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市の財政状況を
　　　お知らせします
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平成20年

子どもたちが大切にしているおもちゃを一生懸命直してくれ
ているのは、ボランティア団体「かすがいおもちゃクリニッ
ク」の皆さんです。毎月第2日曜日にエコメッセ春日井で、
壊れたおもちゃの修理と不用になったおもちゃの交換市を行
っています。皆さん、ぜひ利用してください。



市では、毎年６月と１２月の２回、市の財政状況を公表しています。これは、皆さんが納めた税金や国・県か
らの補助金などが、どのように使われているかを知っていただくためのものです。 
今回は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基づき「健全化判断比率」を中心
に、平成１９年度決算状況についてお知らせします。 

市の財政状況をお知らせします 市の財政状況をお知らせします 市の財政状況をお知らせします 

それぞれの指標には基準が設けられています。 

一般会計など 
　一般会計 
　公共用地先行取得事業 
　民家防音事業　など 

公営事業会計 
　国民健康保険事業 
　老人保健医療事業　など 

公営企業会計 
　市民病院事業、水道事業 
　公共下水道事業　など 

一部事務組合・広域連合 
　尾張東部火葬場管理組合 
　春日井小牧看護専門学校管理組合　など 

地方公社・第三セクター 
　土地開発公社、勝川開発（株） 
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財政健全化法とは？ 
平成１９年６月に制定され、平成１９年度決算から次の５つの指標を算出するよう定められています。 

春日井市の状況は？ 

春日井市 早期健全化基準 財政再生基準 

一般会計などの赤字額が、
標準財政規模（※）に対
してどの程度の割合か
を示す比率です。 

■算出に用いた決算額 

実質赤字額 
（－） 

（計上されません） 

標準財政規模の額 
（５３１億１５７３万円） 

※標準財政規模とは…地方公共団体が標準的な状態で通常収入されるであろう経常的な一般
財源（使途を定められていない財源）の規模を示すもの 

　一般会計などの決算はすべて黒字となったため、指標は計上されません。今後についても、
黒字保持に努めていきます。 

指標の分析と今後 

一般会計 

 

公共用地先行取得事業特別会計 

 

民家防音事業特別会計 

 

潮見坂平和公園事業特別会計 

 

勝川駅周辺総合整備事業特別会計 

歳出決算額 歳入決算額 
繰越事業に 
充てる財源 

赤字額 
（黒字額） 

８０２億５４１５万円 

 

３億２２９９万円 

 

２３３５万円 

 

２億８５２２万円 

 

４３億８９３万円 

８１０億２０８６万円 

 

３億２２９９万円 

 

２３３５万円 

 

３億４４０７万円 

 

４３億３３９３万円 

７８３６万円 

 

０　　 

 

０　　 

 

０　　 

 

０　　 

－　　 

（６億８８３３万円） 

－　　 

（０）　　 

－　　 

（０）　　 

－　　 

（５８８４万円） 

－　　 

（２５００万円） 

－　　 

（７億７２１８万円） 

 

会計区分 健全化判断比率など 

経営健全化団体 

経営健全化計画の策定が 
義務付けられ、実施状況 
について国などからの指 
導を受けます。 

〈※金額は1万円未満を切り捨てて表示しているため合計が一致しない場合があります〉 

特別会計 

財政健全化団体 さらに数値 
が悪化 

財政健全化計画の策定が 
義務付けられ、実施状況 
について国などから指導 
を受けます。 

財政再生団体 

財政再生計画の策定が義 
務付けられ、財政運営に 
ついて国などからの関与 
を受けます。 
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標準財政規模（※）に対
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（計上されません） 

標準財政規模の額 
（５３１億１５７３万円） 

※標準財政規模とは…地方公共団体が標準的な状態で通常収入されるであろう経常的な一般
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すべての会計の赤字や黒字
を合算した市全体としての
赤字額が、標準財政規模に
対してどの程度の割合かを
示す比率です。 

■算出に用いた各会計の決算額 

※資金剰余額とは…流動資産（現金預金、有価証券、未収金など）から流動負債（未払金など）を差し
引いた額 

　国民健康保険事業、老人保健医療事業の２会計で計上した赤字額（３０億６８３８万円）は、そのほ
かの会計の黒字額（３億４８３４万円）および資金剰余額（１０７億６５８２万円）により解消され、市全体
としては黒字となり、指標は計上されませんでした。 
　今後は、国民健康保険事業については、滞納処分の強化などの赤字解消策に努めます。 

指標の分析と今後 

一般会計など 

国民健康保険事業特別会計 

老人保健医療事業特別会計 

介護保険事業特別会計 

介護サービス事業特別会計 

公営事業会計 

 

 

松河戸土地区画整理事業特別会計 

公共下水道事業特別会計 

 

市民病院事業会計 

水道事業会計 

公営企業会計 

合　計 

歳出決算額 赤字額 黒字額 歳入決算額 
繰越事業に 
充てる財源 

歳出決算額 資金不足額 資金剰余額（※） 

資金不足額 資金剰余額 

歳入決算額 

流動資産 流動負債 控除額 

繰越事業に 
充てる財源 

 

２５７億９９８５万円 

１６１億３９４６万円 

１１６億４４４９万円 

１億９７３０万円 

 

 

 

９億２８８７万円 

８６億５３２６万円 

 

６４億８７１１万円 

６０億８９５１万円 

 

２８６億６５８９万円 

１６３億４１８０万円 

１１２億９６１５万円 

１億９７３０万円 

 

 

 

８億９７５２万円 

８６億１００３万円 

 

１２億５５２８万円 

６億４２０６万円 

 

０ 

０ 

０ 

０ 

 

 

 

２４８０万円 

０ 

 

０ 

８万円 

－ 

２８億６６０４万円 

２億２３３万円 

－ 

－ 

３０億６８３８万円 

 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

３０億６８３８万円 

７億７２１８万円 

－ 

－ 

３億４８３４万円 

－ 

３億４８３４万円 

 

 

（注）－ 

４３２３万円 

 

５２億３１８２万円 

５４億４７５３万円 

１０７億２２５９万円 

１１８億４３１２万円 

※臨時財政対策債とは…地方交付税の代わりに発行される地方債で、投資的経費以外にも充てること
ができるもの 

その年度における地方債の
返済額やこれに準じる支出
額が、標準財政規模に対し
てどの程度の割合かを示す
3か年平均の比率です。 

■地方債返済額の推移 

標準財政規模 
（５３１億１５７３万円） 

基準財政需要額 
算入額 

（６３億１７９８万円） 

一般会計などの 
地方債返済額 

（９２億９１７８万円） 

他会計の地方債 
返済額など 

（４１億２０７１万円） 

地方債返済に充てる 
ことが認められる 
特定の収入など 
（８８億２６５０万円） 

　主な地方債としては、「一般会計の償還金」および「公共下水道事業特別会計の償還金に充当
する繰出金」などが挙げられます。 
　今後数年の実質公債費比率は横ばいで推移すると見込んでいます。健全な財政運営を図るため、
地方債の借入額を抑制することにより、この比率の推移がなだらかな下降線を描くよう努めて
いきます。 

指標の分析と今後 

臨時財政対策債（※） 一般会計債 

（臨時財政対策債除く） 

下水道事業債 病院事業債 

０ ５０ １００ １５０ ２００ 
（億円） 

※平成１０・１６・１９年度繰上償還分は除く 

その他 

春日井市 早期健全化基準 財政再生基準 

（計上されません） 

春日井市 早期健全化基準 財政再生基準 

標準財政規模 
（５３１億１５７３万円） 

赤字・資金不足額 
（３０億６８３８万円） 

黒字・資金剰余額 
（１１８億４３１２万円） 

注…松河戸土地区画整理事業特別会計（宅地造成事業会計）の剰余額については、地方債の返済に充て 
るため、計上されません。 

Ｈ９ 

Ｈ１０ 

Ｈ１１ 

Ｈ１２ 

Ｈ１３ 

Ｈ１４ 

Ｈ１５ 

Ｈ１６ 

Ｈ１７ 

Ｈ１８ 

Ｈ１９ 
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すべての会計の赤字や黒字
を合算した市全体としての
赤字額が、標準財政規模に
対してどの程度の割合かを
示す比率です。 

■算出に用いた各会計の決算額 

※資金剰余額とは…流動資産（現金預金、有価証券、未収金など）から流動負債（未払金など）を差し
引いた額 

　国民健康保険事業、老人保健医療事業の２会計で計上した赤字額（３０億６８３８万円）は、そのほ
かの会計の黒字額（３億４８３４万円）および資金剰余額（１０７億６５８２万円）により解消され、市全体
としては黒字となり、指標は計上されませんでした。 
　今後は、国民健康保険事業については、滞納処分の強化などの赤字解消策に努めます。 

