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誕生して22年目となる「春日井ラグビースクール」。ラグビ
ーの楽しさを子どもたちに伝えたいという熱い思いを持った
ボランティアコーチの指導の下、幼稚園児から中学生までの
男女がラグビーを楽しんでいます。ママさんチームもありま
す。
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春日井まつりプレイバック
みんなで進めよう！ごみ減量作戦
障がいについての相談のお知らせ
給与所得者の年末調整について
情報最前線

「道風くん」が新しくなりました！
市民意見（パブリックコメント）を
募集します
　　　　　　　　　　　　　など

知っていますか？デートDV
各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など
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10月18日（土）～19日（日）に行われた春日井まつりは、晴天にも恵まれ、2日間で24万5000人もの皆さん
が訪れました。市民の皆さんとの協働による新しい運営スタイルを導入し、「来て、見て、感じて、みんな
のまつり！」をテーマに生まれ変わった祭りを写真で振り返ってみます。

1 野外大揮ごう大会　2 宵まつり　3 餅つき大会　4 かすがいオペラ・小野道風「しずく柳」　5 郷土芸能広場
6 道風平安朝行列　7 道風おもしろパレード　8 新曲「どっこいせ」と踊りの発表

中日新聞社提供中日新聞社提供中日新聞社提供1
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問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6222）

指定ごみ袋の導入以後、家庭から出るごみの排出量は減少しつつあります。しかし、ごみや資源の収集・運搬、
処理などには経費やエネルギーも必要になり、まだまだ皆さんの協力が欠かせません。「基本は出さない」
を心掛け、その生活の第一歩としてわたしたちにできることは何か、もう一度見直してみましょう。

　前年度と比較すると、約6000トンのごみ減量が達成されました。しかし、一人一日当たりごみ排出量を
見ると、排出量の少ない県内の市に比べて約150g（ご飯大盛り1杯分）も多い状況です。一人一人が「もった
いない」を意識し、家庭から出るごみ排出量の県下最少市を目指しましょう。

食材の買い出し、調理の際は適量を心掛け、料
理を残さず食べる：きゅうり1本90ｇ、卵1個50ｇ、
キャベツの葉1枚10ｇ、ご飯1杯100ｇ

マイバッグ・マイバスケットを持参し
てレジ袋を断る：レジ袋1枚5～10ｇ、
紙製レジ袋1枚50ｇ

詰め替え用のシャンプー・洗
剤を買う：シャンプーボトル1
本60ｇ、台所洗剤容器1本30ｇ

生ごみを堆肥(たいひ)
にする：生ごみ1日1人
平均200ｇ

生ごみの水分をギュッ
と一絞りする：一絞り
10～20ｇ

空き缶や空き瓶を販売店
に返す：350mℓ1缶20ｇ、
633mℓ1瓶550g

弁当の割りばしを断る
：一膳5ｇ

資源を分別収集に出す：新聞紙朝刊1部140ｇ、
雑誌1冊300ｇ、1000mℓ牛乳パック1枚30ｇ、
500mℓペットボトル1本30ｇ

1122.59ｔ

収集量（H19年度） 前年度比 一人一日当たりごみ排出量（H19年度）

燃やせるごみ 5万5941.09ｔ ▲5058.91ｔ 648.00ｇ
（対前年度比：▲59.82ｇ）燃やせないごみ（危険ごみ

・粗大ごみなどを含む） 1万6377.18ｔ ▲860.27ｔ

資源 1万3675.61ｔ
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障がいについての相談のお知らせ障がいについての相談のお知らせ障がいについての相談のお知らせ障がいについての相談のお知らせ障がいについての相談のお知らせ
障がいのある人が安心して生活していくための支援としてさまざまな相談事業を実施しています。
ぜひ利用してください。

　市が委託している障がい者などの在宅福祉に関する相談窓口です。在宅福祉サービス利用援助、社会資源
の活用など日常・社会生活について、24時間体制で相談や情報提供を総合的に行います。

障がい者生活支援センター障がい者生活支援センター

春日苑
障がい者生活支援センター

障がい者生活支援センター
かすがい

対　象 ▼身体障がい 対　象 ▼知的障がい

相談時間 ▼月～土曜日9：00 ～ 17：00　※面接・訪問
は要予約。上記以外は電話転送にて対応

相談時間 ▼火～土曜日9：00 ～ 16：30　※面接は予約
優先、訪問は要予約。上記以外は電話転送
にて対応

所在地 ▼廻間町703－1、春日苑内
問い合わせ ▼☎88－7637、FAX88－5704

所在地 ▼浅山町1－2－61、総合福祉センター内
問い合わせ ▼☎87－6401、FAX87－6402

障がい者生活支援センター
あっとわん

障がい者生活支援センター
ＪＨＮまある

対　象 ▼障がい児 対　象 ▼精神障がい

相談時間 ▼月～金曜日9：30 ～ 17：00　※面接・訪問
は要予約。上記以外は電話転送にて対応

相談時間 ▼月～金曜日9：00 ～ 17：00　※面接・訪問
については要予約

所在地 ▼中央台1－2－2、サンマルシェ南館B1
問い合わせ ▼☎91－5557、FAX92－5481

所在地 ▼長塚町1－138、長塚公民館内
問い合わせ ▼☎・FAX32－3655

至多治見
高蔵寺駅

至名古屋至名古屋

至多治見
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問い合わせ▶障がい福祉課(☎85‒6186)

　市民の皆さんに障がい者の福祉についての関心と
理解を深めていただくための週間です。
　市では12月3日（水）～ 9日（火）まで市役所市民ホー
ルにて「障がい者団体作品展」を開催します。

各 種 相 談 窓 口各 種 相 談 窓 口

障がい者週間障がい者週間
1 2月３日～９日1 2 月３日～９日

●各種手当についての案内●●各種手当についての案内●

※障がいの程度に応じて手当が支給されます。年に一度、現況・所得状況届の提出が必要です。また、
一定以上の所得がある場合などには、支給制限があります。

◆障がい者就業・生活支援◆　障がい者の就業およびこれに伴う日常生活上の問題について
と　き ▼毎週月～金曜日午前9時～午後5時
ところ・問い合わせ ▼尾張北部障害者就業・生活支援センターようわ（廻間町）☎88－5115・FAX88－5015
◆障がい者の就職相談（電話相談のみ）◆
ところ・問い合わせ ▼ハローワーク春日井（春日井公共職業安定所）〈大手町〉☎81－5170・FAX84－3612
◆発達障がい支援相談◆
ところ・問い合わせ ▼ あいち発達障害者支援センター（神屋町、県心身障害者コロニー内）☎88－0849・

FAX88－0964
◆知的障がい者（児）相談（要予約）◆　知的障がい者（児）の療育手帳や発達相談について
ところ・問い合わせ ▼ 18歳未満（児）…県春日井児童相談センター（神屋町）☎88－7501・FAX88－7502

