停

玄関

市民病院

エネルギー
センター棟

東出入口

南出入口

時間外・救急
出入口

線の内側が
禁煙エリアです

N

保育所保育所保育所

　平成23年7月24日までに、今までのテレビ
放送（地上アナログ放送、BＳアナログ放送）
は終了します。それ以降、アナログテレビを
使っている人は、そのままではデジタル放送
を見ることができません。

問い合わせ▶地上デジタル放送について
…総務省地デジコールセン
ター (☎0570－07－0101・
03－4334－1111)
BSデジタル放送について
…BSデジタル放送お問い
合わせセンター (☎0570－
01－2011・045－345－4080)

①地上デジタル放送対応のテレビに買い
　替える

②地上デジタルチューナーを買い足す

③地上デジタル放送対応済みのケーブル
　テレビで視聴する

地上デジタル放送を視聴するには次の
方法があります。

※①②については、
UHFアンテナが
必要です。

2011/07/24
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テーマ▶読んで実感！男女共同参画
vol.3

問い合わせ▶市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152）

「父子消費」　山岡拓／著（日本経済新聞出版社）
　昆虫採集、パソコン、アニメ、料理、ファッショ

ン…わが子と遊びはじめたパパたち。綿密な消費者調査と徹底取材をも
とに、密かに台頭する新トレンドを追う。
「オンナらしさ入門（笑）」　小倉千加子／著（理論社）
　女の子って、何でできてる？お砂糖とスパイスと、素敵なものいろい
ろでできている。でも、誰がそう決めたの？女の子の困惑と生きがたさ
をのびやかに笑い飛ばせるよう、とっておきの勇気ある知恵を伝える。
「虫めづる姫ぎみ」　森山京／文　村上豊／絵（ポプラ社）
　ある大納言に、ひとりの姫ぎみがいらっしゃいました。姫ぎみは、何
よりも虫が大好きで、いちばんのお気に入りは毛虫でした…。

図書館とレディヤンかすがい図書資料コーナーから、男女共同参
画の視点で選んだお薦め図書を紹介します。

救援金のお礼
　ミャンマー・サイクロン災害および中国大地震
に対する救援金募集活動を行ったところ、ミャン
マー・サイクロン災害に48万4106円、中国大地震
に35万6456円が寄せられました。この救援金は日
本赤十字社を通じて被災者の救援に役立たせてい
ただきます。
問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)

道風記念館の臨時休館
　9月16日(火) ～ 18日(木)、10月14日(火) ～ 16日(木)
は、特別展の展示替えのため休みます。
問い合わせ▶ 道風記念館(☎82－6110)

9月21日～30日は秋の交通安全運動
○高齢者を交通事故から守ろう○夕暮れ時と夜間
の歩行中・自転車乗用中の交通事故をなくそう○
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○飲酒運転を根絶しよう○め
いわく駐車を追放しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

市民活動支援センター運営委員会の公開
と き▶ 9月24日(水)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)

次世代育成支援対策地域協議会の公開
と き▶ 10月1日(水)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 9月17日(水)から、子ども政策課(☎85－6

206)へ

閉架書庫の利用停止
　閉架書庫の蔵書点検のため、図書館、東部市民
センター図書室の閉架図書の貸し出し・閲覧を停
止します。
月 日▶ 10月1日(水) ～ 24日(金)
問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

環境審議会の公開
と き▶ 10月7日(火)午後3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▶ 9月22日(月)から、環境政策課(☎85－621

6)へ

いざというときに～平日夜間救急診療
　市では、平日の夜間に多くの医療機関が休診す
る時間帯に、急病になられた人が身近なところで
救急医療が受けられるように、救急診療事業を行
っています。
診療科目▶ 内科、小児科、外科
診療時間▶ 月～金曜日(祝休日を除く)午後9時～午

後11時30分　※受付は11時まで　　　　
ところ・問い合わせ▶市健康管理センター (☎84

－3060)
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男女共同参画審議会の公開
と き▶ 10月9日(木)午前10時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－

6152)

ポリオ(小児マヒ)ワクチン接種のお知らせ
ところ 月日

健康管理センター 9/19(金)・26(金)、10/3(金)・
10(金)・20(月)・27(月)

保健センター 9/18(木)・25(木)・30(火)、
10/9(木)・16(木)・21(火)

坂下公民館 9/26(金)、10/24(金)
鷹来公民館 9/25(木)、10/21(火)
落合公園管理棟 9/30(火)、10/17(金)

総合福祉センター 10/2(木)・7(火)・17(金)・
28(火)

味美ふれあいセンター 9/18(木)、10/6(月)・27(月)

高蔵寺ふれあいセンター 9/22(月)・29(月)、10/6(月)・
14(火)・20(月)

南部ふれあいセンター 9/19(金)、10/3(金)・7(火)・
24(金)

西部ふれあいセンター 10/2(木)・10(金)・23(木)・
28(火)

勝川中部学習等供用施設 9/29(月)、10/9(木)・16(木)

受付時間▶ 午後2時～ 2時50分
対 象▶ 生後3か月以上7歳6か月未満で、2回投与

が完了していない乳幼児　※接種の案内
が届いていない場合でも、対象となると
きはほかの予防接種との間隔が空けば、
接種可能

持ち物▶ ポリオ予防接種のご案内、母子健康手帳
 ※配布済みの｢予防接種と子どもの健康｣

をよく読んでから接種してください。
注 意▶ 保護者の同伴が必要になります。同伴で

きない場合には、子どもの健康状態を普
段からよく知っている親族などで適切な
人に委任できます。この場合、委任状が
必要です。　※委任状がないと接種でき
ませんので、注意してください。

