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二子山古墳などの遺跡から出土したハニワを復元するハニワ
制作大会が中央公民館で行われ、参加者たちは真剣な表情で
粘土と格闘していました。制作したハニワは1か月乾燥させ、
10月25日(土)に行われるハニワまつりで野焼きして、ふれ
あい緑道やハニワの館に設置されます。
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水道事業中長期施設整備計画を策定しました
新春春日井マラソン大会参加者募集
市の人事行政の運営等の状況を公表します
Photo ホット ほっと

市制65周年 道風展、運動健診と
事後指導講習会のお知らせ　など

2008
Ｎo.1405
平成20年

情報最前線
各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

10/10/



市水道事業では、これまでも施設や管路の耐震化、老朽施設の更新などを着実に行い、施設の維持管理に
努めてきました。しかし、昨今の大規模な地震発生時には、重要なライフラインである水道についても配
水管などの破損による断水が発生しています。このため、東南海・南海地震防災対策推進地域に指定され
ている春日井市でも、早急な対策が求められています。
こうしたことから、市水道事業では「安心できる水の供給」を目指し、耐震化をはじめとした計画的、効率
的な施設整備計画を策定しましたので、その概要をお知らせします。

主な整備方針

計画期間

◎老朽化した施設を計画的に更新していきます
　【事業】機械・電気設備などの整備、配水管の敷設替え　など
◎地震の発生に備え、施設の耐震化を進めます
　【事業】浄水施設や配水池などの耐震化、主要送水管路の二重化、規模の大きな救急指定病院や防災拠点
　　　　への配水管路の耐震化　など
◎良質な水の供給を維持していきます
　【事業】水質監視装置の整備、配水区の切り替え　など

　市地域水道ビジョン(平成19年度策定)の施策目標の設定期間である平成20年度から平成29年度までを
本計画の事業期間とします。

事業費

計画期間中に行う事業費の総額を186億7000万円とします。

※整備計画は、市ホームページで
見ることができます。
ホームページ　http://www.city.
kasugai.lg.jp/kurashi/jousui/
tyuutyouki.html

問い合わせ▶水道業務課（☎85－6407）

配水池の耐震化　など

配水管路の耐震化　など

合計事業費
（１８６億７０００万円）

管路施設整備
（70億5000万円）

取水・浄水施設取水・浄水施設整備整備
（75億5000万円）（75億5000万円）
取水・浄水施設整備
（75億5000万円）

配水場整備
（15億9000万円）

受託工事
（15億2000万円）

仕切弁設置
（5億3000万円）

ポンプ場整備
　（1億8000万円）

水質監視装置整備
（2億円）

管路関連施設整備
（5000万円）

事業費内訳

浄水場の更新　など

水道事業中長期施設整備計画水道事業中長期施設整備計画
を策定しましたを策定しました

水道事業中長期施設整備計画
を策定しました

新しい年の幕開けを飾る新春春日井マラソン大会に参加して、新春のまちを駆け抜けましょう。

春日井マラソン大会
　　　　参加者募集
春日井マラソン大会
　　　　参加者募集

平成21年

〈雨天決行〉

1月11日(日)1月11日(日)
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取水・浄水施設整備
（75億5000万円）

水道事業中長期施設整備計画
を策定しました

問い合わせ▶生涯学習スポーツ課（☎85－6452）

ゴール

10km競技スタート
（10：10）

3kmジョギング
スタート
（10：40）

3km競技スタート
（10：20）

市民病院総合体育館

大手小

八田川

朝宮
公園

中央
公民館

柏原中

市役所

柏原小

ケローナ通

国
道
19
号

●コース図（スタート時間）

10km競技の部

3kmジョギングの部

3km競技の部

参加資格▶

参加料▶

　賞　▶

申し込み▶

健康で、各種目とも午前11時25分まで
にゴールできる人（10㎞競技の部は70分
以内にゴールできる人）　※小学生以下
は責任者が同伴。小学3年生以下は責任
者が伴走。
10㎞競技の部…2000円、3㎞競技の部・
3㎞ジョギングの部…200円
○競技の部は各部門6位まで表彰○10㎞
競技最高タイムの優勝者男女各1人に旅
行券を贈呈○競技の部参加者に記念Ｔ
シャツ○参加者全員に参加賞　※競技
終了後、ゼッケン番号で豪華景品が当
たるお楽しみ抽選会あり
10月15日（水）～11月14日（金）までに、
所定の郵便払込取扱票（総合体育館、市
役所情報コーナーなど市の主な施設に
用意、1人1枚）に記入し、参加料を添え
て郵便局（手数料が必要）か生涯学習ス
ポーツ課、総合体育館へ　※インター
ネットや携帯サイトでも申し込み可。
（手数料が必要）
ホームページ　http://runnet.jp/

新しい年の幕開けを飾る新春春日井マラソン大会に参加して、新春のまちを駆け抜けましょう。新しい年の幕開けを飾る新春春日井マラソン大会に参加して、新春のまちを駆け抜けましょう。新しい年の幕開けを飾る新春春日井マラソン大会に参加して、新春のまちを駆け抜けましょう。

春日井マラソン大会春日井マラソン大会
　　　　参加者募集　　　　参加者募集
春日井マラソン大会春日井マラソン大会
　　　　参加者募集　　　　参加者募集
春日井マラソン大会
　　　　参加者募集

１０㎞競技の部

○一般男子（高校生以上）○40歳
代男子○50歳以上男子○一般女
子（高校生以上）○40歳以上女子

○中学生男子○中学生女子

年齢、性別は問いません

３㎞競技の部

３㎞ジョギングの部

新春
平成21年平成21年

〈雨天決行〉〈雨天決行〉

平成21年

〈雨天決行〉

1月11日(日)(日)1月11日(日)(日)1月11日(日)
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市職員の給与は国家公務員の給与制度などに準じ、市の条例によって定められています。市民の皆さんに理
解していただくため、その主な内容をお知らせします。

国 春日井市

扶養手当

扶養親族1人につき6500
～1万3000円、満16歳年
度始めから満22歳年度
末までの間にある子1人
につき5000円加算

国と同じ

住居手当

（1）借家・借間…家賃額
に応じて支給（最高限度
額は月額2万7000円）
（2）自宅新築・購入後5
年間…月額2500円

（1）借家・借間…国と同
じ
（2）自宅…月額4500円

通勤手当
徒歩以外で2km以上の通
勤者に対して5万5000円
まで

徒歩以外で2km以上の通
勤者に対して5万5000円
まで（国とは通勤手段・
距離による相違あり）

人件費（普通会計決算・平成19年度）
歳出総額（Ａ）▶812億3061万円　実質収支▶7億7218万円
人件費（Ｂ）▶146億2338万円　人件費率（Ｂ/Ａ）▶18.0％
※人件費には市長・議員など、特別職に支給される給料
・報酬などのほか、事業費から支出された職員の給与な
ども含む（金額は万円未満切り捨て）

職員の初任給（平成19年4月1日現在）
大学卒▶17万8800円（採用後2年経過19万2800円）　高校卒
▶14万4500円（採用後2年経過15万4400円）

職員の平均給料月額、平均年齢（平成19年4月1日現在）
一般行政職▶35万1585円、平均年齢44歳9月　技能労務職
▶30万8724円、平均年齢46歳0月

職員給与費（普通会計予算・平成19年度）
職員数（Ａ）▶1724人（48人）　給料▶67億4335万円　職員
手当▶19億9622万円　期末・勤勉手当▶29億53万円
計（Ｂ）▶116億4010万円　1人当たり給与費（Ｂ/Ａ）▶675
万円
※職員数の（　）内は再任用職員の数で、給与費には特別
職に対する給料・報酬などは含まず。職員手当とは、扶
養・地域・管理職・通勤・特殊勤務・住居・時間外勤務
などの手当で、退職手当は含まず（金額は万円未満切り捨
て）

特別職の報酬など（平成19年4月1日現在）
給料（月額）▶市長101万8500円、副市長85万600円　報酬
（月額）▶議長63万2000円、副議長57万1000円、議員52万
5000円　期末手当▶6月期1.6月分、12月期1.75月分

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（平成19年4月1
日現在）

経 験 年 数

10年 15年 20年

一般行政職
大学卒 27万7635円 31万7886円 35万3200円

高校卒 22万4633円 28万6925円 31万5260円

技能労務職
大学卒 25万9200円 28万6750円 29万9400円

高校卒 25万3050円 26万4100円 28万4567円

一般行政職の級別職員数（平成19年4月1日現在）
1～3級（主事･主任）▶297人（36.3％）　4級（主査・統括主任）
▶267人（32.6％）　5 ～ 6級（課長補佐）▶146人（17.9％）　 7
級（課長）▶90人（11.0％）　8級（部長）▶18人（2.2％）