指標の分析と今後 

一般会計など 

国民健康保険事業特別会計 

老人保健医療事業特別会計 

介護保険事業特別会計 

介護サービス事業特別会計 

公営事業会計 

 

 

松河戸土地区画整理事業特別会計 

公共下水道事業特別会計 

 

市民病院事業会計 

水道事業会計 

公営企業会計 

合　計 

歳出決算額 赤字額 黒字額 歳入決算額 
繰越事業に 
充てる財源 

歳出決算額 資金不足額 資金剰余額（※） 

資金不足額 資金剰余額 

歳入決算額 

流動資産 流動負債 控除額 

繰越事業に 
充てる財源 

 

２５７億９９８５万円 

１６１億３９４６万円 

１１６億４４４９万円 

１億９７３０万円 

 

 

 

９億２８８７万円 

８６億５３２６万円 

 

６４億８７１１万円 

６０億８９５１万円 

 

２８６億６５８９万円 

１６３億４１８０万円 

１１２億９６１５万円 

１億９７３０万円 

 

 

 

８億９７５２万円 

８６億１００３万円 

 

１２億５５２８万円 

６億４２０６万円 

 

０ 

０ 

０ 

０ 

 

 

 

２４８０万円 

０ 

 

０ 

８万円 

－ 

２８億６６０４万円 

２億２３３万円 

－ 

－ 

３０億６８３８万円 

 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

３０億６８３８万円 

７億７２１８万円 

－ 

－ 

３億４８３４万円 

－ 

３億４８３４万円 

 

 

（注）－ 

４３２３万円 

 

５２億３１８２万円 

５４億４７５３万円 

１０７億２２５９万円 

１１８億４３１２万円 

※臨時財政対策債とは…地方交付税の代わりに発行される地方債で、投資的経費以外にも充てること
ができるもの 

その年度における地方債の
返済額やこれに準じる支出
額が、標準財政規模に対し
てどの程度の割合かを示す
3か年平均の比率です。 

■地方債返済額の推移 

標準財政規模 
（５３１億１５７３万円） 

基準財政需要額 
算入額 

（６３億１７９８万円） 

一般会計などの 
地方債返済額 

（９２億９１７８万円） 

他会計の地方債 
返済額など 

（４１億２０７１万円） 

地方債返済に充てる 
ことが認められる 
特定の収入など 
（８８億２６５０万円） 

　主な地方債としては、「一般会計の償還金」および「公共下水道事業特別会計の償還金に充当
する繰出金」などが挙げられます。 
　今後数年の実質公債費比率は横ばいで推移すると見込んでいます。健全な財政運営を図るため、
地方債の借入額を抑制することにより、この比率の推移がなだらかな下降線を描くよう努めて
いきます。 

指標の分析と今後 

臨時財政対策債（※） 一般会計債 

（臨時財政対策債除く） 

下水道事業債 病院事業債 

０ ５０ １００ １５０ ２００ 
（億円） 

※平成１０・１６・１９年度繰上償還分は除く 

その他 

春日井市 早期健全化基準 財政再生基準 

（計上されません） 

春日井市 早期健全化基準 財政再生基準 

標準財政規模 
（５３１億１５７３万円） 

赤字・資金不足額 
（３０億６８３８万円） 

黒字・資金剰余額 
（１１８億４３１２万円） 

注…松河戸土地区画整理事業特別会計（宅地造成事業会計）の剰余額については、地方債の返済に充て 
るため、計上されません。 

Ｈ９ 

Ｈ１０ 

Ｈ１１ 

Ｈ１２ 

Ｈ１３ 

Ｈ１４ 

Ｈ１５ 

Ｈ１６ 

Ｈ１７ 

Ｈ１８ 

Ｈ１９ 
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一般会計の地方債や、負担する債務の残高が標準
財政規模に対してどの程度の割合かを示す比率で、
現在抱えている債務などが将来の財政を圧迫する
可能性が高いかどうかを示すものです。 

事業の規模 

一般会計などの 
市債残高 

（８７３億９８１１万円） 

退職手当見込額 
（１７５億４６２０万円） 

他会計などの 
市債残高 

（５９７億４９７３万円） 

土地開発公社 
などに対する 

一般会計負担見込額 
（２９８億３８８２万円） 

充当可能な基金残高など 
（１１５６億７１９８万円） 

資金の不足額 

指標の分析と今後 

　水道事業、市民病院事業については、現在のところ資金剰余額を計上していますが、単年度
の経常収支において、赤字を計上していることから、まずはその解消に努めていきます。 
　また、公共下水道事業についても、資金剰余額を計上していますが、その背景には一般会計
から繰出基準を超えて、約３５億円の繰入金があります。今後、約５９０億円の下水道事業債残高
によって市財政の圧迫が予想されるため、市債残高の縮減を念頭に適正な事業運営による経営
の健全化に努めていきます。 

指標の分析と今後 

公営企業会計 

松河戸土地区画整理事業特別会計 

公共下水道事業特別会計 

市民病院事業会計 

水道事業会計 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

資金不足比率 経営健全化基準 

春日井市 早期健全化基準 

▲
 

標準財政規模 
（５３１億１５７３万円） 

基準財政需要額 
算入額 

（６３億１７９８万円） 
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　　　　　　　　　今考えればおかしい点もあるのですが、
その時はまるで催眠術にかかったかのように、ただただ息
子を助けてやりたい一心で「お父さんの通帳に200万円ある
から、心配しないで」と言ったのです。

問い合わせ▶市民安全課（☎85－6064）、春日井警察署（☎56－0110）

10月末現在、市内では既に21人が被害に遭い、合計3360万円もだまし取られています。
被害者のほとんどは、振り込め詐欺のことを知っていたのにもかかわらず、巧妙にだ
まされています。「だまされるわけない！」と思っている人こそ、だまされやすいのか
もしれません。被害に遭うことがないように、手口をしっかり認識しましょう。

事件の示談金などとだ
まし、現金を振り込ま
せる

はがきやメールで「未
払い料金がある」など
架空の料金を請求する

融資を申し込んできた
人に「返済能力を確か
めたいので」とだまし、
現金を振り込ませる

「医療費を還付する」な
どとだまし、ATMを操
作させて振り込ませる

「ボクだけど…」「慎二なの？」「そうだよ、風邪引いたから
声が変なんだ。携帯の番号変えたんで登録しておいてね」
とかかってきた電話に、わたしは「気を付けてね」と言って
切ったのがそもそもの始まりでした。

２日後、携帯電話が鳴り、ディスプレイ
に「慎二」と表示されたので、疑いもせず「慎二？風邪は治
ったの？」と出ると「それどころじゃないんだ…」「どうし
たの？」「会社の金を使い込んじゃった。300万円。明日、
監査なので、今日中に何とかしないと警察に通報される。
100万円は何とかなるんで、あと200万。どうしても必要
なんだ…」

　　　　　　　　　慎二は「時間がないから早くね。振込
　　　　　　　　　先は、銀行に着いてから教えるから」
　　　　　　　　　と言って切りました。私は、慌てて
自転車で銀行へ飛んで行き、そこから慎二に電話すると
「10万円を20回振り込んで」と言われ、指示されたとおり
にATMを操作して振り込むと「ありが
と！使い込みのこと誰にも言わないで」
と言うので、夫にも言わず、ずっとわた
しだけの秘密にしておいたのです。

オレオレ詐欺 架空請求詐欺 融資保証金詐欺 還付金詐欺

４つの型の振り込め詐欺

振り込め詐欺の手口

1 2 3 4

～春日井警察署の被害調書より抜粋
　※文中の名前は仮名

一人で行動せずに誰かに相談し、すぐに振り込まないようにしましょう。

銀行員に「振り込め詐欺ではないですか」と言われ、「まさか、
わたしに限ってだまされるはずがない、息子への送金です」
と立腹して帰ったのですが、盆に帰省した息子と
話が合わず、初めて詐欺に遭ったことが分かった
のです。あのとき、もっと注意していれば…

ポイント2

だましのストーリーは、事
故、事件などさまざまです。

ポイント1

風邪引いた・携帯変えたに
用心！

ポイント3
今すぐ振り込んで！と強調

ポイント4

携帯電話でATMの操作方法を指示→暗証番号
や残額まで知られてしまいます。ATMでは

実実録！実録！
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10月9日（木）に市民団体と事業者、市によって市レジ袋削減推進協議会が設立されました。協議会ではレ
ジ袋有料化を実施する事業者を支援するため、キャンペーンを行い、広く皆さんに協力を呼び掛けていく
予定です。