問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6168)

動脈硬化外来の予約受け付け
　市民病院では、動脈硬化の早期診断と治療方針
の決定、治療後の再発を防ぐため、血管外科の医
師が診療・診断などを行い、超音波検査士が頸部
(けいぶ)血流や手足の動脈血流などを検査する動
脈硬化外来の10月～ 3月分の予約受け付けを開始
します。
と き▶ 毎週水曜日午後1時～ 4時30分(予約制)
対 象▶ 生活習慣病などで治療中の人

申し込み▶ 9月18日(木)から、予約専用〈☎57－0048、
月～金曜日(祝休日を除く)午前9時～午
後3時〉へ

問い合わせ▶ 医事課(☎57－0080)

助産所での妊婦健康診査の助成を始めました
対 象▶ 受診日に市内に住所があり、平成20年4

月1日以降に助産所で妊婦健康診査を受
けた人

申し込み▶ 必要書類(健康推進課、市ホームページ
に用意)に受診した助産所で証明を受け、
健康推進課(☎85－6170)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/iryo/bosihoken/jigyou/ninpu.html

9月20日～26日は動物愛護週間です
　動物は命あるものです。飼い始めた動物は、家
族の一員として最後まで愛情を持って育て、絶対
に捨てたりしないでください。また、飼い主とし
ての自覚と責任を持ち、次のことを守るとともに、
周囲に迷惑をかけないようにしてください。○餌
の世話、健康管理、しつけやふん尿の始末をする
○放し飼いをしない○繁殖を希望しない場合は去
勢・避妊手術をする○名札などで飼い主を明示す
る○犬は登録と狂犬病予防注射の接種を行う
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6279)

10月の献血
とき ところ

18(土)9：30～ 16：00 市役所
19(日)9：30～ 16：00 市役所
25(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店

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)

10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。10月生まれの人
の案内は9月下旬に発送する予定です。
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6172)
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特別展｢藤井文庫 物語の古筆と奈良絵本｣
と き▶ 9月19日(金) ～ 10月13日(祝)午前9時～午

後4時30分
内 容▶ 源氏物語・伊勢物語をはじめとした物語

の古筆と、室町時代から江戸時代にかけ
て製作された奈良絵本・絵巻のごく初期
から終末期までを系統的に展示

観覧料▶ 一般500円、高校・大学生400円、小中学
生300円

講演会｢奈良絵本の種類と変遷｣
と き▶ 9月21日(日)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 名古屋市立大学名誉教授・藤井隆
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

お話の部屋
と き▶ 9月21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)

読み聞かせの会
と き▶ 9月27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▶ 9月28日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ ｢アンパンマンとりんごちゃん｣｢ドナル

ドといたずらギャング｣
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)

映画会
と き▶ 9月28日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマン｣｢世界昔話｣
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

写真家大崎辰雄遺作展
と き▶ 9月28日(日)まで(休園日を除く)午前9時

～午後5時(最終日は2時まで)
内 容▶ グリーンピア春日井の写真教室の講師を

長年務めた大崎辰雄が生涯現役で撮り続
けた作品の一部を展示

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92
－8711)

フリーマーケット
と き▶ 9月28日(日)午前10時～午後3時
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)　※クリーンセンター駐車場の利
用可

グリーンピアジャズコンサート
と き▶ 9月28日(日)午後2時～ 3時30分
内 容▶ ジャズの魅力を楽しむ
出 演▶ ＫＣジャズオーケストラ、テツモトミキ
曲 目▶ ｢愛がすべて｣｢Ｌ－Ｏ－Ｖ－Ｅ｣｢明るい

表通りで｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

市制65周年事業(スローライフ月間)
平成の書家1100人展
と き▶ ○前期…9月30日(火) ～ 10月5日(日)○後

期…10月7日(火) ～ 12日(日)午前9時～午
後5時(10月12日は4時まで)

内 容▶ 平成6年に小野道風生誕1100年を記念し
て全国の書家に揮毫(きごう)を依頼し作
成した｢平成手鑑｣をはじめ、1100人の書
家の作品を展示

ところ▶ 文化フォーラム春日井・ギャラリー、視
聴覚ホール

文房四宝展
と き▶ 9月30日(火) ～ 10月12日(日)午前9時～午

後5時(最終日は4時まで)
ところ▶ 文化フォーラム春日井・ギャラリー
内 容▶ 文房四宝と呼ばれる筆、墨、硯(すずり)、

紙をはじめ、書にまつわるさまざまな道
具を展示

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

西部ふれあいセンター芸能発表会
と き▶ 10月5日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ 同好会や地域で活動している団体による

日本舞踊や民踊、フラダンス、社交ダン
ス、琴などの発表会

作品展
月 日▶ 10月5日(日) ～ 12日(日)
内 容▶ 水彩画や水墨画、絵手紙、生け花、写真

などの作品展
お茶会
と き▶ 10月5日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 前売り券300円、当日券350円
問い合わせ▶ 西部ふれあいセンター (☎33－0808)
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紙芝居とお話を聞く会10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)