地域手当（平成19年4月1日現在）
支給率▶10％（国の支給率は2％）　支給対象職員数▶1718
人　支給対象職員1人当たり平均支給年額▶36万8508円

国
春日井市

自己都合 勧奨・定年

退職手当

最高限度 59.28月分 59.28月分

国と同じ

勤続35年 47.5月分 59.28月分

勤続25年 33.5月分 41.34月分

勤続20年 23.5月分 32.76月分

その他の
加算処置

定年前早期退職者に対し、
最高100分の20を乗じて得
た額を加算

職員手当（平成19年度分）

※職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり

国
春日井市

期 末 勤 勉

期末・勤勉
手当

6月 1.4月分 0.725月分

国と同じ12月 1.6月分 0.775月分

計 3月分 1.5月分

※平成19年度中に退職した市職員（全職種）の退職手当の1
人当たり平均支給額は、自己都合が217万円、勧奨・定年
が2505万円（金額は万円未満切り捨て）

時間外勤務手当（平成19年度）
支給総額▶2億9588万円　職員1人当たり平均支給年額▶
17万円（金額は万円未満切り捨て）

特殊勤務手当（平成19年度）
職員全体に占める手当支給職員の割合▶44.8%　支給対象
職員1人当たり平均支給年額▶8万7917円　手当の種類▶
25

1 職員の給与などの状況
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区分
部門

職員数（人） 対前年増減数（人）
平19 平20 平19 平20

普
通
会
計

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政

議　　会 10 10
総　　務 250 247 15 ▲3
税　　務 80 78 ▲2 ▲2
労　　働 2 2
農林水産 12 13 1
商　　工 10 13 3
土　　木 162 160 ▲5 ▲2
小　　計 526 523 8 ▲3

福
祉
関
係

民　　生 512 521 9
衛　　生 260 255 ▲4 ▲5
小　　計 772 776 ▲4 4

一般行政部門計 1298 1299 4 1
教 　育 137 126 ▲8 ▲11
消 　防 283 289 2 6
普通会計計 1718 1714 ▲2 ▲4

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　　院 639 663 8 24
水　　道 40 38 ▲2 ▲2
下 水 道 46 39 ▲7 ▲7
そ の 他 64 60 ▲3 ▲4
計 789 800 ▲4 11

総合計 2507 2514 ▲6 7

職員数
平成20年4月1日現在…2556人（再任用職員42人を含む）
平成19年4月1日現在…2541人（再任用職員34人を含む）
※再任用職員とは定年退職者などを従前の勤務実績に基づ
き、再び採用した職員
職員の勤務時間、休憩時間の概要（平成19年4月1日現在）
　原則として、職員の勤務時間は、午前8時30分から午後
5時15分までの1日8時間、週40時間です。1日の勤務時間に
は45分の休憩時間があります。
分限処分と懲戒処分制度の概要（平成19年度）
　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、
職を失ったり、降任されたり、給料を減額されたりします。
心身の故障による分限休職者▶29人　全体の奉仕者たるに
ふさわしくない非行のあった懲戒減給者▶1人
職員の服務の状況（各種制度の平均取得日数と取得人数）平
成19年度
年次有給休暇（年間20日間付与される休暇）▶8.1日　厚生
休暇（健康増進のため、年間6日間付与される休暇）▶5.2日
育児休業（3歳までの子を養育するため、取得することが
可能）▶50人　部分休業（小学校就学の始期に達するまでの
子を養育するため、取得することが可能）▶28人　介護休
暇（家族を介護するため、取得することが可能）▶1人
勤務成績の評定の状況
　職員の勤務の実績や職務に関連する能力、態度などを公
平かつ統一的に把握し、合理的な人事管理と職員の能力開
発、育成、活用を図ることを目的として、年1回勤務成績
の評定を行っています。
職員の競争試験と選考の状況（平成19年度合格者と倍率）
事務職（一般事務）▶30人（13.3倍）　技術職（土木）▶1人

苦情処理制度の概要
　職員は任用、給与、勤務時間そのほかの勤務条件、服
務など人事管理の全般に関する苦情の申し出や相談を公
平委員会にすることができます。
勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況
　職員は給与など勤務条件に関して公平委員会に適当な
措置を講ずるよう要求することができます。
平成19年度措置要求件数▶0件
不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況
　職員は懲戒そのほかその意に反する不利益な処分に関
して、公平委員会に不服の申し立てをすることができま
す。
平成19年度不服申立件数▶0件

問い合わせ▶人事課（☎85－6021）

そのほかの職員福祉のための制度の概要
　定期健康診断や職員健康（身体・心）相談室の開設、市
職員共済会への助成などを行っています。

公務災害補償の実施状況（平成19年度）
　公務（通勤）上において、災害が発生し、職員がけがや
病気、死亡した場合には、地方公務員災害補償基金から
一定の補償がなされます。
通勤災害▶傷病5件　公務上の災害▶傷病20件

職員（共済組合員）の福祉事業の概要
　短期給付は、職員が育児や介護に係る休業を取得した
場合に、職員に支払われる休業給付（育児休業手当金、介
護休業手当金）です。長期給付は、職員が退職した場合や、
障がいの状態になったり、死亡したりした場合に、職員
やその遺族の生活の安定を図ることを目的として支給（退
職共済年金、障害共済年金、障害一時金、遺族共済年金）
されています。また、職員（共済組合員）の健康保持に資
する保養所の宿泊事業、住宅貸付などの貸付事業や、貯
金事業などがあります。

4 職員の福祉と利益の保護の状況

研　修　名 回数 日数 時間 受講者数
階層別研修
（14コース）

22 55 376.5 688

特別・専門研修
（30コース）

79 55 342 3340

派遣研修 － － － 88
通信教育
（26コース）

－ － － 64

総　　　計 101 110 718.5 4180

階層別研修▶勤務年数や職位に応じて要請される諸能力
の育成のために、各階層別に実施　特別･専門研修▶より
高度な専門的知識と技術を習得し、実務能力を養成する
ために実施　派遣研修▶自治大学校、国土交通大学、市
町村職員中央研修所など、高度な行政運営能力・専門能
力を養成するためほかの研修機関に派遣　通信教育▶職
員の自己啓発支援として、通信教育講座の受講料を助成

３ 職員研修の実施状況（平成19年度）

（8.0倍）　技術職（電気）〈1回目〉▶0人（－）　技術職（電気）
〈2回目〉▶2人（1.5倍）　保育職▶16人（8.3倍）　消防職▶14
人（10.1倍）　保健師▶2人（5.5倍）
＜民間企業等職務経験者対象＞
事務職（一般事務）▶3人（40.3倍）　技術職（建築）▶3人（3.7
倍）

部門別職員数（各年4月1日現在）

2 職員数そのほか服務などの状況
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祖父母とのふれあい会
（神領保育園）

　敬老の日が近づいたこの日、神領保育園の園
児たちが祖父母を迎えるふれあい会が行われ、
一緒にダンスやゲームをしたり、メッセージを
添えた記念品を手渡したりして、長寿を祝いま
した。
　最愛の孫たちとの忘れられないひとときを過
ごし、参加した皆さんは満面の笑顔でした。「じ
いじ、ばあば、いつまでも元気でいてね。」

　中央台小学校で、中央台地域
の自主防災連合会が防災訓練を
行い、地域の皆さん約200人が参
加しました。
　集団避難訓練に始まり、煙道
体験、初期消火などの訓練を行
いました。特にＡＥＤ（自動体外
式除細動器）を使用した救急法へ
の関心は高く、強い日差しの中、
参加した皆さんは真剣な表情で
訓練に取り組んでいました。

中央台で防災訓練が行われました
（中央台小学校）

9/9/7
㊐
9/7
㊐ メゾン中央台自治会メゾン中央台自治会メゾン中央台自治会

9/20
㊏

9/25
㊍

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。
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9/10
㊌

　市内で収穫された農産物を学校給
食に使用し、生産者と生徒が一緒に
会食する地産地消ふれあい給食が行
われました。今回は市の特産物であ
るサボテンを使った「サボテンスー
プ」。
　会食の前にサボテンの種類や栽培、
調理方法、春日井で作られるように
なった経緯などについて生産者と調
理場職員から話を聞き、食材のウチ
ワサボテンを手にした2年生の児童た
ち。給食になるとサボテンスープを
あっという間に食べ終え、次々とお
代わりして空っぽに。生産者たちも
目を細めて喜んでいました。

　小学生のころから防災や防犯について学び、安全なまちづくりを考える子ども
安全アカデミーが行われ、小学4～ 6年生の児童が参加しました。安全なまちづ
くり協議会のボニターの皆さんを始め、春日井警察署や市消防職員などの指導で、
ロープの結び方を学んだり、ストローハウスを作ったりして、建築構造による強
度の違いを実際に体験していました。また、防犯では、安全・安心なまちにする
にはどうしたらよいかをワークショップを行いながら勉強しました。

9/7
㊐ メゾン中央台自治会

とげとげのウチワサボ
テンも、調理用にとげ
をとれば･･･

子ども安全アカデミーで防災・防犯を学んだよ
（市役所）

9/9/2020
㊏

9/20
㊏

特産物をおいしく
楽しく学びました
（西山小学校）

9/9/2525
㊍

9/25
㊍

広報春日井10月15日号 7



問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）

Vol.6

都市生活型公害①

生活排水対策（第6～7条）

　河川や湖沼など
の汚れを防止する
ため、調理くずの
適正処理、洗剤の
適正使用などに心
掛けましょう。ま
た、下水道が整備
されていない区域
では、合併処理浄
化槽への転換に努
めましょう。