目　的▶ごみ減量と地球温暖化防止のため、レジ袋
削減を進めること

事業方針▶平成21年4月1日からのレジ袋有料化、レジ
袋削減率目標80％以上

参加者▶14市民団体、23事業者、市

平成21年4月からのレジ袋有料化に向けて平成21年4月からのレジ袋有料化に向けて平成21年4月からのレジ袋有料化に向けて平成21年4月からのレジ袋有料化に向けて平成21年4月からのレジ袋有料化に向けて平成21年4月からのレジ袋有料化に向けて平成21年4月からのレジ袋有料化に向けて

協議会の概要協議会の概要

対　象▶市内に小売店があり、レジ袋の削減を推進
する意思がある事業者

問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6221）

新規参加事業者を募集しています新規参加事業者を募集しています

　市では買い物の際にマイバッグの利用を勧
めています。レジ袋をもらうのを1年間断ると、
市全体で約9000万枚の削減となり、レジ袋を
製造・焼却するときに出るCO2に換算すると約
5200tの削減となります。ごみの減量とCO2の
削減のために、買い物にはマイバッグを使いま
しょう。

マイバッグを使いましょう

事業所税とは、地方税法の規定により最近の国勢調査人口または3月末の住民基本台帳人口が30万人以上
の場合に、事業を行う法人または個人に課税されるものです。
この事業所税は目的税で、道路や公園、上下水道など都市環境の整備や改善に関する事業に充てられます。

●課税開始時期●

事業所税事業所税についてのお知らせについてのお知らせ事業所税についてのお知らせ事業所税についてのお知らせ

問い合わせ▶市民税課（☎85－6091）

項　　　目 資 産 割 従 業 者 割

課 税 標 準 事業所用家屋の床面積 従業者の給与総額

税　　　率 １㎡につき600円 従業者給与総額の100分の0.25

納税の対象
となる要件

市内で事業を行う法人または個人で、延べ床面積
が1000㎡を超える場合

市内で事業を行う法人または個人で、従業者総数
が100人を超える場合

課税標準の
算 定 期 間

法人…事業年度
個人…1月1日から12月31日

申告納付の
時　　　期

法人…事業年度終了の日から2か月以内
個人…翌年の3月15日まで

●事業所税の概要●

平成21年3月31日時点で住民基本台帳人口が30万人以上の場合は、平成21年10月1日から

詳しくは、ホームページを見てください。
http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/zei/jigyousyozei.html
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シンクロ北京オリンピック代表 シンクロ北京オリンピック代表 松村亜矢子選手報告会松村亜矢子選手報告会シンクロ北京オリンピック代表 シンクロ北京オリンピック代表 松村亜矢子選手報告会松村亜矢子選手報告会 12月23日（祝）日（祝）12月23日（祝）シンクロ北京オリンピック代表 松村亜矢子選手報告会

市では、障がい者の雇用に努める市内の中小企業や授産施設などを対象に、物品などの調達の優遇制度を
実施します。登録した企業などは、市が行う物品などの調達にかかる指名競争入札や随意契約において優
先的に指名や選定を受けることができます。
有効期間▶平成21年4月1日～ 22年3月31日
申請書類▶○障がい者雇用促進企業…障がい者雇用促進企業登録申請書、障がい者雇用状況計算書○授産施

設など…授産施設等登録申請書
申請方法▶1月5日（月）～ 2月16日（月）に直接、総務部総務課（☎85－6067）へ
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/nyusatsu/koyousokushin.html

障がい者雇用促進企業障がい者雇用促進企業などなどの物品等調達優遇制度物品等調達優遇制度についてについて障がい者雇用促進企業障がい者雇用促進企業などなどの物品等調達優遇制度物品等調達優遇制度についてについて障がい者雇用促進企業などの物品等調達優遇制度について障がい者雇用促進企業などの物品等調達優遇制度について

北京オリンピックに日本代表チームの一員として
出場した松村亜矢子選手が、クリスマスに、オリ
ンピックでの演技を春日井オペラ「しずく柳」の合
唱に合わせて披露します。世界を魅了した華麗な
演技をぜひ見に来てください。

時　間▶午前11時～正午（10時開場）
プログラム▶○トークショー

○演技
○写真パネル・大会着用水着の展示

プロフィール
1982年生、春日井市出
身。岩成台中学校・春
日丘高校・中京大学を
卒業し、現在中京大学
附属中京高校職員。ザ
・クラブピア88所属。
2005年よりナショナル
A日本代表として活躍
した。

お楽しみ抽選会
時　間▶午後1時～ 5時
対　象▶プールおよびトレーニング室利用者、

クリスマスぬりえ作品展出品者
クリスマス記念撮影コーナー（自由参加）
時　間▶午後1時～ 8時

ところ・問い合わせ▶サンフロッグ春日井（☎56－2277）

クリスマスぬりえ作品展
展示期間▶12月6日（土）～ 25日（木）

作品は12月20日（土）までサンフロッ
グ春日井で受け付け　※用紙はサン
フロッグ春日井と総合体育館で配布

主な競技歴
2005年　世界水泳／コンビネーション銀メ

ダル
2006年　シンクロワールドカップ／チーム

・コンビネーション銀メダル
2007年　世界水泳／チームTR銀メダル、コ

ンビネーションFR銀メダル、チー
ムFR銅メダル、デュエットFR銅
メダル

2008年　北京オリンピック／チーム第5位

クリスマスイベント

クリスマス in サンフロッグ春日井



11/11/3
㊗
11/3
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　春日井青年会議所の主催によるキャンドル
ナイト in  Kasugaiが市内の４つの会場で行わ
れました。これは、スローライフ月間の行事
として、省エネルギーに貢献し、環境意識を
高めるためのもので、鳥居松会場ではちょう
ちん行列が商店街を練り歩きました。行列に
参加した皆さんは、空きペットボトルで作っ
たちょうちん
と、道端に並ん
だキャンドルの
光が幻想的な雰
囲気を醸し出す
中、楽しく語ら
っていました。

市制６５周年
キャンドルの優しい灯が
まちと心を癒やしました
（市役所周辺など）

アメリカ大統領　

　第44代アメリカ大統領にバラク・オバマ
氏が選ばれました。
　オバマ氏は47歳。その経歴は、弁護士と
して活躍の後、1996年にイリノイ州の議員、
2004年には合衆国連邦議会の上院議員に初
当選。すなわち4年前に国会議員になった
ばかりであります。議院内閣制の日本では
考えられないことです。
　彗星（すいせい）のごとく現れた人物が、
アメリカのリーダーとして堂々とその地位
が務まるのは、立候補の決意から正式に大

統領に就任するまでのシステムにあると思
います。
　まず、多くの候補者の中から所属する政
党の予備選挙で指名を勝ち取らなければな
りません。オバマ氏は、ヒラリー・クリン
トン氏との壮絶な選挙戦の結果民主党の候
補者となり、次に共和党のマケイン氏との
大統領選挙。1年半以上にわたって全米各
地で行われる民衆との対話、お互いの討論。
これらが大統領としての心構えと政治・経
済・外交などあらゆる分野での資質を高め、
そして正式な就任までに2か月余りあるこ
とで、この間に閣僚の人選、そして十分な
政策を練り万全な体制をとることができ
るのだと思います。
　政治、経済、環境、安全など世界規模で
の対策が求められ、課題は多々あります。
オバマ大統領に期待したいと思います。

　総合学習の一環として不二小学校の5年生が、地
域の皆さんの指導の下でリース作りに挑戦しまし
た。これは、稲わらを無駄にしないための一つの
方法としての活動です。色とりどりのリースを作
りあげ、児童たちは大満足。今年
のクリスマスは忘れられないもの
になりそうです。

11/11/1212
㊌

11/12
㊌

地域の皆さんとのクリスマス
リースづくり　（不二小学校）

出川町7丁目町内会出川町7丁目町内会出川町7丁目町内会
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12月4日～10日は人権週間
街頭啓発
と き▶ 12月7日(日)午前10時30分から
ところ▶ ザ・モール春日井(六軒屋町)
内 容▶ ひがしの幼稚園児によるアトラクショ

ン、｢一日人権なかよし大使｣の委嘱など
人権パネル展
と き▶ 12月4日(木) ～ 10日(水)
ところ▶ 市役所市民ホール
特別なやみごと人権相談
と き▶ 12月4日(木) ～ 10日(水)午後1時～ 4時(土

