
　春日井子育てネットワーカー“スキップ”は、子育て支援に賛同した8人
の会員の皆さんが活動しているボランティア団体です。絵本や手遊び、育
児相談などを通して子育てを支援しています。市の親子対象事業開催時の
託児では、日ごろの自主研修会などで養った知識や飛び切りの笑顔で、子
どもたちの世話や、新米ママの子育て相談などを行っています。
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65歳以上の人の介護保険料

介護保険制度は、介護を必要とする人が費用の一部(原則として1割)を負担することにより、介護保険サービスを
利用できる仕組みで、40歳以上の人が納める保険料と公費(国、県、市の負担金)を財源としています。
現在、介護を必要とする人の自立支援、家族介護者の負担軽減、介護予防など、さまざまなサービスがあり、多
くの皆さんに利用されています。

所得区分 所　　得　　状　　況 年間保険料

第1段階 生活保護被保護者・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
2万4500円
(基準額×0.5)

第2段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計
が80万円以下の人

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1・2段階に該当しない人
3万6700円
(基準額×0.75)

第4段階 本人が市民税非課税の人(世帯の中に市民税課税者がいる場合)
4万9000円
(基準額)

第5段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円未満の人
6万1300円
(基準額×1.25)

第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上の人
7万3500円
(基準額×1.5)

○基準額は4087円(月額)×12か月＝4万9044円(年額)で、年間保険料は100円未満切り捨てです。
○地方税法改正(老年者非課税措置の廃止)の影響により、所得区分が第4・5段階に上がる人は、保険料を一部軽減
して通知書を発送します。
○介護保険料は、前年中の所得や、本人および世帯の市民税の課税状況によって決まるため、前年度と変わる場
合があります。

要介護認定(要介護1～ 5)を受けている65歳以
上の人は、障害者手帳がなくても、税法上の障
害者控除などの適用を受けられる場合がありま
す。
手続き▶介護保険課へ障害者控除適用の申請を

して、「障害者控除対象者認定書」の交
付を受ける

要介護認定や要支援認定を受けている40歳以上
の人は、おむつ代についての医療費控除の適用
を受ける場合、医師の「おむつ証明書」が必要で
すが、適用の申請が2年目以降の人は、証明書
がなくても、適用を受けられる場合があります。
手続き▶介護保険課へおむつ代に係る医療費控

除適用の申請をして「おむつ代に係る主
治医意見書の確認書」の交付を受ける

障害者控除障害者控除 おむつ代にかかる医療費控除おむつ代にかかる医療費控除

知ってい
ますか？
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通知書によって納付方法が異なります

問い合わせ▶介護保険課(☎85－6182)

通知書の種類 納付方法 対　　　　　象

特別徴収通知書
特別徴収
(年金から天引きで納付)

○平成18年4月1日に、市内に住所があり、年額18万円以上
の老齢・退職・遺族・障害年金を受給している人

納入通知書
普通徴収
(市が郵送する納入通知
書で納付)

○年額18万円未満の老齢・退職・遺族・障害年金を受給して
いる人

○老齢福祉年金のみを受給している人
○平成19年4月以降に65歳になった人や転入した人、その他
の理由で特別徴収にならない人など

納入通知書兼
特別徴収開始通知書

9月までは普通徴収
10月からは特別徴収

○平成18年4月2日以降に65歳になった人や転入した人など
で、平成19年3月末に市内に住所があり、年額18万円以上
の老齢・退職・遺族・障害年金を受給している人　※住所
変更や年金の裁定請求の時期により、特別徴収にならない
場合があります。

年金から天引きされる月と介護保険料の納期

平成19年 平成20年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

特別徴収の人
※　　　　　

仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

普通徴収の人 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

9月まで普通
徴収、10月か
ら特別徴収

第1期 第2期 第3期 本徴収 本徴収 本徴収

※仮徴収では、前年度の保険料額などを参考に算出した額を、本徴収では、前年所得などを基に算出する年間保
険料額から仮徴収した額を除いた額を年金から天引きします。

●普通徴収の人は、納付が確実な口座振替が便利です。また、
平成19年度からコンビニエンスストアでも納付できるように
なりました。　※利用条件がありますので、納付書の注意書
きを確認してください。