○調理をするときは人数分だけ作り、
　余らないようにしましょう。
○台所の三角コーナーには、水切りネ
　ットを利用しましょう。回収した調
　理くずなどは庭に埋めたり、コンポ
　ストなどを使えば、肥料にできます。
　米のとぎ汁も庭木にまきましょう。
○食器やなべに付いた油などの汚れは、
　ゴムべら、新聞紙などでふき取りま
　しょう。
○揚げ物で残った油は炒め物に使うな
　ど、使い切るよう心掛け、それでも
　残った油は、廃食用油の拠点収集を
　行っている公共施設に出しましょう。
　（収集した油は、ごみ収集車の燃料
　として使用しています。）
○食器洗いや洗濯などの洗剤は、適量
　を使用するよう心掛けましょう。 

取り組み例

問い合わせ▶保健センター（☎91－3755）

保健センターでは、運動健診と事後指導講習会を開催し、個別指導と長期間のサポートシステムによる健
康づくりの手助けをしています。毎年運動健診を受診し、継続的にウオーキングやエアロビクスなどの事
後指導講習会に参加することによって、血圧、血糖値、コレステロール値などの生活習慣病に関わる数値
の改善や体力の維持・向上を図っている人が多くいます。皆さんもぜひ利用してください。

ホームページ　http://www.kasugai-kenkou.com/

健診日時▶火・木・土曜日の午
前中

受付時間▶午前8時40分～ 50分
費　用▶受診料金5150円

（市民で市国民健康
保険加入者と県後期
高齢者医療保険加入
者は2650円）

運動健診（予約制）

　健診日の約一週間後に医師
・保健師・管理栄養士・健康
運動指導士から、健診の結果
の説明と各個人に適した生活
・食事指導や運動処方を提供
します。

　健診によって得たデータを
利用して、安全で効果的なウ
オーキングやストレッチング
のやり方を学びます。また、
簡単なエアロビクスを行うコ
ースや栄養・料理実習もあり
ます。

事後指導講習会（希望者のみ）結果通知

再度受診して体力の確認を

I N F O R M A T I O N情報最前線
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今年、16年ぶりのオリンピック出場となった男子バレーボール。北京オリンピックが終わった後、代表
選手たちは各所属チームに戻り11月8日（土）からの新たなシーズン戦に向けて練習しています。ファイナ
ルラウンドを目指し、白熱した戦いを繰り広げるリーグ戦を観戦してみませんか。

2008/09　Ｖ2008/09　Ｖ・プレミアリーグ男子プレミアリーグ男子春日井大会春日井大会2008/09　Ｖ2008/09　Ｖ・プレミアリーグ男子プレミアリーグ男子春日井大会春日井大会2008/09　Ｖ・プレミアリーグ男子春日井大会

試合日程▶12月6日（土）午後2時から（正午開場）
第1試合…豊田合成トレフェルサ×大分三好ヴァイセアドラー
第2試合…パナソニックパンサーズ×ＮＥＣブルーロケッツ
12月7日（日）午後1時から（午前11時開場）
第1試合…豊田合成トレフェルサ×ＮＥＣブルーロケッツ
第2試合…パナソニックパンサーズ×大分三好ヴァイセアドラー

市民入場券▶10月19日（日）から、総合体育館にて販売
1階指定Sサイド席…3000円、1階指定Aエンド席…2500円
2階指定席…2000円、2階一般自由席…1500円、2階高校生以下自
由席…500円　※一般入場券は10月19日（日）から、全国のチケッ
トぴあで販売

ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)

はつらつママさんバレーボールはつらつママさんバレーボールはつらつママさんバレーボールはつらつママさんバレーボールはつらつママさんバレーボール
 in

Kasugai

ママさんバレーボールの普及を目的に、元オリンピック選手など12人がドリ
ームチームを結成し地元チームとバレーボール教室や親善試合を行います。往
年の名選手の華麗なプレーを間近で観戦してみませんか。

と　き▶11月23日（祝）午前9時30分から（9時開場）　※先着1000人に宝くじグッ
ズをプレゼント

ところ▶総合体育館
入場整理券▶生涯学習スポーツ課、総合体育館、サンフロッグ春日井、東部市民セ

ンター、坂下出張所、各ふれあいセンター、各公民館にて配布中

問い合わせ▶生涯学習スポーツ課(☎85－6452)

9:30 ～ 11:45 バレーボール教室

12:00 ～ 12:30 地元アトラクション「転輪太鼓～
ＧＡＩＡ～」・ドリーム抽選会

12:30 ～ 12:50 開会式

13:00 ～ 13:30 アトラクション「スパイクで百発
百中」「サーブ・レシーブに挑戦」

13:30 ～ 15:00 フレンドリーマッチ「ドリームチ
ーム×春日井市選抜チーム」

森田淳悟吉原知子

河西昌枝、森田淳悟、
江上由美、小高笑子、
井上謙、中西千枝子、
吉原知子、向井久子、
ヨーコゼッターランド、
高橋有紀子、落合真理、
福田記代子の12人
（敬称略、順不同）
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用途地域▶第二種住居地域、第一種中高層住居専用地域、準工業地域
周辺施設▶ＪＲ高蔵寺駅、高蔵寺中、不二小、保育園など
整備概要▶整地済み（現状引き渡し）、上水道・公共下水道・都市ガスは宅地内まで組合で引き込み（一部引き込み済み）

掲載情報は9月末現在です。保留地の詳しい内容については、南気噴組合事務所に問い合わせてください。

南気噴土地区画
整理組合の のお知らせ

　　　　10月16日（木）～23日（木）〈毎日〉午前10時～午後4時
　　　　南気噴組合事務所
　　　　買受申込書（各組合に用意）、実印、印鑑登録証明書、住民票（法人の場合は登記簿謄本か資格証明書）
申し込みできない人▶未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人
※申込者名義で売買契約することになります。代理人が申し込む場合は委任状が必要です。共有で購入する場合は、
申込書に連名で記入してください。

と　き▶
ところ▶
持ち物▶

南気噴組合事務所
（気噴町381－3・☎52－1357）

地積（㎡） 処分価格（円）
51街区7
61街区5
65街区3－3
68街区2
82街区7－2
89街区6

252.09
303.10
168.53
50.12
198.60
259.50

3277万1700
3485万6500
2022万3600
400万9600
953万2800
1946万2500

番号

高蔵寺中

不二小

JR
中央
本線

国道
１９号

庄内
川

内津川

国道１５５号
こうぞうじ

東名高速道路

東名高速道路

東名高速道路

神領小

じん
りょう

じん
りょう

じん
りょう

出川小県道
内津
・勝
川線

県道
内津
・勝
川線

県道
内津
・勝
川線

高蔵寺高蔵寺
浄化センター浄化センター
高蔵寺
浄化センター

高蔵寺高蔵寺
ふれあいセンターふれあいセンター
高蔵寺
ふれあいセンター

平成19年度の情報公開・個人情報保護制度の状況についてお知らせします。

※1つの請求で2種類の決定などがあるため、請求件数と決定件数が異なります。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/houkoku/index.html

問い合わせ▶総務課(☎85－6129)

決定区分 件数

全部開示 47

一部開示 44

不開示 919

不存在 15

取下げ 6

　公文書の開示請求件数は
1004件で、主な請求内容と
しては、教育924件、都市
開発21件、入札契約11件な
どです。公開率が9％と低
いのは、教育委員会におけ
る不開示決定が多かったた
めです。

請求件数　1004件
公開率9％（一部開示を含む） 　市が保有する個人情報に

対する本人の開示請求件数
は16件です。一部開示とな
った理由は、本人以外の個
人情報や法人情報があった
ためです。なお、訂正請求、
利用停止請求はありません
でした。

決定区分 件数

全部開示 8

一部開示 5

不開示 0

不存在 3

請求件数　16件

情報公開 個人情報保護

情報公開・個人情報保護制度情報公開・個人情報保護制度情報公開・個人情報保護制度情報公開・個人情報保護制度情報公開・個人情報保護制度

I N F O R M A T I O N情報最前線
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市　制市　制
65周年周年
市　制市　制
65周年周年 短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭市　制
65周年

限られた字数の中に、生活や社会、自然を表現する短詩型文学は、身近な創作活動としてとても親しみや
すく、研ぎ澄まされた表現や新鮮な観察眼をはぐくみます。今年の短詩型文学祭には、昨年より600点近
く多い、一般の部に703点、小中学生の部に1万2445点の応募があり、その中から次の皆さんが、市長賞
を受賞しました。

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85-6868）

と　き▶10月25日（土）～ 11月3日（祝）午前9時～午後4時30分（最終
日は3時まで）

ところ▶文化フォーラム春日井

と　き▶12月中旬～平成21年12月中旬
ところ▶内々神社境内文学の森

購入方法▶10月25日（土）から、文化フォーラム春日井･文化情報プ
ラザ、市役所情報コーナー、東部市民センター、味美・
高蔵寺・南部・西部ふれあいセンター、各公民館で