・日曜日を除く)
ところ▶ 市民相談コーナー
相談員▶ 人権擁護委員

氏名 住所 電話
水野壽貴子 勝川町西4－52 33－4643
天野幹雄 岩成台3－1－7 91－0918
森田利夫 天神町10－2 31－6032
鈴木信子 如意申町6－11－3 31－4686
三輪武子 石尾台6－14－5 95－3003
長谷川幸 松河戸町739 81－8338
加藤太 鳥居松町6－13 81－2955
小木曾美奈子 藤山台6－3－16 91－6865
神戸康彦 大留町6－1－1 51－5022
髙木基晴 味美町2－184 31－6698

問い合わせ▶ いずれも市民相談コーナー (☎85－6620)

保健計画推進委員会の公開
と き▶ 12月16日(火)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6165)

教育委員会定例会の公開
と き▶ 12月17日(水)午後1時30分から
ところ▶ 市役所教育委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 教育委員会総務課(☎85－6436)

障がい者施策推進協議会の公開
と き▶ 12月17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▶ 12月4日(木)から、障がい福祉課(☎85－

6186)へ

高齢者総合福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 12月19日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 12月4日(木)から、高齢福祉課(☎85－6198)

へ

次世代育成支援対策地域協議会の公開
と き▶ 12月22日(月)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)
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)

環境審議会の公開
と き▶ 12月24日(水)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▶ 12月10日(水)から、環境政策課(☎85－6216)

へ

ヤング健診
とき・ところ▶1月23日(金)・保健センター、1月

26日(月)・健康管理センター午前9時～
10時30分受け付け

検査項目▶ 問診や身体計測、理学的検査、血圧測定、
検尿、循環器検査、貧血検査、肝機能検
査、腎機能検査、血糖検査、ヘモグロビ
ンＡ1c検査

対象・定員▶ 平成20年4月～ 21年3月に18 ～ 39歳の誕
生日を迎える市民(今年度の当選者を除
く)・各70人(超えたときは抽選)

申し込み▶ 12月12日(金)〈必着〉までに、はがき(1人
1枚、1会場のみ)に｢ヤング健診｣、会場名、
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号
を書いて、希望する会場〈〒486－0913柏
原町5－376、健康管理センター (☎84－
3060)か〒487－0011中央台1－1－7、保
健センター (☎91－3755)〉へ

水道事業中長期財政計画を作成
　市水道事業では、安全で良質な水道水を安定し
て供給するとともに、将来の財政基盤の強化を図
るため、財源確保および経営改善策を示した市水
道事業中長期財政計画を作成しました。計画は、
水道業務課、市ホームページ、市役所情報コーナ
ーで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
kurashi/jousui/zaiseikeikaku.html
問い合わせ▶ 水道業務課(☎85－6407)
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特定健診の受診
　市国民健康保険加入者(40歳以上の人)には特定
健診の受診券を、後期高齢者医療保険加入者には
後期高齢者健康診査の受診券を、対象者に発送し
ました。受診券の有効期限は、平成21年3月31日
ですが、受診券到着直後や有効期限間近は混雑が
予想されますので、受診医療機関へ確認して早め
に予約してください。
問い合わせ▶ 国保年金課(☎85－6367)

使用済み乾電池と水銀体温計の回収
　家庭で不用になった乾電池や水銀体温計を回収
します。ごみとは別の透明か半透明な袋に入れて、
回収日の午前8時までにごみステーションに出し
てください。
回収日▶ 燃やせるごみの収集日が○水・土曜日の

地区…12月10日(水)○月・木曜日の地区
…12月11(木)○火・金曜日の地区…12月
12日(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)

青少年健全育成市民大会で表彰
　11月26日(水)に、青少年健全育成功労者と各部
門の表彰が行われました。表彰された主な皆さん
は次のとおりです(敬称略)。また、優秀作品など
の被表彰者は、ホームページでも見ることができ
ます。
青少年健全育成功労者の部
加納信子、澤田久幸、吉見里美、小嶋忠信、飯田
京子
健全育成・非行防止作品(市長賞)の部
ポスター▶ 松本智信(高座小4)、多湖紫織(柏原中3)、

山田稔(春日井東高2)
書 ▶ 牧野美来(出川小6)、加藤怜(中部中3)、君

塚未紗(春日井商業高3)
標 語▶ 田島佑夏子(山王小2)、池田万里菜(西部

中1)、野田彩華(春日井商業高3)
親から子、子から親へのメッセージの部
最優秀賞▶ 坂野ゆりえ(春日丘中1)
優秀賞▶ 高橋ますみ、村崎茂美
秀 作▶ 河合隼門(出川小1)、猪口恵美、長谷川真

悠(東部中2)
運動・文化・善行の部
運 動▶ 春日井ボーイズはじめ個人50人と7団体
文 化▶ 羽田地玲菜(小野小6)はじめ個人4人と6

団体
善 行▶ ＣＶＳ(中部ボランティアスタッフ、中

部中)はじめ2団体
優秀作品展示
とき・ところ▶11月28日(金) ～ 12月5日(金)・市役

所市民ホール、12月19日(金) ～ 25日(木)
・東部市民センター、1月22日(木) ～ 29

日(木)・味美ふれあいセンター
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/kodomo
/ikusei/20shimin.html
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

ふれあい広場
と き▶ ①12月3日(水)②12月10日(水)午前10時～

11時
内 容▶ 親子で触れ合い遊びを楽しみながら友達

づくりをする
対 象▶ 市内在住の①6か月～ 1歳児②2～ 3歳児

とその保護者
持ち物▶ バスタオル(①のみ)
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センタ

ー (☎35－3501)

ひよこ教室
と き▶ ①12月4日(木)②12月11日(木)③12月18日

(木)午前10時～ 11時
内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して友

達づくりと育児相談をする
対 象▶ 市内在住の①0歳児②1歳児③2 ～ 3歳児

といずれもその保護者
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)

昼コン｢バスーンカルテットの楽しみ｣
と き▶ 12月6日(土)午後2時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 通常バスーンで演奏しないよりすぐりの

｢好きな曲｣を演奏
出 演▶ 蓼科バスーンカルテット
曲 目▶ バッハ｢『無伴奏チェロ組曲』より｣、ドボ

ルザーク｢ユーモレスク｣、五つ木の子守
唄など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

アニメひろば
と き▶ 12月6日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ ｢アンパンマンとなめくじら｣｢潮ふきう

す｣｢あとかくしの雪｣
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)

クリスマス会
と き▶ 12月7日(日)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 人形劇(人形劇団じゃんけんぽん)を見た

り、クリスマスグッズを作って楽しむ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生



13広報春日井12月1日号

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)

市制65周年市民第九演奏会
と き▶ 12月7日(日)午後3時開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ ゲリット・プリースニッツ(指揮)、市交

響楽団、春日井市民第九合唱団　※広報
春日井10月1日号で、指揮者をヨッヘム
・ホッホシュテンバッハとお知らせいた
しましたが、都合により、ゲリット・プ
リースニッツに変更となりました。

入場料▶ 1000円(全自由席)
入場券▶ 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、ふれあいセンター (味美、高蔵寺、
南部、西部)、坂下公民館、清水屋春日
井店、ルネック、サンマルシェで販売中

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

展示｢お正月のならわし｣
と き▶ 12月11日(木) ～ 26日(金)〈月曜日を除く〉

午前9時～午後8時(最終日は3時まで)
内 容▶ 正月を迎えるこの時期に、正月の由来や

習わしなど正月に関する図書約100冊を
展示

ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

グリーンピアコンサート
ハンドベルでクリスマス
と き▶ 12月13日(土)午後2時～ 3時
出 演▶ 春日井高等養護学校
曲 目▶ ｢Ｂelieve｣｢負けないで｣｢星に願いを｣な

ど
クリスマスコンサート
と き▶ 12月20日(土)午後1時30分～ 3時
出 演▶ 春日井東高等学校、高蔵寺高等学校、菅

利行
曲 目▶ ｢クリスマスメドレー ｣｢神の御子は｣｢オ

ペラ『セビリアの理髪師』から｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92

－8711)

レディヤン祭
月 日▶ 12月13日(土)
午前の部(午前10時～正午)
内 容▶ ○合唱(コーラス春)、フラメンコ(ラ・プ

エルタ・デ・フラメンコ)、踊り(踊り場｢夢
道場｣・ボランティア民踊グループ)○絵
本の読み聞かせなど

午後の部(午後1時～3時)
内 容▶ ○活動団体によるワークショップ(女性

と子どもに安全なまちづくり、砂糖の力、
命を伝える児童書、作品展示、パネル展
示など)○活動団体による体験コーナー
(茶席、ネームシールづくり、親子で卓
球しよう、メガネ立て、アクリルタワシ
・ハタキつくり、ロープクラフト、職業
適性診断、ビーズでアクセサリー、プラ
モデルをつくろうなど)○屋外おやつコ
ーナー (きなこもち、あんこもち)

