
　「これを摘むのかな？」ナシの摘果作業。鷹来町の名城大学で、市と名
城大学が連携して農業指導者を育成する講座が始まりました。団塊の世
代を中心とした市民32人が学生とともに、講義を受けたり実習を行った
りしました。
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最近、救急車のサイレンをよく聞きませんか。実はこの１０年で、出動件数が倍増して
います。救急隊は現在、７隊で対応していますが、このままでは、本当に救急車を必要
とする場所への到着が遅れ、救命に影響が出かねません。あなた自身や家族が急に倒れ
たとき、救急車がすぐ来なかったら…。救急車を呼ぶのはどんなときですか。救急車が
来るまでにどうしていますか。今回の特集は救急出動の現状などについて考えます。 

救急出動はいま 救急出動はいま 
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救急出動件数は、この１０年間で… 

1日平均 
３１.８件 

平成８年 

６３４３件 

１万１６１４件 

平成１８年 

救急出動件数の比較 

　救急出動が増加した原因はさまざまですが、１つと

して、高齢化による急病者数の増加が挙げられます。

市の人口構成でみると16.8％の高齢者に対する搬送者

数の割合は、42.7％に上ります。しかし、他にも大き

な原因があります。それは、軽症や、搬送する必要が

ないのに、救急車を呼ぶ人が増加しているためです。

平成18年中の搬送者数に占める軽症者の割合は49％と、

約半数を占めました。これは、症状について的確な判

断ができず、どこの医療機関に行けばいいか分からな

い、行くべき医療機関が分かっていても漠然とした不

安から呼んでしまうといった理由のためです。 

人口・搬送者構成比 搬送者の傷病程度割合 

乳幼児以下 

子ども 

成人 

高齢者 

死　亡／初診時において死亡 
重　症／３週間以上の入院 
中等症／１日以上３週間未満の入院 
軽　症／入院の必要なし 平成１８年春日井消防署統計 

７.３ 

１０.５ 

６５.４ 

１６.８ 

７.９ 

４.６ 

４４.８ 

４２.７ 
軽症 
４９％ 

中等症 
４４％ 

重症 
６％ 

死亡 
１％ 

人口 
構成比 

搬送者 
構成比 

（％） 
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　救急搬送が必要ないと思われる要

請でも、電話では状態が分からない

ので、出動指令を出しています。し

かし、救急出動の増加による到着時

間の遅れは、全国的に問題になって

います。東京都では要請時に傷病者

を重症度によって分別し、救急車の

必要がなければ民間の搬送業者やタ

クシーを勧めています。 

　通常、救急要請があった場合、

最寄りの消防署や出張所から救

急車が出動します。救急車は、

要請を受けて現場に到着するま

で平均6分かかります。しかし、

その救急車が現場に出ていると、

次に近い救急車が出動すること

になります。出動が重なると、

遠い所から救急車が行くことに

なり、1秒を争う事態に到着が遅

くなる可能性が出てきます。 

　市では、新たに高規格救急車1

台を購入し、平成20年度から8台

で運用するなどして、到着が遅

れないよう準備を進めています。

救える命を救うため、一人一人

が正しい判断をして、適切に救

急車を利用しましょう。 

　「出血した」と言われて出動すると

軽い鼻血や包丁でちょっと指先を切

っただけだったり、「車中の人が動か

ない」と言われて出動すると、徹夜

明けで眠り込んでいただけだったり

しました。他にも、病院で早く診て

もらえるからと救急車を呼ぶ人もい

ますが、緊急性がなければ、待って

いる患者の後での診察になります。 

　救急車を呼ぶほどではないが、寝たままや車いすに乗ったままの状態で
病院に行きたいときなどに利用できる事業者があり、市では一定条件を満
たした場合に患者等搬送事業者として認定しています。利用は有料ですが、
搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が
乗車し、応急手当を行うために必要な資器材を積載しています。 

東出張所 

救急車を気軽に呼ぶと… 

高蔵寺出張所 
消防署 

北出張所 

西出張所 

南出張所 

風邪だから 
病院に連れて 
行って！ 

せっかく 
来たのに！ 

救急車だと 
早く診て 
くれるかな 

胸が苦しい!

急げ！ 
急げ！ 

ホームルームジャパン 
大和通1－7－26　24時間体制　　３６－０１３６　 
予約受付時間（平日午前9時～午後6時まで） 

通信指令室 

室長 
落合　義之 

消防署 

救急係長 
冨田　誠二 
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突然、家族が体の不調を訴えたり、倒れたりしたら… 
あなたはまず、どうしますか？  
家族の大切な命を守るには、日ごろの心構えと知識が必要
です。ここでは、こんな「いざ」というときの対応などに
ついて紹介します。 

①かかりつけの医師に相談 
　普段から通っている病院は、体質など患者

のことをよく知っているため安心です。 

②緊急医に連絡 
　平日の夜間や、土・日祝日など、病院の診

察時間外の場合の緊急医を広報に掲載してい

ます。 

③県救急医療情報センターに電話 
　　81－1133（24時間）  

 

◎子どもには、こんな心強い味方！ 
　県・県医師会・県小児医師会が連携して、

休日や夜間に、子どもの病気に対する相談や

応急処置についての助言、対応可能な最寄り

の小児医療機関の紹介をしています。 

小児救急電話相談　　＃8000　※短縮番号が
　　　　使えない場合は　052－263－9909 

相談日　土・日・祝休日、年末年始午後7時～11時 
対　象　15歳未満の小児 

「呼吸困難」「意識が無い」 
「胸や頭が激しく痛い」 
「大量出血」など、急を要する症状 

　　　 119番通報 
上記以外 

（％） 

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１０ 

２ ４ ６ ８ １０ １２ １４ １６ １８ ２０ ２２ （分） 

▲
 

▲
 ▲
 

　「119番通報すれば、大丈夫！」と、

思っていませんか？通報を受けてから

救急車が到着するまでの全国の平均時

間は、およそ6分。この「空白の6分」

にどのような対応が取れるのか？それ

次第で、生命の危機だけでなく、回復

後の状態にも、大きく影響するのです。例えば、心臓が止

まってしまった場合、何もせずただ待っているだけでは体

に血液が回らなくなってしまいます。これにより、脳が仮

死状態になり、たとえ一命を取り留めることができたとし

ても、後遺症が残る可能性が出てくるのです。 

命
が
助
か
る
可
能
性 

心臓と呼吸が止まってからの時間経過 

救急車到着 

ピーポー 

居合わせた人が救命処置をした場合 
救急車が来るまで何もしなかった場合 

通報後 
に… 
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やればできる！ 
誰でもできる！ 
まずは体験して 
みよう！ 

救命処置の正しい知識を身に付けて、いざというときに備えましょう。 
また、グループや事業所の人たちへは、依頼に応じて指導員の派遣を行っています。 
消防本部総務課か市内の消防署へ気軽に相談してください。 

これから募集する 救命講習会の開催日程 
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開 催 日  
７/７(土) 
７/２５(水) 
８/５(日) 
８/２１(火) 
９/２(日) 
９/２９(土) 
１０/１０(水) 
１０/２７(土) 
１１/７(水)

　講　習　会　場 
レディヤンかすがい 
鷹来公民館 
南部ふれあいセンター 
消防署東出張所 
総合体育館 
総合福祉センター 
ハーモニー春日井 
グリーンパレス春日井 
消防署南出張所 

区　分 
普通 
普通 
普通 
★普通 
普通 
上級 
普通 
普通 
★普通 

募集開始 
６/５(火) 
６/２０(水) 
７/６(金) 
７/１９(木) 
８/２０(月) 
８/２０(月) 
９/５(水) 
９/２０(木) 
１０/９(火)

開 催 日  
１１/２５(日) 
１２/８(土) 
１２/１９(水) 
１/１６(水) 
１/２７(日) 
２/９(土) 
２/２３(土) 
３/２(日) 
３/１８(火)

　　講　習　会　場 
文化フォーラム 
坂下公民館 
味美ふれあいセンター 
市役所 
南部ふれあいセンター 
西部ふれあいセンター 
消防署 
高蔵寺ふれあいセンター 
レディヤンかすがい 

区　分 
上級 
普通 
普通 
普通 
普通 
上級 
★普通 
普通 
普通

募集開始 
１０/１８(木) 
１１/６(火) 
１１/１９(月) 
１２/６(木) 
１２/２０(木) 
１/７(月) 
１/２１(月) 
２/５(火) 
２/１９(火)

※普通　…３時間コース、上級…８時間コース、★普通　…小児・乳幼児に対する心肺蘇生(そせい)法中心の講習会 

▲
 問い合わせ　消防本部総務課（　８５－６３７４） 
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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。市は限られた財源の効率的な執行に
努め、数々の事業を実施しています。
今回は、平成18年度下半期（平成19年3月31日現在）の状況と平成17年度決算に係る財政比較分析表をお知らせし
ます。
※金額はすべて万円未満を切り捨て、執行率・構成比は小数点第2位を四捨五入していますので、合計が一致しな
い場合があります。また△印はマイナスを意味します。