内　容▶入選作品、審査員・実行委員作品、審査員による審査講
評などを掲載

価　格▶800円

市長賞受賞作品の展示

作品集の販売

市制
65周年 道 風 展道 風 展道 風 展道 風 展道 風 展道 風 展道 風 展市制
65周年

春日井会場 ▼10月25日（土）～ 11月3日（祝）午前9時～
午後4時30分〈最終日は3時まで〉

と　こ　ろ 内　容

文化フォーラム春日井
一般部の市観光協会長賞
以上の作品

市役所10～ 12階 一般部、学生条幅の部

道風記念館、観音寺（松河戸町）学生半紙の部、参考作品

※11月3日（祝）のみ、会場循環バスを運行

名古屋会場 ▼11月5日（水）～ 9日（日）午前10時～午後
6時〈7日（金）は8時まで〉

と　こ　ろ 内　容

県美術館ギャラリーＪ
（名古屋市東区）

一般部の市観光協会長賞
以上と学生部の文部科学
大臣奨励賞の作品

市役所
前

JR勝川
駅　前

道風記念館前 JR春日井
駅　　前

市役所
前（着） （発）

 9：15  9：21  9：28  9：33  9：40  9：46

 9：55 10：01 10：08 10：13 10：20 10：26

10：35 10：41 10：48 10：53 11：00 11：06

11：15 11：21 11：28 11：33 11：40 11：46

11：55 12：01 12：08 12：13 12：20 12：26

12：35 12：41 12：48 12：53 13：00 13：06

13：15 13：21 13：28 13：33 13：40 13：46

13：55 14：01 14：08 14：13 14：20 14：26

14：35 14：41 14：48 14：53 15：00 15：06

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内道風展事務局（☎85-6868）

道風展は、春日井市で生まれたと伝えら
れ、三跡の一人として日本書道史上に大
きな足跡を残した小野道風の偉業をたた
える、全国公募の書の展覧会です。

市長賞受賞者（一般の部）
川　柳▶波多野久子
狂　俳▶長谷川富子
　詩　▶加藤伸子
短　歌▶岡田節子
俳　句▶奥村昭子

市長賞受賞者（小中学生の部）
川　柳▶近藤結女（鳥居松小6）
　詩　▶伊藤華子（東部中1）
短　歌▶島中琴都（高蔵寺中2）
俳　句▶熊谷育美（石尾台中3）

作品展（特別賞受賞作品と審査員･実行委員の作品を展示）

会場循環バス時刻会場循環バス時刻表（無料（無料）〈11/〈11/3（祝（祝）のみ〉のみ〉会場循環バス時刻表（無料）〈11/3（祝）のみ〉
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小学校入学前の健康診断と就学相談
入学前の健康診断
　｢就学時健康診断のお知らせ｣を11月初めまでに
送付します。届かないときは、通学区域の小学校
へ連絡してください。また、外国籍で入学を希望
し、まだ教育委員会に申請していない人は、申請
してください。
対 象▶ 平成14年4月2日～ 15年4月1日生まれの

子ども
ところ▶ 通学区域の小学校　
障がいのある子どもの就学相談
　随時個人相談を受け付けています。
問い合わせ▶ いずれも学校教育課(☎85－6441)

秋季かすがいクリーン大作戦
　クリーン大作戦は、地域の道路や公園などの清
掃を各区・町内会・自治会などの協力で行ってい
ます。みんなで参加して、きれいな街にしましょ
う。
と き▶ 11月2日(日)午前8時～ 10時
ところ▶ 市内全域
ごみの出し方▶各区・町内会・自治会で事前に決

められた場所に出してください。燃やせ
るごみはクリーン大作戦用ごみ袋、燃や
せないごみ・汚泥はそれぞれ別々の土の
う袋に入れてください。　※家庭ごみや
事業系ごみ、粗大ごみは出さないでくだ
さい。

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6226)

11月の献血
とき ところ

7(金)13：30～ 16：00 市民病院
25(火)9：30～ 16：00 市役所
29(土)10：00～ 16：00 バロー高蔵寺店

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)

県との共同公売を実施
と き▶ 11月11日(火)午後1時30分から
ところ▶ 名古屋東部県税事務所(名古屋市中区)
内 容▶ 差し押さえ中の不動産の公売　※県と他

市町の物件もあり。市税完納などにより
中止になる場合あり

問い合わせ▶ 収納課(☎85－6656)か名古屋東部県税事
務所特別滞納整理室(☎052－953－7868)

11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。11月生まれの人
の案内は10月下旬に発送する予定です。
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6172)

義援金のお礼
　岩手・宮城内陸地震、金沢豪雨災害、富山県7
月大雨災害に対する義援金募集活動を行ったとこ
ろ、それぞれ32万523円、2万898円、2万3237円が
寄せられました。この義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)

高齢者賃貸住宅住み替え助成が便利に
　高齢者賃貸住宅住み替え助成制度は、引っ越し
費用および従前の住居の退去に伴う修繕費用の一
部を助成する制度です。
　申請者は、いったん費用の全額を事業者に支払
うなど一時的な費用負担がありましたが、高齢者
の一時的な費用負担を軽減するため、申請者は引
越し費用などのうち市からの助成金額を除く費用
を事業者に支払い、市から助成金額を事業者に直
接支払う方法(受領委任払い)が始まりました(事前
に事業者の了承が必要)。
　また、住み替え助成対象者のうち民間賃貸住宅
に入居する人で、連帯保証人が確保できない場合
は、協定した民間保証会社への初回保証委託料の
一部も併せて助成します。　　
問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6364)

家電リサイクル料金が変わります
　11月1日(土)から、主要メーカーのリサイクル料
金が改定される予定です。

品目 改定(見込み) 現行
エアコン 2625円 3150円

ブラウン管式
テレビ

15型以下 1785円 2835円
16型以上 現行どおり 2835円

冷蔵庫・冷凍庫
170ℓ以下 3780円 4830円
171ℓ以上 現行どおり 4830円

洗濯機 現行どおり 2520円

対象メーカー▶松下電器産業、シャープ、ソニー、
日立製作所、東芝、三菱電機、三洋電機、
ダイキン工業など　※リサイクル料金は
メーカーによって異なる場合があります
ので、事前に確認してください。

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6222)、各家電店、
家電リサイクル券センター (☎0120－
319640)
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狂犬病予防注射は済みましたか
　犬の飼い主は、狂犬病予防法により生後91日以
上の犬に対して、狂犬病予防注射を受けさせるこ
とが義務付けられています。まだ、注射を受けて
いない犬については、動物病院で早めに注射を受
けてください。また、飼い主の変更や犬の転入、
飼い犬が死亡した場合は登録の変更手続きをして
ください。
問い合わせ▶ 環境保全課(☎85－6279)

館蔵品展｢月の宴｣
と き▶ 10月17日(金) ～平成21年1月12日(祝)午前

9時～午後4時30分
内 容▶ 貫名菘翁、西川春洞、鈴木翠軒、田中塊

堂、手島右卿らの月と酒とを詠んだ詩歌
を題材とした書作品を展示

観覧料▶ 一般100円、大学・高校生50円
学芸員による展示品解説
と き▶ 11月16日(日)、12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)

お話の部屋
と き▶ 10月19日(日)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) 映画会

と き▶ 10月26日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢トムとジェリー ｣
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)

交通児童遊園フェア
と き▶ 11月1日(土)午前10時～午後3時
内 容▶ ○屋内…模型電車展示・運行、カンバッ

ジ(写真など持参)など○屋外…モンキー
スライダー、ちびっこランド、ジョイフ
ルサイクルなど

対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴) ～中学生
問い合わせ▶ 交通児童遊園(☎81－1301)

やめよう!