ところ・問い合わせ▶レディヤンかすがい(☎85
－4188)

子どもの部屋
と き▶ 12月13日(土)午前10時30分～ 11時30分
内 容▶ ブラックパネルシアターやキャンドルサ

子ども劇場
と き▶ 12月13日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ ペープサート｢ポケモンの早口ことば｣、

巻き紙芝居｢八方にらみねこ｣、パネルシ
アター ｢ねずみ経｣と腹話術、南京玉す
だれなど

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▶鷹来公民館(☎84－7071)
協 力▶ おはなしの会、あずきまんま、ロゴス腹

話術研究会

認知症市民講座
と き▶ 12月13日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 演▶ ｢認知症の方への接し方、コミュニケー

ションの仕方｣
講 師▶ 医師・柴山漠人
対象・定員▶ 市内在住の人・100人(先着順)
問い合わせ▶ 介護保険課(85－6187)か市認知症地域連

携の会事務局あさひが丘ホスピタル(☎
88－0284)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 12月14日(日)午前10時～正午
内 容▶ ベル、サドル、タイヤなどの提供(部品

の取り外しは各自)
持ち物▶ 工具
定 員▶ 12人程度(先着順)
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－

5006)

ービス、立体カード作りなどを楽しむ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
持ち物▶ はさみ、のり
ところ・問い合わせ▶中央公民館(☎33－1111)
協 力▶ グループ｢ゆう｣
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おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 12月14日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ ○壊れたおもちゃの修理(部品は実費)○

不用になったおもちゃ (使える物に限る)
の交換　※修理できない物もあり

ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－
5006)

福祉の里クリスマスコンサート
と き▶ 12月20日(土)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ アンサンブル花束(ブーケ)
曲 目▶ サンサーンス｢動物の謝肉祭｣｢山の音楽

家｣など
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ

(☎88－7007)

クリスマスジャズコンサート
と き▶ 12月21日(日)午後1時30分～ 3時30分
出 演▶ グランパス・メイツ
曲 目▶ ｢聖者の行進｣｢星に願いを｣｢リズム＆ロ

マンス｣など
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎

33－0808)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 12月21日(日)午前10時～正午受け付け、

午後3時～ 4時か12月28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)

ビデオ鑑賞
と き▶ 12月28日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマンのクリスマス｣
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)

自然の家｢冬季特別プログラム｣
冬のみろくの森を歩く～ガイドと歩く自然体験ハ
イク
と き▶ 1 ～ 2月の休所日および事業開催日以外

の日、午前9時30分～午後2時(昼食時間
含む)

対象・定員▶ 4人以上の家族やグループ・100人(先着
順)

費 用▶ 参加料300円
持ち物▶ 弁当
もちつき～つきたてのもちを味わう
と き▶ 1 ～ 2月の土・日曜日(他の事業開催日を

除く)午前9時～午後1時

対象・定員▶ 4人以上の家族やグループ・100人(先着
順)

費 用▶ 参加料500円
草木染め～自然から色をもらう
と き▶ 1 ～ 2月の土・日曜日(他の事業開催日を

除く)午後1時～午後3時
対象・定員▶ 4人以上の家族やグループ・100人(先着

順)
費 用▶ 参加料400円
申し込み▶ いずれも12月4日(木)から、利用日の10日

前までに少年自然の家(☎92－8211)へ

新年名刺交換会
と き▶ 1月5日(月)午前10時から
ところ▶ 市役所11階
申し込み▶ 12月5日(金)までに、申込書(秘書課に用

意)に会費1000円を添えて、秘書課(☎85
－6016)へ

冬の星座教室
と き▶ 1月24日(土)午前9時～午後3時
内 容▶ 名古屋市科学館でプラネタリウムや展示

を見学する(当福祉バスを利用)
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 参加料300円
持ち物▶ 弁当、水筒
申し込み▶ 12月20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)、
年齢、学校名、学年、保護者の氏名、電
話番号を書いて、〒486－0857浅山町1－
2－61、総合福祉センター内、児童セン
ター (☎87－6866)へ

フラメンコ公演｢アンダルシア｣
と き▶ 2月27日(金)午後6時

30分から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ ミゲル・アンヘル・

フラメンコ舞踊団
入場料▶ Ｓ席4000円、Ａ席

3000円(全席指定、未
就学児不可)

入場券▶ 12月13日(土)から文
化フォーラム春日井
・文化情報プラザ、チケットぴあで販売
中　※かすがい市民文化財団では代金引
換サービスあり　

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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市安全なまちづくり条例の市民意見
市安全なまちづくり条例
　市民の安全意識の高揚と防犯に対する自主的な
活動を推進し、市民、事業者および行政が連帯し
て活動を展開するとともに、誰もが安全で安心し
て暮らせる地域社会の実現を目指すための条例で
す。皆さんからの意見を募集します。　※計画案
は市民安全課、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
募集期間▶ 12月1日(月) ～ 1月5日(月)〈必着〉
提出方法▶ 直接か郵送、ファクス、Ｅメールで意見、

住所、氏名を書いて〒春日井市役所市
民安全課(☎85－6064、ＦＡＸ84－8731、
Ｅメールanzen@city.kasugai.lg.jp)へ　
※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。

市民病院事務局職員(医療事務)
採 用▶ 平成21年4月1日
職 種▶ 事務職(医療事務)
人 員▶ 2人
受験資格▶ 次のすべての要件を満たす人○診療報酬

請求事務能力認定資格〈㈶日本医療保険
事務協会実施〉または診療情報管理士資
格を取得している人○病院での経験を3
年以上有している人○当該業務に長く携
わることを希望し、意欲を持って仕事が
できる人○昭和33年4月2日以降に生まれ
た人

試験方法▶ ○第1次…書類審査○第2次…性格検査、
個人面接　※第2次の日程は1月19日(月)
を予定。詳細は、第1次合格者に個別に
連絡

給 与▶ 勤務経験年数、最終学歴に応じて決定　
※扶養、住居、通勤、期末、勤勉手当な
どを条件に応じて支給

申し込み▶ 12月19日(金)〈土・日曜日を除く〉までに、
履歴書(市販のものに写真を添付)、診療
報酬請求事務能力認定書または診療情
報管理士認定書の写し、小論文〈テーマ
｢春日井市民病院で私にできること｣(800
字以内)〉を持って、直接人事課(☎85－
6021)へ　※郵送による申し込みは、12
月15日(月)〈消印有効〉までに、上記書類

に返信用封筒(長3サイズに住所、氏名を
書いて80円切手をはったもの)を同封し
て〒486－8686春日井市役所人事課へ

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

西部ふれあいセンター　☎33－0808
正月用生け花教室～新年を迎える華やかな祝い花
を生ける
と き▶ 12月26日(金)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 石黒東風
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、材料費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 12月4日(木)から、電話で

中央公民館　☎33－1111
正月用生け花教室～新年を迎える正月花オモトを
生ける
と き▶ 12月20日(土)午後2時～ 4時
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、材料費2700円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
 
クリスマスケーキ作り～ブッシュ・ド・ノエル(生
クリームかモンブランクリーム)を作る
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
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250円、材料費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、25 ～ 30cm四方

の持ち帰り用の箱、電動泡立て器(ある
人のみ)

 
申し込み▶ いずれも12月10日(水)〈必着〉までに往復

はがき(1人1枚)に教室名(生クリームかモ
ンブランクリームの別も)、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、電話番号を書いて、〒486
－0913柏原町1－97－1へ
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知多公民館　☎32－8988
正月用生け花教室～新年を迎える正月花オモトを
生ける
と き▶ 12月26日(金)午後2時～ 3時30分
講 師▶ 石黒東風
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2700円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 12月5日(金)から、電話で

坂下公民館　☎88－5555
ＫＩＤ’Ｓ絵画教室｢21世紀のゴッホになろう
！ ｣
と き▶ 12月13日(土)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 磯貝文利
対象・定員▶ 市内在住の4歳～小学生・20人(先着順)
持ち物▶ 色鉛筆・パステルクレヨン・絵の具など

の描きたい用具、スケッチブックか画用
紙

 
ＫＩＤ’Ｓ工作教室｢立体ぬりえ貯金箱｣～アクリ
ル絵の具で楽しく塗ろう
と き▶ 12月21日(日)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 加藤盛久
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同

伴)・20人(先着順)
費 用▶ 教材費1000円
 
クリスマス講座｢薪(まき)のケーキ～ブッシュド
ノエル｣
と き▶ 12月23日(祝)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・16人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、21cm四方の持ち帰

り用の容器、上靴
 
迎春講座｢どこにでも飾れる自由花｣
と き▶ 12月27日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 梶田と代子
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▶ 生けたい器(花器でなくても可)、花ばさ

