
「将来のあなたたちが安心して住むことができる空気を守る
ため、できることをしてみましょう。」そう提案するのは環境
保全活動に取り組む「大気グループ」。この日は、クロマツの
針葉から空気の汚れを観測する方法を高蔵寺中学校の科学部
の皆さんに伝えました。
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問い合わせ▶省エネについて…環境政策課（☎85－6216）、生物多様性について…環境保全課（☎85－6279）

近年、地球温暖化による生態系への影響などの深刻な問題が危惧（きぐ）されており、できるだけ少ないエ
ネルギー（省エネ）で生活することで地球温暖化の防止に努めることが求められています。未来の地球を守
るため、省エネに配慮した生活に協力してください。

詳しい内容は、㈶省エネルギーセンターホームページ　http://www.eccj.or.jp/catalog/home_electronics.
htmlで見ることができます。

　技術の進歩により、家電製品をはじめさまざ
まな機器は、機能性とともに、エネルギー消費
効率が良くなり、待機時消費電力も削減してい
ます。新しく機器を購入する際は省エネ型を選
びましょう。

　エネルギー消費効率の良い機器を選び、上手
な使い方をするのが省エネのこつ。たとえば、
使わない家電製品のプラグをコンセントから抜
く。無駄な電気・ガス消費のチェックなどのさ
まざまな工夫が省エネにつながります。

■テレビ

■照明器具 ■冷蔵庫

わたしたちの地球を守ろうわたしたちの地球を守ろうわたしたちの地球を守ろうわたしたちの地球を守ろうわたしたちの地球を守ろうわたしたちの地球を守ろうわたしたちの地球を守ろう

機器を選ぶときは、
省エネ型

Point!

1
毎日コツコツ、
上手な使い方

Point!

2

上手な使い方のポイント

家庭でできる省エネのポイント

生物多様性の保全に努めましょう

○カーテンを利用して窓からの熱の出入りを防ぐこと
　で、室温を調整しましょう
○冷暖房の効果が下がるので、室外機の周りに物を置
　かないようにしましょう

○高効率な蛍光灯に交換するよう心掛けましょう
○明るさが保てるよう定期的に掃除をしましょう

○見ない時は消すようにし、音量は不必要に大きくし
　ないようにしましょう
○画面は明るすぎないようにし、ほこりを小まめにふ 
　くようにしましょう

○庫内を整理整頓し、物を詰め込み過ぎないように心
　掛けましょう
○熱いものは冷ましてから入れるようにしましょう

■エアコン

　地球温暖化は、生物多様性にも大きくかかわっています。急速に進
みつつある温暖化の気候変動は、生物種や生態系が適応できる速度を
超え、多くの生物種の絶滅を含む重大な影響を与える恐れがあります。
身近な自然や生き物に目を向け、自然や生き物と親しんでみたり、自
然や生き物のために行動したり、わたしたち一人一人でもできること
を考えてみましょう。　

シデコブシシデコブシ
（絶滅危惧種）（絶滅危惧種）
シデコブシ

（絶滅危惧種）

「生物多様性条約第10回締約国会
議（COP10）」が平成22年10月に
愛知県で開催されます。県や市
町村では、事業者とともに、生
物多様性を理念とする自然環境
の保全に取り組んでいきます。

・多くの種類の生物がいること
・多様な生息環境がつながって生態系の豊かさやバランスが保たれ
ていること

・遺伝子の多様さが過去から現在、そして未来へとつながっており、
生態系、種、遺伝子の多様性が保たれていること

生物多様性とは…

広報春日井12月15日号2



地球温暖化の防止など

Vol.9

地球環境の保全②

温室効果ガスの排出抑制 （第12条）

オゾン層の保護 （第13条）

○冷暖房は適度な温度設定を心掛け
　ましょう。
○できるだけ公共交通機関や自転車
　を利用しましょう。

取り組み例

省資源・省エネルギー

　日常生活・事業活動において、資源
の循環的利用・エネルギーの消費の抑
制に努めましょう。

○電気やガスなどの節約を心掛け、
　エネルギーの有効利用を図りまし
　ょう。
○市民は「4Ｒ」、事業者は「3Ｒ」を
　促進し、資源の循環的利用を図り
　ましょう。
　※「４Ｒ」とは、「３Ｒ（リデュース：廃
　棄物の発生抑制、リユース：再使用、リ
　サイクル：再資源化）」に「Refuse(リフュ
　ーズ：断る)」を加えたものをいいます。

取り組み例

　日常生活・事業活動において、節水、
雨水などの有効利用・雨水の地下浸透
に努めます。

水利用および水循環 （第16条）

○風呂の残り湯を洗濯などに利用し
　ましょう。
○雨水タンクを設置し、トイレや水
　まきに利用しましょう。
○駐車場を舗装するときは、透水性
　のものなどで行いましょう。

取り組み例

　事業活動においてはISO14001などの
各種マネジメント手法を活用し、環境
負荷の低減に努めましょう。
　日常生活においては電気やガスなど
のエネルギー使用量の点検を継続的に
行い、環境にやさしいライフスタイル
の実現に努めましょう。

環境管理の推進 （第18条）

　日常生活・事業活動において物品を
購入するときは、エコマーク商品やグ
リーンマーク商品などの環境に配慮し
た物品を選択するよう努めましょう。

環境物品などの購入の推進 （第17条）

　日常生活・事業活動において、二酸
化炭素やメタンなどの温室効果ガスの
排出抑制に努めましょう。

酸性雨の発生の抑制 （第14条）
　酸性雨の原因となる窒素酸化物、硫
黄酸化物などの発生を抑制するため、
石油や石炭などの化石燃料の使用を減
らしましょう。

　フロン類の確実な処理を行い、大気
中への排出を防止するため、冷蔵庫や
エアコンなどの冷凍・空調機器を廃棄
するときは、未許可の業者に渡さず、
家電小売店・フロン類回収業者へ引き
渡しましょう。

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）、環境保全課（☎85－6217）

資源・エネルギーの有効利用 （第15条）

広報春日井12月15日号 3



11/11/2424
㊡

11/24
㊡

国際交流ルームオープン・
国際交流ネットワーク設立
１周年
（鳥居松ふれあいセンター）

　国際交流ルームと国際交流ネットワークの誕生
1周年を記念し、加盟団体の活動紹介とパーティ
が行われました。テーブルには各国の料理がずら
りと並び、ハイライトは「ピニャータ（中南米のく
す玉）割り」。国際色豊かな楽しい一日を過ごしま
した。

　民生委員の畔柳邦子さん（高森台）が秋の叙勲で
瑞宝単光章を受章し、市長に報告しました。畔柳
さんは昭和46年から37年間にわたって奉職され、
「地域の皆さんの支えがあってここまで続けるこ
とができました」とこれまでを振り返っていまし
た。