犬の放し飼い

展示｢源氏物語の世界｣
と き▶ 10月25日(土) ～ 11月7日(金)〈10月27日

(月)、11月4日(火)を除く〉午前9時～午後
8時(最終日は3時まで)

内 容▶ 源氏物語誕生から1000年を迎える記念の
年に、源氏物語絵巻(複製)など図書館所
蔵資料を中心に源氏物語に関する伊勢型
紙も合わせて展示

ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

源氏物語絵巻(伊勢型紙)

グリーンピアコンサート
二胡による悠久の調べ
と き▶ 10月25日(土)午後2時～ 3時
出 演▶ 未華、高橋明美
曲 目▶ ｢ハナミズキ｣｢川の流れのように｣｢いつ

でも何度でも｣など
緑の風を呼ぶオカリナコンサート
と き▶ 10月26日(日)午前11時～ 11時40分、午後

1時30分～ 2時10分
出 演▶ オカリナグループたうんず(ＴＡＷＮＳ)
曲 目▶ ｢日本古謡集｣｢小さな木の実｣｢学生時代｣

など
ハーモニカコンサート
と き▶ 11月1日(土)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ けやきハーモニカグループ
曲 目▶ ｢秋の歌メドレー ｣｢花のメルヘン｣｢思い

出のアルバム｣など
ギターアンサンブルコンサート
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ ＭＹギターアンサンブル春日井
曲 目▶ ｢グリーンスリーブス｣｢里の秋｣｢小さい

秋みつけた｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)
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社会福祉大会
と き▶ 10月27日(月)午前10時～正午
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ○社会福祉に尽力した功労者の顕彰○講

演｢今からでも遅くない。禁煙に努めま
しょう｣中部大学教授・下方薫

問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6228)

読書週間10/27(月) ～ 11/9(日)
本のリサイクル会
と き▶ 11月2日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ リサイクル本の無料配布
腹話術と手品
と き▶ 11月2日(日)午後3時～ 3時30分
ところ▶ 図書館
内 容▶ 腹話術と手品を楽しむ
図書館探検
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 2時
ところ▶ 図書館
内 容▶ 普段は見ることができない図書館の舞台

裏の紹介
折り紙教室
と き▶ 11月3日(祝)午後2時～ 3時
ところ▶ 図書館
内 容▶ 親子で楽しい折り紙を学ぶ
定 員▶ 15組(先着順)
整理券▶ 当日午後1時30分から、図書館で配布
問い合わせ▶ いずれも図書館(☎85－6800)

紙芝居とお話を聞く会11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)

14(金)・28(金)11：00～

図書館

5(水)11：00～、1(土)・8(土)
・15(土)・22(土)15：00～、
12(水)・19(水)・26(水)15：30
～

東部市民センター 7(金)・14(金)・21(金)・28(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 8(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 8(土)14：00～
南部ふれあいセンター 19(水)15：30～
西部ふれあいセンター 8(土)・22(土)11：00～
知多公民館 5(水)15：30～
鷹来公民館 8(土)13：30～
坂下公民館 1(土)14：00～
中央公民館 8(土)11：00～
グリーンパレス春日井 15(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

明るい選挙啓発ポスター入選作品展
　172点の応募の中から、次の皆さんの作品が優
秀作品に選ばれました。〈敬称略〉
小学生の部
葛谷源(勝川小2)、高嶋麻矢(大手小6)、梶田明寛(東
野小6)
中学生の部
伊藤華子(東部中1)、奥村恵莉香(岩成台中2)、松下
友(中部中3)

とき ところ
11／ 14(金) ～ 28(金) 東部市民センター (東)
11 ／ 14(金) ～ 28(金) 西部ふれあいセンター (西)
12 ／ 9(火) ～ 22(月) 市役所市民ホール(全地区)

※(東)は東部地区の作品21点、(西)は西部地区の作
品23点を展示。また、各期間とも最終日は正午ま
で。優秀作品はホームページでも公開
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
gyousei/senkyo/senkan/akaruisenkyo.html
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

郷土館茶会｢雪待月｣
と き▶ 11月2日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※当日は、大垣共立銀行春日井

支店の駐車場が利用可
呈茶券▶ 400円(当日会場で販売)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)
協 力▶ 市茶道連盟協会

ダブルス団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 11月9日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 男子・女子ダブルス団体リーグ(1チーム

4～ 6人)

高齢者虐待防止講演会
と き▶ 11月3日(祝)午後2時

から
ところ▶ レディヤンかすがい
講 演▶ ｢認知症高齢者はど

こへ行く～認知症や
精神疾患のある高齢
者の生活の現状｣精
神保健福祉士・久保
修

対象・定員▶ 市内在住の人・300人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6187)

久保修
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対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、10月22日(水)
までに今年度の連盟登録をした人

費 用▶ 参加料(1チーム)一般・大学生3000円、高
校生以下1000円

持ち物▶ ゼッケン、ユニフォーム
ところ・申し込み▶10月22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)

げんきっ子フェスタ
　市長と児童が交流するげんきっ子会議など、開
館記念行事として、いろいろな催しを行います。
対 象▶ 市内在住の幼児～小学生

とき 内容

11／ 11(火)①10：00～
11：00②15：00～ 15：30

①ビデオ鑑賞｢機関車トーマス
となかまたち｣②ピエロと遊ぼ
う

11／ 12(水)15：00～ 15
：30 大型絵本

11／ 13(木)①11：00～
11：30②15：00～ 15：30

①絵本の読み聞かせ②人形劇

11／ 14(金)10：00～ 11
：00 親子ビクス

11／ 15(土)①9：30～ 11
：00②15：00～ 15：30

①げんきっ子会議②マジック・
ショー

11／ 16(日)①10：00～
15：00②11：00～ 11：30
③14：00～ 14：30

①おもちゃの病院②エプロン
シアターとマジック③オカリ
ナ演奏

ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ
ー (☎35－3501)へ

市民アーチェリー大会
と き▶ 11月16日(日)午前9時30分から
種 目▶ 18m(w)〈インドアルール〉
種 別▶ 個人戦(リカーブスタイル、ベアースタ

イル)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料1000円
ところ・申し込み▶10月31日(金)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種別、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▶ 市アーチェリー協会・酒井(☎81－1695)

パパ・ママ卓球大会
と き▶ 11月16日(日)午前9時～午後5時
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、ゼッケン、ユニフ

ォーム
ところ・申し込み▶11月5日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、前回出場者はその時の組
名を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、
総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・伊藤(☎84－8264)

公立小中学校の講師の登録
職 種▶ 市内小中学校の常勤・非常勤講師
対 象▶ 教員(小学校または中学校教諭・養護教

諭)の免許状を所有しているか取得見込
みの人

申し込み▶ 市販の履歴書に記入し、免許状を持参の
上、学校教育課(☎85－6444)へ

社会福祉協議会の職員
採 用▶ 平成21年4月1日
職 種▶ 一般職(社会福祉士、介護福祉士、保育士)
対象・人員▶ 昭和48年4月2日以降に生まれた人で各資

格登録証を取得しているか平成21年6月
までに取得見込みの人・3人程度

給 与▶ 大卒約17万2200円、短大卒約14万9800円、
高卒約14万100円　※平成20年4月1日現
在の金額。給料のほか各種手当をそれぞ
れの条件に応じて支給

試 験▶ ○1次…11月30日(日)に総合福祉センタ
ーで教養試験、性格検査○2次…12月23
日(祝)に総合福祉センターで面接試験、
作文試験

申し込み▶ 10月15日(水) ～ 11月7日(金)〈日曜日、祝
日を除く〉に市販の履歴書と資格証明書
(取得見込みの人で、国家試験を受験す
る人は受験申し込みを証明できるもの、
指定施設などで卒業と同時に資格取得と
なる人は卒業見込証明書)を持って、本
人が直接、市社会福祉協議会法人経営課
(☎84－1011)へ

社会福祉協議会の臨時職員登録者
職 種▶ 福祉施設職員(養護老人ホーム、障がい

児者施設、介護サービスセンターなどの
介護職員、ホームヘルパー、保育士、看
護師、事務職員)　※職種により、時給
や年齢制限が異なります。

勤 務▶ 午前8時30分～午後5時(原則週5日)
登録有効期間▶平成21年3月31日
申し込み▶ 市社会福祉協議会法人経営課(☎84－

1011)へ
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社会福祉協議会の嘱託職員
採 用▶ 平成21年4月1日
職種・人員▶ ①子どもの家指導員・5人程度②介護員

・1人程度
勤 務▶ ①午前11時～午後7時15分(土曜日と学校

休日は午前8時～午後4時15分)、日曜日
定休で週5日勤務②午前8時30分～午後5
時15分、月曜日定休で週5日勤務

応募資格▶ ①保育士、教員免許②介護福祉士
対 象▶ 昭和24年4月2日以降に生まれた人で各資

格登録証を取得しているか平成21年6月
までに取得見込みの人

給 与▶ ①約14万8700円②約14万9800円　※平成
20年4月1日現在の金額

試 験▶ ○1次…11月30日(日)に総合福祉センタ
ーで教養試験、性格検査○2次…12月23
日(祝)に総合福祉センターで作文試験、
体力測定、面接試験

申し込み▶ 10月15日(水) ～ 11月7日(金)〈日曜日、祝
日を除く〉に市販の履歴書と資格証明書
(取得見込みの人で、国家試験を受験す
る人は受験申し込みを証明できるもの、
指定施設などで卒業と同時に資格取得と
なる人は卒業見込証明書)を持って、本
人が直接、市社会福祉協議会法人経営課
(☎84－1011)へ　

環境報告書(中間とりまとめ)に対する意見
　環境基本計画に示された環境目標に対する施策
や数値目標、重点的取り組みの進ちょく状況など
を取りまとめた環境報告書(中間とりまとめ)平成
20年版を作成しました。今後の環境施策の参考に
するため、この報告書に対する皆さんの意見を聞
かせてください。　※報告書は、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、市ホームペ
ージで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
kankyou/houkoku/index.html
提出先▶ 10月16日(木) ～ 11月14日(金)〈必着〉に、

直接か郵送、ファクス、Ｅメールに住
所、氏名を書いて、〒486－8686春日井
市役所環境政策課(☎85－6216、ＦＡＸ
84－8731、Ｅメールkansei@city.kasuga
i.lg.jp)へ　※意見に対する個別の回答は
しません。内容については個人が特定さ
れない形で原則として公表します。