18歳以上（者）…県中央児童・障害者相談センター（名古屋市中区）☎052－961－7253・FAX052－
950－2355

◆心の健康福祉相談（要予約）◆　精神科医師などによる心の健康福祉相談　
と　き ▼毎月第4水・木曜日午後2時～ 4時
ところ・問い合わせ ▼障がい福祉課☎85－6186・FAX84－5764
◆精神保健福祉相談、メンタルヘルス相談◆　自殺・ひきこもり・うつなど心の健康相談　
と　き ▼毎週月～金曜日午前9時～正午、午後1時～ 4時30分
ところ・問い合わせ ▼春日井保健所（柏井町）☎31－2188・FAX34－3781
◆難病相談室◆　難病についての各種専門相談について
と　き ▼医師による医療相談…午後2時～ 5時（完全予約制）

ソーシャルワーカーによる療養・生活相談…月～金曜日午前9時～午後4時
ところ・問い合わせ ▼県医師会難病相談室（名古屋市中区、医師会館内）☎ 052－241－4144

名　　　称 対　　象　　者

特別児童扶養手当 20歳未満で在宅の重度・中度の障がい児を養育している人

障がい児福祉手当 20歳未満で在宅の常時介護が必要な重度障がい児

特別障がい者手当 20歳以上で在宅の常時介護が必要な重度障がい者

在宅重度障がい者手当 在宅の重度の身体および知的障がい者

心身障がい者扶助料
身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を持って
いる人で、市内に引き続き1年以上住んでいる人

特定疾患り患者等健康管理手当
特定疾患り患者や小児慢性特定疾患り患者、原子爆弾被爆による　
医療特別手当・健康管理手当・保健手当を受けている人 （毎年更新
手続きが必要）



（注）住民税の住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）を受ける人は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に記
載されている年末残高の金額を控えておいてください。住民税の住宅借入金等特別税額控除申告書に記入していただきます。

給与所得者の所得税は、源泉徴収によりあらかじめ毎月の給与やボーナスから差し引いて徴収されています。
年末調整とは、その年の最後の給与などで所得税の過不足を精算する手続きをいいます。

　下表の控除申告書などを勤務先に提出すれば配
偶者控除や生命保険料控除などの控除が受けられ
ます。
　多くの給与所得者は、年末調整をすることに
よって1年間の所得税の納税が完了し、確定申告
をする必要はありません。年末調整は、確定申告
に代わる手続きです。

　給与所得者でも、次のような
人は確定申告をしなければなり
ません。
○給与の年収が2000万円を超える人
○給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20
　万円を超える人
○給与を2か所以上から受けていて一定の要件に
　該当する人

給与所得者の扶養控除
等(異動)申告書

控除の対象になる配偶者や扶養親族が、結婚や出産、就職などで、今年当初に提出した内容に異
動があった場合に、必要事項を記入して提出し直すものです。
控除になる配偶者や扶養親族は、今年中の合計所得金額が38万円以下の人です。また、障がい者
や寡婦、寡夫、勤労学生の各控除について、異動・訂正などがある場合も、申告書を勤務先へ提
出し直してください。
※合計所得金額が38万円以下とは、①給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円以下②公
的年金等（雑所得）だけの場合は65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下

給与所得者の住宅借入
金等特別控除申告書

最初の年分は確定申告で控除を受けますが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
年末調整で控除を受けるためには、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に住所地の所轄
税務署長が発行した「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関などが発行した
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付(注)して、勤務先へ提出してください。

給与所得者の保険料控
除申告書兼給与所得者
の配偶者特別控除申告
書

保険料控除申告書は、今年中に支払った生命保険料や地震保険料（旧長期損害保険料）、社会保険料、
小規模企業共済等掛金を記入して、勤務先へ提出するものです。
配偶者特別控除申告書は、給与所得者の今年中の合計所得見積額が1000万円（給与所得だけの場
合は給与の収入金額が約1231万円）以下で、配偶者の今年中の合計所得見積額が38万円を超え、76
万円（給与所得だけの場合は給与の収入金額が141万円）未満の場合に提出するものです。

種 類 内 容

　給与所得者本人に配偶者がいる場合に、配偶者
の合計所得が38万円以下（配偶者がパートで働く
場合では、収入が103万円以下）であれば、配偶者
控除を受けることができます。
　また、配偶者のパート収入が103万円を超えて
いても141万円未満であれば、配偶者特別控除を
受けることができます。ただし、配偶者特別控除は、
給与所得者本人の合計所得金額が1000万円（給与
収入で約1231万円）を超える人は受けられません。

配偶者控除と配偶者特別控除

年末調整に必要な給与所得者の控除申告書

年末調整をすることで
控除が受けられます

確定申告を
しなければならない人

※「配偶者控除」の適用を受けている人は、「配偶者特別控除」
　の適用を受けることができません。

※医療費控除や寄附金控除、雑損控除、初年度の住宅借入金等特別控除については、確定申告で控除を受け
ることになります。

単位：万円38

38
（103）

76
（141）

36

31

26
21

16

11

6

3

合計所得金額
（給与収入金額）

0

配偶者特別控除
最高38万円

配偶者控除38万円

控
除
額
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住民税の住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）について
　平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人で、所得税の額から控除しきれなかった住
宅借入金等特別控除額がある人は、住民税から控除することができます。勤務先から発行される源泉
徴収票の摘要欄に記載される「住宅借入金等特別控除可能額」に0円以外の金額が書かれている場合は、
市へ毎年3月15日（平成21年は3月16日（月））までに住宅借入金等特別税額控除申告書を提出してくださ
い。翌年度分（平成21年度分）の住民税から控除します。
（注）所得税の確定申告を提出する場合には、申告時に提出することができます。

　給与所得者本人および配偶者控除や扶養
控除の対象となる親族が障がい者であると
きは、障がい者控除（27万円、特別障がい
者は40万円）を受けることができます。
　また、介護保険制度に基づく要介護認定
（要介護1～5）を受けている65歳以上の人
は、障がい者手帳の交付を受けていなくて
も、税法上の障がい者控除の適用を受けら
れる場合があります。控除を受ける人は、
介護保険課で障がい者控除対象者認定書の
交付を受けて、年末調整の手続きをしてく
ださい。

　納付した国民年金保険料を社会保険料控除として申告
する場合に、1年間に納付（納付見込みを含む）した保険料
額を証明する書類の添付が必要です。このため、1年間に
納付した国民年金保険料額を証明する「社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書」（はがき）が、社会保険庁から11
月初旬に送付されます。証明される内容は、1月から9月
30日までに納付された保険料額と年内に納付が見込まれ
る場合の納付見込額です。また、年の途中から国民年金
に加入した場合など、10月1日以降に本年初めて保険料を
納付する人については、翌年2月初旬に同様の証明書が送
付されます。年末調整か確定申告の手続きの際には、必
ずこの証明書か領収書を添付してください。

障がい者控除 国民年金保険料を
社会保険料控除として申告する人

　課税される所得金額は、パートの年収から給与所得控除額（最低65万円）や基
礎控除額（所得税38万円、住民税では33万円）などの所得控除額を差し引いた残
額になります。
　控除額が基礎控除額だけの場合、パート収入にかかる税金と配偶者（特別）控
除の関係は次のようになります。