平成18年度予算執行状況

市の現況（H19.3.31現在）

人　　口 30万2828 人 
世 帯 数 11万8946世帯
面　　積 92.71 km2 

種　　　　　別 現　　在　　高
一般会計所管分 36億 3203 万円
財政調整基金 24億 7504 万円
市債管理基金 160万円
その他特定目的基金 11億 5538 万円

特別会計所管分 10億 3685 万円
合　　　　　計 46億 6889 万円

基　金
「基金」とは、市が特定の目的のため
に積み立てた積立金のことです。こ
のうち財政調整基金は年度間の財源
の不均衡を調整するものです。安定
的な財政運営に必要なため、一定の
確保に努めています。

土　地 546万4991.47㎡

建　物

有価証券 14万円

  73万2878.72㎡

「一般会計」とは、福祉、環境、ごみ処理、公園整備、教育など行政サービス全般に関する経理を行う会計のことです。

一　般　会　計

予　算　額　795億2678万円
収入済額　705億4160万円

歳　入
(執行率88.7%)

歳　出
(執行率71.9%)

予　算　額　795億2678万円
支出済額　571億6938万円

市 税

市 債

国庫支出金

地方譲与税

県 支 出 金

地方消費税
交 付 金

諸 収 入

使 用 料
そ の 他

民 生 費

総 務 費

土 木 費

公 債 費

衛 生 費

教 育 費

消 防 費

商 工 費
そ の 他

172億8821万円（75.3％）172億8821万円（75.3％）

100億1890万円（71.5％）100億1890万円（71.5％）

42億5511万円（33.7％）42億5511万円（33.7％）

 77億3570万円（87.2％） 77億3570万円（87.2％）

 68億3818万円（79.1％） 68億3818万円（79.1％）

66億1723万円（87.0％）66億1723万円（87.0％）

23億8284万円（93.6％）23億8284万円（93.6％）

 20億3318万円（89.9％） 20億3318万円（89.9％）

市債……………………市の借入金
国庫支出金……………国からの補助金など
地方譲与税……………自動車重量税などの国から市への割当分
県支出金………………県からの補助金など
地方消費税交付金……地方消費税(消費税1％分)の県から市への

割当分

民生費……各種福祉や生活保護などにかかる費用
総務費……徴税事務や戸籍住民票事務などにかかる費用
土木費……道路や公園などにかかる費用
公債費……借入金の返済にかかる費用
衛生費……市民の健康管理やごみ処理などにかかる費用

市有財産の状況

※執行状況は3月31日現在のもので、最終決定額(決算額)ではありません。
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49億210万円（48.2％）49億210万円（48.2％）

 51億7350万円（80.9％） 51億7350万円（80.9％）

28億9175万円（84.1％）28億9175万円（84.1％）

 23億3599万円（72.8％） 23億3599万円（72.8％）

 27億8912万円（94.5％） 27億8912万円（94.5％）

 15億3898万円（78.4％） 15億3898万円（78.4％）

 75億6499万円（102.2％） 75億6499万円（102.2％）

433億4514万円（98.5％）433億4514万円（98.5％）



予算総額　727億6870万円

「特別会計」とは、介護保険料などの保険料や下水道使用料などの使用料によって経費が賄われる事業や一般会計
とは別に経理が必要な事業の会計のことで、条例で設置されています。

「企業会計」とは、特別会計のうち企業会計方式により経理を行う会計のことです。

「市債」とは、公共施設の建設など多額の出費
を必要とする場合に認められる長期の借入金で
す。その返済は長期間分割されるため、市の財
政負担が平準化されることになりますが、将来
負担が重くならないように計画的に借り入れを
行っています。

事　　業　　名
市　民　病　院　事　業 水　　道　　事　　業

予　算　額 執　行　額（執行率） 予　算　額 執　行　額（執行率）

収益的収支
収入 124億6302万円 126億1551万円 （101.2%） 48億5190万円 49億2807万円 （101.6%）
支出 138億1419万円 131億1877万円 （95.0%） 52億1914万円 51億6607万円 （99.0%）

資本的収支
収入 2億1205万円 2億2730万円 （107.2%） 3億9931万円 3億9548万円 （99.0%）
支出 16億9030万円 13億2286万円 （78.3%） 27億7065万円 11億2759万円 （40.7%）

固定資産現在高 330億16万円 392億3573万円

業務の概要
病床数　　　　　　　　　　　　556床
1日平均利用者数（外来）　　 　1541人
1日平均利用者数（入院）　　　　509人

給水人口　　　　　　　　30万1497人
1日平均配水量　　   　　　9万7772m3

1日1人当たり平均配水量  　　　324ℓ 

※「収益的収入・支出」とは、その事業の経営活動全般に関する収入と支出のことをいい、「資本的収入・支出」とは、
その事業に必要な施設の建設などに関する収入と支出のことです。

種　　　　　別 現　在　高 構成比
一　般　会　計 807億 9953 万円 49.4%
建設事業によるもの 499億 7399 万円 30.5%
財源補てんによるもの 308億 2554 万円 18.8%

特　別　会　計 602億 8654 万円 36.8%
公共用地先行取得事業 6億 9255 万円 0.4%
松河戸土地区画整理 8億 2861 万円 0.5%
勝川駅周辺総合整備 11億 7551 万円 0.7%
公共下水道事業 575億 8986 万円 35.2%

企　業　会　計 225億 5164 万円 13.8%
市民病院事業 165億 1989 万円 10.1%
水道事業 60億 3174 万円 3.7%
合　　　　　　　　計 1636 億 3772 万円 100.0%

504万円 4億3623万円 288億3198万円

8億9786万円6億5652万円2億2573万円 5433万円 29億7093万円 92億8959万円

183億217万円 110億9827万円

介 護 保 険 事 業

80.180.1％80.1％

84.284.2％84.2％

公 共 下 水 道 事 業

38.538.5％38.5％

78.278.2％78.2％

老人保健医療事業

79.379.3％79.3％

83.583.5％83.5％

勝川駅周辺総合整備事業

32.432.4％32.4％

46.346.3％46.3％

国民健康保険事業

78.978.9％78.9％

88.088.0％88.0％

松河戸土地区画整理事業

10.410.4％10.4％

90.390.3％90.3％

公共用地先行取得事業

36.236.2％36.2％

100.0100.0％100.0％

潮見坂平和公園事業

88.488.4％88.4％

23.723.7％23.7％

交通災害等共済事業

12.812.8％12.8％

12.812.8％12.8％

民 家 防 音 事 業

0.00.0％0.0％

46.146.1％46.1％

介護サービス事業

59.759.7％59.7％

100.0100.0％100.0％

歳入執行率

歳出執行率

予算額

●　市債額　●

市民1人当たり
54万365円

特　別　会　計

企　業　会　計

市債残高の状況
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※「建設事業によるも
の」は、学校や消防施
設、社会福祉施設、
ごみ処理施設、市営
住宅などがあります。



問い合わせ▶財政課(☎85－6607)

平成17年度普通会計決算財政比較分析表
　「普通会計決算財政比較分析表」は、総務省が作成する
もので、人口や産業など都市構造が類似する自治体の中
で、その自治体がどのような財政状況にあるのかを視覚
的にとらえることができます。
　右の表は類似団体の平均を100とした場合、春日井市
がどの位置にあるのかを示しています。七角形が大きく
なるほど財政状況が良いといえます。類似団体とは、特
例市の39団体です。
　※「普通会計」とは、地方公共団体間の比較が可能とな
るように、地方財政統計上、統一的に用いられる会計の
ことです。

⑦財政構造の弾力性

①財政力

⑥人件費・物件費等
の適正度

⑤給与水準の適正度
   　　（国との比較）

④定員管理の適正度

③公債費負担の健全度

②将来負担の健全度100

40以下以下

140以上

120

100

80

60

40以下

類似団体平均

春日井市

 ラスパイレス指数は、
国家公務員の平均給与を
100とした場合の市職員
の給与水準を表す指標の
ことです。

ラスパイレス指数(97.0)
⑤給与水準の適正度（国との比較）

類似団体内順位（4／39）

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

101.7

97.0

95.9

99.5

　市民1000人当たりの
職員数は、類似団体の
平均に比べ低い数字と
なっています。

類似団体内順位（4／39）

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

5.83

（%）

人口1000人当たり職員数(5.83人)
④定員管理の適正度

5.25

6.71

9.39

　実質公債費比率とは、市
税や地方交付税など、標準
的な収入に対して、借金を
返済する割合がどの程度で
あるかを示す指標です。こ
の数値が低いほど、将来負
担が軽いといえます。

実質公債費比率(16.2%)
③公債費負担の健全度

類似団体内順位（27／39）

5.0
（%）

10.0

15.0

20.0

25.0

8.2

16.2

14.4

21.7

　経常収支比率とは、人
件費などの経常的な経費
に、市民税などの一般財
源がどのくらい使われて
いるかを示す指標です。
この数値が低いほど、弾
力的な財政運営が可能と
なります。