｢みろくの森｣写真コンクール
撮影場所▶ みろくの森
課 題▶ みろくの森に関するもの
サイズ▶ Ａ4か四切り(カラー・白黒を問わない)

申し込み▶ 12月5日(金)〈必着〉までに、応募作品の
裏面に応募票(経済振興課、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、各公民館で配
布中)をはって、〒486－8686春日井市役
所経済振興課内、市観光協会事務局(☎
85－6244)へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
筆ペンで年賀状を書く～心を伝える年賀状を書く
と き▶ 11月12日(水)・26日(水)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 長谷川清城
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500円、教材費350円
 
チャレンジ男性の料理教室～旬の食材を使った家
庭料理を作る
と き▶ 11月15日(土)・29日(土)〈2回〉午前10時～

午後1時
講 師▶ 大塚和美
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500円、教材費1600円
持ち物▶ エプロン・ふきん2枚、バンダナ
 
申し込み▶ ｢筆ペンで年賀状を書く｣は10月21日(火)

から、｢チャレンジ男性の料理教室｣は10
月22日(水)から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
将棋教室～駒の並べ方や動か
し方を学ぶ
と き▶ 11月9日～ 30日の毎

週日曜日(4回)午後2
時～ 3時

対象・定員▶ 市内在住の小学生・
14人(先着順)

 
新入学に向けての交通安全教室～親子で学ぶ交通
安全
と き▶ 11月15日(土)午後1時30分～ 2時30分
講 師▶ 県警察本部職員
対象・定員▶ 市内在住の幼稚園、保育園年長児と保護

者・35組(先着順)
 
申し込み▶ ｢将棋教室｣は10月22日(水)午前9時から、

｢交通安全教室｣は10月28日(火)午前9時
から、電話で



17広報春日井10月15日号

知多公民館　☎32－8988
木版画年賀状作り
と き▶ 11月23日(祝)・30日(日)〈2回〉午後1時30分

～ 3時30分
講 師▶ 吉川房子
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500円、材料費500円
持ち物▶ 彫刻刀、定規、色鉛筆
申し込み▶ 11月3日(祝)〈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

かすがいげんきっ子センター
工作教室～クリスマスグッズを作る
と き▶ 12月6日(土)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 材料費200円
 
おいしいクッキング～鶏そぼろ、青菜、卵の三色
丼
と き▶ 12月7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(超えたときは

抽選)
費 用▶ 材料費200円
 
子ども講座～切り折り紙飛行機
と き▶ 12月13日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 材料費200円
 
ファミリークッキング～中華風ギョウザ鍋
と き▶ 12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▶ 市内在住の人・4家族(超えたときは抽選)

※1家族4人まで
費 用▶ 材料費(1人)300円
 
申し込み▶ 10月31日(金)〈消印有効〉までに、｢ファ

ミリークッキング｣は往復はがき(1家族1
枚)に講座名、住所、参加者全員の氏名・
年齢、電話番号を書いて、それ以外は往
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

東部市民センター　☎92－8511
秋の夜長にキャンドルランプ～きれいな色ガラス
をはんだで組み上げてオリジナルのランプを作る
と き▶ 11月18日(火)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 中島利子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3200円
持ち物▶ エプロン、軍手、マスク、古タオル、平

筆(4号程度)、延長コード、新聞紙
申し込み▶ 10月30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
おウチでＣafe気分♪～カフェで定番・人気のメ
ニュー ｢ベーグルサンド｣と｢キッシュ ｣を作ろう
と き▶ 11月8日(土)・15日(土)〈2回〉午前10時～

午後0時30分
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料500円、材料費1600円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
やっぱり手描きが1番！ココロが伝わる絵手紙の
年賀状～水彩絵の具とダーマグラフを使って好き
な題材をモチーフにして描く
と き▶ 11月11日(火)・18日(火)〈2回〉午前10時～

正午
講 師▶ 佐藤重夫
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500円、材料費250円
持ち物▶ 水彩絵の具一式、描きたい物(花や置き

物など)
 
はじめてのＭＥＮ’Ｓクッキング(男の料理)②～
冬においしい！熱々のハンバーグシチューを作る
と き▶ 11月16日(日)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750円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
申し込み▶ ｢はじめてのＭＥＮ’Ｓクッキング｣は10

月21日(火)から、｢おウチでＣafe気分♪｣
は10月22日(水)から、｢ココロが伝わる絵
手紙の年賀状｣は10月23日(木)から、電話
で
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子ども政策課　☎85－6151
シニアデビュー講座～①生きがいとしての青少年
健全育成を考える②大学生と合同で竹などの身近
な材料を使った楽器作りなどを学び、活動内容を
検討する③大学生と合同で企画し、活動を行う④
活動の成果を評価し、今後の活動を考える
と き▶ ①11月13日(木)午後1時30分～ 4時②11月

29日(土)午前10時～午後3時30分③第2回
講座で検討(12月～ 2月)④平成21年3月上
旬(予定)

ところ▶ ①②④は中部大学　※③は未定
対 象▶ おおむね60歳以上で、青少年健全育成活

動に関心があり、全日程参加可能な人・
10人程度(超えたときは抽選)

申し込み▶ 10月29日(水)までに、電話で

児童センター　☎87－6866
こども陶芸教室
と き▶ 11月29日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 県陶磁資料館(瀬戸市)　※当センター福

祉バス利用
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生と中学生・30

人(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費700円
申し込み▶ 10月30日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に教室名、住所、氏名(ふりがな)、
学校名と学年、保護者の氏名・電話番号
を書いて、〒486－0857浅山町1－2－61
へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
現代押し花アート教室～押し花で雪景色を作る
と き▶ 11月12日(水)午前9時30分～正午
講 師▶ 山本啓子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2800円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、カッターナイフ
 
デコパージュ教室～メルヘンチックな(冬から春
の風景)プラーク小物を作る
と き▶ 11月13日(木)午前9時30分～正午
講 師▶ 岸部貞子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1600円
持ち物▶ 毛先が軟らかい絵筆
 
園芸教室～家庭果樹の整枝・剪定(せんてい)方法
と き▶ 11月15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
 
園芸教室～実践実梅・花梅の剪定
と き▶ 11月26日(水)午前9時30分～午後4時　
 ※雨天の場合は、研修室で講義
講 師▶ 大野光義
費 用▶ 受講料250円
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
持ち物▶ 剪定ばさみ、弁当、水筒、タオル
 
申し込み▶ ｢現代押し花アート教室｣「デコパージュ

教室」｢家庭果樹の整枝・剪定方法｣は10
月19日(日)から電話で、｢実践実梅・花梅
の剪定｣は11月1日(土)〈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

人気の和菓子｢鬼まんじゅう｣～秋の定番サツマ
イモのおやつ
と き▶ 11月14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▶ ふきん、エプロン、上靴
 
クリスマス講座｢ラッピングＤＥリース｣(託児付
き)～小さなクリスマスプレゼントのリース
と き▶ 11月29日(土)午前10時～正午
講 師▶ 尾関由美
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1500円
持ち物▶ カッター、はさみ、両面テープ(7㎜幅・

頒布可)
 
申し込み▶ いずれも10月31日(金)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名、住所(在勤、
在学はその名称と所在地)、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号、託児(2歳以上の未
就学児)希望者は子どもの名前と年齢を
書いて、〒480－0305坂下町4－250－1へ

坂下公民館　☎88－5555
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かすがい市民文化財団　☎85－6868
文房四宝(硯・紙・筆・墨)に親しむシリーズ講座
③変わり筆で年賀状～ワラで筆を作り、個性的な
線質を生かして年賀状を作る
と き▶ 11月22日(土)午後2時～ 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 後藤幽泉
対象・定員▶ 中学生以下の人・30人(超えたときは抽

選)
費 用▶ 受講料500円
 
ストリートダンスをやってみよう！～フリースタ
イルのストリートダンスやマイクパフォーマンス
に挑戦するワークショップ
と き▶ 11月29日(土)午前10時～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ ＩＳＯＰＰ、ひとりでできるもん
対象・定員▶ 県内在住か、県内の小中学校に通う小学

4～ 6年生と中学生・30人(超えたときは
抽選)

 
申し込み▶ ｢文房四宝に親しむシリーズ講座③｣は11

月7日(金)〈必着〉までに、はがきかファ
クスに講座名、住所、氏名、電話番号、
年齢を書いて、｢ストリートダンスをや
ってみよう！ ｣は11月8日(土)〈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、ＦＡＸ82－0213へ

中央公民館　☎33－1111
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布ぞう
りを編む
と き▶ 11月7日(金)・14日(金)〈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
 
楽しく親子でリトミック
と き▶ 11月の毎週金曜日(4回)午前10時30分～

11時30分
講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児(2歳以上)とその保

護者・35組(超えたときは抽選)
 