11/22
㊏

11/23
㊗

11/13
㊍ 叙勲の喜びを報告しました

広報春日井12月15日号4



11/24
㊡

　文房四宝〈硯（すずり）、紙、筆、墨〉を作るシリ
ーズ講座で、この日は天日干ししたわらを使って、
穂先の粗い変わり筆を作りました。筆運びはなか
なか難しいけど、出来上がりは芸術的で
「あの字はどうやって書いたの？」って話
題になりそうです。

来年の年賀状は「変わり筆」で！
（文化フォーラム春日井）

11/11/2222
㊏

11/22
㊏

　ママさんバレーボールの普及を目的とし
て、「宝くじスポーツフェアはつらつママさ
んバレーボール in Kasugai」が開かれ、元オ
リンピック選手をはじめとするドリームチ
ームによるバレーボール教室が行われまし
た。かつて世界を沸かせた選手たちの指導
に、参加者たちは、目を輝かせてボールを
追いかけていました。

あこがれの選手と一緒に
（総合体育館）

11/11/2323
㊗

11/23
㊗
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I N F O R M A T I O N情報最前線

漏水は、水道管の破裂や老朽化などにより、見えない所で起きることが
あります。少し漏れていても、長い間気付かずにいると相当の量になっ
てしまいます。漏水のチェックは簡単にできますので、定期的に行いま
しょう。

水道管の点検をしましょう水道管の点検をしましょう水道管の点検をしましょう水道管の点検をしましょう水道管の点検をしましょう

気温がマイナス4℃以下になると、防寒の不完全な水道管は凍ったり破
裂したりすることがあります。特に、むき出しになっている、北向きに
ある、風当たりが強いといった場所の水道管は布などを巻き、ビニール
テープで押さえるなど、凍結予防をしてください。

問い合わせ▶水道業務課お客様窓口（☎85－6411）

漏水のチェックを行いましょう

夜の冷え込みによる水道管の破裂にも注意を

漏水のチェック方法
　水道の蛇口を全部締め、水道メーターのパイロットマーク（メータ
ー内の赤か銀色のマーク）を見てください。パイロットマークが少し
でも動いていれば、漏水している可能性がありますので、すぐに修理
（有料）を依頼してください。

水道管が破裂したときは…
　メーター付近にある止水栓を締めて水を止め、管工事業協同組合
（☎83－8288）か市指定給水装置工事事業者に修理（有料）を依頼して
ください。

母子健康手帳の別冊として、妊婦に配布し
ている「母と子のしおり」に掲載する広告を
募集します。

有料広告募集のお知らせ有料広告募集のお知らせ有料広告募集のお知らせ有料広告募集のお知らせ有料広告募集のお知らせ
広告掲載位置▶表紙内面と裏表紙
規　格▶1色刷・黒、縦70mm×横90mm
枠　数▶各2枠（計4枠）
作成部数▶3800部
掲載期間▶平成21年4月1日から1年間　※配布から1歳誕生月ま

で使用
掲載基準▶市広告掲載要綱および市母子健康手帳別冊「母と子

のしおり」広告掲載要領
掲載料▶表紙内面・裏表紙各3万円
申し込み▶1月30日（金）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、広告原案を添えて、市役所
執務時間中に直接春日井市役所健康推進課（☎85－
6171）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

表紙裏表紙
この裏側に掲載します
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既に後期高齢者（長寿）医療制度では保険料の特別徴収（年金からの天引き）が始まっていますが、市では、
国民健康保険税についても平成21年4月から特別徴収を始めます。

国民健康保険税国民健康保険税の特別徴収について特別徴収について国民健康保険税国民健康保険税の特別徴収について特別徴収について国民健康保険税の特別徴収について

次の条件をすべて満たしている場合
○世帯の国民健康保険加入者（世帯主含
む）が全員65歳以上であること

○世帯主が国民健康保険加入者であるこ
と（世帯主が社会保険や後期高齢者医
療制度の加入者である場合は特別徴収
の対象になりません）

○年額18万円以上の公的年金を受給して
いること

条件を満たしていても次の基準に当てはまる場合
は、特別徴収ではなく口座振替などの方法での納付
となります。
○介護保険料と国民健康保険税を合算した額が、特
別徴収の対象となる年金支給額の2分の1を超える
場合

○その年度および翌年度内に75歳に到達する場合

条件を満たしている場合、国民健康保険税の納付方法は原則、特別徴収となりますが、口座振替による納
付も選択可能となります。特別徴収の対象となる可能性がある人には、12月下旬に納付方法の確認のため、
お知らせを郵送する予定です。

問い合わせ▶国保年金課（☎85－6156）

対象になる世帯主 対象にならない世帯主

納付方法の選択について

平成21年から運転免許証をICカード化します。ICカード化することで、運転免許証の偽造と、
偽造運転免許証での銀行口座の開設や架空名義で契約した携帯電話の使用による犯罪を防止しま
す。

運転免許証が ICカード化されます運転免許証が ICカード化されます運転免許証が ICカード化されます運転免許証が ICカード化されます運転免許証が ICカード化されます

プライバシー保護のプライバシー保護の
ため本籍欄が空欄とため本籍欄が空欄と
なりＩＣチップ内になりＩＣチップ内に
登録されます。登録されます。

プライバシー保護の
ため本籍欄が空欄と
なりＩＣチップ内に
登録されます。

実施日▶1月5日（月）の申請（取得、更新、
再交付）分から

費　用▶従来の手数料に450円を加えた
額

問い合わせ▶春日井警察署（☎56－0110）、県警察本部（☎052－801－3211）

暗証番号（4けたの数字が
2組）が必要となりますの
で、手続きの前にあらか
じめ準備してください。
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問い合わせ▶資産税課（☎85－6101）

工場･商店を経営したり、アパート･駐車場を貸し付けたりしている法人や個人が、事業用に所有している構
築物、機械、備品などの固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同様に固定資産税がかかります。
平成21年1月1日現在、市内に事業用の資産を所有している人は償却資産の申告が必要となりますので、2
月2日（月）までに申告してください。　 ※申告書が届いていない人は、資産税課まで連絡してください。

事業主、アパート経営者の皆さんへ事業主、アパート経営者の皆さんへ事業主、アパート経営者の皆さんへ

償却資産の申告償却資産の申告
をお願いしますをお願いします
償却資産の申告償却資産の申告
をお願いしますをお願いします
償却資産の申告償却資産の申告
をお願いしますをお願いします
償却資産の申告
をお願いします

償却資産の具体例

(例)アパートの償却資産
このようなものが償却資産
として申告が必要です。

貸しビル、貸店舗などの
テナントの人が平成16年
4月1日以降に事業用とし
て行った内装(内外壁、天
井など)や設備(電気、ガス、
給排水設備など)は、テナ
ントの人の償却資産とし
て固定資産税が課税され
ますので、必ず申告して
ください。