86.9

類似団体内順位（15／39）

70.0

60.0

80.0

90.0

100.0

110.0

(%)
経常収支比率(86.9%)
⑦財政構造の弾力性

89.089.089.0

99.799.799.7

74.9

　財政力指数は、財政基盤
の強弱を示す指標で、数値
が高いほど財政基盤が強い
といえます。財政力指数が
1を超える団体には、普通
交付税が交付されません。

類似団体内順位（8／39）

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

1.401.401.40

0.87

0.53

1.01
団体内平均値

団体内最小値

団体内最大値

春日井市

財政力指数(1.01)
①　財　政　力

　市民1人当たりの市債残
高は、類似団体の平均に比
べ低い額となっています。
この値が低いほど、将来負
担が軽いといえます。

人口１人当たり地方債現在高(28万3119円)
②将来負担の健全度

類似団体内順位（15／39）

10万
（円）

20万

30万

40万

50万

60万

70万

19万3071

33万5941

63万9496

28万3119

　市民1人当たりの人件
費・物件費および維持補
修費の合計で、人件費に
は事業費支弁人件費が含
まれ、退職金は含まれて
いません。平均に比べ低
い額となっています。

人口１人当たり人件費・物件費等決算額(9万279円)
⑥人件費・物件費等の適正度

類似団体内順位（7／39）

7万
（円）

8万

9万

10万

11万

13万

12万

14万

9万279

8万2万2518518

1212万83378337

8万2518

12万8337

10万3434
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平成17年度企業会計決算財政分析表

　上の表は県下平均を100とした場合、水道事業がど
の位置にあるのかを示しています。六角形が大きくな
るほど経営状況が良いといえます。

　上の表は類似病院平均を100とした場合、市民病院
事業がどの位置にあるのかを示しています。六角形が
大きくなるほど経営状況が良いといえます。類似病院
とは、県下公立病院400床以上の病院です。

水道事業 病院事業

③料金回収率
春日井市91.3%　　県下平均100.3%

④有収率
春日井市93.5%　　県下平均93.0%

⑤自己資本構成比率
春日井市83.8%　　県下平均69.3%

⑥施設利用率
春日井市68.7%　　県下平均64.0%

　1日当たりの給水能力に対する1日平均給水量の比率
を示し、水道施設の経済性を総括的に判断する指標で
す。数値が大きいほど経営効率が良いといえます。た
だし、あまり数値が高すぎると施設更新や事故に対応
できず、安定供給に支障をきたすことになります。

⑥患者1人1日当たり外来収益
春日井市8899円　　類似病院平均9278円

　外来収益を年延べ外来患者数で除して算出した金額
で、外来収入を分析する上で最も基本的な指標です。

　総資本(負債及び資本)に占める自己資本の比率を示す
指標で、経営の安定化のためには、この数値を高めて
いく必要があります。

⑤患者1人1日当たり入院収益
春日井市4万2784円　　類似病院平均4万1312円

　入院収益を年延べ入院患者数で除して算出した金額
で、入院収入を分析する上で最も基本的な指標です。

　年間配水量に対する有収水量の比率を示す指標で、
この数値が100％に近いほど経営効率が良いといえま
す。

④病床利用率
春日井市94.5％　　類似病院平均91.2％

　病床数に対する入院患者数の比率を示す指標で、病
床が有効に利用されているかどうかを判断します。

　給水原価に対する供給単価の比率を示す指標で、こ
の数値が低いほど、経営に支障をきたすことになりま
す。また、供給単価とは水道水1ｍ3を供給するために得
ている収益を示し、給水原価とは水道水1ｍ3を供給する
ためにかかる費用を示します。

③実質収益対経常費用比率
春日井市94.9%　　類似病院平均92.1%

　経常費用に対する実質収益(経常収益から他会計繰入
金を除いた額)の比率を示す指標です。数値が100％を超
えて高いほど経営状況が良いといえます。

　流動負債と流動資産との比率を示す指標です。数値が100％を下回った場合、不良債務が発生していることにな
ります。

　特別損益を除いた経常費用に対する経常収益の比率を示す指標で、経常的な収益と費用との関連を表します。
数値が100％を超えて高いほど経営状況が良いといえます。

問い合わせ▶監理課(☎85－6407) 問い合わせ▶管理課(☎57－0052)

①経常収支比率

②流動比率

③料金回収率

春日井市④有収率

⑤自己資本
構成比率

⑥施設利用率

県下平均 160160
140140
120120
100100
8080
6060
4040

160
140
120
100
80
60
40

①経常収支比率
類似病院平均

②流動比率

③実質収益
対経常費用
比率

春日井市④病床利用率

⑤患者1人
1日当たり
入院収益

⑥患者1人
1日当たり
外来収益

120120
110110
100100
9090
8080
7070
6060

120
110
100
90
80
70
60

春日井市629.6%　　県下平均446.5% 春日井市613.7%　　類似病院平均573.0%

春日井市93.4%　　県下平均104.8% 春日井市98.1%　　類似病院平均97.7%
①経常収支比率

②流動比率
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　授産施設で障害のある人たちが作った商品を売
る「元気ショップ」が市役所市民ホールに開店しま
した。これは、障害のある人たちの働く場を広め
るとともに、障害に対する理解を深めてもらおう
と始めたものです。月曜から金曜日まで毎日、市
内3施設の人たちが交代で店を運営しています。
オープン初日は、スカーフや足ふきマットなどを
心を込めて販売し、訪れた多くの市民との交流が
深まりました。

　4月に開校した出川小学校で、4年生の皆さんが
市長を囲んで給食を食べました。「好き嫌いはな
いかな」と尋ねられると「何でも食べます！」とこ
の日の麦ごはんをほおばりながら、元気よく答え
ていました。市では、魅力ある学校給食を目指し
て、さまざまな取り組みをしていて、6月18日（月）
には、「愛知を食べる学校給食の日」として、市内
で取れたタマネギと三つ葉を使った卵とじが出さ
れる予定です。

　ニュージーランド産コリデール種の雄羊「モコ」
の毛刈りが行われ、約1時間かけて夏に向けての
準備を整えました。刈り取られた毛は、植物園の
草木染ボランティアの皆さんで加工染色し、帽子
やセーターなどにして植物園で展示される予定で
す。真心を込めたサービスを

（市役所市民ホール）

5/7～
㊊

夏に向けて準備完了！
（グリーンピア春日井）

4/25
㊌

5/11
㊎

BEFOREBEFOREBEFORE

AFTERAFTERAFTER

※この後、手ばさみによって
　頭部も刈り込みしました。

「今日の献立は？」
　　　～市長を囲んで
（出川小学校）

金 焼きたてパン なかぎりワークス11：30～14：00

木 焼きたてパン ワーカー鷹来11：30～14：00

水 焼きたてパン なかぎりワークス11：30～14：00

火 焼きたてパン ワーカー鷹来11：30～14：00

月 スカーフ、陶器など あざみの家10：30～14：00

曜日 販 売 品 事 業 所時 間

•元気ショップ•

大会を支える春日井青年会議所の皆さん
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市民の力　市政の発展

　市長に就任して一年が経過しました。本当
に多くのことがあり、時のたつのが早い毎日
でした。この間、各地域での行催事にご案内
をいただき、うれしく思うと同時にあらため
て多くの皆さんが、地域の活性化のために頑
張っている姿を肌で感じ、大変ありがたく思
いました。
　そして、「市民との協働と連携による新し
い春日井を創っていかなければ」とその想い
をますます強くいたしました。

　マニフェストに掲げた「改革と創造」に向け
て、小さいながらも着実に踏み出すことがで
きた一年だったと思います。当初は、職員に
も多少の戸惑いがあったと思いますが、今で
は私の考えをよく理解し、努力してくれてい
ます。
　もちろん、市民の皆さんのご理解とご協力
を忘れてはなりませんし、地域のために活動
をされている皆さん、市政にご協力をいただ
いている皆さんを広報誌などで紹介していき
たいと思っています。
　6月1日の第64回目の市制記念日では、これ
まで市政に貢献いただいた方々を表彰させて
いただきます。
　私自身、市政の発展にご尽力いただいた先
人や先輩の方々に感謝と敬意を表し、今後も
初心を忘れることなく、全力で市政運営を行
ってまいります。市民の皆さま、よろしくお
願いいたします。

　子ども向けのイベントとして、さまざまな団体
や機関の参加で開催されたわいわいカーニバルで
スーパードッジボール大会が行われました。小学
生で構成された124チームが、予選から決勝まで
戦いを繰り広げました。大会を支える春日井青年
会議所の皆さんも汗だくになり、大会を盛り上げ、
各チームの応援合戦も、試合が競り合いになるに
つれて、熱く盛り上がっていきました。

情 報 を お 寄 せ く だ さ い ！

　『Photo　ホット　ほっと』では、市内であ
った出来事などを、写真入りで温かい気持ち
になったり、ちょっぴり微笑みたくなったり
する記事も交えてお伝えしています。
　このページに掲載する市民の皆さんの身近
な出来事をぜひ紹介してください。広報担当
者が取材に伺います。　※誌面の都合で掲載
できないこともあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆情報提供は、氏名、連絡先、出来事の内容
などを書いて、手紙かはがき、ファクス、電話、
Ｅメールで、〒486－8686春日井市役所広報広
聴課（☎85－6036、ＦＡＸ84－7421、Ｅメー
ルkoho@city.kasugai.lg.jp)へ