デッサン・水彩画教室～初歩から学ぶ
と き▶ 11月～平成21年2月の第2・4木曜日〈12月

は第2、1月は第4のみ(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(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1500円、教材費300円
持ち物▶ 2Ｂ～ 4Ｂの鉛筆、消しゴム、水彩画用

具
 
申し込み▶ ｢楽しく親子でリトミック｣は10月23日

(木)〈必着〉までに、｢布ぞうり編み教室｣
は10月24日(金)〈必着〉までに、｢デッサ
ン・水彩画教室｣は10月28日(火)〈必着〉
までに、往復はがき(1人1枚)に講座名(｢布
ぞうり編み教室｣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

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢落ち葉でたきび｣～散歩中に
集めた落ち葉でたき火を楽しむ
と き▶ 11月7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
 
わくわく自然ランド｢紅葉・木の実・植物の不思議｣
①自然観察コース②自然体験コース
と き▶ 11月9日(日)午前9時～午後2時30分
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65人(超えた
ときは抽選)

費 用▶ 参加料(1人)500円
 
申し込み▶ ｢あそびむしくらぶ｣は10月23日(木)〈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)、性別、
年齢、電話番号を書いて、｢わくわく自
然ランド｣は、10月30日(木)〈必着〉まで
に、往復はがきに講座名、希望のコース
①②の別、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

最近、タクシー代わりと
思われる要請が
増えています!
救急車の利用は適正に。
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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▶ 11月8日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市婦人会協議会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(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、ぞうきん
申し込み▶ 10月18日(土)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
プリザーブドフラワーアレンジメント講座～トレ
ンドカラーで飾るクリスマスとあでやかなお正月
飾り
と き▶ 11月13日(木)、12月4日(木)〈2回〉午前10

時～正午
講 師▶ 住吉茂美
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500円、教材費6000円　
持ち物▶ ワイヤーを切るはさみ、ごみ袋
 
さつまいものおやつ｢鬼まんじゅう｣作り教室
と き▶ 11月21日(金)午前10時～ 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(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、持ち帰り用の容

器
 
申し込み▶ ｢『鬼まんじゅう』作り教室｣は10月21日

(火)から、｢プリザーブドフラワー講座｣
は10月22日(水)から、電話で

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ビジネスにすぐ使えるパソコン講座
と き▶ 11月の毎週木曜日(4回)午後7時～ 9時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学でキーボードの操

作ができる人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円
 
ヨガで身体の健康を取り戻す
と き▶ 11月18日～ 12月9日の毎週火曜日(4回)午

前10時～午前11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(超え

たときは抽選)

費 用▶ 受講料1200円
 
ハワイの伝統と人々の心を表現し伝える踊りの講
座
と き▶ 11月21日～ 12月12日の毎週金曜日(4回)

午前10時～午前11時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
申し込み▶ ｢ビジネスにすぐ使えるパソコン講座｣は

10月18日(土)午前9時から電話で、それ以
外は10月30日(木)〈必着〉までに、往復は
がき(1講座1枚)に講座名、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号、勤務先か学
校名と学年を書いて、〒486－0817東野
町字落合池1－2へ

市文化協会文化講座
きもの着付教室～おしゃれ着、振袖に結ぶ簡単で
かわいい帯結び
と き▶ 11月11日・18日、12月2日・9日の火曜日

(4回)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 三浦紀代子
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の女性・15人(超

えたときは抽選)
持ち物▶ 足袋、肌じゅばん、裾よけ、着物までの

小物一式
申し込み▶ 10月24日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒486－8686春日井
市役所文化課(☎85－6079)へ

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▶ ①11月5日(水)②11月12日(水)③11月19日

(水)〈3回〉午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
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、

タオル)
 
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▶ 11月6日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
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対象・定員▶ 市内在住の平成20年1月～ 2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・ところ▶11月11日(火)午前10時～ 11時30分

・保健センター、11月18日(火)午前10時
～ 11時30分・西部ふれあいセンター

対象・定員▶ 市内在住の平成20年6月～ 7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)

 
歯周病予防教室～歯肉は健康ですか？歯科健診で
状態を確認し、あなたに合ったブラッシング方法
を学びましょう
と き▶ 11月13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▶ 11月16日(日)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の初妊婦とその夫・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
 
食育のすすめ教室～子どもの食事とおやつの話
と き▶ 11月19日(水)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
講 師▶ 市栄養士
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1～ 5歳の子どもが

いる保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
 
男性の料理教室～懐かしい｢おふくろの味｣に挑戦
と き▶ 11月22日(土)午前10時～午後1時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・20人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ エプロン、三角きん(手ぬぐい、バンダ

ナ可)、ふきん
 
申し込み▶ ｢カミカミ健康教室｣｢歯周病予防教室｣は

10月20日(月)から、｢モグモグ健康教室｣
は10月21日(火)から、｢食育のすすめ教
室｣は10月22日(水)から、｢日曜パパママ

教室｣は10月23日(木)から電話で、｢男性
の料理教室｣は10月30日(木)〈必着〉まで
に、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
〒486－8686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

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
健康教室～ ｢いきいき体操｣で生き生き生活
と き▶ 10月31日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 健康体操高齢者リーダーつくしの会
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
上級救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当てや、傷病者の管理方法を学ぶ
と き▶ 11月22日(土)午前9時～午後5時
ところ▶ 南部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 10月20日(月)から、電話で

高齢福祉課　☎85－6364
家族介護のためのハートフルケアセミナー～①認
知症高齢者の理解②排せつ介護③家庭内事故を防
ぐための環境整備
と き▶ ①11月27日(木)②12月4日(木)③12月11日

(木)〈3回〉午前10時～午後4時(①は9時30
分から)

ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 市内在住で介護技術を身に付けたい人・

40人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 11月7日(金)〈必着〉までに、はがきに講

座名、住所、氏名、電話番号を書いて、
〒486－8686春日井市役所高齢福祉課へ

市体育協会の講座
ジョギング教室～正しい歩き方、ストレッチング、
4kmタイム測定
と き▶ 10月19日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
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)
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市税等の納期限・納税相談
市県民税3期・国民健康保険税5期・介護保険料
4期・後期高齢者医療保険料3期
　納期限は10月31日(金)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▶ 10月26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)

3日 ( 祝 )・24日 ( 休 ) は一部を除き各相談とも休みます。

月の生活相談11
この情報は毎月15日号で掲載しています。

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 17(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 4(火)

消 費 生 活 月～金曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：00

行 政 11(火)・25(火)

13：00～
16：00

法律(面接のみ、予約制) 水・金曜日・9(日)
な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 5(水)
登記(面接のみ、予約制) 14(金)
不 動 産 取 引 28(金)
建 築 火曜日
多重債務(面接のみ、予約制) 20(木)・23(日)

※9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

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

母乳相談
日・曜日 ところ 時間

7(金)・28(金) 保健センター 10：00～
11：0010(月)・17(月) 健康管理センター

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　

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

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

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3日(祝)・24日
(休)は行い、4日(火)・25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。

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) 12(水) 17：00～

21：00 56－1943
ＮＰＯ相談(予約制) 22(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4日(火)、25(火)は休み。
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乳幼児健康・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

7(金) 保健センター 10：00～
11：0014(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

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

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

6(木)・20(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

総合健康相談
とき ところ

5(水)・19(水)　
10：00～ 12：00 保健センター

10(月)
9：00～ 17：00 健康推進課

内 容▶ 保健師や栄養士による高血圧、糖尿病な
どの生活習慣病を含む体や心の健康など
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

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

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)

※4日(火)・25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
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1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

6(木)・27(木) 健康管理センター 10：00～
11：0020(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11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)

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)

外国人相談
日・
曜日 時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語 5(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 12(水)
スペイン語 19(水)
ポルトガル語 26(水)
英語
フィリピノ語 2(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 9(日)

中国語 16(日)
英語
ポルトガル語 23(日)

全言語 30(日)

介護相談
とき ところ

17(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

全国・自然歩道を歩こう大会 愛知県大会
月 日▶ 10月19日(日)〈少雨決行〉
時 間▶ 定光寺公園(瀬戸市)…午前9時30分集合・

10時出発、中水野駅…午後3時到着
コース▶ 定光寺公園→定光寺→星の広場→森林交

流館・丸根山園地→愛知環状鉄道線中水
野駅

持ち物▶ 昼食、飲み物、雨具など、健康保険証　
※現地までの交通費は自己負担

問い合わせ▶ 県環境部自然環境課(☎052－954－6227)

就職面接会 in 春日井・小牧
　就職を総合的に支援するため、一般求職者、大
学生などを対象に開催します。
と き▶ 10月30日(木)正午～午後4時
ところ▶ 小牧コミュニティーホール(小牧市)
内 容▶ ①就職面接会②就職対策ミニセミナー③

職業適性検査および職業相談
問い合わせ▶ 雇用・能力開発機構愛知センター業務第

一課(☎052－221－8752)
 ホームページ　http://www.ehdo.go.jp/

aichi/

11月の認定産業医による健康相談
とき ところ

16(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
25(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

ボランティア育成講習会
と き▶ 11月11日(火) ～ 13日(木)午前9時～正午
内 容▶ 体験活動やフリーディスカッションなど
対象・定員▶ 知的障がいのある子どもたちへのボラン