10(金)・31(金)11：00～

図書館
1(水)11：00～、4(土)・11(土)
・25(土)15：00～、8(水)15：
30～

東部市民センター 3(金)・10(金)15：30～
味美ふれあいセンター 11(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 11(土)14：00～
南部ふれあいセンター 休み
西部ふれあいセンター 11(土)・25(土)11：00～
知多公民館 1(水)15：30～
鷹来公民館 11(土)13：30～
坂下公民館 4(土)14：00～
中央公民館 11(土)11：00～
グリーンパレス春日井 11(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

Ａutumn season's cafe
と き▶ 10月5日(日)午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ ＦＭ ＡＩＣＨＩの公開録音イベント。

ラジオの人気パーソナリティとゲストア
ーティストによるトーク＆ミニライブ。
移動カフェも出店

出 演▶ 内藤聡、たむらぱん、オルタビンゴ
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

密蔵院所蔵文化財の公開
と き▶ 10月5日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ 秘仏木造薬師如来立像(御本尊)をはじ

め、県・市指定文化財や寺宝の公開と市
文化財友の会・密蔵院語り部の会による
講演

ところ▶ 密蔵院(熊野町)
問い合わせ▶ 密蔵院(☎83－2610)、文化財課(☎33－11

13)

趣味の園芸フェアー
と き▶ 10月8日(水)午後1時～ 3時(予定)
内 容▶ 開園20周年記念事業として、｢ＮＨＫ趣

味の園芸｣公開収録、演芸バラエティシ
ョー、花と緑のチャリティーオークショ
ンなどを開催

出 演▶ ○趣味の園芸…講師・山本規詔、聞き手
・山田香織○演芸バラエティショー…江
戸家小猫(予定)

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92
－8711)

合同相談会
　10月20日(月)から26日(日)の秋の行政相談週間
行事として、合同相談会を行います。
と き▶ 10月8日(水)午前10時～午後3時
ところ▶ 市役所11階

相談名 内容

行政 道路や交通、公害など行政に
対する意見や要望

交通事故(予約制) 慰謝料や損害賠償の請求方法
や示談の進め方など

総合年金 国民年金や厚生年金の受給資
格、年金の算定など

法律(予約制) 相続や契約、借地借家など民
事に関する法律問題

生涯学習 子どもの教育や自己の学習の
ための相談

消費生活 商品の契約や販売のトラブル
など

なやみごと人権 家庭や隣近所でのもめ事や困
り事、悩み事など

登記(予約制) 土地や家屋の測量、相続など
登記手続き全般

市税 市税全般
こころの健康福祉 心の健康に関すること
一般 市の仕事に対することなど

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

親子イモ掘り体験
と き▶ 10月12日(日)①午前9時から②午前10時

30分から(雨天の場合は翌日に順延)
対象・定員▶ 市内在住の小学2年生までの子どもとそ

の保護者・各10組20人
費 用▶ 参加料300円
持ち物▶ 軍手、シャベル、持ち帰り用の袋
ところ・申し込み▶9月28日(日)〈必着〉までに、

往復はがき(1組1枚)に催し名(①②の別
も)、住所、親子の氏名、子どもの年齢、
電話番号を書いて、〒480－0305坂下町4
－250－1、坂下公民館(☎88－5555)へ

自然満喫！トレッキング体験・秋
と き▶ 10月26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▶ 大日ヶ岳トレッキングコースの一部をガ

イドと歩き、紅葉や天然温泉入浴を楽し
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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、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▶ 10月3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

市民水泳大会
と き▶ 10月26日(日)午前8時30分～午後1時
ところ▶ サンフロッグ春日井
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で高校生以上の人

(リレーを除き1人2種目まで)　※リレー
はクラブ、教室、学校などのチームでの
参加

費 用▶ 参加料(1人)500円
申し込み▶ 10月5日(日)〈必着〉までに、はがきに大

会名、種目、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、勤務先か学校名(学年も)、リ
レーは代表者の住所、氏名、チーム名を
書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、総
合体育館へ

問い合わせ▶ 市水泳協会・藤江(☎81－1884)
29歳以下・30歳以上の部(5歳
区分で、年齢の上限なし)の各
男女

自由形 50m
平泳ぎ 50m
背泳ぎ 50m
バタフライ 50m
個人メドレー 200m
メドレー・フリーリレー 200m(50m×4)

市民グラウンド・ゴルフ大会
と き▶ 11月15日(土)午前8時40分～午後5時(受け

付けは午前8時～ 8時30分)〈予備日11月
16日(日)〉

種 目▶ 個人戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人
費 用▶ 参加費(1人)300円
持ち物▶ クラブ、ボール、マーカー、雨具
ところ・申し込み▶10月4日(土)〈必着〉までに、

往復はがき(1枚で6人まで申し込み可)に
大会名、参加者全員の氏名・町名(代表
者には○印)、代表者の郵便番号・住所・
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▶ 市グラウンド・ゴルフ協会・藤田(☎080
－3281－0830)

かすがい男女共同参画市民フォーラム
と き▶ 11月8日(土)午後1時30

分開演(1時開場)
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ ○講演｢チャレンジ

！みんなが主役の参
画社会へ｣弁護士・
住田裕子○絵手紙入
賞作品の表彰など

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在
学の人・450人(超えたときは抽選)