み、花がっぱと剣山(ある人のみ)
 
平家物語～一の谷の合戦を読む(その2)
と き▶ 1月10日・24日・31日、2月7日の土曜日(4

回)午後2時～ 3時30分
講 師▶ いのぐち泰子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・48人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費693円(角川ソフィ

ア文庫｢平家物語・下巻｣を持参の場合は
不要)

 
申し込み▶ ｢ＫＩＤ’Ｓ教室｣｢クリスマス講座｣｢迎春

講座｣は12月5日(金)から電話で、｢平家物
語｣は、12月14日(日)〈必着〉までに、往
復はがき(1人1枚)に講座名、住所(在勤、
在学はその名称と所在地)、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号、本の購入希望者
は｢購入希望｣と書いて、〒480－0305坂
下町4－250－1へ

レディヤンかすがい　☎85－4188
正月用生け花教室(託児付き) ～新年を迎える正
月花オモトを生ける
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～正午
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費2700円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
 
パン・お菓子作り入門～身近にある材料で、ホー
ムメイドのパン・菓子を作る
と き▶ 1月18日、2月1日・15日、3月1日の日曜日(4

回)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費3200円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、15cm四方の持ち

帰り用の箱
 
男性のための料理教室～おかずにもなる酒のつま
みなどを作り、料理の基本を学ぶ
と き▶ 1月25日、2月8日・22日、3月8日の日曜日(4

回)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 中根克枝
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・16人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費3000円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
申し込み▶ ｢正月用生け花教室｣は、12月13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)、電話番号、
託児(2歳以上の未就学児)希望者は、子ど
もの氏名(ふりがな)と年齢を書いて、そ
れ以外は、12月18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、
〒486－0844鳥居松町2－247へ
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ハーモニー春日井　☎88－0677
初釜入門講座
と き▶ 1月11日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 原科初美
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250円、教材費650円
持ち物▶ 懐紙、扇子
申し込み▶ 12月4日(木)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
正月生け花教室～正月花を生ける
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～正午
講 師▶ 加藤太恵
定 員▶ 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▶ 12月4日(木)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
お正月花講習会～新春を装う花を生ける
と き▶ 12月26日(金)午前10時～正午
講 師▶ 保母麗華
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250円、教材費①(枝若松、キク、

千両)約2200円②(松、ピンクッション、
千両、金半たれ柳)約2900円③(オモト、
梅苔枝、小菊)約3600円

持ち物▶ 花ばさみ、水盤か花瓶、剣山(10cm×
7.5cm程度)、花包み、ぞうきん

 
お正月もの知り講座～正月を花で表現して、伝統
文化を楽しく学ぼう！
と き▶ 12月26日(金)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 保母麗華
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生、中学生・25

人(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 生けた花を入れる袋
 
申し込み▶ いずれも12月11日(木)〈必着〉までに、往

復はがき(1人1枚)に講座名(お正月花講習
会は教材①②③の別も)、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢か学年、電話番号を書いて、
〒487－0011中央台2－2－1へ

味美ふれあいセンター　☎31ー3522
正月用生け花教室～新年を迎える正月花を生ける
と き▶ 12月25日(木)午前10時～正午
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10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▶ 12月4日(木)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
クリスマスケーキ作り教室
と き▶ 12月24日(水)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、泡立て器(ある人の

み)、30cm四方の持ち帰り用の箱
 
新春書き初め会～それぞれの課題に挑戦
と き▶ 1月10日(土)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 津田濤鶴、長江華虹、小澤淑男、本多順

香
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・150人(先着

順)
費 用▶ 受講料250円(大学生以上)、教材費500円
持ち物▶ 書道用具、ビニールなどの敷物、座布団
 
申し込み▶ いずれも12月5日(金)から、電話で　※｢新

春書き初め会｣は12月20日(土)まで

南部ふれあいセンター　☎85－7878
いちごを使ったクリスマスケーキ作り
と き▶ 12月21日(日)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・16人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、21cmのケーキが入

る容器
 
とびっきりおいしい手作りパン～初心者向けにそ
うざいパンやあんパン、バターロールを作る
と き▶ 1月8日(木)・22日(木)〈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・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
 
申し込み▶ ｢いちごを使ったクリスマスケーキ作り｣

は12月5日(金)から、｢とびっきりおいし
い手作りパン｣は12月9日(火)から、電話
か直接で
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かすがいげんきっ子センター
ファミリークッキング～卵アレルギー食(ミート
ボール・サラダ)
と き▶ 1月18日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 卵アレルギーの未就学児とその家族・4

組(超えたときは抽選)　※1家族4人まで
費 用▶ 材料費(1人)300円
 
おいしいクッキング～ピザトースト
と き▶ 2月1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
 
申し込み▶ 12月15日(月)〈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
(ふりがな)・年齢、電話番号を書いて、
｢おいしいクッキング｣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

総合福祉センター　☎84－3611
手とり足とりパソコン講座(聴覚障がい者本人と
保護者編)～手話通訳者を介してインターネット
の基本操作を学ぶ
と き▶ 1月18日・25日、2月1日・15日の日曜日(4

回)午後1時30分～ 3時
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住の聴覚障がい者とその保護者

(保護者のみは不可)・10組(超えたときは
抽選)

 
かんたん！ゆったり体操
と き▶ 1月20日～ 2月10日の毎週火曜日(4回)午

前10時～ 11時30分
講 師▶ スポーツインストラクター
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料520円
 
楽しいコーラス～童謡・唱歌・歌謡曲を2部合唱
しましょう
と き▶ 1月21日・28日、2月4日・25日の水曜日(4

回)午前10時～ 11時30分

講 師▶ 日比野尚敬、井上文子
対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人か身体障がい者

・50人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料520円
 
申し込み▶ 12月15日(月)〈必着〉までに、｢手とり足

とりパソコン講座｣は直接かファクスで
住所、氏名、年齢、障がいの程度を書い
て、それ以外は往復はがきに講座名、住
所、氏名、年齢、電話番号、身体障がい
者は障がい名を書いて、〒486－0857浅
山町1－2－61、ＦＡＸ84－3933へ　※身
体障がい者は無料。初回受け付けのとき
に障がい者手帳の提示が必要

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
関節の痛みの予防・軽減について
と き▶ 12月10日(水)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑
講 師▶ 理学療法士・内海基至
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－

9166)へ
 
口の働きってとても大事！～明日も｢健口｣で健康
な生活を送るために
と き▶ 12月11日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ グレイスフル春日井
講 師▶ 歯科医師・寺町好平
定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日

井(☎89－2391)へ
 
認知症を理解する～診断と治療について
と き▶ 12月11日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 医師・大野貴也
定 員▶ 40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
 
音楽療法～健康作りに音楽を使ってみませんか
と き▶ 12月13日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春

日井
講 師▶ 須崎弘子
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井(☎32－1117)へ
 
認知症予防｢年賀状を絵てがみで書いてみよう｣
と き▶ 12月15日(月)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
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講 師▶ 地域包括支援センター春緑苑職員
定 員▶ 25人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－

8303)へ
 口腔(こうくう)機能向上教室～口を元気に・生活
を楽しく！
と き▶ 12月17日(水)午前10時30分～正午
ところ▶ 中切町公民館
講 師▶ 歯科衛生士・加藤保津美
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 第三介護地域包括支援センター (☎56－

8611)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▶ 1月15日(木)午後1時～ 4時
ところ▶ 市役所大会議室
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▶ 12月8日(月)から、電話で

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室(基本編) ～水の特性を理
解しながら、効果的なウオーキングをマスターす
る
と き▶ 12月16日(火)午後1時～ 2時
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300円　※別途、プール利用券の

購入が必要
 クロールを覚えよう～クロールの基本をマスター
する
と き▶ 1月7日～ 30日の毎週水・金曜日(8回)午

後5時～ 6時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・30人(超えたときは

抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 水中ダンベル＆アクア～ダンベル運動を取り入
れ、基礎代謝の向上を図った水中エアロビクス
と き▶ 1月9日～ 30日の毎週金曜日(4回)午前9時

20分～ 10時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい、初心者向
きの水中エアロビクス
と き▶ 1月9日～ 30日の毎週金曜日(4回)午前10

時40分～ 11時40分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は12月4日(木)

午前9時から電話で、それ以外は12月16
日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1教室
につき1枚のみ)に教室名、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、〒486－0804鷹来
町4286へ

1月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各50人(先

着順)
費 用▶ 受講料(1回)300円　※回数券3000円(11枚

つづり)あり
申し込み▶ 当日、教室開始の1時間前から受け付け

(午前の最初の教室は、8時30分から)
ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)　