ティア活動を希望する人・30人(先着順)
費 用▶ 参加料250円(任意保険料)
申し込み▶ 11月4日(火)までに、県立春日台養護学校

(☎88－0811、ＦＡＸ88－5863)へ
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11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〉 11(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 20(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/

｢愛知県史を語る会｣の参加者募集
　尾張地域の伝統的な暮らしの様子を取りまとめ
た愛知県史｢別編 民俗2 尾張｣の刊行にあたり｢愛
知県史を語る会｣を開催します。
と き▶ 11月22日(土)午後1時～ 4時30分
ところ▶ 県図書館(名古屋市中区)
講 演▶ ｢尾張の民俗｣帝塚山大学名誉教授・岩井

宏實ほか
定 員▶ 200人(先着順)
申し込み▶ 10月15日(水)から、県総務部法務文書課

県史編さん室(☎052－972－9171)へ

公立春日井小牧看護専門学校社会人入学生
定 員▶ 若干名
課程・学科▶ 専門課程・看護学科
修業年限▶ 3年(昼間)
資 格▶ ①高等学校(中等教育学校を含む)を卒業

した人か高等学校卒業者と同等の学力が
あると認められる人②平成21年4月1日現
在で満23歳以上の人③平成21年3月31日
現在で3年以上社会人の経験のある人※
詳細は募集要項に記載

試験日▶ 11月29日(土)
試験場所▶ 公立春日井小牧看護専門学校
出願期間▶ 11月4日(火) ～ 13日(木)〈郵送は最終日の

消印有効〉　※持参する場合は、土・日
曜日を除く午前9時～午後5時

費 用▶ 受験料5000円
試 験▶ ①一般教養②小論文③面接
募集要項▶ 直接か、ホームページ、電話、ファック

スで請求(送料無料)
申し込み▶ 〒486－0849八田町2－38－1、公立春日

井小牧看護専門学校(☎84－5611)へ
 ホームページ　http://www.k－k－nurse.

ac.jp/14_shiryo/index.html

消防設備点検資格者講習
と き▶ ○第1種…12月2日(火) ～ 4日(木)○第2種

…12月9日(火) ～ 11日(木)
ところ▶ 県産業貿易館西館(名古屋市中区)
内 容▶ 防火対象物に設置されている消防用設備

などの点検をする資格を取得するための
講習

受講料▶ 各3万3000円
定 員▶ 各200人(先着順)
申し込み▶ 10月23日(木) ～ 31日(金)に、申請書(予防

課に用意)に記入して、郵送か直接、〒461
－0011名古屋市東区白壁1－50、県消防
設備安全協会へ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)

労働相談コーナーの案内
　解雇、配置転換、賃下げ、いじめなど労使間の
トラブルで悩んでいる人は、気軽に愛知労働局の
総合労働相談コーナーまで相談してください。あ
らゆる労働相談に専門の相談員が答えます。
問い合わせ▶ 栄総合労働相談コーナー (☎052－263－

3801)か名駅総合労働相談センター (☎
052－561－5601)

ホテルプラザ勝川ブライダル市民特典
　市内在住か在勤の人には、ホテルでの披露宴に
特典があります。
　常時、ブライダル相談やチャペル、神殿の見学
を受け付けていますので気軽に相談にお越しくだ
さい。　※ホテル開業10年目記念プランあり
ところ・問い合わせ▶ホテルプラザ勝川(☎36－

2331)

知っていますか？検察審査会
　検察審査会は、20歳以上の国民の中から｢くじ｣
で選ばれた11人の検察審査員で構成され、検察官
が被疑者を裁判にかけなかったこと(不起訴)の当
否について審査します。交通事故などの犯罪の被
害に遭ったが、検察官がその加害者を起訴してく
れない。このような不満を持っている人は検察審
査会事務局に相談ください。
問い合わせ▶ 名古屋第一・第二検察審査会事務局(☎

052－203－2423)

脂っこい食べ物は

少なくしましょう

かすがい健康プラン21



広報春日井10月15日号

食育健康セミナー
とき▶10月25日（土）午前10時～ 11時45分　と
ころ▶鳥居松ふれあいセンター　内容▶食を通
じて健康を考えるセミナー　定員▶30人（先着
順）　費用▶資料代100円　申し込み▶電話か
ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号
を書いて、NPO法人MOA自然農法春日井文化
事業団・早矢仕（☎・FAX32－3868、Eメール
voodoochile-67@snow.ocn.ne.jp）へ
･･････････････････････････････････････････
県民文化大祭典2008 in 春日井
とき▶10月26日（日）午前10時～午後4時30分　
ところ▶西部ふれあいセンター　内容▶化粧品
の安全性や美白について研究をされてきた長沼
雅子さんの講演、Daiki(田中大貴）マジックシ
ョーなど　定員▶500人（先着順）　費用▶運営
協力券（県下32会場共通）大人1000円、高校生
500円　問い合わせ▶私学をよくする愛知父母
懇談会春日井ブロック・松本（☎83－4901）
･･････････････････････････････････････････
ちびっこ冒険レンジャー大集合
とき▶11月3日（祝）午前9時30分～午後2時（午前

9時30分～正午に落合公園大噴水前で受け付け）
〈雨天中止〉　ところ▶落合公園　内容▶野外ゲ
ームなど　対象・定員▶年長児～小学4年生（保
護者同伴）・900人（先着順）　費用▶参加料100
円（保険料・材料費含む）　持ち物▶軍手　問い
合わせ▶春日井スカウト団協議会・岩田（☎84
－2201）
･･････････････････････････････････････････
春日井こどもまつり
とき▶11月3日（祝）午前10時～午後3時　ところ
▶中央公民館、儀田公園　内容▶手作り工作や
伝承遊びなど　費用▶参加料200円（3歳以上）　
問い合わせ▶第一そだち保育園（☎91－7356）
･･････････････････････････････････････････
春日井ギターオーケストラ オータムコンサー
ト
とき▶11月9日（日）午後1時30分～ 3時30分（1時
開場）　ところ▶文化フォーラム春日井・視聴
覚ホール　曲目▶「モルダウ」「リバーサイドホ
テル」「ジャニーギター」など　定員▶200人（先
着順）　問い合わせ▶春日井ギターオーケスト
ラ・坪井（☎83－1784）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

西部ふれあいセンター （☎33－0808）
10／15(水)～24(金) チェコの風展 入谷慶英
10／26(日)～11／13(木) 佐藤重夫の絵手紙夫婦展 佐藤重夫、佐藤雅子

味美ふれあいセンター （☎31－3522） 10／16(木)～31(金) 押し花展 花あそびの会

グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 （☎92－8711）

10／17(金)～19(日) ツワブキと下草展 春日井カンアオイ同好会
10／25(土)～26(日) 秋季バラ展 春日井バラ会
10／31(金)～11／3(祝) 秋の実物ミニ盆栽展 春日井ミニ盆栽会

坂下公民館 （☎88－5555） 10／17(金)～30(木) 春彩会油絵展 春彩会

市役所市民サロン （☎85－6073）
10／22(水)～26(日) 市制65周年事業 先人から

学ぶくらしとその心 悠遊会

10／28(火)～11／2(日) 市制65周年事業 水墨画「玄展｣ 春草会、春翠会

落合公園管理棟 （☎56－0414）
10／22(水)～28(火) 植物画展 美咲会
10／31(金)～11／2(日) 晩秋の山野草展 春日井山草会

高蔵寺ふれあいセンター （☎51－0002） 10／23(木)～11／11(火) 秋の合同書作展 青楊会、倣蛙会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079） 10／25(土)～11／6(木) 心の扉 Another Door
鷹来公民館 （☎84－7071） 10／26(日)～11／2(日) 秋の盆栽展 青紅会
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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

10／18

10／25

11／1

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

☎83－8777

☎33－7033

☎84－3060

☎91－3755

☎51－8222

☎75－3882

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

あさひ病院（下原町）

鈴木医院（柏原町3）

肛門科安藤外科（若草通3）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

産科婦人科七原（白山町2）

ミナミ産婦人科（小牧市）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

10／19

10／26

●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。

地域経済
NO.17

市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6093）…2日、9日、30
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） 
 …30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

●

●

11月　日曜日の市役所業務

VIVA!
パルケッチュ

in春日井まつり
10月18日(土) ～19日(日)に市役所周辺会場で開
催します。旅行券や人気ゲーム機が当たるスタ
ンプラリーも実施します。

　おいしいラーメン店が出店。いろいろな
味を食べ比べてください。

パルケ de ラーメン

　サボテンや関連商品が集合。この機会に
見て、食べて、買ってください。

パルケ de サボテン

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

　春日井商工会議所青年部が、子どもたち
に楽しく学んでもらえる新企画「チャレンジ
ブース」を開催します。青年部員の事業所は
いつもどんな仕事をしているの？その一部
を子どもたちに体験してもらい、仕事のや
りがいや楽しさ、大変さなどを伝えます。

パルケ de キッズランド

みんな来てね～。
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