●災害などの事情で、介護保険料を納めることが困難な場合は、
介護保険料を減免するなどの制度がありますので、介護保険
課へ相談してください。

●40歳から64歳までの人は、健康保険料(税)と併せて介護保険
料を負担します。詳しくは、加入している各医療保険機関へ
問い合わせてください。

平成19年度の通知書を7月初旬に発送します平成19年度の通知書を7月初旬に発送します
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　4月15日（日）に生まれた、雄のヒツジの赤ちゃ
んの名前を募集したところ、約2400通の応募があ
りました。アイデアいっぱいの名前の中から、「み
んなにかわいがってもらえるように」と願いが込
められた「モリー」という名前が選ばれました。
　好奇心旺盛なモリーは、父親のモコ、母親のメ
リーとともに動物舎で暮らしているので、ぜひ会
いに行って、名前を呼んであげてください。

メ～メ～ (命名)して
もらいました
（グリーンピア春日井）

　15回目を迎えたレクリエーションスポーツ大会に約630人
が参加し、ソフトバレーボール、インディアカ、グラウンド・
ゴルフの3種目で、爽快（そうかい）な汗を流しました。
　初心者から経験者まで、参加レベルはさまざまでしたが、
どのチームも真剣そのもので、会場は大きな声援と熱気で
とても盛り上がっていました。

チームワーク、最高！
（総合体育館）

5/5/20
㊐

５/2525
㊎

5/20
㊐

５/25
㊎

モリーです。
よろしくね

インディアカ
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　基礎的な家庭介護の知識や技術を学ぶハ
ートフルケアセミナーが、3回にわたって開
催されました。
　介護してもらう人の気持ちを大切にした
食事や歩行介助の仕方をはじめ、転倒を予
防する運動など、さまざまなテーマで行われ、
現在介護中の人だけでなく、「将来のために」
と参加した人も、皆、熱心に講義を聞き、実
習をしていました。

5/ 8㊋
18㊎
22㊋

家族、
そして自分のために
 （西部ふれあいセンター）

　交通事故をなくすため、体験型の交通安全
教室が行われ、多くの家族連れが参加しまし
た。
　大型車両による巻き込み事故などの模擬実
演や、自動車シミュレーター体験では、日ご
ろ「大丈夫」と思っていたことが、実は危険だ
ったことなどを知り、関心を示していました。
　また、エアバック・シートベルト衝撃体験
車への乗車では、急停止時の想像以上の衝撃
に、驚いたり、思わず苦笑いする姿も見られ
ました。

5/20
㊐ 体験して、命を守ろう！

 （名古屋自動車学校春日井校）

　少年野球チーム「柏原スポ－ツ少年団」
の子どもたちと保護者の皆さんは、練習
のためにグラウンドを借りているお礼の
気持ちとして、毎月1回、柏原小学校と
丸田小学校の周りを清掃しています。
　取材当日は天候に恵まれ、青空が澄み
渡っていました。子どもたちは、さんさ
んと輝く太陽に負けないくらい元気な笑
顔で、協力し合って、雑草を抜いたり、
ごみを拾ったりしていました。

5/20
㊐ 「感謝の気持ち」です

 （丸田小学校周辺）

5/
㊐

５/25
㊎
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平成18年度の情報公開・個人情報保護制度の状況についてお知らせします。
※1つの請求で2種類の決定などがあるため請求件数と決定件数が異なります

　市が保有する個人情報に
対する本人の開示請求件数
は22件、訂正請求件数は1
件でした。一部開示となっ
た理由は、本人以外の個人
情報や法人情報があったた
めです。

公開率52％ (一部開示を含む)

ホームページ　http://www.city.kasugai.aichi.jp/somu/somu/koukai/johokoukai- .html

問い合わせ▶総務課(☎85－6129)