申し込み▶ 10月14日(火)〈必着〉までに、はがきかフ
ァクスに住所、氏名、性別、年齢、電話
番号、託児希望者(定員あり)は｢託児希
望｣と子どもの氏名(ふりがな)、年齢を書
いて、〒486－8686春日井市役所男女共
同参画室｢市民フォーラム参加｣係(☎85
－6152、ＦＡＸ85－5522)へ　※ホーム
ページからの申し込みも可

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/sankaku/danjo/danjo/kou－t/7forum.
html

住田裕子

春日井まつり市民モニター
　市制65周年を機に、春日井まつりは今年から市
民の皆さんの手作りによるまつりへと大きく様変
わりします。そこで、市民の皆さんの目から見た
率直な意見や感想をいただくため、｢春日井まつ
り市民モニター ｣を募集します。
モニター期間▶①10月17日(金)前夜祭②10月18日

(土)午前10時～午後4時③10月18日(土)宵
まつり午後6時～ 8時30分(予定)④10月19
日(日)午前10時～午後4時

ところ▶ 市役所およびその周辺
内 容▶ 会場全体を見て回り、イベント内容、運

営方法、会場設営に対する意見や感想と
来年のまつりに対する要望などを後日実
行委員会事務局へ提出する

対象・定員▶ 16歳以上で春日井まつりに来ることがで
きる人・①③各5人②④各10人(複数応募
可。①はチケット購入者のみ)　※モニ
ターは応募者の中から年齢層などを考慮
した上で事務局が決定。記念グッズおよ
び昼食(②④のみ)を提供

申し込み▶ 9月30日(火)までに、住所、氏名、電話番
号、年齢、職業、①～④の別を市民生活
課内、春日井まつり実行委員会事務局(☎
85－6622)へ
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市営住宅空家入居者
募集住宅▶ ①道場山住宅Ｂ棟②道場山住宅Ｃ棟③道

場山住宅Ｄ棟④道場山住宅Ｅ棟⑤桃山住
宅5棟⑥上八田住宅Ａ棟⑦東野住宅Ｂ棟
⑧東野住宅Ｃ棟

募集戸数▶ ①2Ｋ(一般・単身)1戸②2Ｋ(一般)1戸③2
Ｋ(一般)1戸④2Ｋ(一般)1戸⑤2ＤＫ(一般
・単身)1戸⑥3ＤＫ(高齢・障がい)1戸⑦2
ＤＫ(一般・単身)1戸⑧2ＤＫ(母子・父子)
〈超えたときは10月17日(金)に抽選〉

構 造▶ ①②③④鉄筋4階建⑤簡易耐火2階建⑥鉄
筋7階建⑦鉄筋2階建⑧鉄筋5階建

家 賃▶ ①7800 ～ 1万5000円②7900 ～ 1万5000円
③8600 ～ 1万7500円 ④8700 ～ 1万8500
円⑤6600 ～ 1万2900円⑥2万8800 ～ 6万
3100円⑦2万3900 ～ 5万2500円⑧2万3600
～ 5万1700円

入居基準▶ 月額所得20万円(高齢者世帯などは26万
8000円)以下

入居可能日▶ 12月1日(月)
申込書▶ 9月17日(水) ～ 10月8日(水)に、住宅施設

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
で配布

申し込み▶ 10月1日(水) ～ 8日(水)〈消印有効〉に、申
込書に記入して、添付はがき2枚に50
円切手をはって、郵送か直接、〒486
－8686春日井市役所住宅施設課(☎85－
6294)へ

市民美術展覧会のポスター
内 容▶ 市民美術展覧会を宣伝し、未発表のもの
規 格▶ Ｂ2(縦72.8cm×横51.5cm)を縦に使用し、

色は自由(金・銀・蛍光色は除く)
賞 ▶ ○優秀(採用作品2点)…賞金と賞品○佳

作(若干名)…賞品　※採用されたポスタ
ーの著作権は本展覧会に帰属。入選作品
は本展覧会開催中、会場で展示

応募資格▶ 中学生以上(個人かグループで2点以内)
申し込み▶ 12月7日(日)〈必着〉までに、作品の裏面

に｢第58回春日井市民美術展覧会｣、住
所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、
職業か学校名と学年を書いて、制作意
図を200字以内にまとめたものを添えて、
〒486－0844鳥居松町5－44、かすがい市
民文化財団(☎85－6868)へ

東部市民センター　☎92－8511
秋のミニ盆栽づくり～かわいい秋の実物ミニ盆栽
を作る
と き▶ 10月20日(月)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 松井一尚
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、材料代1500円
持ち物▶ ビニール風呂敷、新聞紙、盆栽用か手芸

用のはさみ、ピンセット
 
木目込み干支(えと)づくり～来年の干支の丑(う
し)を作る
と き▶ 10月20日・27日、11月10日・17日の月曜

日(4回)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 荻田捷子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料代2500円
持ち物▶ 木目込みべらか目打ち、はさみ、のり、

台ふきタオル
 
申し込み▶ いずれも10月2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、電話番号を書いて、〒487
－0011中央台2－2－1へ

西部ふれあいセンター 　☎33－0808
はじめてのＭＥＮ'Ｓクッキング(男の料理) ～パ
パっと作れる“超簡単”おかず①ひと手間で変身！
旬のサンマほか、秋ごはん
と き▶ 10月4日(土)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 加藤令子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)