住民税（所得割）が 住民税（均等割）が
配偶者控除を 配偶者特別控除を

所得税が

かからない

かかる
かかる

かかる

受けられる 受けられない

受けられない

かからない
かからない

受けられる
受けられない

パ ー ト 収 入 に
パートの年収

97万円以下
97万円超　100万円以下
100万円超　103万円以下
103万円超　141万円未満
141万円以上

年収により
異なります

パート収入と税

問い合わせ▶所得税…小牧税務署(☎72－2111)、住民税(市・県民税) …市民税課(☎85－6093)、障が
い者控除対象者認定書…介護保険課(☎85－6199)、国民年金保険料控除証明書…専用ダ
イヤル(☎0570－070－117)　

年収により
異なります

広報春日井11月15日号 7
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地球環境の保全①

自動車使用に伴う環境負荷の低減

〇排出ガスや騒音、燃料消費の低減を図
　り、自動車公害や地球温暖化などを防
　止するため、徒歩や自転車の利用に努
　め、自動車の合理的な使用、必要な整備、
　適正な運転（エコドライブ）をしましょ
　う。

自動車公害の防止（第19条）

〇排出ガスや騒音を防止するため、自動 
　車を駐停車するときは、アイドリング・
　ストップに努めましょう。
〇駐車スペースが200㎡（約16台）以上の
　駐車場の設置者は、駐車場利用者に対
　し、看板などによりアイドリング・ス
　トップを周知しましょう。

アイドリング・ストップ（第20～21条）

〇安易な自動車利用を避け、徒歩
　や自転車、公共交通機関の利用
　（エコ通勤など）に努めましょう。

公共交通機関の利用の促進（第23条）

〇自動車を購入するときは、低公
　害車や燃費のよい自動車を選択
　するようにしましょう。

低公害車の購入等の推進（第22条）

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）
売り子としてわたしも参加しまし

た

有料広告募集のお知らせ有料広告募集のお知らせ
市民病院を利用する外来患者や入院患者に発
行する納入通知書兼領収書に掲載する広告を
募集します。
広告掲載位置 ▼裏面
規　格 ▼1色刷（色指定不可）縦85㎜×横120㎜
枠　数 ▼2枠
掲載基準 ▼市広告掲載要綱および春日井市民病

院納入通知書兼領収書広告掲載要領
作成部数 ▼1単位（外来用10万枚、入院用5000枚）

※申し込みは3単位が上限。1単位は
およそ3か月分

掲載料 ▼1枠・1単位、10万5000円
提供期間 ▼平成21年2月から
申し込み ▼12月15日（月）までに、申込書（市ホ

ームページに用意）に必要事項を記
入して、広告の案を添えて、市役所
執務時間中に直接、市民病院医事課
（☎57－0080）へ　※応募者多数の場
合は審査後、抽選により決定

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
seisaku/koukokujigyou/koukokujigyouno.html

　市制65周年を記念して、書の
まち春日井マスコット「道風く
ん」を新しくしました。10月18日
（土）～ 19日（日）の春日井まつり
で行われた市民投票の結果、最
多票を獲得した吉田有里さんの
作品が、原画に決定しました。今後は春日井の
PRのために活用していきます。
※デザインは、一部変更になる場合あり

問い合わせ▶文化課（☎85－6079）

8 広報春日井11月15日号
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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

売り子としてわたしも参加しまし
た

売り子としてわたしも参加しまし
た

売り子としてわたしも参加しまし
た

「市民との『協働』による再生への模
索」

　財政破たんした夕張市では、
各種補助金がす

べて廃止されました。市民団体
などの活動を支

えているのは、寄附金条例によ
り集められた「幸

福の黄色いハンカチ基金事業」の
助成です。

　現在、行政サービスの大幅な
削減と公務員の

スリム化を伴う「財政再建計画
」が粛々と進めら

れています。その一方で、炭鉱
時代から依存体

質が強かったといわれる市民自
らが中心となっ

て、市民との「協働」による再生
への模索が始ま

っています。
　「幸福の黄色いハンカチ」に寄

せられた夕張の

再生への願いや希望がいつの日
か実現されるこ

とを信じて、多くの人々の挑戦
が続いています。

　春日井まつりでの「がんばれ
夕張物産展」の収

益などはすべて同基金に寄附さ
せていただきま

した。ありがとうございました
。

市では、市民生活や事業活動に重大な影響を与える計画や条例などの策定・改廃に当たり、趣旨や目的、
内容を案の段階で公表し、皆さんからの意見を募集します。

　計画案は、各担当課、市ホームページ、市役所情報コーナー、坂下出張所、東部市民センター、各ふれ
あいセンター、各公民館、レディヤンかすがい、総合福祉センターで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/publiccomment/publiccomment.html

名　　称 食育推進計画中間案 高齢者総合福祉計画中間案 障がい者総合福祉計画中間案

内　　容 食育に関する施策を総合的かつ計
画的に推進するための計画です。

高齢者福祉事業および介護保険事
業の総合的な推進を図るための計
画です。

障がい者施策の総合的かつ計画的
な推進を図るための計画および障
がい福祉サービスの見込み量確保
のための方策などの計画です。

募集期間 11月15日（土）～ 12月15日（月）〈必着〉

提 出 先

直接か郵送、ファクス、Ｅメールで意見、住所、氏名を書いて、〒486－8686春日井市役所各担当課へ（直
接の場合は市役所執務時間中）　※意見に対する個別の回答はしません。また、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。

農政課
☎85－6236、FAX84－8731
Ｅメール
nose@city.kasugai.lg.jp

高齢福祉課
☎85－6198、FAX84－5764
Ｅメール
fukushi@city.kasugai.lg.jp

障がい福祉課
☎85－6186、FAX84－5764
Ｅメール
shogaifk@city.kasugai.lg.jp

市民意見を募集します市民意見を募集します市民意見を募集します市民意見を募集します市民意見を募集します
パブリックコメント

9広報春日井11月15日号



こんなことをこんなことを
していませんか？していませんか？
されていませんか？されていませんか？

こんなことを
していませんか？
されていませんか？

問い合わせ▶市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152）

皆さんは、DV（ドメスティック・バイオレンス）という言葉を聞いたこと
がありますか？DVとは、一般的には配偶者や恋人など、親密な関係にあ
る（またはあった）者から振るわれる、さまざまな暴力のことです。これは
決して大人だけの問題ではなく、若い世代でも起きており、これを「デー
トＤＶ」と言います。あなたも気付かないうちにＤＶの被害者や加害者に
なっているかもしれません。もう一度自分の行動を振り返ってみましょう。

　右の表は市内の高校２年
生を対象に行った市民意識
調査結果の一部です。デー
トＤＶにつながるような経
験をした人が何人もいるこ
とから、決して他人事では
なく身近な問題であること
が分かります。