全国から選抜された8チームがトーナメン
ト方式で全国一を争います。車いすならで
はの激しいプレーを間近で観戦してみませ
んか。

と き▶6月30日(土)午前11時30分～午後5
時、7月1日(日)午前9時～午後3時
45分(予定)

ところ▶総合体育館
主　催▶日本車椅子バスケットボール連

盟、東海北陸車椅子バスケットボ
ール連盟

問い合わせ▶福祉課(☎85－6181)

《 情報公開 》

決定区分 件数

全部開示 32

一部開示 44

不開示 46

不存在 23

取下げ   9

《 個人情報保護 》

決定区分 件数

全部開示 13

一部開示   8

不開示   0

不存在   4

不訂正   1

　公文書の開示請求件数は
138件で、主な請求内容と
しては、教育58件、都市開
発23件、入札契約18件など
です。公開率が52％なのは、
教育委員会における不開示
決定が多かったためです。

請求件数　 138件 請求件数　  23件

　普段はあまり知られていないが重要な役割を果た
している「モノ作り中小企業」の姿を分かりやすく知
らせ、企業のやる気を一層引き出すことなどを願っ
て取りまとめられた「元気なモノ作り中小企業300社
2007年版」の発表が、5月29日(火)に経済産業省からあ
りました。中部地域(富山・石川・岐阜・愛知・三重
の各県)から51社、市から4社が選定されました。

問い合わせ▶経済振興課(☎85－6241)

※詳しくは今後、広報春日井でお知らせします。

◆株式会社ISOWA　◆株式会社エージック

◆東洋電機株式会社　◆三豊機工株式会社

選定された企業
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閲覧日 請求者 委託者 目　　的 対象者・対象区域 件数