5/13
㊐ スーパードッジで熱い応援

 （総合体育館）

BEFORE

AFTER

大会を支える春日井大会を支える春日井青年会議所の皆さん青年会議所の皆さん大会を支える春日井青年会議所の皆さん
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I N F O R M A T I O N情報最前線
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市では、子どもたちの放課後における安全で健やかな居場所づくりを推進する「放課後なかよし教室」を、5
月から石尾台小学校、坂下小学校、勝川小学校の3校で開設しました。
今後は、運営スタッフや活動拠点などの条件が整った小学校から順次開設し、最終的には市内の全小学校で
実施します。

対 象▶小学1～ 3年生
※あらかじめ申し込みと登録が必要

運 営▶運営指導者と協力者(数人)
※保護者や地域の人のボランティアの参加もあり

内 容▶授業終了後から午後4時までの間、学校内の決められた場所で、
宿題や読書、自習などの「自主的な学習」、オセロや将棋などの「自
主的な遊び」のほか、地域のボランティアなどの協力による紙工
作や伝承遊びなどを行う

費 用▶子ども1人あたり年額500円〈制度運営費(材料費、傷害保険料など)〉
申し込み▶実施している小学校の「放課後なかよし教室」へ

○この事業は、保護者が仕事などにより昼間家庭にいない児童を対象とした「子どもの家」とは違います
○子どもが帰宅する際は、必ず保護者が迎えに来てください

議　長
友松孝雄氏

副議長
石原名子氏

　5月15日(火)に開かれた市議会臨時会で、議長
と副議長の選挙が行われ、議長に友松孝雄氏、
副議長に石原名子氏が選ばれました。

市議会の議長と副議長が市議会の議長と副議長が
　　　　　　決まりました　　　　　　決まりました
市議会の議長と副議長が市議会の議長と副議長が
　　　　　　決まりました　　　　　　決まりました
市議会の議長と副議長が
　　　　　　決まりました

問い合わせ▶学校教育課(☎85－6149)

自主的な学習をしている様子 ( 石尾台小学校 )

放課後なかよし教室の運営
を行う運営指導者と協力者
を募集します。
勤務時間▶週20時間程度
申し込み▶市販の履歴書を持っ

て、学校教育課へ

募集募集募集募集募集
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主に町内会や老人会などのグループで、福祉の里レインボープラザを利用するときに使用している市所有の
送迎バスに有料広告を募集します。

広告媒体▶市福祉の里バス車体および車内広告
掲載方法▶①ラッピングフィルム(はく離が可能な素材)②車内掲示板
掲載位置▶①バス車体両側側面(左側2枠、右側1枠、計3枠)②運転席後ろの掲示板
掲載面積▶①7500㎝2(縦50㎝×横150㎝)②2250㎝2(縦50㎝×横45㎝)
掲載料▶①1枠月額4000円②月額2000円
掲載基準▶市広告掲載要綱および市福祉の里バス広告掲載要領
掲載期間▶8月1日(水)から3か月単位
申し込み▶6月29日(金)までに、申込書(市ホームページからダウンロードできます)に必要事項を記入し、必

要書類を添えて、福祉課(☎85－6198)へ

　詳しくは、ホームページを見てください。
　http://www.city.kasugai.aichi.jp/kenkouhukushi/hukushi/koukoku1.html

① ① ①

②

有料広告掲載位置

左側面左側面 右側面右側面 車内掲示板車内掲示板

6月1日(金)の市制64周年記念式典で、多年にわ
たり市政の発展に功績のあった次の皆さんを表
彰します。(敬称略)

市政功労者表彰
長縄代蔵、小林利和、蟹江光正、冨士道國昌、伊
藤裕規、田代憲治、成瀬正美、田中康則、宮原季
彦、安藤千秋、位田邦博、岡田滋、高柳正彦、伊
藤昌、奥村孝、伊東美文

一般表彰
自治活動の推進▶髙木重利
教育の振興▶落合甫、熊谷一文
体育の振興▶岸上馨
文化の振興▶熊谷憲和、武内峰敏、鵜飼万千子
産業の振興▶島本迪彦、社本太郎
農業の振興▶毛利重隆
社会福祉の向上▶足立敏博、小林光男、河合隆、

加藤初江、松平直矩、長谷川理 子、
大石三惠

保健衛生の向上▶大野哲夫、片山公美、小川直孝、
渡邊俊之、山田鋪義、鈴木忠則

防災活動の推進▶吉田憲光
交通安全の推進▶⻆田操、稲垣弘、神戸寛光、伊

藤辰夫、神戸英𠮷
公益寄付▶大内忠義、日東アイランドキー㈱
安全なまちづくりの推進▶青山克子
スポーツの向上▶松村亜矢子
環境美化の推進▶味美白山町子ども会、堀北新和会
ボランティア活動の推進▶手話サークルあさがお、

ガイドボランティア虹、くれよ
んの会

永年勤続表彰
農業委員会委員▶1人
教職員▶55人
産業従事者▶51人
市職員▶18人

問い合わせ▶秘書課(☎85－6016)
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6月1日～7日は水道週間
　わたしたちは、普段から当たり前のように水道の水
を使っています。しかし、小さな節水を積み重ねるこ
とが、大きな｢省エネ｣になります。
　この機会に安全・安心な水について、あらためて考
えてみてください。
桃山配水場の一般開放
と き▶ 6月1日(金) ～ 7日(木)午前9時～正午、午後1時

～ 4時　※そのほかの期間は要事前予約
問い合わせ▶ いずれも配水管理事務所(☎81－7157)

6月3日～9日は危険物安全週間
　ガソリンや灯油、油性塗料などの危険物は、日常生
活に深く浸透し、身近なものになっています。しかし、
その一方で取り扱いを誤ると思わぬ事故が発生しま
す。
　最近、セルフスタンドが増えています。給油の時は
次のことに注意しましょう。
○給油前に自動車のドアと窓を閉めてエンジンを停止
する○静電気を取り除いてから給油を行う○給油ノズ
ルは奥まで差し込む○自動的に給油が止まったら、そ
れ以上は給油しない○油の吹きこぼれに注意する
問い合わせ▶ 予防課(☎85－6387)

男女共同参画審議会の公開
と き▶ 6月14日(木)午前9時30分から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同参画室(☎85－6288)

文化財保護審議会の公開
と き▶ 6月15日(金)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▶ 文化財課(☎33－1113)

市民会館の利用停止
　市民会館は工事のため、平成20年1月16日(水)から2
月1日(金)〈予定〉まで利用できません。利用に関する
問い合わせは市民会館(☎81－5318)で受け付けます。
問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

中小企業退職金の共済掛け金を助成
対 象▶ 平成17年5月1日～ 18年4月30日に、中小企業

退職金共済か特定退職金共済の契約を締結
し、引き続き1年間掛け金を納めた事業主

助成額(年額)▶被共済者1人につき1万2000円以内
申し込み▶ 6月20日(水)までに、経済振興課(☎85－6246)

へ

光化学スモッグに注意を
　市では、光化学スモッグ予報や注意報などが発令さ
れた場合は、市役所や各ふれあいセンター、ショッピ
ングセンターなどに速報板を掲示するなどしてお知ら
せします。また、テレビやラジオの情報にも注意し、
屋外での運動は避けてください。
　光化学スモッグで目がチカチカしたり、のどに痛み
を感じたりしたときは、洗眼やうがいをしてください。
また、環境政策課(☎85－6216)か県春日井保健所(☎31
－2188)へ連絡してください。

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

…6月6日(水)○月・木曜日の地区…6月7日(木)
○火・金曜日の地区…6月8日(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)

昼コン｢メロマニーアな昼下がり｣
と き▶ 6月2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
出 演▶ 安藤よしの(フルート)、野田淳子(ピアノ)、吉

積光二(ホルン)
曲 目▶ メンデルスゾーン｢歌の翼に｣、エルガー ｢愛

のあいさつ｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

ふれあい広場
と き▶ ①6月6日(水)・20日(水)②6月13日(水)・27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)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 6月10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)
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氷点下195℃の世界を体験しよう
　6月5日の環境の日にちなみ、環境分析センターを開
放し、親子おもしろ実験室を開催します。
と き▶ 6月9日(土)午前10時～正午
内 容▶ 液体窒素による氷点下の世界の体験や河川水

の簡易測定による環境分析体験など
対象・定員▶ 市内在住の小学4 ～ 6年生とその保護者・10

組(先着順)
ところ・申し込み▶6月4日(月)午前9時から前日まで、

環境分析センター (☎51－6110)へ

子ども劇場
と き▶ 6月9日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 大型紙芝居｢あなのなかのライオン｣と腹話術

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、ロゴス腹話術研究会

わくわく工作ランド
と き▶ 6月9日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ ブーメランや飛行機を作る
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

水防訓練を実施
と き▶ 6月10日(日)午前8時30分から
ところ▶ 松河戸町地内(庄内川右岸)
内 容▶ 水防工法訓練、道風記念館または南部浄化セ

ンターへの避難訓練や避難誘導訓練を行う
問い合わせ▶ 河川排水課(☎85－6361)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 6月10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)

定 員▶ 12人(先着順)
持ち物▶ 工具
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)

ひよこ教室
と き▶ ①6月14日(木)②6月21日(木)③6月28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)