　市では、全事業所を対象に申告内容が適正かどうかの調査を実施しています。申告している人だ
けでなく、未申告の人にも実地調査を行うことがありますので、協力してください。

内　　　容種　　　類

構築物

建物附属設備

機械･装置

車両･運搬具

工具･器具･備品

駐車場などの舗装路面、門、塀、看板、
植栽、自転車置場、浄化槽など

受変電設備、ＬＡＮ配線、簡易間仕切り、
テナントによる内装、設備など

各種製造設備、工作機械、印刷機械、
建設機械、機械式駐車場設備など

フォークリフト、台車、クレーン車など
の大型特殊自動車など

パソコン、コピー機、机、いす、
陳列ケース、ルームエアコンなど

　　　貸店舗などにテナント
の人が取り付けた内装、設備
注意！

自転車置き場

駐車場舗装
門　扉 フェンス

植　栽

※家屋本体は家屋として
課税するため対象外
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都市計画マスタープラン策定委員会の公開
と き▶ 12月24日(水)午前10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▶ 都市政策課(☎85－6264)

商工業振興審議会の公開
と き▶ 1月15日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所行政委員会室
定 員▶ 5人(先着順)
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6247)

農業委員選挙人名簿の登載申請を忘れずに
　農業者からの申請(平成21年1月1日現在)に基づ
いて、資格を調査し、選挙人名簿の調製を行いま
す。申請書を郵送しますので、農業委員会へ提出
してください。
対 象▶ 10a以上耕作している世帯の世帯主およ

び同居の親族(年間60日以上耕作に従事
している人)で、平成元年4月1日までに
生まれ、市内に住んでいる人

提出期限▶ 1月9日(金)
問い合わせ▶ 市農業委員会(☎85－6237)

成人式
と き▶ 1月12日(祝)午前10時30分～正午(開場9時

30分)
ところ▶ 総合体育館
内 容▶ 式典や茶話会、記念撮影コーナー、着物

着くずれ直しコーナーなど
対 象▶ 昭和63年4月2日～平成元年4月1日生まれ

の人　※個人あての案内状は発送しませ
ん

問い合わせ▶ 生涯学習スポーツ課(☎85－6446)

特別少年相談
と き▶ 1月10日(土)・17日(土)午後1時～ 5時
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ 非行にかかわる問題行動で悩んでいる少

年や保護者を対象にした電話相談(☎85
－7871)や面談

問い合わせ▶ 少年センター (☎85－6153)

1月の献血
とき ところ

10(土)10：00～ 16：00 ユーストア篠木店
20(火)14：00～ 16：00 名古屋徳洲会総合病院

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)

１２／２８（日） 

※当日は、潮見坂平和公園事務所（平和公園第1バス停前）で
墓参用の花、線香を販売します。 
問い合わせ 潮見坂平和公園事務所（ ８４－４４４４） 

潮見坂平和公園墓参バス時刻表 

行　　　　 き 帰　　　　 り 
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工業統計調査に協力を
　製造業を営む事業所を対象として、その活動実
態を明らかにすることを目的に、12月31日現在で
全国一斉に行われます。調査結果は、行政施策の
重要な基礎資料として使用されるとともに、企業
や大学などの研究資料、小・中・高等学校の教材
などに広く利用されています。調査内容は、統計
法に基づき秘密は厳守されます。12月中旬から1
月にかけて調査員が各事業所を伺いますので、協
力してください。
問い合わせ▶ 企画課(☎85－4324)

道風展優秀作品巡回展
　市制65周年第60回道風展一般部の文部科学大臣
奨励賞、県知事賞、市長賞受賞作品9点を展示し
ます。
西部ふれあいセンター
と き▶ 12月17日(水) ～ 26日(金)午前9時～午後5

時〈初日は正午から、最終日は午後3時ま
で。12月22日(月)は休館日〉

東部市民センター
と き▶ 1月7日(水) ～ 23日(金)午前9時～午後5時

(初日は正午から、最終日は3時まで)
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

県下児童・生徒席上揮毫大会参加作品展
と き▶ 12月19日(金) ～ 1月7日(水)〈月曜日、12

月29日(月) ～ 1月3日(土)を除く〉午前9時
～午後4時30分

観覧料▶ 常設展、館蔵品展の観覧は一般100円、
高校生・大学生50円

ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

映画会
と き▶ 12月20日(土)午後1時30分～ 3時
題 目▶ ｢しろくまラルスの冒険｣
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)

高等学校吹奏楽フェスティバル
と き▶ 12月21日(日)午後2時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市内7校の高校吹奏楽部によるドリルや

オリジナル、ポップスの演奏
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

お話の部屋
と き▶ 12月21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)

紙芝居とお話を聞く会1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)

9(金)・23(金)11：00～

図書館
7(水)11：00 ～、10(土)・17(土)・
24(土)15：00～、14(水)・21(水)・
28(水)15：30～

東部市民センター 9(金)・16(金)・23(金)15：30～
味美ふれあいセンター 10(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 10(土)14：00～
南部ふれあいセンター 21(水)15：30～
西部ふれあいセンター 10(土)・24(土)11：00～
知多公民館 7(水)15：30～
鷹来公民館 休み
坂下公民館 休み
中央公民館 10(土)11：00～
グリーンパレス春日井 17(土)14：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

郷土館茶会｢初釜｣
と き▶ 1月4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

クリスマス会
と き▶ 12月23日(祝)午後2時～ 3時
内 容▶ 絵物語｢おばあさんとぶた｣ほか
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)
出 演▶ 人形劇団｢やまんば｣

とっておきのクリスマス
と き▶ 12月21日(日)午後5時30分から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 児童合唱団によるクリスマスコンサート
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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消防出初式
　年の始めに火災や災害のない1年であることを
願って、消防出初式を行います。式典終了後には、
消防車・救急車などを展示します。
　駐車場に限りがありますので、公共交通機関を
利用してください。
と き▶ 1月10日(土)午前9時30分～ 11時20分
ところ▶ サンフロッグ春日井駐車場
問い合わせ▶ 消防本部総務課(☎85－6381)

新春初釜
と き▶ 1月11日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 800円(2枚つづり)　※12月16日(火) ～ 1月

9日(金)に東部市民センター、文化フォー
ラム春日井・文化情報プラザで販売

ところ・問い合わせ▶東部市民センター (☎92－
8511)

協 力▶ 茶道ニュータウン陽春会

団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 1月18日(日)午前9時～午後5時
種 目▶ 一般男子・女子(高校生・大学生を含む)、

中学生男子・女子　※各種目とも1チー
ム4～ 6人で構成

対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、1月7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3000円、中学生・高
校生1000円