11月21日 ㈳新情報センター
内閣府大臣官房
政府広報室

「家族(家族の法制)に関する世
論調査」対象者抽出

20歳以上の男女・東野町1丁目地域 14

12月5日 ㈳中央調査社
独立行政法人労
働政策研究・研
修機構

｢就業・社会参加に関する調査」
対象者抽出

20～ 65歳の男女・高蔵寺町北3丁目
地域

19

12月6日 ㈳新情報センター
内閣府国民生活
局

「平成18年度国民生活選好度
調査」対象者抽出

15～ 79歳の男女・月見町地域 20

12月26日 ㈳中央調査社
東京大学社会科
学研究所

｢働き方とライフスタイルの変
化に関する全国調査2007」対
象者抽出

20～ 40歳の男女・穴橋町地域 52

1月10日 ㈳新情報センター
内閣府政策統括
官

「少子化対策と家族・地域の絆
に関する意識調査」対象者抽出

18歳以上の男女・岩成台7丁目地域 14

1月11日 ㈳中央調査社
日本銀行情報サ
ービス局

「生活意識に関するアンケート
調査」対象者抽出

20歳以上の男女・中新町1丁目地域 15

1月16日 ㈳中央調査社
文化庁文化部国
語課

「国語に関する世論調査」対象
者抽出

16歳以上の男女・中央台8丁目地域 19

1月31日 ㈱ビデオリサーチ
日本たばこ産業
㈱

「2007全国たばこ喫煙者率調
査」対象者抽出

20～ 89歳の男女・坂下町7丁目、六
軒屋町6丁目、如意申町7丁目、気噴
町地域

80

2月23日
名豊コンサルタン
ト㈱

県健康福祉部健
康担当局健康対
策課

｢平成18年度愛知県健康増進
計画見直しに係る調査」対象者
抽出

20歳以上の男女・鳥居松町２丁目、
岩成台6丁目、高山町2丁目、勝川町
8丁目、瑞穂通2丁目、鷹来町、関田
町1丁目、高蔵寺町北1丁目地域

160

2月21日 ㈳新情報センター
内閣府政策統括
官

「食育に関する意識調査(附帯
：自殺予防対策)」対象者抽出

20歳以上の男女・押沢台3丁目地域 16

2月20日
㈱日本リサーチセ
ンター

内閣府政策統括
官

「障害者の社会参加促進につい
ての意識調査」対象者抽出

20歳以上の男女・勝川町西2丁目・3
丁目地域

18

2月27日
㈱サーベイリサー
チセンター

内閣府政策統括
官

「第5回情報化社会と青少年に
関する意識調査」対象者抽出

10～ 17歳の男女 ・ 妙慶町２丁目地
域、18～ 29歳の男女・中切町地域

30

3月16日 ㈳中央調査社
日本大学人口研
究所

「仕事と家族に関する全国調
査」対象者抽出

20～ 59歳の男女・藤山台9丁目、高
蔵寺町2丁目地域

40

住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日に施行され、閲覧状況を公表することになりました。

問い合わせ▶市民課(☎85－6143)

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)

と　き▶①6月23日(土)午前10時～午
後4時

　　　　②7月24日(火)午後2時～4時

ところ▶①ユーストア篠木店
　　　　　　　②名古屋徳洲会総合病院

平成18年11月1日～ 19年3月31日

　7月1日～ 31日まで、全国一斉
に「愛の血液助け合い運動」が展開
されます。
　この運動の一環として、「献血
来て！来て！キャンペーン」を行
います。献血は身近にできるボラ
ンティアです。この機会にぜひ献
血に協力してください。献血キャラクター「けんけつちゃん」
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郵送・問い合わせ▶〒486-8686春日井市役所人事課(☎85－6021)

※給料は平成19年４月１日現在の額のため今後変動することがあります。上記の給料のほか、扶養、住居、通勤、
期末・勤勉手当などを、それぞれ条件に応じて支給します。

職　種 採用人数 受　験　資　格 給料(地域手当を含む) 試験の内容

事務職
(一般事務)

31人程度

昭和56年4月2日から平成2年4月1日ま
でに生まれた人
消防職は日本国籍を有する人

大卒……約19万4000円
短大卒…約16万9000円
高卒……約15万7000円

第1次…7月29日(日)午前9時
30分から、中部大学で適性・
教養・専門(土木・電気の技術
職のみ)試験

第2次…9月上旬から中旬に性
格検査、集団討論、論文試験、
体力測定、ピアノなどの実技
(保育職のみ)を予定

第3次…10月下旬に面接試験
を予定

技術職
(土木・電気)

各2人程度

消防職 8人程度
大卒……約20万2000円
短大卒…約17万5000円
高卒……約16万2000円

保育職 15人程度
昭和52年4月2日以降に生まれた人で、
保育士免許を取得しているか平成20年3
月までに取得見込みの人

大卒……約19万4000円
短大卒…約16万9000円
高卒……約15万7000円

保健師 ２人程度
昭和52年4月2日以降に生まれた人で、
保健師免許を取得しているか平成20年3
月までに取得見込みの人

　　　　約23万4000円

職　種 採用人数 受　験　資　格 試験の内容、申し込みなど

事務職
(一般事務)

２人程度 昭和37年4月2日から昭和47年4月1日ま
でに生まれた人
技術職(建築)は一級建築士免許を取得し
ている人

第1次試験…9月上～中旬予定
第2次試験…10月下旬予定
※詳しくは7月15日号広報でお知らせします。技術職

(建築)
２人程度

〈民間企業など勤務経験のある人〉

受験申込書▶人事課、坂下出張所、東部市民センター、各ふれあ
いセンター、ルネックで配布中(市ホームページから
もダウンロードできます。)
※郵送の場合は、「受験申込書の請求」と朱書した封
筒に、返信用封筒(角2サイズに、住所、氏名を書いて
120円分の切手をはったもの)を同封して人事課へ請
求してください。

申し込み▶6月29日(金)までの市役所執務時間中に、受験申込書
を持って人事課へ
※郵送の場合は、6月22日(金)〈消印有効〉までに、「受
験申し込み」と朱書した封筒に、返信用封筒(長3サイ
ズに、住所、氏名を書いて80円分の切手をはったもの)
を同封して人事課へ申し込んでください。7月2日(月)
までに、受験票を郵送します。届かない場合は、人
事課まで問い合わせてください。