※火曜日午前10時45分からのヨガは1月
6日～ 3月31日まで、木曜日午後6時30分
からのヨガは1月8日～ 3月19日まで、金
曜日午前10時45分からのダイナミックエ
アロビクスは1月9日～ 3月20日の期間限
定の開催。1月10日(土)・11日(日)・13日(火)
は休講。1月1日(祝) ～ 3日(土)は休館日の
ため休み
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ
ビクス

10：45
～

11：45
ヨガ

ソフト
エアロ
ビクス

ダイナ
ミック
エアロ
ビクス

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

ヨガ

20：00
～

21：00

ソフト
エアロ
ビクス

ダイナ
ミック
エアロ
ビクス

スタン
ダード
エアロ
ビクス

ヒップ
ホップ

こどもは社会の

たからもの
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総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩こり・腰痛予防のスト
レッチ体操や簡単な軽運動
と き▶ 1月9日～ 30日の毎週金曜日(4回)午前10

時～ 11時30分
ところ▶ 東部市民センター
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1000円
 
ソフトステップ～ステップ台を使用したエアロビ
クスで、お尻やももを引き締める
と き▶ 1月の毎週水曜日(4回)午前10時45分～ 11

時45分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・35人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
ジュニアヒップホップ～ヒップホップの音楽に合
わせたダンスの基本を身に付ける
と き▶ 1月9日～ 30日の毎週金曜日(4回)午後6時

30分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・40人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
すこやか幼児体操(①年中②年少) ～体操や遊び
を通じて運動機能を高める
と き▶ 1月10日～ 31日の毎週土曜日(4回)①午前

9時30分～ 10時30分②午前10時45分～ 11
時45分

対象・定員▶ 市内在住か在園の①平成15年4月2日～
16年4月1日②平成16年4月2日～ 17年4月
1日に生まれた幼児・各30人(超えたとき
は抽選)

費 用▶ 受講料1000円
 
はずんで！ボールエクササイズ～エクササイズボ
ールを使用して、楽しく体を動かす
と き▶ 1月10日～ 31日の毎週土曜日(4回)午前10

時45分～ 11時45分
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1200円
 
小学生の球技入門(テニス) ～短いラケットを使
用して、ボールを打つなど基本的な動作を学ぶ
と き▶ 1月15日～ 2月12日の毎週木曜日(5日を除

く4回)午後4時30分～ 5時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学1・2年生・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円

ジュニア養成教室(サッカー ) ～基礎から応用ま
でのサッカーの動作を練習し、試合をする
と き▶ 1月20日～ 3月17日の毎週火曜日(2月3日

を除く8回)午後6時15分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円
 
ジュニア養成教室(新体操)～リボンを使用して、
基本的な新体操の動作を練習する
と き▶ 1月20日～ 3月17日の毎週火曜日(2月3日

を除く8回)午後8時～ 9時15分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料3000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は12月4日(木)

午前9時から電話で、それ以外は12月16
日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1教
室につき1枚のみ)に教室名(①②の別も)、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、
勤務先か園名か学校名と学年を書いて、
〒486－0804鷹来町4196－3へ

家屋を取り壊した場合などは早めに連絡を
　固定資産税は、毎年1月1日に存在する土地・家
屋・償却資産に課税されます。土地・家屋などの
状況に変更があった場合は、年内中に届け出てく
ださい。 
対 象▶ ○家屋を取り壊したが、まだ届け出てい

ない人(法務局の滅失登記も必要)○土地
の利用状況を変更した人○納税通知書な
どの送り先に変更があった(住所を変更
した、納税管理人を変更または廃止した、
納税管理人が住所を変更した、相続人で
相続登記や相続人代表者指定届が済んで
いない)人　※平成21年1月2日以降に家
屋を取り壊した場合は、21年度も課税さ
れます。また、公益のために無償で使用
する集会所、遊園地、防火用水などや、
火災などの災害で損害を受けた固定資産
は、税が減免されます。

問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6105)

コンロから
離れるときは
必ず火を消しましょう
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12月は市税完納促進月間
土・日曜日、祝休日の収納・納税相談
と き▶ 12月6日～ 23日の土・日曜日、祝休日午

前9時～正午、午後1時～ 4時
夜間の収納・納税相談
と き▶ 12月1日(月)～ 25日(木)午後5時30分～ 7時

(土・日曜日、祝休日を除く)
ところ・問い合わせ▶いずれも収納課(☎85－6111)

土地・家屋閲覧台帳の閲覧項目変更について
　行政サービスの一環として、登記情報などを基
に土地や家屋の面積や所有者の住所・氏名などを
閲覧に供していましたが、個人情報保護の観点か
ら、次のように変更します。今後、土地や家屋の
所有者などの確認は、法務局の閲覧制度を利用し
てください。
変更期日▶ 平成21年1月5日から
閲覧できる項目▶①土地閲覧台帳…平成20年1月1

日現在の所在地番、登記地目、登記地積
②家屋閲覧台帳(登記家屋のみ)平成20年
1月1日現在の所在地番、家屋番号、種類、
構造、屋根、建築年次、階数、登記床面
積

問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6101)

鹿乗橋の通行止めのお知らせ
　高蔵寺町から瀬戸市鹿乗町にかけての庄内川に
架かる鹿乗橋の補修工事のため通行止めを行いま
す。工事期間中は現地の案内看板を見て、迂回(う
かい)してください。
期 間▶ 12月8日(月) ～ 3月6日(金)午前9時～午後

5時　※ただし、土・日曜日、12月20日(土)
～ 1月4日(日)を除く

問い合わせ▶ 県尾張建設事務所道路整備課(☎052－
961－4436)

ＪＡ尾張中央高蔵寺地区農業祭
月 日▶ 12月12日(金) ～ 13日(土)
ところ▶ 尾張中央農業協同組合高蔵寺支店(高蔵

寺町3)
内 容▶ 市内で生産されたジネンジョなどの農産

品の品評会〈12日(金)午後1時から〉と即
売〈13日(土)午後2時から〉

問い合わせ▶ ＪＡ尾張中央高蔵寺地区農業祭実行委員
会(☎51－1997)

公立春日井小牧看護専門学校学生募集
試験日▶ 1月24日(土)
試験場所▶ 公立春日井小牧看護専門学校
課程・学科▶ 専門課程・看護学科
試 験▶ ①学科試験(国語｢国語総合(古文、漢文を

除く)｣、数学｢数学Ⅰ・数学Ａ｣、外国語｢英
語Ⅰ・Ⅱ｣)②面接

対象・定員▶ 高等学校もしくは中等教育学校を卒業、
卒業見込みまたは同等以上の学力を有す
る人・40人(推薦・社会人入学含む)

受験料▶ 5000円
修業年限▶ 3年(昼間)
募集要項▶ 公立春日井小牧看護専門学校で配布中
 ※郵送希望の場合は、ホームページ、電

話、ファクスで請求
ところ・申し込み▶1月5日(月) ～ 15日(木)に直接

(土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後
5時)か郵送(当日消印有効)で、〒486－
0849八田町2－38－1、公立春日井小牧
看護専門学校(☎84－5611、ＦＡＸ84－
1662)へ

 ホームページ　http://www.k-k-nurse.
ac.jp/14_shiryo/index.html

珠算・段位認定検定
月 日▶ 2月8日(日)
受験料▶ 1級2040円、2級1530円、3級1330円、 段

位2550円
ところ・申し込み▶12月4日(木) ～ 1月5日(月)に顔

写真(珠算のみ縦4.5cm×横3.5cm)を添え
て、春日井商工会議所(☎81－4141)へ

ふるさとの歴史コーナー企画展
月 日▶ 12月13日(土) ～ 1月23日(金)
ところ▶ ルネック
内 容▶ ｢春日井の近代化遺産｣旧中央線廃線赤レ

ンガトンネルの写真展
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)
協 力▶ 市文化財友の会

訪問歯科診療を行っています
　口の健康は、口の中だけにとどまらず全身の健
康保持のために重要です。歯や口のことで困って
いても、寝たきりや障がいなどにより歯科医院に
通院できない人を対象に、歯科医師や歯科衛生士
が訪問して歯科診療や口腔ケアなどの訪問歯科診
療を実施しています。
対 象▶ 寝たきり・障がいなどのために歯科医院