東部公民館まつり
クラブ作品展
と き▶ 6月16日(土) ～ 17日(日)午前9時～午後5時(最終

日は4時まで)
朗読とお話を楽しむ～大人向きの｢朗読の会｣へどうぞ
と き▶ 6月16日(土)午後1時30分～ 3時
｢おみせやさん｣で楽しく遊ぼう
と き▶ 6月17日(日)午後2時～ 3時30分
煎(せん)茶会
と き▶ 6月17日(日)午前10時～午後4時
呈茶券▶ 400円　※6月4日(月)から東部市民センターで

販売
クラブ芸能発表会
と き▶ 6月17日(日)午後0時30分～ 4時
ところ・問い合わせ▶いずれも東部市民センター (☎

92－8511)

父親とのふれあい会
と き▶ 6月16日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ 竹とんぼを作る
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・10組(先着順)
ところ・申し込み▶6月5日(火)午前9時から、交通児童

遊園(☎81－1301)へ

おたのしみ会
と き▶ 6月17日(日)午前10時～ 11時
内 容▶ 人形劇やパネルシアターを楽しむ
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)、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)
協 力▶ 名古屋短期大学
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市民大会兼市バドミントン選手権大会
と き▶ 6月17日(日)午前8時から　
種 目▶ 一般男子・一般女子・レディース・壮年(45歳

以上)男子・中学生男子・中学生女子のダブル
ス、小学生男子・女子のシングルス

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1人)…一般1000円、高校生700円、小

中学生500円
ところ・申し込み▶6月8日(金)〈必着〉までに、はがき

に大会名、種目、住所、氏名、年齢、電話番
号、勤務先か学校名と学年、所属団体を書い
て、〒486－0804鷹来町4196－3、総合体育館
へ

問い合わせ▶ 市バドミントン連盟・山田(☎090－3152－
2666)

お話の部屋
と き▶ 6月17日(日)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 紙芝居と絵本の読み聞かせをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

ビデオ鑑賞
と き▶ 6月24日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢ドナルドのにぎやかバースデー ｣
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センター (☎

35－3501)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 6月24日(日)午前9時～正午受け付け、午後2時

～ 3時か6月30日(土)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)

市ソフトテニス選手権大会
と き▶ 6月24日(日)午前9時から〈予備日7月8日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 男子・女子別の個人戦
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の中学生以上の人
費 用▶ 参加料(1組)…一般・大学生1200円、高校生

1000円、中学生800円
申し込み▶ 6月15日(金)〈必着〉までに、はがきに大会名、

種目、2人の住所・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▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎82－3835)

卓球大会
と き▶ 7月1日(日)午後2時～ 4時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(先着順)

ところ・申し込み▶6月5日(火)午前9時から、かすがい
げんきっ子センター (☎35－3501)へ

市民卓球大会(小・中学生の部)
と き▶ 7月1日(日)午前9時から
ところ▶ 知多公民館
種 目▶ 小学1 ～ 4年生・小学5 ～ 6年生・中学1 ～ 2

年生・中学3年生の男女シングルス
対 象▶ 市内在住か在学の人　※責任者の同伴が必要
費 用▶ 参加料200円
持ち物▶ ゼッケン
申し込み▶ 6月20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)

映画｢ベルリン・フィルと子どもたち｣
と き▶ 7月21日(土)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▶ サイモン・ラトル指揮のオーケストラで250

人の子どもたちがバレエ｢春の祭典｣に挑むド
キュメンタリー (日本語字幕)

入場料▶ 1000円、ペア1700円(全自由席、3歳以上有料)
入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザで販

売中　※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)

平常人形劇｢毛皮のマリー ｣
と き▶ 8月10日(金)午後6時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 史上最年少で全国人形劇大賞銀賞を受賞した

平常(たいらじょう)の大人のための人形劇
入場料▶ 3000円(全自由席、当日200円増、Ｒ－15指定)
入場券▶ 6月9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　※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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パパ・ママ卓球大会
と き▶ 7月15日(日)午前9時から
種 目▶ シングル戦
対 象▶ 市内在住か在勤の既婚者
費 用▶ 参加料500円、ゼッケン代(ない人のみ)100円
持ち物▶ ゼッケン
ところ・申し込み▶7月4日(水)〈必着〉までに、はがき

に大会名、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・伊藤(☎84－8264)

アスティ高蔵寺市民ギャラリー展示
期 間▶ 10月～ 3月の間で約13日間(時期は打ち合わせ

で決定)
内 容▶ 個人やグループでの芸術・文化活動で、公共

の場にふさわしい展示　※営業や物品の販
売、政治・宗教活動などは不可。また、搬入
と搬出は指定日時に企画者が行う

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

固定資産鑑定評価員
内 容▶ 平成21年度の固定資産税(土地)の評価替えに

活用する標準宅地の鑑定評価(平成20年1月1日
時点)

対 象▶ ○不動産鑑定業者として登録されている不動
産鑑定士○不動産鑑定業者として登録されて
いる事務所に所属している不動産鑑定士・不
動産鑑定士補

申し込み▶ 6月18日(月)までに、所定の用紙(資産税課に用
意)に記入して、資産税課(☎85－6102)へ

市営住宅空家入居者
募集住宅▶ ①道場山住宅Ｆ棟②上八田住宅Ａ棟③上八田

住宅Ｂ棟④篠木住宅Ａ棟⑤杁ケ島住宅Ａ棟
募集戸数▶ ①2Ｋ(一般)1戸②3ＤＫ(高齢・障害)1戸③3Ｄ

Ｋ(一般)1戸④3ＤＫ(一般)1戸⑤3ＤＫ(一般)1戸
〈超えたときは6月22日(金)抽選〉

構 造▶ ①鉄筋4階建②鉄筋6階建③鉄筋4階建④鉄筋3
階建⑤鉄筋3階建

家 賃▶ ①9700 ～ 1万8100円②2万7500 ～ 6万500円③
2万8900 ～ 6万3500円 ④2万8900 ～ 6万600円
⑤2万9200 ～ 6万4100円

入居基準▶ 月額所得20万円(高齢者世帯などは26万8000
円)以下

入居可能日▶ 8月1日(水)
申込書▶ 6月1日(金) ～ 8日(金)に、住宅施設課、市役所

情報コーナー、坂下出張所、東部市民センタ
ー、各ふれあいセンターで配布

申し込み▶ 6月8日(金)〈消印有効〉までに、申込書に記
入して、添付はがき2枚に50円切手をはって、
郵送か直接、〒486－8686春日井市役所住宅
施設課(☎85－6294)へ

工業用地取得希望者
保有地▶ 中切町3丁目3番1(公簿面積5827.02㎡)
用途地域▶ 準工業地域(建ぺい率60％、容積率200％ )
売却条件▶ 地域経済の振興に寄与するものとし、当該用

地に自ら工場を建設し、操業する製造業者　
※取得を希望する事業者は、参加申込書と提
案書の提出が必要

申し込み▶ 6月22日(金)までに、管財契約課(☎85－6086)
へ

フリーマーケットの出店者
と き▶ 7月22日(日)午前10時～午後3時
対 象▶ 市内在住で商業者でない人
販売品目▶ 家庭での不用品(営利目的の物は不可)
小間料▶ 1小間(250㎝×150㎝)1000円
小間数▶ 50小間(超えたときは抽選)
ところ・申し込み▶6月15日(金)〈必着〉までに、往復

はがき(1グループ・1家族につき1枚)に代表者
の住所・氏名・電話番号、参加人数、販売品
目を書いて、〒480－0304神屋町1－2、エコ
メッセ春日井(☎88－5006)へ

｢子どもの家｣の夏季限定利用者
と き▶ 7月21日(土) ～ 8月31日(金)午前8時～午後7時

(日曜日は除く)
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)○岩成台(岩成台小学校内、☎92
－7503)　※上記以外の子どもの家は、定員
に達しているため募集なし。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た
め、問い合わせ先に確認を

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、午後6時まで2720円、
午後7時まで4080円(このほかにおやつ代2720
円、教材費1360円、傷害保険料176円が必要)

募集人数▶ 各若干名
申請書▶ 6月4日(月) ～ 14日(木)〈日曜日は除く〉の午前

11時30分～午後7時(土曜日は午前8時～午後3
時30分)に募集する子どもの家で配布

面 接▶ 6月21日(木)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

問い合わせ▶ 市社会福祉事業団(☎84－3241)
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7021歯ッスルコンテスト
と き▶ ①7月12日(木)②7月19日

(木)午前9時30分～ 11時
ところ▶ ①健康管理センター②

保健センター
内 容▶ 歯の審査、口腔(こうく

う)ケア(歯ブラシを使っ
た肺炎予防)　※条件を
満たした人には、9月2日(日)の健康救急フェ
スティバルで表彰を行い、賞状と記念品を贈
呈

対 象▶ 70歳以上(昭和12年9月2日以前生まれ)でかむ
ことができる自分の歯が21本以上ある健康な
人　※今までに表彰された人は除く

申し込み▶ 6月29日(金)までに、電話かはがきに、希望日(①
か②)、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(☎
85－6164)へ