持ち物▶ ゼッケン
ところ・申し込み▶1月7日(水)〈必着〉までに、は

がきに大会名、代表者の住所・電話番号、
参加者全員の氏名・年齢を書いて、〒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)

市民スキー大会
と き▶ 2月1日(日)午前9時から
ところ▶ ほおのき平スキー場(岐阜県高山市)　※現

地集合
種 目▶ 大回転
部 門▶ ジュニアの部(小学4～ 6年生)、青年の部

(中学生～ 24歳の男子)、成年の部(25 ～
39歳の男子)、壮年の部(40歳以上の男子)、
女子の部(中学生以上)

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料1500円(ジュニアの部は1000円)
申し込み▶ 1月26日(月)までに、オギハラスポーツ

(☎81－6264)、ニシオスポーツ(☎81－
8786)、アルペン春日井店(☎56－7261)へ
※当日、会場でも受け付け可

問い合わせ▶ 市スキー連盟・加藤(☎090－1621－5143)

究極の三味線ライヴ～長唄三味線｢伝の会｣
と き▶ 2月22日(日)午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 初めての人から通の人まで楽しめる三味

線エンターテイメントの決定版
入場料▶ 2500円(全自由席、未就学児不可)
入場券▶ 12月19日(金)より、文化フォーラム春日

井・文化情報プラザ、チケットぴあで発
売　※かすがい市民文化財団では代金引
換サービスあり　

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

伝の会

市臨時職員登録者
登録有効期間▶平成21年6月30日(火)まで
職 種▶ ①一般事務②施設管理③用務員
賃金(時給)▶ ①②840円③870円
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、直接人事課(☎

85－6021)へ　※司書・900円、現業員・
1000円、看護師・1270円、保健師・1370
円、社会福祉士・1270円、国民健康保険
推進員・840円(能力給あり)も随時募集
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投票事務臨時職員の新規登録者
と き▶ 投票日の前日2時間程度と投票日の午前6

時30分～午後8時30分
ところ▶ 市内各投票所
内 容▶ 受付事務など
賃 金▶ 選挙1回につき1万2600円
対 象▶ 満20歳以上満65歳未満の人　※以前に登

録をした人は、再登録不要
申し込み▶ 1月30日(金)までに、市販の履歴書に記入

して、直接、市選挙管理委員会(☎85－
6071)へ

市民サービス公社嘱託職員
採 用▶ 平成21年5月1日
内 容▶ 総合体育館の施設管理と窓口受付業務
対象・人員▶ 昭和21年4月2日以降に生まれ、普通自動

車運転免許を持っている人・2人
勤 務▶ 午前8時30分～午後5時、午後1時30分～

10時の2交代勤務で1日7時間45分　※勤
務形態は、午後1時30分からの勤務が主
体

給 与▶ 約15万円　※給料のほか、通勤、期末・
勤勉手当などを支給

試 験▶ ○1次…1月29日(木)に総合体育館で作文
・体力測定○2次…2月下旬に総合体育館
で面接

ところ・申し込み▶12月28日(日)〈午前8時30分～
午後5時、月曜日を除く〉までに、市販の
履歴書に記入して、本人が直接、総合体
育館(☎84－7101)へ

 ホームページ　http://www.s－kousya
－kasugai.or.jp/ 

行政改革推進委員会の委員
任 期▶ 委嘱した日から2年間
内 容▶ 地方自治体を取り巻く社会経済情勢の変

化に対応した簡素で効率的な行政運営の
推進について必要な意見を述べる

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市
の附属機関などの委員になっていない人
・2人程度

申し込み▶ 1月5日(月)〈消印有効〉までに、所定の用
紙(行政経営課、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
館などに用意)に記入して、直接か郵送
で、〒486－8686春日井市役所行政経営
課(☎85－6063)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
jp/gyousei/jouhoukoukai/huzoku/k_gyou/
gyoukaku.html

 ※選考結果は文書で通知

シルバー人材センター職員
採 用▶ 平成21年4月1日
職 種▶ 事務職
対象・人員▶ 昭和53年4月2日以降に生まれた人・1人
給 与▶ 大卒約17万2200円、短大卒約14万9800円、

高卒約14万100円　※シルバー人材セン
ター給与規定により支給。扶養、住居、
通勤、勤勉手当など条件に応じて支給

試 験▶ ○1次…1月25日(日)午前9時からグリー
ンパレス春日井で適性試験、教養試験○
2次…2月8日(日)に面接、作文試験

申し込み▶ 1月15日(木)〈必着〉までに、受験申込書
(シルバー人材センターに用意)に記入し
て、直接か郵送で、〒486－0845瑞穂通1
－186、☎84－3515へ

小学校の心の教室相談員
職 種▶ 心の教室相談員(小学生やその保護者を

対象に悩み相談や話し相手をする)
勤務時間▶ 週10時間程度
申し込み▶ 2月20日(金)までに、市販の履歴書に記入

して、学校教育課(☎85－6444)へ

保健計画推進委員会の委員
任 期▶ 委嘱した日から2年間
内 容▶ ｢市保健計画｣と｢かすがい健康プラン21｣

の円滑な推進を図るため、年2～ 4回開
かれる委員会で事業の推進や実施状況な
どについて意見を述べる

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市
の附属機関などの委員になっていない人
・2人

応募方法▶ 1月6日(火)〈必着〉までに、所定の用紙(健
康推進課、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、総合福祉センターに
用意)に記入して、直接か郵送、ファクス、
Ｅメールで〒486－8686春日井市役所健
康推進課(☎85－6165、ＦＡＸ85－3786、
Ｅメールkensui@city.kasugai.lg.jp)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/iryo/sonota/hokeniin.html
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市民の誓い啓発ポスター
春日井市民の誓い
1 みんなで緑を育て　自然を守ろう
1 すすんでからだをきたえ　いのちを大切にしよう
1 お互いに時間とルールを守ろう
1 こころにゆとりをもち　清新な文化をきずこう
1 勤労をとうとび　豊かなくらしをめざそう
内 容▶ 市民の誓いの中から一つ選び、文字を使

わずに自由に表現したもの
規 格▶ 四つ切画用紙で、画材(絵の具、クレヨ

ンなど)は自由
賞 ▶ 特別賞4賞、奨励賞、佳作など　※作品

の版権は市に帰属
応募資格▶ 市内在住か在勤、在学の人
応募方法▶ 1月9日(金)〈必着〉までに、作品の裏面に

選んだ誓いと住所、氏名、年齢、電話番
号を書いて、〒486－8686春日井市役所
市民生活課(☎85－6622)へ　※小中学生
は各学校で取りまとめます。

特別養護老人ホームを整備する法人
　市内で特別養護老人ホームを整備する法人を募
集します。
募集期間▶ 12月15日(月) ～ 2月16日(月)
応募資格▶ 市内で介護保険施設か介護保険事業所を