※女性の参加も可
費 用▶ 受講料250円、材料費700円
持ち物▶ エプロン、ふきん
申し込み▶ 9月18日(木)から、電話で

グリーンパレス春日井　☎84－0381
男性の料理教室～生活習慣病を食から考える
と き▶ ①10月11日(土)②10月18日(土)午前10時～

午後1時
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在学、在勤の男性(家族の参

加も可)・各30人(先着順)
費 用▶ 材料費500円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚
申し込み▶ 9月18日(木)から、電話で
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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▶ 10月4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
 
和服のリフォーム～不用の着物をあまり手をかけ
ずに洋服感覚で着る
と き▶ 10月8日～ 29日の毎週水曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
講 師▶ 松本誉世
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 不用になった着物類、裁縫用具
 
包丁の研ぎ方教室～包丁の研ぎ方を学ぶ
と き▶ 10月11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9月18日(木)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
以心伝心ベビーサイン～育児の味方！お手てのお
しゃべり
と き▶ 10月26日(日)午前10時30分～ 11時30分
講 師▶ 阿部恵美
対象・定員▶ 市内在住で、受講時の月齢が12 ～ 18か

月までのおすわりができる子どもと保護
者1人・24組(超えたときは抽選)

費 用▶ 受講料250円、教材費100円
持ち物▶ バスタオル
申し込み▶ 9月30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、子どもの名前・月齢を
書いて、〒480－0305坂下町4－250－1へ

かすがいげんきっ子センター
育児講座～絵本について
と き▶ 10月29日(水)午前10時～ 11時
対象・定員▶ 市内在住の未就園児とその保護者・30組

(超えたときは抽選)
申し込み▶ 9月30日(火)〈消印有効〉までに、往復は

がきに講座名、住所、参加者全員の氏
名(ふりがな)、年齢、電話番号を書いて
〒486－0945勝川町8－2858－1(☎35－35
01)へ

男女共同参画室　☎85－6152
ＤＶ理解のための講座(託児付き) ～身近な人を
支えるために
と き▶ 10月23日(木)午前10時30分～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・30人(超えたとき

は抽選)
申し込み▶ 10月6日(月)〈必着〉までに、はがきかフ

ァクス、Ｅメールに講座名、住所、氏名
(ふりがな)、年齢、性別、電話番号(ファ
クス番号)、託児希望者は｢託児希望｣と
子どもの氏名(ふりがな)・年齢を書いて、
〒486－8686春日井市役所市民活動推進
課男女共同参画室(ＦＡＸ85－5522、Ｅ
メールdanjo@city.kasugai.lg.jp)へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
創作紙粘土教室～バラの卓上花を作る(器付き)
と き▶ 10月11日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 梅田寿子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1250円
持ち物▶ 10cm×15cm程度の箱
申し込み▶ 9月19日(金)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
金城学院大学連携講座(7回) ～「世界遺産への旅」
世界各地の人気の文化遺産・自然遺産の紹介と旅
行情報
月　日 講 演 内 容

10/18(土) 世界遺産とは～世界遺産誕生の背景と人気
の世界遺産ベスト10

11/1(土) エジプトの世界遺産～ピラミッド、ルクソ
ール、アブシンベル

11/15(土) トルコの世界遺産～イスタンブール、カッ
パドキア、パムッカレー

11/29(土) イタリアの世界遺産～ローマ、フィレンツ
ェ、ベネチア、ポンペイ

12/13(土) ペルーの世界遺産～マチュピチュ、クスコ、
ナスカの地上絵

1/10(土) メキシコの世界遺産～テオティワカン、チ
チェンイッツァ

1/24(土) そのほかの国々の世界遺産～フランス、ス
ペイン、ヨルダン、モロッコ

時　間▶午後1時～ 2時30分
講　師▶津坂浩司
対象・定員▶市内在住か在勤、在学の人・36人(超えた

ときは抽選)
費　用▶受講料1750円
申し込み▶10月4日(土)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0947
知多町4－64－1へ
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少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢どんぐり・まつぼっくりであ
そぼう｣
と き▶ 10月10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
申し込み▶ 9月20日(土)〈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、
〒487－0031廻間町1102－1、Ｅメール
shizen@s－kousya－kasugai.or.jpへ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
｢文章術＋パソコン術｣自分史ブログ講座～文章の
書き方やブログの作り方・公開方法を学び、パソ
コンを使って実習する
と き▶ 10月24日～ 12月26日の毎週金曜日(10回)

午後1時30分～ 4時30分
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 日本自分史センター相談員、けやきフォ

ーラム
対象・定員▶ ワードの基本操作ができる人・15人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料5000円
申し込み▶ 10月10日(金)〈必着〉までに、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、〒486－0844鳥
居松町5－44、ＦＡＸ82－0213へ

中央公民館　☎33－1111
外国人のための日本語講座～初心者と初級者のク
ラスに分かれて日本語を学ぶ
と き▶ 10月5日～平成21年1月25日の日曜日(12

月21日・28日、1月4日を除く14回)午前
10時～正午

講 師▶ 安藤桂子、醍醐克人
対象・定員▶ 日本語を母語としない人・40人
費 用▶ 教材費4725円(テキスト代)
 
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布ぞう
りを編む
と き▶ 10月8日(水)・15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▶ ｢外国人のための日本語講座｣は10月5日