【性的な暴力】
○相手が嫌がるのに性行為を
　強要する
○性行為に応じないと不機嫌
　になる
○嫌がっているのにポルノな
　どを無理やり見せる　など

【身体的暴力】
○相手に向かって物を投げる
○髪の毛をつかんで引っ張る
○なぐる、ける、たたく　など

【言葉での暴力・精神的暴力】
○相手に向かってばかにした言
　葉や汚い言葉を使う（ばか、　
　デブなど）
○すぐ不機嫌になる、無視する
　　など

【経済的な暴力】
○デート費用などいつもお金を払わせる
○無理やり物を買わせる
○借りたお金を返さない　など

【行動の制限】
○相手の携帯電話のメールを勝手
　にチェックしたり、アドレスを
　消したりする
○行動や服装などを細かくチェッ
　クしたり指示したりする　など

束縛は愛情ではありません。ＤＶをなくすには、
お互いに対等な存在であることを認め合うことが大切です。

市の相談窓口
　ドメスティック・バイオレンス（DV）相談（18ページ）、
レディヤンかすがい相談室（20ページ）を見てください。
県女性相談センター（女性悩みごと電話相談）（☎052－913
－3300）
相談時間▶午前9時～午後9時（土・日曜日、祝休日、年末年
　　　　始は休み）
春日井警察署（☎56－0110）

市では、ＤＶの防止やＤＶ被害者の支援を
積極的・効果的に推進するためにＤＶ対
策基本計画の策定を進めています。ぜひ、
皆さんの意見を聞かせてください。
ホームページ　http://www.city.
kasugai.lg.jp/sankaku/publiccomment/
publiccomment.html

お知らせ

男女共同参画に関する市民意識調査報告書（H19.3）より　※抜粋数字は%、小数点以下2位を四捨五入

【デートDVをされた経験】
30

メールや携帯電話で何をしているか聞きたがる
勝手にメールを見たりする

友人との付き合いに干渉、またはさせない
つきまとったり異常なメールや着信がある

キスや性的行為を強くせまる
暴力をふるう高校生男性757人

12.5

2030
（％）

10 0

9.8

4.8

2.9

2.6

0.8

20100

25.6

9.1

8.8

9.5

12.2

2.2 高校生女性673人
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道風展入賞者
　全国書道展覧会の道風展に、一般部408点、学
生部6860点の出品がありました。主な入賞者は次
の皆さんです。(敬称略)
文部科学大臣奨励賞▶○一般詩文…川本大幽(名

古屋市守山区)○一般少字数…梅村鉄明
(名古屋市守山区)○学生条幅…市谷優実
(春日井西高3)

県知事賞▶ ○一般漢字…大野樹抱(味美白山町)○一
般かな…太田邦泉(刈谷市)○学生条幅…
大田結子(小野小6)、加藤怜(中部中3)○
学生半紙…川島渚(松原中3)、垂見麻央(名
古屋市瑞陵高3)、羽田地玲菜(小野小6)

市長賞▶ ○一般漢字…宮部采蓮(安城市)、古荘翠
雨(押沢台)○一般かな…小寺須美子(瑞穂
通)○一般近代詩文…大橋幽徑(角崎町)○
一般少字数…小島初美(東海市)○学生条
幅…鈴木仁美(名古屋市名古屋女子大中
2)、鈴木康成(名古屋市向陽高3)、永田美
織(西尾市寺津小6)○学生半紙…大田結
子(小野小6)、酒向美伶(岐阜県美濃加茂
市美濃加茂高3)、松本大輝(松原中2)

第60回記念賞▶○一般漢字…河地栖雲(中央通)、
堀田智洋(愛西市)○一般かな…中西笙月
(日進市)○一般近代詩文…小川岳南(穴橋
町)○一般少字数…伊藤井翠(鳥居松町)○
学生条幅…伊藤晴奈(春日井西高3)、小林
優里奈(知多郡東浦町生路小5)、澤井彩(柏
原中3)○学生半紙…勝間啓介(勝川小5)、
加藤怜(中部中3)、長谷川結(名古屋市千
種高2)

市民文化財団理事長賞▶○一般漢字…伊藤友香
(名古屋市守山区)、向山青泉(名古屋市中
区)○一般かな…高木ゆい(名古屋市瑞穂
区)○一般近代詩文…園原玉麗(名古屋市
中村区)○一般少字数…中野万敬(八事町)
○学生条幅…近藤美結(西山小5)、長谷川
結(名古屋市千種高2)、山崎天恵(石尾台
中1)○学生半紙…加藤麻菜美(篠原小5)、
丹羽菜緒(柏原中1)、山口実咲(春日井西
高2)

問い合わせ▶ 文化フォーラム春日井内、道風展事務局
(☎85－6868)

松河戸土地区画整理審議会の公開
と き▶ 11月26日(水)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 都市整備課(☎85－6306)

クリスマス飾りとイルミネーションの点灯
　緑と花の休憩所をクリスマス飾りにしました。
イルミネーションの点灯時間は、11月26日(水)か
ら12月25日(木)〈月曜日は除く〉の午後4時から6時
です。　※この期間は閉園時間を午後5時から6時
に延長
問い合わせ▶ グリーンピア春日井(☎92－8711)

12月1日～10日は年末の交通安全運動
○飲酒運転を根絶しよう○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○め
いわく駐車を追放しよう
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)

12月～3月生まれ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。12月・1月生まれ
の人の案内は11月下旬に、2月・3月生まれの人の
案内は12月上旬に発送する予定です。
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6172)

12月の献血
とき ところ

6(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
13(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ南館1階南出入口

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)

日本赤十字社社資募集のお礼
　5月の赤十字社員増強月間には、各区・町内会
をはじめとする皆さんの協力で、目標を上回る5
万2096件、2641万1311円の納入がありました。
　社資は、災害救助活動などの資金に活用させて
いただきます。
問い合わせ▶ 生活医療課内、日本赤十字社春日井地区

(☎85－6191)

義援金のお礼
　愛知県集中豪雨災害に対する義援金募集活動を
行ったところ、22万2022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)
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ジェンダー絵手紙入賞作品が決定
　応募作品60点から入賞23点が選ばれ、11月8日
(土)第7回かすがい男女共同参画市民フォーラム
において表彰されました。最優秀・優秀賞は次の
とおりです。
最優秀賞▶ 鬼頭克治(押沢台)
優秀賞▶ 池田ふじの(下市場町)、平川要(西尾町)
問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－

6152)

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)

読み聞かせの会
と き▶ 11月22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

わくわく工作ランド
と き▶ 11月23日(祝)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ クリスマスグッズを作る
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

映画会
と き▶ 11月23日(祝)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマン95｣
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)

青少年健全育成市民大会
と き▶ 11月26日(水)午後1時30分～ 4時(開場1時)
ところ▶ 市民会館
内 容▶ ○表彰(功労者、作品、運動・文化・善行、

メッセージ)○講演｢今、子どもたちが思
っていること…大人の知らない子どもた
ち｣家田荘子

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

グリーンピアコンサート
高蔵寺混声合唱団コンサート
と き▶ 12月7日(日)午後2時～ 3時
出 演▶ 高蔵寺混声合唱団
曲 目▶ ｢聖しこの夜｣｢ブルークリスマス｣｢ホワ