社会福祉事業団の臨時職員
職種・賃金(時給)▶学童指導員・890円、1010円(交通

費を1通勤につき200円支給)
要 件▶ 保育士資格か教員免許
勤務時間▶ 午後2時～ 6時(原則週5日)
採用期間▶ 契約日から9月30日まで(更新制度あり)
勤務地▶ 子どもの家(市内18か所のいずれか)
選考基準▶ 面接、書類審査
人 員▶ 若干名
申し込み▶ 市販の履歴書と資格の写しを持って、本人が

直接、市社会福祉事業団(☎84－1011)へ

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

入会金▶ 500円　※講習会の受講が必要。資格や経験、
性別、年齢は不問。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▶ 7月14日(土)午後1時～ 5時
ところ▶ レディヤンかすがい
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▶ 6月17日(日) ～ 7月1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

中央公民館　☎33－1111
中部大学連携講座～民法を身近に考える①②
と き▶ ①6月23日(土)、7月7日(土)②7月14日(土)・28

日(土)〈各2回〉午前10時～ 11時30分
内 容▶ ①高齢者のした売買・財産管理の法的対応と

成年後見その他のサポート制度②外貨預金、
国債、株式など多様な投資・金融商品の取引
と自己責任

講 師▶ 中部大学非常勤講師・伊藤雄太
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各50人
費 用▶ 受講料各500円
 
初めてのフラダンス
と き▶ 7月5日～ 26日の毎週木曜日(4回)午前10時～

11時30分
講 師▶ 近藤信子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人
費 用▶ 受講料1000円
 
ところ・申し込み▶いずれも6月10日(日)〈必着〉までに、

往復はがき(1人1枚)に講座名(①②の別も)、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1へ

坂下公民館　☎88－5555
ベビーマッサージ教室～タッチ
ケアで子育てを楽しむ
と き▶ 7月3日(火)・10日(火)・

18日(水)〈3回〉午前10時
～ 11時30分

講 師▶ 小島まゆみ
対象・定員▶ 市内在住の3か月～ 1歳

未満(受講時月齢)の乳児と母親・12組(超えた
ときは抽選)

 
ゆかたの着付け教室～着付けのコツを学ぶ
と き▶ 7月8日(日)午前10時～正午
講 師▶ 長谷川孝子
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
持ち物▶ ゆかた、半幅帯、だて締め、前板、腰ひも3

本
 
申し込み▶ いずれも6月15日(金)〈必着〉までに、 往復は

がき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな、
「ベビーマッサージ教室」は参加する子どもの
名前も)、年(月)齢、電話番号を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ
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鷹来公民館　☎84－7071
ふれあい盆踊り講習会～ ｢花火音頭｣｢ゆかたdeブギヴ
ギ｣など
と き▶ 6月22日(金)・30日(土)午後7時～ 8時30分
講 師▶ 大野豊愛
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人　※自由参加
持ち物▶ うちわ、上靴

東部市民センター　☎92－8511
パソコンのワード応用編
と き▶ 6月25日～ 7月16日の月曜日(4回)午後1時30分

～ 3時30分
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人で初級編を終えた

人・25人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円、教材費200円
 
わらびもちと水まんじゅうを作る
と き▶ 6月26日(火)午前10時～正午
講 師▶ 勝野雅臣
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700円
 
ところ・申し込み▶いずれも6月11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

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
ゆかたの着付け教室
と き▶ 7月5日(木)・12日(木)〈2回〉午前10時～正午
講 師▶ 重見友子
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500円
持ち物▶ ゆかた、半幅帯、肌じゅばん、だて締め、腰

ひも3本、帯板、襟しん
申し込み▶ 6月11日(月)〈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、電
話番号、託児希望者は｢託児希望｣と子どもの
氏名(ふりがな)・年齢(2歳以上)・性別を書いて、
〒487－0013高蔵寺町3－2－1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～フウランの育て方
と き▶ 6月23日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 久野信司
費 用▶ 受講料250円、教材費2000円
持ち物▶ 持ち帰り用の袋
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 6月5日(火)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
ゆかた着付け教室
と き▶ 6月21日～ 7月5日の毎週木曜日(3回)午後7時～

8時30分
講 師▶ 加藤太恵
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750円
持ち物▶ ゆかた、半幅帯、肌じゅばん、腰ひも3本
申し込み▶ 6月10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、〒486－0844鳥居松町2－
247へ

ハーモニー春日井　☎88－0677
日本舞踊入門
と き▶ 6月30日～ 7月の毎週土曜日(5回)午後2時～ 3

時30分
講 師▶ 藤間登代花
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・15人(先着順)
費 用▶ 受講料1250円(小中学生は無料)
持ち物▶ 浴衣、半幅帯、腰ひも、白足袋、扇子(ない人

には貸し出し可)
申し込み▶ 6月3日(日)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
工作教室～モビール作り
と き▶ 7月22日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(超えた時は抽選)
費 用▶ 教材費200円
申し込み▶ 6月15日(金)〈消印有効〉までに、往復はがき

に教室名、住所、氏名(ふりがな)、学校名、学年、
保護者名、電話番号を書いて、〒486－0945
勝川町8－2858－1へ(☎35－3501)

エコメッセ春日井　☎88－5006
生ごみのリサイクル｢ぼかし作り｣
と き▶ 6月16日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市婦人会協議会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4㎏のぼかしを入れるビニール

袋、ぞうきん
 
余り布を使った貼り絵教室～布で野菜の絵
と き▶ 6月23日(土)・30日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 谷口春美
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500円
持ち物▶ はさみ、のり
 
申し込み▶ いずれも6月5日(火)から、電話で
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少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢雨の日の散歩｣
と き▶ 6月29日(金)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 雨の日の森の香りを感じ、水たまりやぬかる

みを歩きながら散歩を楽しむ
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその保護者・15組(先着順)
費 用▶ 受講料280円
申し込み▶ 6月5日(火)から、電話で

公園緑地課　☎85－6281
大輪菊づくり講習会
と き▶ 6月16日(土)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 篠田学
費 用▶ 受講料1000円(教材費を含む)
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 6月5日(火)から、電話で

市納涼まつり実行委員会　☎85－6622
民踊講習会～ ｢民謡お国巡り音頭｣｢ゆかたＤeブギウ
ギ｣など
と き▶ 6月8日(金)午前10時～正午
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 上靴
定 員▶ 250人(先着順)
ところ・申し込み▶当日午前9時30分から、レディヤ

ンかすがいで

健康推進課　☎85－6167
不妊症講座～不妊症の原因・検査・治療について専門
医に学ぶ
と き▶ 7月1日(日)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
講 師▶ 名古屋大学医学部附属病院周産母子センター

・岩瀬明
対象・定員▶ 不妊症について理解を深めたい男女・60人(先

着順)
 
ママ＆ベビーのシェイプアップヨガ～赤ちゃん体操、
肥満予防の話など
と き▶ 7月3・10・17日の火曜日(3回)午後1時30分～ 3

時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 産後2 ～ 6か月で体重増加が気になる母親と

その乳児・20組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳、ヨガマット(ある人のみ)、地

厚のバスタオル
 
申し込み▶ いずれも6月5日(火)から、電話で

消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～新ガイドラインによるＡＥＤ(自動
体外式除細動器)を使った応急手当て
と き▶ 7月7日(土)午後1時～ 4時
ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人(中学生以上)・30

人(先着順)
申し込み▶ 6月5日(火)から、電話で

かすがいげんきっ子センター 
ファミリークッキング～夏野菜のスパゲッティ
と き▶ 7月15日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の人・4家族(超えたときは抽選) ※1

家族4人まで
費 用▶ 材料費1人300円
申し込み▶ 6月15日(金)〈消印有効〉までに、往復はがき(1

家族1枚)に講座名、住所、参加者全員の氏名、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0945勝川
町8－2858－1へ(☎35－3501)

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
足指・爪のケア～足は体の土台です
と き▶ 6月12日(火)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(下津町)
講 師▶ 医師・小林桂子
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

市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座～親子で人形劇を楽しもう
と き▶ 6月26日(火)午前10時30分～ 11時30分
出 演▶ 人形劇団とんとんとん
対象・定員▶ 市内在住の2歳以上の未就園児と保護者・50

組(先着順)
申し込み▶ 6月6日(水)午前9時から、☎85－8824へ
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認知症予防と音楽療法
と き▶ 6月16日(土)午前10時～正午
ところ▶ じゃがいも友愛デイサービスセンター (出川

町)
講 師▶ 音楽療法士・西脇利子
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター友愛(☎51－1840)へ
 
音楽療法～音楽で頭も身体もリフレッシュ
と き▶ 6月16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

(牛山町)
講 師▶ 音楽療法士・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第2グレイスフル春日

井(☎32－1117)へ
 
認知症予防～認知症について一緒に学びませんか
と き▶ 6月20日(水)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(神屋町)
講 師▶ 作業療法士・樋口久美子
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
 
健康に良いおいしい食事の摂り方
と き▶ 6月27日(水)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 大手田酉ふれあいの家(大手田酉町)
講 師▶ 管理栄養士・亀井かほる
定 員▶ 30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
 
足腰を鍛えましょう～体力測定で自己チェック
と き▶ 6月28日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 地域包括支援センター春緑苑職員
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－8303)へ

サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング教室～効果的なフォームを身に付け
る
と き▶ ①基本編6月15日(金)午後1時～ 2時②応用編6

月20日(水)午後1時～ 2時
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各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

一般水泳教室
と き▶ 6月27日～ 7月20日毎週水・金曜日(8回)午前10

時～ 11時
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6000円
 
着衣泳体験～着衣状態での水中歩行や水泳実習など
と き▶ ①6月30日(土)午前9時～ 10時②7月1日(日)午前

9時～ 10時
対象・定員▶ 市内在住か在勤の小学生以上(小学1 ～ 3年生

は1人に対して保護者1人同伴)・各30人(超え
たときは抽選)

費 用▶ プール利用券の購入が必要
 
クロールを覚えよう(短期)
と き▶ ①7月3日(火) ～ 6日(金)〈4回〉午後4時30分～ 6

時②7月3日(火) ～ 6日(金)〈4回〉午後6時15分
～ 7時45分③7月10日(火) ～ 13日(金)〈4回〉午
後4時30分～ 6時④7月10日(火) ～ 13日(金)〈4
回〉午後6時15分～ 7時45分

対象・定員▶ 10m泳げない市内在住の小学生・各30人(超え
たときは抽選)

費 用▶ 受講料3000円
 
ソフトアクアビクス～足腰にやさしい水中エアロビク
ス
と き▶ 6月27日～ 7月18日毎週水曜日(4回)午前9時～

10時
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1600円
 
シェイプアップアクア～体の引き締めを目指した水中
エアロビクス
と き▶ 6月29日～ 7月20日毎週金曜日(4回)午前9時～

10時
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1600円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング教室｣は6月5日(火)午前9時

から電話で、それ以外は6月15日(金)〈必着〉
までに、往復はがきに教室名(①～④の別も)、
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



24

総合体育館　7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)もあり
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)　※土

曜日10時45分からのソフトエアロビクスは7
月7日～ 9月29日までの期間限定の開催、17日
(火)は休館日のため休講
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

スタン
ダード
エアロ
ビクス

ソフト
エアロ
ビクス

ソフト
エアロ
ビクス

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

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

総合体育館　☎84－7101
地域ふれあい運動教室～肩凝り・腰痛予防ストレッチ
や簡単な軽体操
と き▶ 7月3日～ 31日の毎週火曜日(17日を除く4回)午

前10時～ 11時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ スポーツインストラクター
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～ステップ台を使ったエアロビクス
と き▶ 7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
 
ヨガ～心と体のバランスを整える
と き▶ 7月の毎週金曜日(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・50人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
 
にがて克服！楽しい体操(とびばこ運動)～とびばこの
にがて意識をなくそう
と き▶ 7月の毎週金曜日(4回)①午後6時～ 7時②午後7

時30分～ 8時30分
対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 2年生②小学3～ 6年生

・各30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料各800円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は6月5日(火)午前9時

から電話で、それ以外は6月15日(金)〈必着〉
までに、往復はがきに教室名(①②の別も)、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、勤
務先か学校名と学年を書いて、〒486－0804
鷹来町4196－3へ

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 6月3日(日) ～ 7日(木)〈毎日〉午前8時30分～午

後5時
登録される人▶昭和62年6月2日までに生まれ、平成19

年3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19年6月1日
登録日▶ 平成19年6月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎81－5111)

市・県民税の納税通知書を郵送しました
　6月1日(金)に、平成19年度の市・県民税の納税通知
書を郵送しました。納税通知書が届かない場合や内容
について不明な点がある場合は、連絡してください。
問い合わせ▶ 市民税課(☎85－6093)

新築・増築家屋の実地調査
　平成19年1月2日から20年1月1日までに、新・増築さ
れた家屋は、来年度からの固定資産税の課税対象とな
ります。固定資産評価額を算定するにあたって、身分
証を持った資産税課職員が訪問し、課税対象となる家
屋の構造や使用材料などを確認するための実地調査を
行っています。｢建築確認通知書(建築図面等)｣｢工事見
積書｣などを見せてもらうことがありますので協力を
お願いします。
　都合のいい日時を指定したいときや、取り壊しをし
た家屋があるときは、連絡してください。
問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6105)
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6月は外国人労働者問題啓発月間です
　外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法
就労の防止に理解と協力をお願いします。
問い合わせ▶ 春日井公共職業安定所(☎81－5167)

勝川にぎわい市
と き▶ 6月9日(土) ～ 10日(日)午前9時～午後3時(雨天

中止)
ところ▶ 勝川駅南口ビル前
内 容▶ フリーマーケットと新鮮朝市(なくなり次第終

了)
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)

ルネック土曜定期サロン
と き▶ 6月30日(土)午後6時30分開演
ところ▶ ルネック
出 演▶ 堀内久世(ピアノ)、小森絹子(バイオリン)ほか
曲 目▶ ベートーベン｢バイオリンソナタ第5番ヘ長調

『春』｣ほか
入場料▶ 1000円(飲み物付き)
入場券▶ 6月4日(月)から、ルネックで販売
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)

ホームページの作成基礎講座(6回)
と き▶ 7月2日(月) ～ 6日(金)午後7時～ 9時、7日(土)午

後1時～ 3時
対象・定員▶ 15歳以上で学習意欲がある人(中学生を除く)・

20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費800円(テキスト代)
ところ・申し込み▶6月15日(金)〈必着〉までに、往復

はがきかファクスで講座名、住所、氏名(ふり
がな)、年齢、電話番号(ファクスの場合はフ
ァクス番号も)を書いて、〒486－0822熊野町
五反田1180－1、春日井工業高校(☎84－1115
・ＦＡＸ85－9431)へ

夏休み小学生親子工作教室
と き▶ 7月22日(日)午前9時～午後0時30分
内 容▶ エレクトロニクスの応用で永久に回り続ける

不思議なこまを作る
対象・定員▶ 市内在住で物づくりに興味のある小学5～ 6

年生の親子・20組(先着順)
申し込み▶ 6月29日(金)〈必着〉までに、往復はがきに教

室名、住所、親子の氏名(ふりがな)、在学の
小学校名・学年、電話番号を書いて、〒486
－0822熊野町五反田1180－1、春日井工業高
校(☎84－1115)へ

教科書展示会
　県教育委員会では、県民の皆さんに教科書への理解
や関心を深めてもらうために、教科書展示会を行いま
す。展示会場には投書箱を用意しますので、教科書に
対する意見や要望を寄せてください。
と き▶ 6月11日(月) ～ 7月5日(木)
ところ▶ 県内21か所の教科書センター
 ※詳しくはホームページを見てください。
 h t t p : / /www . p r e f . a i c h i . j p / k y o i k u /

gimukyoiku/index.html
問い合わせ▶ 県教育委員会義務教育課(☎052－954－6790)

事業所対象求人説明会を開催
と き▶ 6月15日(金)午後1時30分～ 4時
ところ▶ 総合福祉センター
対 象▶ 平成20年3月新規学校卒業者の採用を予定し

ている事業所
問い合わせ▶ 春日井公共職業安定所(☎81－5167)

家計調査に協力してください
　家計調査は、毎年、総務省統計局が県を通じて行っ
ている調査です。
　この調査は、暮らしを家計の面からとらえるもので、
無作為に抽出した世帯に家計簿を付けていただきま
す。その結果は、経済・社会政策の基礎資料、経済・
景気の動向を見る資料として活用される重要な調査で
す。
　調査内容は統計にのみ使用され、他に漏らしたりす
ることは法律で固く禁じられています。調査員が訪問
した際は協力をお願いします。
問い合わせ▶ 県統計課(☎052－954－6104)

シニアワークプログラム受講者募集
マンション管理員
と き▶ 7月30日(月) ～ 8月10日(金)までの10日間(土・

日曜日を除く)、午前10時～午後4時まで
ところ▶ ルネック
対象・定員▶ 積極的に就職活動をする人で、県内在住の健

康的な60歳代前半層を中心とした高齢者・30
人(超えたときは抽選)

申し込み▶ 6月29日(金)〈必着〉までに、はがきに講座名、
住所、氏名(ふりがな)、生年月日、年齢、性別、
電話番号、シルバー人材センター会員の有無、
受講終了後の雇用・就業目的(ア常用の就職を
希望、イ臨時・短期的就職を希望、ウシルバ
ー人材センターでの就業希望、エその他)を書
いて、〒460－0001名古屋市中区三の丸3－2
－1、県東大手庁舎6階、県シルバー人材セン
ター連合会(☎052－961－9521)へ



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン　　（☎85－6073）

グリーンピア春日井　（☎92－8711）
〈最終日は16：00まで〉

味美ふれあいセンター（☎31－3522）

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）

エコメッセ春日井　　（☎88－5006）

坂下公民館　　　　　（☎88－5555）
鷹来公民館　　　　　（☎84－7071）
レディヤンかすがい　（☎85－4188）
ルネックギャラリー　（☎34－6800）
落合公園管理棟　　　（☎56－0414）