設置、運営している社会福祉法人か医療
法人(医療法人の場合は、社会福祉法人
を設立する必要あり)

問い合わせ▶ 高齢福祉課(☎85－6198)
 ホームページ　http://www.city.kasugai.

lg.jp/fukushi/kourei/tokuyobosyu.html

ささえ愛センター　☎56－1943
託児ボランティア養成講座(託児付き) ～初めて
託児する人が初歩的な知識を学ぶ
と き▶ 1月16日(金)・23日(金)・30日(金)〈3回〉

午後1時30分～ 3時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で3回とも受講で

きる人・20人(先着順)
申し込み▶ 12月18日(木)から、電話かファクス、Ｅ

メールに住所、氏名、年齢、電話番号、
ファクス番号かＥメールアドレス、託児
希望者は子どもの氏名・年齢を書いて、
ＦＡＸ56－4319、Ｅメールkatsudo@cit
y.kasugai.lg.jpへ

中央公民館　☎33－1111
新春ミニぞうり編み教室～紅白のビニールひもで
親指大の草履を編む
と き▶ 1月9日(金)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費100円
 
楽しく親子でリトミック
と き▶ 1月9日～ 30日の毎週金曜日(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)
 
申し込み▶ いずれも12月23日(祝)〈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
－0913柏原町1－97－1へ

東部市民センター　☎92－8511
災害に負けないために～災害の教訓に学び、被災
した後を生き抜く心構えを身に付ける
と き▶ 1月15日(木)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 鈴木東
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(超え

たときは抽選)
費 用▶ 受講料250円
申し込み▶ 1月5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、〒487－0011
中央台2－2－1へ

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ビジネスに活かすパソコン(エクセル)講座
と き▶ 1月14日～ 2月4日の毎週水曜日(4回)午後

7時～ 9時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学でパソコンを持っ

ていて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
 
旅先ふれあい英会話講座
と き▶ 1月24日～ 2月28日の毎週土曜日(6回)午

後3時～ 4時30分
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2000円
 
申し込み▶ いずれも12月18日(木)午前9時から、電話

で
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坂下公民館　☎88－5555
木目込み人形講座｢吊るしび
な｣～伊豆稲取地方の風習に
ちなんだひな飾り
と き▶ 1月16日～ 2月6日の

毎週金曜日(4回)午前
10時～正午

講 師▶ 山邊真陽春
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1000円、材料費①6200円か②7700

円(飾りスタンド付き)
持ち物▶ 木目込みべら、反りばさみ
 
ベリーダンス体験講座｢ベリー (お腹)グゥ～っと
細くなる？ ｣～全身を使うダンスで体形を整えよ
う
と き▶ 1月21日(水)午後7時～ 9時
講 師▶ 秋葉弥生
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・40人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 足ふきぞうきん
 
異文化講座｢イタリアンパスタ＆サラダ｣～チョ
ウの形のパスタ(ファルファッレ)を作ろう
と き▶ 1月24日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 梶田みゆき
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1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、上靴
 
小顔ブートキャンプ～表情筋を鍛えよう
と き▶ 2月1日(日)・15日(日)〈2回〉午後1時30分

～ 3時30分
講 師▶ 松下美奈子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の女性・25人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ 顔全体が映る鏡

申し込み▶ いずれも12月27日(土)〈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、｢吊るしびな｣は
教材の番号を書いて、〒480－0305坂下
町4－250－1へ

少年自然の家　☎92－8211
わくわく自然ランド｢発見！冬の生き物たち｣～
冬越しする生き物に注目した自然観察
と き▶ 1月18日(日)午前9時～正午

コース▶ ①自然観察コース②自然体験コース
対象・定員▶ ①小学4年生以上②小学1～ 3年生と保護

者・計60人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加費(1人)250円
 
あそびむしくらぶ｢小枝であそぼう｣～散歩で拾
った小枝でクラフト作りをして楽しむ
と き▶ 1月23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
 
里山体験｢雑木林の学校｣～雑木林の手入れ、工
作、焼き芋、草木染
と き▶ 1月25日(日)、2月1日(日)〈2回〉午前9時30

分～午後3時30分
対象・定員▶ 小学4 ～ 6年生、中学生で2回とも参加で

きる人・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加費3000円(昼食代、教材費を含む)
 
申し込み▶ ｢あそびむしくらぶ｣は12月25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、それ以外は1月
6日(火)〈必着〉までに、往復はがきに講
座名(｢わくわく自然ランド｣は①②の別
も)、住所、学年、性別、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

エコメッセ春日井　☎88－5006
レザークラフト教室～革でブローチとフクロウの
キーホルダーを作る
と き▶ 1月16日(金)・23日(金)〈2回〉午前10時～

11時30分
講 師▶ 小林和子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 教材費2000円
持ち物▶ エプロン、使い古しのタオル
申し込み▶ 12月18日(木)から、電話で

南部ふれあいセンター　☎85－7878
冬の食養生(薬膳料理) ～旬の食材を使った料理
で健康管理を学ぶ
と き▶ 1月15日・29日、2月12日・26日の木曜日

(4回)午前10時～午後0時30分
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1000円、材料費2800円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、バンダナ
申し込み▶ 12月19日(金)から、直接か電話で
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レディヤンかすがい　☎85－4188
女性のためのセミナー ｢キラッと輝く明日に向け
て｣(託児付き)～①自分らしく色を楽しもう②キ
ラッと輝く簡単メイク③明日につなげるモチベー
ション
と き▶ ①1月16日(金)②1月23日(金)③1月30日

(金)〈3回〉午前10時～正午
講 師▶ ①下総夕加里②金子君子③重原惇子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の女性・20人(超えたと

きは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
持ち物▶ 手鏡、7色色鉛筆(16日のみ)、自分の化粧

道具(23日のみ)
 
キャリアセミナー ｢ワーク・ライフ・バランスか
ら始める、キャリアづくり｣(託児付き)～①ワー
ク・ライフ・バランスとは②多様なキャリアが社
会をつくる③仕事の常識、非常識④さわやかな交
渉力⑤わたしのキャリアづくり
と き▶ 1月29日～ 2月26日の毎週木曜日(5回)午

後6時30分～ 8時30分
講 師▶ 渋谷典子、伊藤静香、中村奈津子
対象・定員▶ 市内在住か在勤の女性・20人(超えたと

きは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ いずれも12月25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、託児希望者は子ど
もの氏名、年齢を書いて、〒486－0844
鳥居松町2－247へ

鷹来公民館　☎84－7071
詩吟入門講座～漢詩、和歌、俳句を吟じ歴史に触
れよう
と き▶ 1月24日・31日、2月14日・28日の土曜日

(4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 前田岳琇
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1000円
申し込み▶ 12月19日(金)から、電話で