(日)午前10時に直接、｢布ぞうり編み教
室｣は9月24日(水)〈必着〉までに、往復は
がき(1人1枚)に講座名(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

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▶ 11月5日・19日、12月3日・10日、平成21

年1月14日・28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▶ 10月1日(水)〈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

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
聞くだけで元気になる体操～みんな一緒に阿波お
どり
と き▶ 9月24日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 伊藤美恵子、水藤計子
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

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▶ 10月26日(日)午前9時～正午
ところ▶ 鷹来公民館
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▶ 9月18日(木)から、電話で

健康推進課　☎85－6170
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▶ ①10月1日(水)②10月8日(水)③10月15日

(水)〈3回〉午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の妊婦とその夫30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳(①のみ歯ブラシ、手鏡)
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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▶ 10月2日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の平成19年12月～ 20年1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
 
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▶ 10月7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▶ 市内在住の平成20年5月～ 6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)
 
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▶ 10月19日(日)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の初妊婦とその夫・60組(先着

順)　※妊婦疑似体験コーナーあり
持ち物▶ 母子健康手帳
 
はつらつクッキング～おいしい料理で元気はつら
つ！
と き▶ 10月28日(火)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の60歳以上の人・20人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ 三角きん(ハンカチ、バンダナ可)、ふき

ん、エプロン
 
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▶ 10月29日(水)①午前10時～ 11時②午前11

時～正午　※時間指定不可
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▶ ｢カミカミ健康教室｣は9月22日(月)から、

｢モグモグ健康教室｣は9月24日(水)から、
｢日曜パパママ教室｣は9月26日(金)から
電話で、｢はつらつクッキング｣ははがき
(1人1枚)に、｢赤ちゃんはじめてマッサー
ジ｣は往復はがき(1組1枚)に、9月30日(火)

〈必着〉までに講座名、住所、参加者の氏
名(ふりがな)、年齢、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

総合福祉センター　☎84－3611
手とり足とりパソコン講座(身体障がい者本人と
保護者編)～操作性を考慮した特殊マウスを用い
て基本操作を学ぶ
と き▶ 11月の毎週水曜日(4回)午後1時30分～3時
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の身体障がい者とその保護者

(保護者のみでも可)・5組10人(超えたと
きは抽選)

申し込み▶ 10月5日(日)までに、電話で　※障がい程
度などの聞き取りによる調整あり

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ヨガ教室～ヨガで心と体の健康を取り戻す
と き▶ 10月10日～ 31日の毎週金曜日(4回)午前

10時～ 11時
講 師▶ ヨガインストラクター
対象・定員▶ 市内在住か在学、在勤の人・25人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
持ち物▶ ヨガマットかバスタオル
申し込み▶ 9月29日(月)〈必着〉までに、往復はがき

に講座名、住所(在学、在勤の人は、そ
の名称と所在地)、氏名(ふりがな)、年齢、
電話番号を書いて、〒486－0817東野町
字落合池1－2へ

市体育協会の講座
硬式テニス初心者教室
と き▶ 10月19日(日)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▶ 10月11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)
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児童センター　☎87－6866
バドミントン教室
と き▶ 11月2日(日)・8日(土)・15日(土)・22日(土)

・30日(日)〈5回〉午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 山田敏勝
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・40人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ ラケット、上靴、水筒、タオル
申し込み▶ 10月10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)、
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

市税などの納期限・納税相談
国民健康保険税4期・介護保険料3期・後期高齢
者医療保険料2期
　納期限は9月30日(火)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▶ 9月28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)

13日（祝）は一部を除き各相談とも休みます。

月の生活相談10
この情報は毎月15日号で掲載しています。

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) 8(水) 17：00～

21：00 56－1943
ＮＰＯ相談(予約制) 25(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14日(火)は休み。

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

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13日(祝)は行い、
14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。

外国人相談
日・
曜日 時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語 1(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 8(水)

スペイン語 15(水) 市役所相
談室101

85－6918
(相談日のみ)

ポルトガル語 22(水) 市役所相
談室105

85－6579
(相談日のみ)

英語
フィリピノ語 5(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 12(日)

中国語 19(日)
英語
ポルトガル語 26(日)

1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

9(木)・23(木) 健康管理センター 10：00～
11：0016(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▶ 市内在住の平成19年10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)

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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総合健康相談
とき ところ

1(水)・15(水)
10：00～ 12：00 保健センター

27(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

母乳相談
日・曜日 ところ 時間

6(月)・20(月) 健康管理センター 10：00～
11：0010(金)・31(金) 保健センター

内 容▶ 助産師による母乳相談(要予約)
対象・定員▶ 市内在住の人・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　

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

乳幼児健康・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

10(金) 保健センター 10：00～
11：0017(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

対象・定員▶ 市内在住の人で、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

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

介護相談
とき ところ

20(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

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)

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)

※14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

マナーを守って

きれいな環境
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市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 6(月)・20(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 7(火)

消 費 生 活 月～金曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：00

行 政 14(火)・28(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 1(水)
登記(面接のみ、予約制) 10(金)
不 動 産 取 引 24(金)
建 築 火曜日
多重債務(面接のみ、予約制) 16(木)・26(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