イトクリスマス｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 11月30日(日)午前10時～正午受け付け、

午後3時～ 4時か12月7日(日)引き渡し
定 員▶ 40人(先着順)　※今まで利用したことが

ない人で1人1点に限定
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

冬のファミリーキャンプ
と き▶ 12月6日(土)午前10時30分～ 7日(日)正午
内 容▶ 家族でクリスマスリース作りや冬の星座

観察、もちつきなどの活動を通じて、ア
ウトドアを楽しむ

対象・定員▶ 小学生を含む家族・25組(超えたときは
抽選)

費 用▶ 参加料大人3000円、小学生以下2000円
ところ・申し込み▶11月27日(木)〈必着〉までに、

往復はがきに催し名、参加者全員の住所
・氏名・年齢・電話番号を書いて、〒487
－0031廻間町1102－1、少年自然の家(☎
92－8211)へ

ミニコンサート～ハンドベル演奏
と き▶ 12月7日(日)午後3時～ 3時20分
出 演▶ ベル春日井
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

最優秀賞作品
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紙芝居とお話を聞く会12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)

12(金)・26(金)11：00～

図書館

3(水)11：00～、6(土)・13(土)
・20(土)・27(土)15：00～、
10(水)・17(水)・24(水)15：30
～

東部市民センター 5(金)・12(金)・19(金)・26(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 13(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 13(土)14：00～
南部ふれあいセンター 17(水)15：30～
西部ふれあいセンター 13(土)11：00～
知多公民館 3(水)15：30～
鷹来公民館 13(土)13：30～
坂下公民館 6(土)14：00～
中央公民館 休み
グリーンパレス春日井 20(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

歯の健康教室
と き▶ 12月7日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター、保健センター
内 容▶ 歯科検診、だ液検査・フッ化物塗布(乳

幼児のみ)、歯科相談、歯科保健指導な
ど　※フッ化物塗布希望者は300円必要

対 象▶ 就学前の乳幼児とその保護者
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6164)

広報新年号裏表紙を飾る年賀状
　師走も近づき、年賀状の準備をする時季となり
ました。平成21年1月1日号の裏表紙で、皆さんか
らの年賀状をカラーで紹介します。個性あふれる
力作や秀作を待っています。
応 募▶ 1人1作品で12月1日(月)〈必着〉までに、

住所、氏名、電話番号を書いて、〒486
－8686春日井市役所広報広聴課(☎85－
6036)へ　※年賀はがきで応募しないで
ください(元旦に届いてしまいます)。昨
年採用された人の応募は不可。また、応
募作品は返却不可

ファミリー・サポート・センターの会員
　ファミリー・サポート・センターは、子育ての
援助を受けたい人(依頼会員)と、子育ての援助を
したい人(援助会員)とがお互いに助け合う会員組
織です。
対 象▶ ○依頼会員…0歳～小学6年生の子どもが

いる市内在住か在勤、在学の人○援助会
員…市内在住の自宅で子どもを預かるこ
とができる人　※依頼会員・援助会員と
もに講習会の受講が必要。資格や経験、
性別、年齢は不問

報 酬▶ 活動に当たって、依頼会員は援助会員に
センターが定めた報酬の支払いが必要

会員になるための講習会
と き▶ 12月15日(月)午後1時～ 5時
内 容▶ 子どもの体と病気、心理、安全と応急手

当てなど、会員活動に必要な知識を学ぶ
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 11月16日(日) ～ 30日(日)に、証明写真(縦

4㎝×横3㎝)2枚と印鑑を持って、かすが
いげんきっ子センター内、ファミリー・
サポート・センター (☎35－3516)へ

市民卓球大会と一万人卓球大会
と き▶ 12月14日(日)午前9時～午後5時
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
持ち物▶ユニフォーム、上靴、ラケット、ゼッケ

ン
ところ・申し込み▶11月26日(水)〈必着〉までに、

はがきに大会名、種目、住所、氏名、年
齢、電話番号を書いて、〒486－0804鷹
来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎34－1655)

大会名 種目 参加料(1人)

市民卓球大会

高校生男子
各300円

高校生女子
一般男子(49歳以下)

各500円
一般女子(49歳以下)
一般男子(50歳以上)
一般女子(50歳以上)

一万人卓球大会

小学4年生以下男子

各200円

小学4年生以下女子
小学5～ 6年生男子
小学5～ 6年生女子
中学1年生男子
中学1年生女子
中学2年生男子
中学2年生女子
中学3年生男子
中学3年生女子
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子どもの家の冬季限定利用者
と き▶ 12月24日(水) ～平成21年1月6日(火)午前8

時～午後7時まで〈日曜日、12月29日(月)
～平成21年1月3日(土)は除く〉

ところ▶ ○白山(白山小学校隣☎33－5760)○八幡
(八幡小学校隣☎84－3493)○高森台(高
森山公園内☎91－5247)○石尾台(石尾台
小学校内☎91－5443)○味美(味美小学校
内☎34－2427)○東野(東野小学校内☎84
－7040)○不二(不二小学校敷地内☎52
－2050)○岩成台(岩成台小学校内☎92－
7503)○大手(大手小学校内☎85－8823)○
小野(小野小学校敷地内☎83－2329)○松
原(松原小学校内☎83－2328)○北城(北城
小学校敷地内☎83－2327)○高座(高座小
学校敷地内☎52－7588)○上条(上条小学
校敷地内☎56－7520)○西部(西部ふれあ
いセンター内☎34－8457)　※上記以外
の子どもの家は募集なし。ただし、通常
の利用の申請または辞退により状況が変
わることあり

対 象▶ 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
※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

利用料金▶ 午後4時30分まで無料、6時まで520円、7
時まで781円　※このほかにおやつ代520
円、教材費259円、傷害補償制度負担金
(指定管理者に問い合わせてください)が
必要

募集人数▶ 各若干名
申請書▶ 11月17日(月) ～ 22日(土)の午前11時30分

～午後7時(土曜日は午前8時～午後7時)
に募集する子どもの家で配布

面 接▶ 11月29日(土)までに、申請書と必要書類
を持って、児童と一緒に希望する子ども
の家へ(面接日時は申請書配布時に、各
子どもの家で調整)

指定管理者▶ 白山はじめ14施設…市社会福祉協議会
(☎84－3241)、西部子どもの家…学童保
育所イルカクラブ(☎34－8457)

西部ふれあいセンター　☎33－0808
旅の楽しさ倍増！講座・韓国編～韓国料理とスイ
ーツを作りながら、簡単な言葉を学んだり、おす
すめスポットや本場の話を聞いたりする
と き▶ 12月12日(金)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 曲愛弟
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、材料費1000円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
クリスマスのプレゼントに最適！ロマンチックな
サシェ作り(ハーブティータイム付き) ～有機栽
培のドライハーブを使って香り袋を作る
と き▶ 12月13日(土)午前10時～ 11時
講 師▶ 山口奈緒子
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、材料費800円
持ち物▶ ステンレスボウル、はさみ
 