グリーンパレス春日井　☎84－0381
ヨガで身体の健康を取り戻す
と き▶ 1月16日～ 2月6日の毎週金曜日(4回)午前

10時～ 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▶ 12月27日(土)〈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、市外の人は勤務先か学
校名を書いて、〒486－0817東野町字落
合池1－2へ

市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座～親子で楽しむリズム遊び
と き▶ 1月22日(木)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 古川美枝子
対象・定員▶ 2歳以上の未就園児とその保護者・35組

(先着順)
申し込み▶ 12月24日(水)午前9時から、☎85－8824へ

介護保険課の介護予防教室☎85－6187
音楽療法で心と体いきいき！～認知症予防
と き▶ 12月19日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 須崎弘子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターあさひが丘(☎93

－1314)へ
 
懐メロ歌って脳若返り～若かりしころの思い出の
曲を口ずさもう(戦後編)
と き▶ 1月10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▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル

春日井職員
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

身近な場所で
長続きする運動を
見つけましょう
かすがい健康プラン21
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健康推進課　☎85－6170
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▶ 1月6日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住の平成20年3月～ 4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
 
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▶ ①1月7日(水)②1月14日(水)③1月21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)
 
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▶1月8日(木)午前10時～ 11時30分・

保健センター、1月20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8月～ 9月生まれの
乳児(第1子)とその保護者・30組(先着順)

持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル、おんぶひも
など(ある人のみ)

 
日曜パパママ教室～保健師による保健指導・もく
浴指導
と き▶ 1月18日(日)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 市内在住の初妊婦とその夫・60組(先着

順)　※妊婦疑似体験コーナーあり
持ち物▶ 母子健康手帳
 
もうすぐママの料理教室～手軽なカルシウムたっ
ぷりメニューでお母さんも赤ちゃんも満足
と き▶ 1月27日(火)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 南部ふれあいセンター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の妊婦・20人(超えたと

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

ん、エプロン
 
申し込み▶ ｢カミカミ健康教室｣は12月22日(月)から、

｢モグモグ健康教室｣は12月24日(水)から、
｢日曜パパママ教室｣は12月26日(金)から
電話で、｢もうすぐママの料理教室｣は1

月5日(月)〈必着〉までに、はがき(1人1枚)
かＥメールに講座名、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(Ｅメー
ルkensui@city.kasugai.lg.jp)へ　※｢パパ
ママ教室｣は常時受け付け

サン・アビリティーズ春日井
交流の日｢ニュースポーツ講座｣
と き▶ 1月11日・25日、2月15日、3月15日の日

曜日(4回)午前10時～正午
講 師▶ 日本ニュースポーツ研究会
対象・定員▶ 障がい者と健常者・20人(先着順)
持ち物▶ 上靴
申し込み▶ 12月19日(金)から、電話かファクス(☎84

－2611、ＦＡＸ84－3005)で

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31日(土)午前9時～正午
ところ▶ 坂下公民館
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人

・30人(先着順)
申し込み▶ 12月18日(木)から、電話で

体育協会の講座
市民スキー教室
と き▶ 2月14日(土)午前6時～ 15日(日)午後9時
ところ▶ ほおのき平スキー場(岐阜県高山市)
 ※集合は総合体育館駐車場
講 師▶ 全日本スキー連盟公認指導員と市スキー

連盟
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着順)
 ※小学生以下は責任者の同伴が必要
費 用▶ 受講料2万円(交通費・宿泊費を含む、リ

フト券は除く)
持ち物▶ スキー用具一式(現地で貸し出し可)
申し込み▶ 2月8日(日)までに、オギハラスポーツ

(☎81－6264)、ニシオスポーツ(☎81－
8786)、アルペン春日井店(☎56－7261)へ

問い合わせ▶ 市スキー連盟・加藤(☎090－1621－5143)
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市税等の納期限・納税相談
固定資産税3期・国民健康保険税7期・介護保険
料6期・後期高齢者医療保険料5期
　納期限は1月5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。
12月の収納・納税相談窓口
と き▶ 12月25日(木)までの月～金曜日午後7時

まで、12月20日(土)・21日(日)・23日(祝)
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)

1日 ( 祝 ) ～ 3日 ( 土 )・12日 ( 祝 ) は一部を除き休みます。

月の生活相談1
この情報は毎月15日号で掲載しています。

乳幼児健康・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

9(金) 保健センター 10：00～
11：0016(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

総合健康相談
とき ところ

7(水)・21(水)　
10：00～ 12：00 保健センター

26(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

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)

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 19(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 6(火)

消 費 生 活 月～金曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：00

行 政 13(火)・27(火)

13：00～
16：00

法律(面 接のみ、予約制) 水・金曜日・11(日)
な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 7(水)
登 記(面 接のみ、予約制) 9(金)
不 動 産 取 引 23(金)
建 築 火曜日
多重債務(面接のみ、予約制) 15(木)・25(日)

※11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

反射材
つけよう自転車
歩行者も
交通安全スローガン
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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

母乳相談
日・曜日 ところ 時間

9(金)・27(火) 保健センター 10：00～
11：0019(月)・26(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　

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 7(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 14(水)
スペイン語 21(水)
ポルトガル語 28(水)
英語
フィリピノ語 4(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 11(日)

中国語 18(日)
英語
ポルトガル語 25(日)

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

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

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

8(木)・15(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

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

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)

※13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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いじめ・不登校相談
とき ところ 電話

月～金曜日9：00～ 12：00
13：00～ 16：00 中央公民館 34－8400

育児相談
とき ところ 電話

月～金曜日
9：00～ 16：00

子育て支援センタ
ー 85－8824

神屋子育て支援セ
ンター 88－8333

火～日曜日
9：00～ 19：00

かすがいげんきっ
子センター 35－3192

月～金曜日
9：30～ 16：00 全公私立保育園 各保育園

水曜日(電話のみ)
9：00～ 16：00 児童センター 87－6866

※かすがいげんきっ子センターは12日(祝)は行い、
13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。

介護相談
とき ところ

19(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

年金相談
とき ところ 電話

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

1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

15(木)・29(木) 健康管理センター 10：00～
11：0020(火) 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20年1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)

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) 14(水) 17：00～

21：00 56－1943
ＮＰＯ相談(予約制) 24(土) 10：00～

12：00、
13：00～
16：00

ボランティア相談(予約
不要) 火～金曜日 84－3600

※ボランティア相談は13日(火)は休み。

働く人のメンタルヘルス講演会の案内
　職場での労働環境が厳しくなり、働き盛りの人
のうつ病が増えています。うつ病は本人のみでな
く家族、職場への影響も大きく、長引く可能性が
ある病気です。心の不調を早期に発見し、適切な
対応をすることにより早期に回復を支援できるよ
う講演会を開催します。
と き▶ 1月19日(月)午後2時～ 4時
ところ▶ 春日井商工会議所(鳥居松町)
内 容▶ ○講演｢職場のメンタルヘルス対応ここ