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

2(木)・16(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

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

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

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

オンラインＤＶほっと相談も行っています。
ホームページ　http://www.soudan－kasugai.jp/
※返信は月～金曜日の午前8時30分～午後5時

10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〉 14(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 16(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(祝日を除く)　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(祝日を除く)　9：
30～ 11：00

骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日(祝日を除く)　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/

10月1日～7日は全国労働衛生週間です
　｢あなたが主役 明るい職場と健康づくり｣をス
ローガンに、労働者の労働衛生意識の高揚と産業
界における自主的な労働衛生管理活動の促進を図
りましょう。
問い合わせ▶ 県産業労働部労働福祉課(☎052－954－

6359)

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

の土地の分割、不動産の有効利用につい
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ての相談や不動産に関する法律相談
問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 県不動産鑑定士協会

行政書士による許認可手続き無料相談会
と き▶ 10月2日(木)午前10時～午後4時
ところ▶ 市役所303会議室
内 容▶ 官公署に提出する書類や権利義務・事実

証明に関する書類(実地調査に基づく図
面類を含む)の作成など許認可手続きに
ついての相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 県行政書士会尾張支部

あいちＢＣＰ講習会の参加者募集
と き▶ 10月2日(木)午後2時～ 4時
ところ▶ 県三の丸庁舎(名古屋市中区)
内 容▶ ＢＣＰの重要性、あいちＢＣＰモデルを

活用したＢＣＰ策定の実務ポイントなど
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 所定の申込書(経済振興課、県ホームペ

ージに用意)に記入して、郵便かファク
スで、〒460－8501愛知県産業労働部中
小企業金融課(☎052－954－6335、ＦＡ
Ｘ052－954－6924)へ

 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/
0000017063.html

コロニー祭
と き▶ 10月5日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 県心身障害者コロニー (神屋町)
内 容▶ オープニングパレードや各種ステージ、

模擬店、フリーマーケットなど
サイエンス教室
と き▶ 10月5日(日)午前10時15分～午後2時40分
ところ▶ 県コロニー発達障害研究所(神屋町)
内 容▶ 標本の展示や細胞の観察、ＤＮＡの抽出

などの楽しくて簡単な実験を行う
問い合わせ▶ 県心身障害者コロニー (☎88－0811)

呼吸器教室
と き▶ ①10月10日(金)午後1時50分～ 4時②10月

31日(金)午後2時～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ①講演｢呼吸器疾患と日常生活について｣

春日井市民病院呼吸器部長・山本俊信、
実技｢楽しく歌って呼吸リハビリ｣音楽療
法士・久保田真由美②講演と実技｢上手
な呼吸を学ぼう｣小牧市民病院理学療法
士・辻村康彦

対象・定員▶ 春日井市か小牧市在住で、肺結核や肺気
腫など呼吸器系の病気の影響で息切れな
どの症状がある人・30人(先着順)　※主

治医を持つ人については主治医の了解が
得られた人

申し込み▶ 9月18日(木)から、県春日井保健所健康支
援課(☎31－2188)へ

ネオクールパフォーマンス綱引き大会
と き▶ 10月18日(土)午前11時～午後3時
ところ▶ 市役所正面玄関前道路(春日井まつり会

場)
部 門▶ 大人の部、小学生の部、混合の部
定 員▶ 1チーム8人
申し込み▶ 9月25日(木)までに、(社)春日井青年会議

所(☎81－8480)へ

10月の認定産業医による健康相談
とき ところ

19(日)10：00 ～ 11：30 サンフロッグ春日井
28(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

日商簿記検定
月 日▶ 11月16日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井
受験料▶ 1級7500円、2級4500円、3級2500円、4級

1600円
申し込み▶ 9月26日(金) ～ 10月15日(水)に、春日井商

工会議所(☎81－4141)へ　※1級のみ顔
写真(縦4.5cm×横3.5cm)が必要

2・3級カラーコーディネーター検定
月 日▶ 12月7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▶ 9月22日(月) ～ 10月24日(金)に検定センタ

ー (☎03－3989－0777)へ　※ホームペー
ジでの申し込みも可

 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)

外国人雇用状況の届出は、事業主の義務です
　すべての事業主に、外国人(特別永住者を除く)
の雇入れと離職の際、当該外国人の氏名、在留資
格などを確認し、ハローワークに届け出る義務が
あります。　※平成19年9月30日以前から継続雇
用されている外国人についても、10月1日までに
届け出が必要です。
問い合わせ▶ ハローワーク春日井(☎81－5135)



ＭＯＡ美術館春日井児童作品展
とき▶展示…9月25日（木) ～ 27日（土）午前10
時～午後4時、表彰式…9月28日（日）午後1時30
分から　ところ▶展示…ＭＯＡ春日井センター
（浅山町4）、　表彰式…総合福祉センター　内容
▶小学生の絵画と書道の展示。表彰式終了後に
渡部千里（ハーモニカ）、渡部はるみ（ピアノ）
によるコンサート　問い合わせ▶勝本（☎85－
9845）
･･････････････････････････････････････････
子育て支援スペシャリスト養成講座（療育支援
者部門）
とき▶①10月の毎週水曜日（5回）②11月6日～
12月4日の毎週木曜日（5回）午前10時15分～午後
0時15分　ところ▶サンマルシェ南館地下1階
(中央台1)　内容▶①…療育や相談についての
基本的な概要と知識を持つ②…①を踏まえて実
践的に活躍できるスキルを身に付ける　対象・
定員▶20 ～ 40代で全日参加可能な人・各30人
（先着順）　費用▶受講料3000円　申し込み▶電
話かファクス、はがきに講座名、住所、氏名、
電話番号を書いて〒487－0011中央台1－2－2、
NPO法人あっとわん（☎・FAX92－5481）へ
･･････････････････････････････････････････
春日井ロータリークラブ40周年記念事業
とき▶10月4日（土）午後1時～ 4時（0時30分開
場）　ところ▶市民会館　内容▶第1部…市交響
楽団公演、第2部…講演「誰でもリーダーになれ
る」平尾誠二　定員▶1100人（先着順）　問い合