6／1（金）～7（木）
6／8（金）～14（木）
6／1（金）～10（日）
6／15（金）～17（日）

6／1（金）～15（金）

6／2（土）～12（火）
6／2（土）～29（金）
6／2（土）～29（金）
6／5（火）～16（土）
6／6（水）～17（日）
6／6（水）～24（日）
6／7（木）～12（火）
6／8（金）～10（日）

入船会絵手紙60人展
日本画作品展
植物園のスケッチ展
ウチョウランと山野草展
ミニ考古企画展「土器～文様・
かたちの不思議」
写真展
トールペインティング展
日本の野鳥写真展
カラー研究会作品展
幻想墨画展
パッチワークキルト展
綾の会・創作アップリケ作品展
ウチョウラン展

入船会
鷹美会
日彩会
春日井山草会

文化財課

春日井写団ハッピネス
佐野博弓
春日井バードフォトクラブ
カラー研究会
春創会
レディヤンパッチワーク同好会
綾の会
ウチョウラン同好会

根っこのこ子育てのつどい
とき▶①6月19日（火）②7月24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①自
立、親ばなれ・子ばなれ②子どもの習い事～どう
したらいいの？　定員▶各30人（先着順）　申し込
み▶6月4日（月）から、電話かファクスに催し名
（①②の別も）、住所、氏名、電話番号を書いて、
市原（☎090－7697－0611、FAX052－736－5900）
へ　※託児あり
････････････････････････････････････････････
中部大学キャンパス・コンサート
とき▶7月7日（土）午後2時～ 4時（1時開場）　とこ
ろ▶三浦幸平メモリアルホール（松本町）　出演▶
ヴィターリ・ピサレンコ（ピアノ）　定員▶500人
（超えたときは抽選）　申し込み▶6月12日（火）〈必
着〉までに、往復はがき（1人1枚）に演奏会名、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、〒487－0027松本
町1200、中部大学キャンパスコンサートK係（☎
51－1111）へ
････････････････････････････････････････････
市交響楽団定期演奏会
とき▶7月8日（日）午後3時開演（2時開場）　ところ
▶市民会館　出演▶濱津清仁（指揮）、ヴィターリ・

ピサレンコ（ピアノ）、市交響楽団（管弦楽）　曲
目▶モーツァルト「『後宮からの逃走』序曲」、チャ
イコフスキー「ピアノ協奏曲第1番」「交響曲第4番」
　入場料▶1000円（全自由席、未就学児不可）　入
場券▶文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、
清水屋案内所、サンマルシェインフォメーション
などで販売中　問い合わせ▶市交響楽団事務局
（☎51－1111）
････････････････････････････････････････････
講演会「七ヵ国語を話す、日常がある。」
とき▶①6月7日（木）②6月8日（金）③6月9日（土）午
前10時～正午　ところ▶①ルネック②東部市民セ
ンター③高蔵寺ふれあいセンター　内容▶なぜ複
数の言葉を同時に習得できるのかについて、体験
を通した話を聞く　定員▶各30人（先着順）　問い
合わせ▶ヒッポファミリークラブ中部（☎0120－
557－761）　※託児あり（要予約）
････････････････････････････････････････････
「初夏のつどい」であいふれあいハーモニー
とき▶6月9日（土）午後1時30分～ 4時30分　とこ
ろ▶総合福祉センター　内容▶盲目のバイオリニ
ストやサークル団体などによる講演や演奏　問い
合わせ▶松本（☎83－4901）   

Ｑ1

万 人

Ｑ1

Ｑ2 ＡＡ

ＡＡ
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Ｑ1事故で歯が抜け落ちた
とき、あなたはど
うしますか？

あくびなど
をして急に

口が閉じなくなっ
たとき、あなたは
どうしますか？

6／2

6／9

6／3

6／10

●公道
平日（午前8時30分～午後5時15分）…工務課☎85－6420
土曜・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。

緊 急 医

火 災 情 報水 道 修 繕
☎0180－995－999

急患に限ります。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。

平
日
夜
間

夜
間

土
曜
日

日
・
祝
休
日

人　口 （＋2331）30万3978人
世帯数 11万9911世帯 （＋2089）

（　）内は前年同日比

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6164）

健 康

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
内科・小児科
外科・整形外科
内科・小児科

外科

内科・小児科・外科
内科・小児科

産婦人科

歯科
薬の相談　※市薬剤師会が相談に応じます

☎84－4488
☎84－9988
☎84－3060

☎82－7258

☎51－5552

☎84－3060
☎91－3755

☎31－5252

☎41－6260

☎84－3060
☎090－8542－6134 午後9時～午前9時

診 療 時 間 帯

人口と世帯数の動き

急に口が閉じなくなったら、あごを無理に動
かさないようにして、すぐに歯科医院を受診

しましょう。何回も繰り返すと習慣となり悪化します。

在宅緊急医
在宅緊急医
健康管理センター（柏原町5）
在宅緊急医
梶田整形外科（六軒屋町2）
在宅緊急医
白山外科クリニック（白山町5）
健康管理センター（柏原町5）
保健センター（中央台1）
在宅緊急医
山田産婦人科（柏井町2）
在宅緊急医
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）

〈平成19年5月1日現在〉

知 っ 得 ！ お 口 の Q ＆ Ａ知 っ 得 ！ お 口 の Q ＆ Ａ
～6月4日～10日は歯の衛生週間です～6月4日～10日は歯の衛生週間です

Ｑ1Ｑ1Ｑ1

Ｑ2Ｑ2Ｑ2Ｑ2

しっかり水で洗い、乾いたきれい
なガーゼやティッシュペーパーに
包み歯科医院を受診する

②❷

自分の力で元通り閉じてから歯科
医院を受診する②❷

① 無理に閉じようとせず、歯科医院
を受診する❶

汚れていてもそのまま牛乳の中に
入れ、歯科医院を受診する①❶

Ａ①❶ＡＡ

Ａ 歯の根の部分は歯根膜（しこんまく）という
繊維で覆われており、その繊維が歯とあご

の骨をしっかり結びつけ、抜けないように支えていま
す。そのため、抜けた歯の根を乾燥させたり、傷をつ
けたりすると、元に戻せる確率が非常に低くなります。
一方、牛乳は滅菌されており、身近な所にあります。
また、浸透圧も体液に似ているため、元に戻せる確率
は高くなります。抜け落ちた時には慌てずに牛乳に歯
を入れ、歯科医院を受診してください。

①❶ＡＡ

■…診療時間帯
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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。

古紙配合率100％再生紙を使用しています

ドクダミ科
ドクダミ

　やや日陰の湿った場所を好む草で、野山や庭などいたるところで
見ることができます。
　独特の臭気があってあまり印象はよくありませんが、6～7月に咲
く花はくっきりと白く、葉もハート形で美しい形をしています。
　4枚の白い花びらのように見える部分は総包片とよばれる器官で、
本当の花弁ではありません。中心部の黄色いしべのように見える部
分はたくさんの花の集合体で、この小さな一つ一つの花に花弁はあ
りません。
　ドクダミのにおいのもととなっているのはデカノイル－アセトアルデヒドという物質で、細菌やある種の
ウイルスの活動を抑える力があるとされ、ドクダミは昔から民間薬として用いられてきました。

然春 日 井 の 自

従来の「くらしに活（い）かす生活展」と「リサイクルフェア」を統合し、
今年度から新たに「かすがいエコライフフェア」として開催します。
ぜひ、会場に来て生活に密着した消費についての知識と、環境に配
慮した取り組みを楽しく学び、体験してください。

●洋服のリフォームの仕方
●防災用品や非常食の展示
●雨水を利用して、水害を減らそ
う
●上下水道設備について知ろう
●平成20年5月31日まで！住宅用
火災警報器の設置が必要

●クイズラリーで会場巡り（正解
者には粗品あり）
●無料古本市（1人3冊まで）
●靴や傘の修理、刃物研ぎ（有料）
●廃材利用鉄道模型の展示・運転
●消費生活相談（9日）
●リサイクル工作講座（9日、要予
約）
●リフォーム衣類ファッション
　ショー（9日午前11時から）
●ふれあいコンサート（9日午後
　1時30分から）

●ごみとリサイクル～あらためて
考える
●分けていかそう、ごみ・資源
●地球温暖化・生活排水対策啓発
コーナー

●森と紙のリサイクル
●ガスの得意はガスにまかせろ
●環境配慮商品
●事故情報収集制度について
●でんきと上手に暮らす
●行政相談所
●環境まちづくり活動の成果
●消費生活モニターの研究発表

●包装紙でポチ袋、つまよう
じ入れを作る
●フィルムケースで花器作り
●アクリルたわし作り
●野菜を計ってみよう
●計量クイズコーナー

●命と健康の源…食
●私達の食生活を考えてみませんか
●家庭菜園を楽しみましょう
●エコライフ
●大切にしたいネ、食べることと子
育てにやさしい環境

●小から大へ～家庭から社会へ

体験イベント

市の環境への取り組み紹介

協賛、協力団体コーナー

その他

くらしに役立つ情報

消費者グループの研究発表

問い合わせ▶市民生活課（☎85－6616）

と　き▶6月8日（金）～9日（土）
午前10時～午後4時
〈開場式は8日（金）午前9時30
分から〉

ところ▶市役所1階 市民ホールなど
主　催▶市、市消費生活展実行委員会
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