が大事～増えているうつ病の予防と対処
方法｣医師・斉藤政彦○自殺防止対策ポ
スターコンクール表彰式

対象・定員▶ うつ病の人の家族や関心のある人、事業
所の健康管理などに関係がある人・100
人(先着順)

申し込み▶ 1月9日(金)までに、県春日井保健所(☎31
－2188)へ

1月の認定産業医による健康相談
とき ところ

18(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
27(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

使用しない家電製品
の主電源を切ったり、
コンセントからプラグを
抜いたりしましょう
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展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン （☎85－6073） 12／16(火)～22(月) 押絵の展示 つくばね会
鷹来公民館 （☎84－7071） 12／16(火)～26(金) ちりめん細工のこもの展 田中静子

アスティ高蔵寺 （☎85－6079） 12／20(土)～1／4(日) 高蔵寺地区社会福祉協議会活動での作品展 高蔵寺地区社会福祉協議会

グリーンピア春日井
〈最終日は16:00まで〉 （☎92－8711） 12／24(水)～1／4(日) 水彩画展 あんずの会

日本舞踊藤楊會舞初め会
とき▶1月18日（日）午後0時30分～ 3時30分（正
午会場）　ところ▶文化フォーラム春日井・視
聴覚ホール　内容▶日本舞踊の発表　定員▶
198人　問い合わせ▶藤間（☎090－6336－7880）

あなたも情報発信しませんか？

　掲載申請書は市ホームページからダウ
ンロードできます。掲載希望号発行日の1
か月前までに申請書に記入して、郵送か
ファクスで、〒486－8686春日井市役所広
報広聴課（☎85－6036、FAX84－7421）へ
ホームページ　http://www.city.kasugai.
lg.jp/shinsei/shinsei/koho/koho.html
※市の後援等がある催しを掲載します。
申し込みの際に後援等の決定通知書の写
しを提出してください。

1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〉 13(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 15(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/

防火対象物点検資格者講習
と き▶ 2月17日(火) ～ 20日(金)
ところ▶ 防火管理研修センター (名古屋市中区)

新現役チャレンジ支援事業の案内
　退職後も自らの知識・経験などのノウハウを生
かしたいという意欲を持った｢新現役｣人材の人々
と、課題解決のため人材を必要としている中小企
業とのマッチングを支援します。
問い合わせ▶ 新現役チャレンジ支援愛知協議会(☎052

－229－0574)

内 容▶ 防火対象物の防火管理の実施状況を点検
する資格を取得する講習

定 員▶ 50人(先着順)
費 用▶ 受講料4万5000円(別途、合否判定通知郵

送料80円が必要)
申し込み▶ 1月5日(月) ～ 16日(金)に、申請書(予防課

に用意)に記入して、郵送で〒460－0008
名古屋市中区栄1－23－13、名古屋市防
災管理公社防火管理研修センターへ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6388)



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

12／20

12／27

緊 急 医
平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日
・
12
／
30
〜
1
／
4

内科・小児科・外科

内科・小児科

在宅緊急医
外科

内科・小児科・外科

内科・小児科

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎85－0077

☎95－0233

☎84－3060

☎91－3755

☎87－4103

☎51－8222

☎75－3882

☎33－8011

☎34－1166

☎82－2161

☎31－5252

☎75－3882

☎33－8011

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日、12／27～1／4の午後7時～11時

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

あさひ病院（下原町）

田島クリニック（石尾台5）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）※12／30～1／3は休み

神領マタニティ（堀ノ内町3）

産科婦人科七原（白山町2）

ミナミ産婦人科（小牧市）

大林産婦人科医院（高山町1）

アルファクリニック（朝宮町1）

米本レディスクリニック（篠木町1）

山田産婦人科（柏井町2）

ミナミ産婦人科（小牧市）

大林産婦人科医院（高山町1）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

12／21

12／23

12／28

12／30

12／31

1／1

1／2

1／3

1／4

12月29日（月）の緊急医は平日夜間の健康管理センターのみです。
年末・年始にかけて、かかりつけ医や最寄りの医療機関の診療日時をあらかじめ確認しておきましょう。

☎0180－995－999

※水道修繕は22ページです。

火 災 情 報
市民課業務（☎85－6136）、市民税課での証
明書発行業務（☎85－6093）…4日、11日、25
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） 
 …25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

●

●

1月　日曜日の市役所業務

地域経済
NO.19

『かすがい発見・
ビジネスフォーラム』を開催！

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

「春日井の企業 ここにあり」市内の企業が総合体育
館に多数集合。春日井の力（産業力・技術力など）
の紹介、企業商談会（マッチング）、講演会などを
開催します。ぜひ来てください。

と　き▶

ところ▶
内　容▶ 

2月6日（金）～ 7日（土）午前10時～午
後5時（7日は4時30分まで）
総合体育館
○市内企業などの
紹介・ビジネスマ
ッチング○講演会
「今頑張れ 今頑張
らず いつ頑張る」
黒木知宏（元プロ
野球選手）〈7日午後1時30分から〉
○産業観光（市内企業見学会）○子ど
も職場体験コーナー○段ボールによ
るおもちゃづくり　など
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　12月29日（月）～1月3日（土）の期間、出生や死亡、
婚姻などの戸籍の届け出は市役所宿直室（終日、
☎81－5111）でのみ受け付けます。戸籍の届け出
をするときは、印鑑や添付書類、本人確認ができ
る運転免許証などを持ってきてください。

●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、12月29日（月）～1
月3日（土）…市役所宿直室（☎81－5111）

●宅地内（有料）
○年末年始〈12月29日（月）～1月3日（土）〉を除く
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
○年末年始の午前8時30分～午後5時…下記の当
番店か管工事業協同組合（☎83－8288）

○年末年始の午後5時～翌日午前8時30分…管工
事業協同組合（☎83－8288）
※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。