新★感覚の絵付け体験♪オリジナルマグカップを
作ろう！～焼付専用のカラー紙を好きな形に切り
張りしてデザインする
と き▶ 12月14日(日)午前9時30分～ 11時30分
 ※陶器を焼成するため、作品は約1週間

後に受け渡し
講 師▶ 橋詰香連
対象・定員▶ 小中学生・30人(先着順)
費 用▶ 材料費700円
持ち物▶ 1ℓの牛乳パック(つぶしてないもの)、油

性ペン、はさみ、消しゴム、ぞうきん、
クラフトパンチ(ある人のみ)

 
申し込み▶ ｢旅の楽しさ倍増！講座｣は11月18日(火)

から、｢ロマンチックなサシェ作り｣は11
月19日(水)から、｢オリジナルマグカップ
を作ろう！ ｣は11月20日(木)から、電話
で

知多公民館　☎32－8988
牛乳パックを使って、おしゃれな花器作り
と き▶ 11月27日(木)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 火・水・土の会
定 員▶ 20人(先着順)
持ち物▶ 牛乳パック(開いていないもの)1個、和紙

か包装紙、はさみ、定規、木工用接着剤、
カッターナイフ

 
そば打ち教室～おいしいそばの打ち方を習い、大
みそかにはそばパーティーを開こう！
と き▶ ①12月7日(日)②12月21日(日)午前9時30分

～ 11時30分
講 師▶ 日本手打ちそば保存会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各24人(先

着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費750円
持ち物▶ エプロン、タオル、ふきん、持ち帰り用

の容器(ふた付き)
 
申し込み▶ いずれも11月19日(水)から、電話で
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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▶ 12月3日(水)・10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▶ 11月22日(土)〈必着〉までに、往復はがき

(1人1枚)に教室名(①②の別も)住所、氏
名(ふりがな)、年齢、電話番号を書いて
〒486－0913柏原町1－97－1へ

東部市民センター　☎92－8511
手打ちそばづくり～家庭でできる本格的な手打ち
そばを作る
と き▶ 12月20日(土)午前9時30分～午後1時
講 師▶ 日本手打そば保存会
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500円
持ち物▶ エプロン、タオル、ふきん、持ち帰り用

の容器(ふた付き)
申し込み▶ 12月2日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒487－0011
中央台2－2－1へ

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
クリスマスは手作りケーキで～丸太形のブッシュ
ドノエルケーキを作る
と き▶ 12月24日(水)午前10時～午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費1500円
申し込み▶ 12月1日(月)〈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〒487－0013高
蔵寺町3－2－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
籐で作る羽子板飾り
と き▶ 12月14日(日)午後1時30分～ 4時 
講 師▶ 松本芙三子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ はさみ、ペンチ、持ち帰り用の袋
申し込み▶ 11月19日(水)から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
シーボンアート教室～クリスマスツリーのランプ
シェードを作る
と き▶ 12月4日(木)・11日(木)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 木造峰子
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2000円
持ち物▶ ピンセット
 
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▶ 12月6日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ なずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4㎏のぼかしを入れるビニ

ール袋、ぞうきん
 
包丁の研ぎ方教室～包丁の研ぎ方を学ぶ
と き▶ 12月13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11月18日(火)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢冬の森の宝物さがし｣～見通
しの良くなった冬の森で自然の宝物探しをしなが
ら散歩を楽しむ
と き▶ 12月5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▶ 11月27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)、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

南部ふれあいセンター　☎85－7878
ぼかし作り教室～生ごみを堆肥(たいひ)にするぼ
かしを作る
と き▶ 12月12日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ なずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4kgのぼかしを入れるビニ

ール袋
申し込み▶ 11月19日(水)から、直接か電話で
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環境政策課　☎85－6216
使わなくなったハンカチなどで作る布雑貨
と き▶ 12月19日(金)午前10時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 布雑貨作家 hand's(ハンズ)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
持ち物▶ 裁縫道具、不用になった大判ハンカチな

ど
申し込み▶ 11月18日(火)から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
冬の工作教室～クリスマスの飾りを作る
と き▶ 12月7日(日)午後2時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(先着順)
申し込み▶ 11月19日(水)午前9時から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
男性のためのセミナー～積極的に地域に帰る、地
域で実る
と き▶ 12月6日(土)・20日(土)、平成21年1月10日

(土)〈3回〉午前10時30分～正午
講 師▶ 上鵜瀬孝志ほか
対 象▶ 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750円
申し込み▶ 11月27日(木)〈必着〉までに往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒486－0844鳥居松
町2－247へ

落合公園管理棟　☎56－0414
盆栽講習会～松竹梅の寄せ植え作りを学ぶ
と き▶ 12月7日(日)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 石井口丸男
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350円、教材費3750円
持ち物▶ ゴム手袋、エプロン、園芸ばさみ、持ち

帰り用の袋
申し込み▶ 11月30日(日)〈必着〉までに、往復はがき(1

人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0817
東野町字落合池1へ

鷹来公民館　☎84－7071
正月用の生け花教室
と き▶ 12月25日(木)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 松久恵美子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 11月20日(木)から、電話で

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▶ 12月2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7月～ 8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▶ ①12月3日(水)②12月10日(水)③12月17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、

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▶ 12月4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20年2月～ 3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
 
市民健康づくり講座｢高齢者とくすり｣～薬とう
まく付き合おう
と き▶ 12月14日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
講 師▶ 薬剤師・塚本知男
定 員▶ 80人(先着順)
 
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▶ 12月21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
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順)　※妊婦疑似体験コーナーあり
持ち物▶ 母子健康手帳
 
ヘルスメイト養成講座～料理教室や食育教室で調
理・歌・劇などあなたの趣味や特技を生かして、
食を通したボランティア活動をしてみませんか？
と き▶ 平成21年1月23日～ 3月13日の毎週金曜

日(2月13日を除く7回)午前9時30分～午
後1時

ところ▶ 西部ふれあいセンター
講 師▶ 管理栄養士、健康運動指導士、保健師な

ど
対象・定員▶ 市内在住で講座修了後、市食生活改善協

議会の会員(ヘルスメイト)になり、協議
会や市の事業にボランティアとして活動
できる人・30人

費 用▶ 受講料2000円
 
申し込み▶ ｢モグモグ健康教室｣は11月18日(火)か

ら、｢カミカミ健康教室｣は11月19日(水)
から、｢市民健康づくり講座｣は11月20日
(木)から、｢日曜パパママ教室｣は11月21
日(金)から電話で、｢ヘルスメイト養成講
座は12月1日(月)〈必着〉までに往復はが
きに講座名、住所、氏名、生年月日、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　☎85－6187
高齢者筋力向上トレーニング教室～一人一人のプ
ログラムを作成して柔軟性やバランス能力を養う
と き▶ 平成21年1月6日～ 3月27日の毎週火・金

曜日(3月20日を除く23回)午前10時～11時
30分

ところ▶ 第一介護サービスセンター
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上で、次のすべてに該