に通院することが困難な人
※日時は直接担当の歯科医師から連絡あり
申し込み▶ 市歯科医師会事務局(☎85－0185)へ



万 人

万

子育てのつどい　根っこのこ
とき▶12月9日（火）午前10時～ 11時30分　とこ
ろ▶レディヤンかすがい　内容▶子育て中の母
親の話を聞き、講師から子育てに関するさまざ
まなヒントやアドバイスをもらう　対象・定員
▶小学生までの子を持つ母親・30人（先着順）　
申し込み▶12月4日（木）から、電話かファクス
に住所、氏名、電話番号を書いて、服部（☎090
－8555－7876、ＦＡＸ85－0016）へ
･･････････････････････････････････････････
市民吹奏楽団ファミリーコンサート
とき▶12月14日（日）午後1時30分～ 3時30分（1
時開場）　ところ▶東部市民センター　曲目▶
「ペールギュントより『朝』」「森の贈り物」「ヤッ
ターマンの歌」「アルプスの少女ハイジ」など　
定員▶500人（先着順）　入場整理券▶市民会館、
東部市民センター、文化フォーラム春日井・情
報プラザなどで配布中　問い合わせ▶岡崎（☎
090－1780－9387）
･･････････････････････････････････････････
アレルギーのある子どもと親の集い
とき▶12月21日（日）午後1時～ 3時　ところ▶

レディヤンかすがい　内容▶食物アレルギーで
も食べられるあちこちのケーキを取り寄せたス
イートバイキング風クリスマス会　対象▶アレ
ルギー(アトピー、食物アレルギー、ぜんそく）
のある子どもとその保護者　費用▶大人1000円、
小学生500円、幼児300円　申し込み▶12月10日
（水）までに、電話かファクスに参加者全員の住
所・氏名・電話番号、参加人数、子どもの年齢、
除去食を書いて、春日井アレルギーの会・波多
野（☎・FAX56－9269）へ
･･････････････････････････････････････････
クリスマスコンサート
とき▶12月21日（日）午後2時から（1時45分開場）
ところ▶ホテルプラザ勝川　内容▶ハンドベ
ルとパイプオルガンのコンサート　定員▶80人
（先着順）　費用▶入場料1500円（ケーキ、飲み
物付き）　申し込み▶12月4日（木）から、勝川開
発㈱（☎34－6800）へ
･･････････････････････････････････････････
中部大学マンドリンクラブ定期演奏会
とき▶12月27日（土）午後6時～ 8時（5時30分開
場）　ところ▶ウィルあいち（名古屋市東区）　
内容▶マンドリンによる曲の演奏　問い合わせ
▶栗田（☎090－5876－8086）

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

ルネックギャラリー (☎34－6800) 12 ／1(月)～7(日) 河龍雄－銀塩主義者－ 写真
展「豊葦原」 河龍雄

市役所市民サロン (☎85－6073)
12 ／1(月)～7(日) 水彩風景画作品展 日彩会
12 ／8(月)～14(日) 日本画展 俊の会

味美ふれあいセンター (☎31－3522) 12 ／2(火)～14(日) 春日井の発掘調査 文化財課
鷹来公民館 (☎84－7071) 12 ／3(水)～14(日) 四季折々の絵手紙展 山茶花の会

エコメッセ春日井 (☎88－5006)
12 ／3(水)～24(水) 創作紙粘土作品展 創作紙粘土愛好会
12 ／3(水)～24(水) 伊勢型紙作品展 みろく伊勢型紙同好会

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉 (☎92－8711)

12 ／5(金)～7(日) てづくり小物展 ハンドメイドクラブ
12 ／11(木)～21(日) 写真展 グリーンフォトクラブ

中央公民館 (☎33－1111) 12 ／6(土)～14(日) 水墨画展 おんこ水墨画クラブ
高蔵寺ふれあいセンター (☎51－0002) 12 ／6(土)～14(日) 出張生活展 市消費生活展実行委員会
南部ふれあいセンター (☎85－7878) 12 ／6(土)～23(祝) 「風景と花｣写真展 立岡邦廣

坂下公民館 (☎88－5555)
12 ／7(日)～13(土) 楽しい陶器たち いちのくら陶芸クラブ
12／10(水)～16(火) 出張生活展 市消費生活展実行委員会

アスティ高蔵寺 (☎85－6079) 12 ／7(日)～18(木) バードカービングと水彩画展 塩谷悦男、塩谷洋子

西部ふれあいセンター (☎33－0808) 12／10(水)～16(火) 出張生活展 市消費生活展実行委員会
レディヤンかすがい (☎85－4188) 12 ／13(土)～21(日) 伊勢型紙作品展 春日井伊勢型紙同好会
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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

12／6

12／13

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

☎89－3388

☎84－3060

☎91－3755

☎31－4358

☎35－2203

☎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）

はやかわクリニック（下市場町6）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

明子ウエルネス・クリニック（八光町3）

浅田レディースクリニック（松新町1）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

12／7

12／14

健 康

土曜・祝休日を除く平日夜間の緊急医の診療は午後9時～11時30分です。

●公道
平日（午前8時30分～午後5時15分）…水道工務課
☎85－6420
土・日曜日、祝休日、夜間…市役所宿直室☎81
－5111
●宅地内（有料）
終日…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

人　口 （＋1613）

世帯数
30万6602人
12万2609世帯 （＋1964）

まちの動き

（97件）

（8人）

（9153件）

火災発生件数
交通事故死亡者数

救急件数

15件
905件

0人

平成20年10月31日現在　（　）内は前年同日比

平成20年10月　（　）内は1月からの累計

新型インフルエンザは、動物のインフルエンザウイルスが人に感染し、人の体内で増えることができ
るように変化し、人から人へと効率よく感染できるようになったもので、このウイルスが感染して起
こる疾患のことです。近い将来世界的な流行が起こる可能性があり、外出を控え、他人との接触を避
けることが大切との専門家の指摘もあります。対策として家庭に必要な備蓄品について紹介します。

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6168）

新型インフルエンザに備えて新型インフルエンザに備えて

食品類（長期保存できるもの）▶米、乾め
ん類、切りもち、缶詰、レトルト食品、
ミネラルウオーターなど（乳児がい
る家庭は粉ミルク、離乳食なども）

医療品・日用品▶

懐中電灯やラジオなど通常の災害時に使う日用品
も必要です。

　　　　　マスク（なるべく皮膚と密着でき
るもの）、ゴム手袋、氷枕、消毒用アルコール、
常備薬（胃腸薬、解熱鎮痛剤など）、ばんそ
うこう、ガーゼ・コットンなど

参考「新型インフルエンザ対策ガイドライン」厚生労働省

備蓄品（２週間程度外出しなくても良い量）

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.
jp/iryo/hokenkanren/healthinfo_list/
shingatainfuru.html
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問い合わせ▶ごみ減量推進課（☎85－6226）

犬や猫と飼い主は家族です。その家族の一員が粗相をしたら、
後始末をするのは当たり前です。しかし、この当たり前のこ
とができていない現状が残念ながら見受けられます。ふん害
のないきれいなまちは、誰もが望んでいます。飼い主の皆さ
ん一人一人が環境美化に関心と理解を深め、お互いが気持ち
よく生活するために、マナーを守りましょう。

持ち帰ったふんは、自宅の敷地に埋めるか、
トイレに流しましょう

飼っている犬や猫が他人の土地でふんをしない
ようにしつけましょう

～被害者の立場に～被害者の立場になって考えましょうって考えましょう～被害者の立場になって考えましょう

ぼくのふんをきちんと始末してね。
そのままにしておくと、

みんなの迷惑になっちゃうよ…

散歩のときは、必ずふんを
持ち帰りましょう
※袋・スコップなどふんを回収
　する用具を携行しましょう

ビワ科
ビワ

　日本では関東以西に生えている常緑の高木で、11月から1月ごろまで次々と
地味な白い花をつけ、6月ごろには卵形をした黄橙色の実が熟します。種をま
くと簡単に発芽するので、観葉植物としても楽しむことができます。中国南
部原産で日本には古代に持ち込まれたと考えられています。
　ビワは「大王樹」と呼ばれ、民間療法に使われてきました。葉はアミグダリ
ンやクエン酸などを多く含み、乾燥させてビワ茶とするほか、葉の上に灸を乗せてアミグダリンの鎮痛
作用により神経痛の治療に使われることもあります。アミグダリンは取り扱いを間違えると健康を害す
る恐れがありますので、素人療法は注意が必要です。
　木材は乾燥させると非常に硬く、昔からつえの材料として利用されてきました。また、硬くて折れに
くい性質を利用して剣道・剣術の木刀として多く加工されています。

然春 日 井 の 自

発行／春日井市　〒486－8686 愛知県春日井市鳥居松町5－44　☎（0568）81－5111（代）
編集／市長室広報広聴課　☎（0568）85－6036　ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/

春日井市はISO14001の認証を取得し、
環境保全活動を積極的に推進しています。
再生紙を使用しています。
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