わせ▶春日井ロータリークラブ事務局（☎81－
8498）
･･････････････････････････････････････････
ハングル語講座
とき▶10月～平成21年9月の毎週火曜日午後7時
～ 9時　ところ▶春日井商工会議所（鳥居松町
５）　内容▶基礎からハングル語を学ぶ　定員
▶30人（先着順）　費用▶受講料1か月4000円（別
途教材費2500円が必要）　申し込み▶韓国民団
春日井支部（☎81－4508）へ
･･････････････････････････････････････････
高蔵寺ニュータウン絵手紙コンクール
規格▶自由な画材で、はがきかはがき大の用
紙を使用　※応募作品は10月11日(土) ～ 19日
（日）にサンマルシェ南館3階で展示　賞▶高蔵
寺ニュータウン町内会自治会連絡会賞、市長
賞、市教育委員会賞など　申し込み▶9月30日
（火）〈消印有効〉までに、作品の裏面に住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、〒487－8799高
蔵寺郵便局私書箱第5号「高蔵寺ニュータウン絵
手紙コンクール」係へ　問い合わせ▶藤井（☎・
FAX92－6424）
･･････････････････････････････････････････
中部大学キャンパスコンサート
とき▶10月25日（土）午後2時～ 4時（1時開場）　
ところ▶三浦幸平メモリアルホール（松本町）　
出演▶小山陽二郎（テノール）、蒲原史子（ソプ
ラノ）、甚目裕夫（ピアノ）　定員▶500人（超え
たときは抽選）　申し込み▶9月30日（火）〈必着〉
までに、往復はがき（1人1枚）に演奏会名、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、〒487－8501
松本町1200番地、中部大学キャンパスコンサー
トＫ係（☎51－1111）へ

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン （☎85－6073）
9／15(祝)～21(日) きり絵友遊会作品展 きり絵友遊会

9／30(火)～10／5(日) 市制65周年事業（スローライフ月間）夢の展示 環境を考える会

味美ふれあいセンター （☎31－3522） 9／17(水)～29(月) パソコン作品展 ホームコンじゅく
南部ふれあいセンター （☎85－7878） 9／17(水)～30(火) 花あそび ドライフラワー展 岩崎菅子
鷹来公民館 （☎84－7071） 9／19(金)～10／2(木) キルト展 古布糸の会

グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 （☎92－8711）

9／20(土)～21(日) 野辺の生け花展 野辺の生け花教室受講生と
講師

9／24(水)～10／5(日) 植物画教室受講生作品展 植物画教室受講生と講師
坂下公民館 （☎88－5555） 9／20(土)～28(日) 趣味の作品展 十二人の会
レディヤンかすがい （☎85－4188） 9／20(土)～10／10(金) 俊の会日本画作品展 俊の会
落合公園管理棟 （☎56－0414） 9／26(金)～28(日) おもと展 日本おもと協会春日井支部
高蔵寺ふれあいセンター （☎51－0002） 9／26(金)～10／9(木) 絵手紙展 JA高蔵寺絵手紙同好会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079） 9／27(土)～10／9(木) 手編みニット展 jun knit works
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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

9／20

9／27

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

☎85－0077

☎84－3060

☎91－3755

☎82－2161

☎76－2603

☎81－1303

☎31－5252

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

白山外科クリニック（白山町5）

あさひ病院（下原町）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

米本レディスクリニック（篠木町1）

みわレディースクリニック（小牧市）

森永産婦人科（八事町2）

山田産婦人科（柏井町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

9／15

9／21

9／23

9／28

●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

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。

市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6093）…5日、12日、26
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） 
 …26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

●

●

10月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.16

このコンクールは春日井商工会議所と市商店街連合会が主催し、商業振興の一環として、「地域に密着
し個性と魅力にあふれる店」を市民の皆さんから推薦してもらい、表彰するものです。優秀賞に選ばれ
た店を推薦した人の中から抽選で50人に、優秀賞受賞店で利用できる3000円分の買物券を進呈します。

～今年も市内の魅力的なお店を推薦してください！

私が選ぶ･･･地域一番店コンクール実施

応募、待ってます！

10月20日(月)〈消印有効〉までに、はがきか封書、ファクス、Ｅメール、投票専用用紙（市の公共
施設、郵便局、金融機関に用意）に「地域一番店コンクール」、推薦する店の名前・所在地・推
薦理由、自分の住所・氏名・年齢・性別・電話番号を書いて、〒486－8511鳥居松町5－45、春
日井商工会議所(☎81－4141、ＦＡＸ81－3123、Ｅメールmaster@kcci.or.jp)へ　※推薦は1人に
つき3店舗までとし、高校生未満は応募不可

応募方法▶
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