当する人○介護保険法による要介護認定
と要支援認定を受けていない○医師から
トレーニングを禁止されていない○全日
程参加できる・10人　※保健師による事
前面接あり

費 用▶ 受講料1000円(傷害保険料などを含む)
申し込み▶ 11月25日(火)までに、電話で

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
健康寿命を延ばすために気をつけること
と き▶ 11月28日(金)午後1時30分～ 3時
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 医師・福井雅子
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 医師会地域包括支援センター (☎89－

3027)へ

転倒骨折予防教室～人生丸く送りましょう
と き▶ 11月28日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 古川加代
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
 
続・健康体操やヨガで健やかな毎日を！
と き▶ 12月10日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 知多公民館
講 師▶ 平野喜久子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター勝川(☎33－8236)

へ
 
口腔(こうくう)ケアして元気で長生き
と き▶ 12月11日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 歯科医師・森山隆平
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛

(☎51－1840)へ

消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を
使った応急手当て
と き▶ 12月21日(日)午前9時～正午
ところ▶ 味美ふれあいセンター
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▶ 11月19日(水)から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
卓球教室
と き▶ ①平成21年1月8日～ 29日の毎週木曜日(4

回)午後4時～ 5時 ②平成21年1月10日～
31日の毎週土曜日(4回)午前9時～ 10時

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

申し込み▶ 11月30日(日)〈消印有効〉までに、往復は
がきに教室名(①②の別も)、住所、氏名(ふ
りがな)、学校名、学年、保護者名、電
話番号を書いて、〒486－0945勝川町8－
2858－1(☎35－3501)へ



18 広報春日井11月15日号

市体育協会の講座
硬式テニス初級者教室
と き▶ 12月14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▶ 12月6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)

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 12月3日(水) ～ 7日(日)〈毎日〉午前8時30

分～午後5時
登録される人▶昭和63年12月2日までに生まれ、

平成20年9月1日までに春日井市に転入の
届け出をし、その日から登録基準日まで
引き続き住民基本台帳に記録されている
人

登録基準日▶ 平成20年12月1日
登録日▶ 平成20年12月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－

5111)

市税等の納期限・納税相談
国民健康保険税6期・介護保険料5期・後期高齢
者医療保険料4期
　納期限は12月1日(月)です。最寄りの金融機関や
コンビニエンスストアで納付してください。また、
便利な｢口座振替｣を利用してください。口座振替
の人は、預貯金残高を確認してください。
日曜収納・納税相談窓口
と き▶ 11月30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)

平成21年度の償却資産申告書を郵送
　償却資産の申告書を12月初旬に郵送しますの
で、早めに申告してください。この申告は、平成
21年1月1日現在で、市内に事業用の資産(構築物
・機械・器具・備品など)を所有している個人や法

人が対象です。なお、今年新たに事業を始め、償
却資産を取得した人で、申告書が届かない場合は、
連絡してください。
申告期限▶ 平成21年2月2日(月)
問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6101)

減価償却資産の耐用年数の改正
　平成20年度税制改正により耐用年数省令が見直
され、減価償却資産の耐用年数が大幅に改正され
ました。特に、第2種(機械および装置)については、
資産区分が390区分から55区分となり、大きく改
正が行われました。
平成21年度の評価額について
○平成20年中に取得した資産…(取得価額)×(改正
後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率)＝(平
成21年度評価額)○平成19年以前に取得した資産
…(平成20年度評価額)×(改正後の耐用年数に応じ
た減価残存率)＝(平成21年度評価額)　※資産の取
得当初にさかのぼって改正後の耐用年数を用いて
再計算するものではありません。
平成21年度償却資産の申告について
　耐用年数改正に該当する資産を持っている人
は、改正後の耐用年数を用いて申告してください。
独自に電算申告を行っている事業所は、平成21年
度評価額が、前年度(平成20年度)の評価額に改正
後の耐用年数を用いて算出されているか確認して
ください。
問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6101)

23日 (祝 )・29日 (月 )～31日 (水 )は一部を除き休みます。

月の生活相談12
この情報は毎月15日号で掲載しています。

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

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) 10(水) 17：00～

21：00 56－1943
ＮＰＯ相談(予約制) 27(土) 10：00～

12：00、
13：00～
16：00

ボランティア相談 火～金曜日 84－3600
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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)

母乳相談
日・曜日 ところ 時間

1(月)・24(水) 健康管理センター 10：00～
11：009(火)・19(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　

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

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。

乳幼児健康・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

12(金) 健康管理センター 10：00～
11：0019(金) 保健センター

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

外国人相談
日・
曜日 時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語 3(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 10(水)
スペイン語 17(水)
ポルトガル語 24(水)
英語
フィリピノ語 7(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 14(日)

中国語 21(日)
英語
ポルトガル語 28(日)

総合健康相談
とき ところ

3(水)・17(水)　
10：00～ 12：00 保健センター

8(月)・22(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

介護相談
とき ところ

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

申し込み▶ 介護保険課(☎85－6182)へ
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1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

5(金)・18(木) 健康管理センター 10：00～
11：0011(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12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)

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

4(木)・18(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

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 1(月)・15(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 2(火)

消 費 生 活 月～金曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：00

行 政 9(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 3(水)
登 記(面 接のみ、予約制) 12(金)
建 築 火曜日
多重債務(面接のみ、予約制) 18(木)

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

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

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)

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
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12月の認定産業医による健康相談
とき ところ

16(火)14：00～ 15：30 春日井商工会議所
21(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井

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

危険物取扱者試験
月 日▶ 平成21年1月25日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
内 容▶ 甲種、乙種4類、丙種
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 12月8日(月) ～ 16日(火)の受付期間内に、

受験願書〈消防本部、消防署、各出張所
で11月21日(金)から配布〉に記入して、郵
送か直接、〒461－0011名古屋市東区白
壁1－50、消防試験研究センター愛知県
支部へ

予備講習会
と き▶ 平成21年1月15日(木)午前9時30分～午後

4時30分
ところ▶ 県勤労会館(名古屋市昭和区)
費 用▶ 受講料4000円、教材費4000円(テキスト

のみの購入も可)
問い合わせ▶ いずれも予防課(☎85－6387)

愛知万博メモリアル
①愛知駅伝②愛知ふるさと市
と き▶ ①12月6日(土)午後0時30分から(予定)②12

月6日(土)午前10時～午後4時　※雨天決
行

ところ▶ 愛・地球博記念公園(愛知郡長久手町)
内 容▶ ①県内市町村61チームが市と町村の部に

分かれて9区間29.7㎞を競走②22の市町
村が地元の特産品を出展

問い合わせ▶ 愛知駅伝事務局(☎052－954－1167)

労働時間適正化キャンペーン無料電話相談
　11月は、労働時間適正化キャンペーンが全国一
斉に行われます。期間中の11月22日(土)9時から17
時には、愛知労働局の担当官が長時間労働による
健康障害の防止や賃金不払い残業に係る電話無料
相談を実施します。
と き▶ 11月22日(土)午前9時～午後5時
相談先▶ ☎0120－897－713(フリーダイヤル)