戸籍の届け出

水道修繕

市役所や施設などの業務は次の通りです。必要な手続きは、早めに済ませてください。

市の主な施設

施 設 名 休 み

市民病院（外来）
※救急に限り24時間診療します

－００５７）５７（☎

坂下出張所 －００２４）８８（☎

東部市民センター －８５１１）９２（☎

味美ふれあいセンター －３５２２）３１（☎

高蔵寺ふれあいセンター －０００２）５１（☎

南部ふれあいセンター －７８７８）８５（☎　

西部ふれあいセンター －０８０８）３３（☎　

鳥居松ふれあいセンター －５４５１）５６（☎　

ささえ愛センター －１９４３）５６（☎　

レディヤンかすがい －４１８８）８５（☎　

総合福祉センター －３６１１）８４（☎　

かすがいげんきっ子センター －３５０１）３５（☎　

保健センター －３７５５）９１（☎　

福祉の里レインボープラザ －７００７）８８（☎　

中央公民館 － ）３３ １１１１（☎　

知多公民館 －８９８８）３２（☎　

鷹来公民館 －７０７１）８４（☎　

坂下公民館 －５５５５）８８（☎　

ハーモニー春日井 －０６７７）８８（☎　

文芸館 －６８６８）８５（☎　

図書館 －６８００）８５（☎　

市民会館 －５３１８）８１（☎　

総合体育館 －７１０１）８４（☎　

サンフロッグ春日井 －２２７７）５６（☎　

市民球場 －３０６７）８８（☎　

交通児童遊園 －１３０１）８１（☎　

道風記念館 －６１１０）８２（☎　

グリーンパレス春日井 －０３８１）８４（☎　

エコメッセ春日井 －５００６）８８（☎　

ルネック３階市民サービスコ
ーナー －６２００）３４（☎　

１２／２８（日）～
１／３（土）少年自然の家 －８２１１）９２（☎　

グリーンピア春日井 －８７１１）９２（☎　 １２／２９（月）～
１／１（祝）

１２／２９（月）～
１／３（土）

－５００１）８３（☎　 １／１（祝）～
２（金）尾張東部聖苑

市役所本庁舎 －５１１１）８１（☎

１２／２９（月）

１２／３０（火）

１２／３１（水）

１／１（祝）

１／２（金）

１／３（土）

（☎３１－１９３１）

（☎９２－７１３０）

（☎８７－６２７７）

（☎５２－１５２３）

（☎３１－５２３７）

（☎８９－１２２０）

（株）岡田設備

トウワ設備工事

（有）板津設備

中部水道（株）

（株）サンコーエンヂニア

セキスイハイム中部（株）
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燃やせるごみの収集業務は1月1日（祝）から1月4日（日）まで、燃やせないごみの収集業務は12月31日
（水）から1月4日（日）まで、資源の収集業務は12月27日（土）から1月4日（日）まで休みます。

危険ごみの収集▶
粗大ごみの収集▶

ごみの持ち込み▶

　　　　1月3日（土）は休みです
　　　　年内に収集が必要な人は、12
月19日（金）までに清掃事業所に申し込
んでください。年内の受け付け業務は、
12月27日（土）正午までです
　　　　クリーンセンター、最終処分
場へのごみの持ち込みは、12月27日
（土）午前11時30分までです

年末・年始のごみ年末・年始のごみと資源などと資源などの収集の収集年末・年始のごみと資源などの収集年末・年始のごみと資源などの収集

　一般家庭で定額制の所は、12月28日（日）か
ら1月4日（日）まで休みます。事業所やアパー
トなどの従量制の所は、12月24日（水）までの
くみ取りとなりますので、12月23日（祝）午後
3時までに清掃事業所へ連絡してください。

し尿収集

年末・年始はごみの増大が予想されますので、ごみの減量・分別に協力をお願いします。

燃やせないごみの収集燃やせるごみの収集

月・木
曜地区

西部、鷹来、篠木北、藤山台、
岩成台、中央台、高座台2～
5丁目、高座町の一部

火・金
曜地区

水・土
曜地区 篠木南、東部北

中部北地区
篠木南地区

篠木北地区

東部北地区

東部南地区
高座台1丁目
松本町の一部
高森台
石尾台
押沢台中部南地区

鷹来地区

西部地区

新
木
津
用
水 東

名
高
速
道
路

八田
川

内津
川

内津・
勝川線桃

花
台
春
日
井
線

藤山台、岩成台、中央台、
高座台2～5丁目、高座町
の一部

勝川

神領
高蔵寺

春日井

市役所
●

月 木

水
土

火 金

火 金

水 土

月

木

火

金

内
津
川

定光
寺

中部北地区
篠木南地区

篠木北地区

東部北地区

東部南地区
高座台1丁目

高森台
石尾台
押沢台

中部南地区

鷹来地区

西部地区

新
木
津
用
水 東

名
高
速
道
路

八田
川

内津
川

内津・
勝川線桃

花
台
春
日
井
線

藤山台、岩成台、中央台、
高座台2～5丁目、高座町
の一部

勝川

神領
高蔵寺

春日井

市役所
●

内
津
川

定光
寺

月

月

木

水

火
火

金

12／29（月）

12／30（火）

12／31（水）

1／5（月）

1／6（火）

1／7（水）

収 集 地 区 年末の最終日 年始の開始日

中部北、中部南、東部南、高
森台、石尾台、押沢台、高座
台1丁目、松本町の一部

収 集 地 区 年末の最終日 年始の開始日

月曜地区 東部北、東部南、高森台、石
尾台、押沢台、高座台1丁目 12／29（月）

12／30（火）

1／5（月）

1／6（火）
鷹来、藤山台、岩成台、中央台、
高座台2～5丁目、高座町の一
部

火曜地区

12／24（水）篠木北、中部北 1／7（水）水曜地区

12／25（木）篠木南、中部南 1／8（木）木曜地区

12／26（金）西部 1／9（金）金曜地区

問い合わせ▶ごみ・し尿収集…清掃事業所（☎84
－3211）、ごみの持ち込み…クリー
ンセンター（☎88－0247）、資源収集
…ごみ減量推進課（☎85－6222）

資源収集

篠木地区

東部北地区
（高森台含む）

東部南地区
（石尾台、押沢台含む）

中部南地区

鷹来地区

西部北地区

西部南地区 中部北地区（東）

新
木
津
用
水 東

名
高
速
道
路

八田
川

内津
川

桃
花
台
春
日
井
線

藤山台
岩成台
中央台
高座台

勝川

神領
高蔵寺

春日井

市役所
●

内
津
川

定光
寺

中部北地区（西）

収 集 地 区 年末の最終日 年始の開始日

12／22（月）〈古紙類〉 1／5（月）〈缶など〉中部北地区（西）

12／22（月）〈缶など〉 1／5（月）〈古紙類〉中部北地区（東）

12／23（祝）〈古紙類〉 1／6（火）〈缶など〉西部北地区

12／23（祝）〈缶など〉 1／6（火）〈古紙類〉篠木地区

12／24（水）〈古紙類〉 1／7（水）〈缶など〉西部南地区

12／24（水）〈缶など〉 1／7（水）〈古紙類〉中部南地区

12／25（木）〈缶など〉 1／8（木）〈缶など〉東部北地区

12／25（木）〈古紙類〉 1／8（木）〈古紙類〉東部南地区

12／26（金）〈缶など〉 1／9（金）〈缶など〉鷹来地区

12／29（金）〈古紙類〉 1／5（金）〈缶など〉藤山台、岩成台、中央台
高座台 12／26（金）〈古紙類〉 1／9（金）〈古紙類〉
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