12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〉 9(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 18(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/

中小企業基盤整備機構から共済制度の案内
　小規模企業の経営者のための退職金制度として
小規模企業共済制度があり、また、取引先の倒産
で経営悪化の危機に直面してしまったときに資金
を借入れることができる経営セーフティ共済があ
ります。
ホームページ　http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.
html
問い合わせ▶ 中小企業基盤整備機構共済相談室(☎050

－5541－7171)

守ろうルールなくそう偽装請負！
　愛知労働局は、請負・派遣事業の適正化推進の
ためのキャンペーンを10月から12月までの間、東
海4労働局合同で実施しています。キャンペーン
中は派遣元、派遣先、請負発注者、請負受託者を
対象に集団研修会を開催するほか、自主点検活動
の促進、需給調整事業部、労働基準監督署による
集中的個別指導または、合同臨検指導、隣接労働
局との合同臨検指導が行われます。
ホームページ　http://www.aichi－rodo.go.jp/

うつ病家族セミナー
　県春日井保健所では、うつ病の患者を抱える家
族に、病気についての知識や接し方について学ぶ
ことにより、患者の回復を助け、また家族の不安
やストレスを軽減できるようセミナーを開催しま
す。
と き▶ 12月19日(金)午後2時～ 3時45分
ところ▶ 県春日井保健所
講 演▶ うつ病患者を支える家族の接し方を学ぶ
対象・定員▶ 春日井市か小牧市在住でうつ病と診断さ

れ治療中の患者の家族・30人(先着順)
申し込み▶ 11月18日(火)から、県春日井保健所(☎31

－2188)へ
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民謡発表会
とき▶11月23日（祝）午前10時30分～午後4時30
分（10時開場）　ところ▶市民会館　内容▶日本
全国の民謡と日本舞踊の発表　問い合わせ▶須
甲音会・山内（☎31－8707）
･･････････････････････････････････････････
Ｃ型肝炎市民公開講座
とき▶11月30日（日）午後2時～ 4時（1時30分開
場）　ところ▶ホテルプラザ勝川　内容▶Ｃ型
肝炎の知識や最新の話題と治療について専門医
が講演を行う　定員▶250人（先着順）　問い合
わせ▶木下（☎052－973－0371）

かすがい人形劇フェスティバル2008
とき▶12月14日（日）①午前10時30分～正午（10
時開場）②正午～午後1時30分③午後2時～ 3時
30分（1時30分開場）　ところ▶文化フォーラム
・視聴覚ホールと交流アトリウム　内容▶①③
プロやアマチュアの人形劇団による人形劇②工
作や折り紙を作って遊ぼう　対象・定員▶①③
は市内在住の人・各200人（先着順）　入場料▶
①③は1公演につき大人1000円、子ども500円（前
売りは大人800円、子ども400円）　入場券▶文
化フォーラム文化情報プラザ、ローソンで販売
中　問い合わせ▶さくらぶんこ（☎・FAX91－
8152）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

落合公園管理棟 （☎56－0414）
11／15(土)～16(日) 寒蘭展示会 東海東洋蘭連盟
11／18(火)～26(水) 水墨画展 東野墨絵同好会
11／28(金)～30(日) 早咲き椿展 春日井つばき愛好会

グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 （☎92－8711）

11／15(土)～24(休) 草木染教室受講生作品展 草木染教室受講生と葉仁和
の会

11／27(木)～30(日) 四季の写真とドライフラワ
ー展 立岡邦廣、岩崎菅子

市役所市民サロン （☎85－6073）
11／17(月)～23(祝) 写真展 中央写友会
11／24(休)～30(日) 藤美会グループ展 藤美会

坂下公民館 （☎88－5555） 11／19(水)～28(金) ほとけ画展 天華会
鷹来公民館 （☎84－7071） 11／19(水)～30(日) ボールペン画展 ボールペン画の仲間たち
中央公民館 （☎33－1111） 11／21(金)～12／3(水) デッサン木曜会作品展 デッサン木曜会
アスティ高蔵寺 （☎85－6079） 11／22(土)～12／4(木) 愛ふれあい パート4 陽菜の会
知多公民館 （☎32－8988） 11／27(木)～12／9(火) 水彩画作品展 知多水彩画クラブ

県最低賃金改正のお知らせ
　県最低賃金は、10月24日から時間額731円に改
正されました。なお、県の産業別最低賃金(8業種)
については、現在、改正などのため調査審議中で
すので、今後の改正状況に注意してください。
問い合わせ▶ 名古屋北労働基準監督署(☎052－961－

8653)

愛知の伝統野菜フェアの開催
　愛知の伝統野菜の即売や安全な地元野菜などを
使った料理の試食会など盛りだくさんのイベント
を行います。
と き▶ ①11月29日(土)②12月13日(土)午前10時から
ところ・問い合わせ▶①グリーンセンター春日井

精神障害者地域生活支援講演会
と き▶ 12月3日(水)午後1時30分～ 4時30分
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
内 容▶ ○春日井・小牧地域における病院や施設

の職員によるさまざまな支援についての
発表○講演｢家族にできること、できな
いこと｣池末美穂子○講師との意見交換会

対象・定員▶ 春日井市か小牧市在住で統合失調症など
の患者の家族や関係機関職員・約80人(先
着順)

申し込み▶ 県春日井保健所(☎31－2188)へ

中央店(西山町3、☎87－2622)②グリーン
センター味美店(知多町3、☎35－5222)



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

11／15

11／22

11／29

緊 急 医
平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日

内科・小児科・外科

内科・小児科

在宅緊急医
外科

内科・小児科・外科

内科・小児科

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎35－6877

☎82－7258

☎85－0077

☎84－3060

☎91－3755

☎76－2603

☎82－2161

☎31－5252

☎41－6260

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

梶田整形外科（六軒屋町2）

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）

みわレディースクリニック（小牧市）

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）

エンゼルレディースクリニック（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

11／16

11／23

11／24

11／30

●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）…7日、14日、28
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） 
 …7日、14日、21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

●

●

商工会議所は、ジョブ・カード制度で
企業の採用・正社員化を支援します

地域経済
NO.18

　ジョブ・カード制度とは、正社員経験が少ない
人や子育てを終えた女性など就職が困難な人たち
が、正社員となることを目指して、企業における
実習と教育機関などにおける座学を組み合わせた
実践的な就業訓練を受講し、修了証である評価シ
ートを得て、就職活動などに活用することを目的
とする制度です。商工会議所は企業に対して制度
説明や実習のコーディネートを行い、制度の普及
に努めています。

有期雇用による企業実習を通じて人材育
成と評価ができるため、採用時のミスマ
ッチのリスクを軽減できる
助成金を活用して採用コストや研修コス
トを軽減できる
アルバイトやパートを正社員へ登用する
のに活用できる
人材育成や能力開発に積極的な企業であ
るとPRできる

・

・

・

・

12月　日曜日の市役所業務

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

　詳しく知りたい企業には、制度普及推進員が
説明に伺います。

企業が受けるメリット企業が受けるメリット企業が受けるメリット
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