ホームページ
http://www.city.kasugai.aichi.jp/somu/jinji/siken19.html

平成20年4月1日採用の市職員を募集平成20年4月1日採用の市職員を募集平成20年4月1日採用の市職員を募集平成20年4月1日採用の市職員を募集平成20年4月1日採用の市職員を募集

幼いころに市の行事に参加し
たことがあり、いつかは市民の
皆さんに提供する側に立ちたい
と思い志望しました。入庁して
2か月が過ぎましたが、市の業
務はすべてが法律に基づいてい
ることを実感しています。職場
の上司や先輩の指導の下、早く
市民の皆さんの役に立ちたいと
思います。
　市のこれからを支えるため、
一緒に働きませんか。

平成19年4月採用
市民課　齋場美春
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無利息貸付資金を活用し公共下水道に接続を
　下水道法により、くみ取り便
所は供用開始から3年以内に、浄
化槽便所は速やかに公共下水道
へ切り替えることが義務付けら
れています。　
　公共下水道の供用開始区域内
で、まだ下水道に接続をしてい
ない人には、水洗便所改造資金
の貸し付けを行っています。
貸付限度額▶ くみ取り便所1件につき60万円、浄化槽便所1

件につき40万円　※大便器1設備で1件
償還期間▶ 48か月の均等償還
※排水設備工事は必ず指定工事店へ申し込みしてくだ
さい。貸付申請の手続きは指定工事店が行います。
問い合わせ▶ 下水管理課(☎85－6349)

市民アンケート調査に協力してください
　市では、まちづくりの最上位計画となる新長期ビジ
ョン(第五次総合計画)を策定するため、6月下旬に市民
アンケート調査を実施します。調査票が届いた人は協
力をお願いします。
問い合わせ▶ 企画課(☎85－6048)

社会を明るくするふれあい運動
　青少年の健全育成を進めるとともに、犯罪と非行を
防止し、更生を支援するため、住民の理解と参加を求
め、明るい地域づくりを進めます。
街頭啓発
とき・ところ▶6月29日(金)午後3時30分から…ザ・モ

ール春日井(六軒屋町)
参加団体▶青少年問題協議会、厚生保護協会、保護司会、

更生保護女性会、保健所
｢社会を明るくする運動｣啓発講演会
と き▶ 7月5日(木)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 演▶ 「立ち直る少年達が教えてくれること」小澤直樹
問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)

でんきを消して静かな夜を
　環境省では｢CO2削減／ライトダウンキャンペーン｣
の一環として、6月24日(日)の午後8時から10時を｢ブラ
ックイルミネーション2007｣とし、電気を消灯しても
らうことを呼びかけています。皆さんも電気を消して
温暖化対策の取り組みに参加してください。なお、こ
のキャンペーンは、NPOなどが提唱している｢100万人
のキャンドルナイト｣と連携して行われます。
問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6216)

道風記念館運営協議会の公開
と き▶ 6月25日(月)午前10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▶ 道風記念館(☎82－6110)

環境審議会の公開
と き▶ 7月4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▶ 6月20日(水)から、環境政策課(☎85－6216)へ

入学前就学相談
と き▶ 8月23日(木) ～ 24日(金)午前10時～午後3時
ところ▶ 鳥居松ふれあいセンター
内 容▶ 障害があると思われる子どもの就学相談(要予

約)
対 象▶ 平成20年度に小学校に入学する子どもの保護

者
申し込み▶ 6月29日(金)までに、所定の申込用紙(学校教

育課に用意)に記入して、学校教育課(☎85－
6444)へ

主 催▶ 県教育委員会

基本健康診査
とき・ところ▶7月9日(月)・健康管理センター、11日(水)

・保健センター午前9時～ 10時30分受け付け
対象・定員▶ 18歳以上の市民(平成19年度の当選者を除く)・

各70人(超えたときは抽選)
検査項目▶ 問診、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(じん)
機能検査、血糖検査、ヘモグロビンA1c検査

 ※昭和18年3月31日以前に生まれた人は、生
活機能評価も実施

申し込み▶ 6月22日(金)〈必着〉までに、はがき(1人1枚、1
会場のみ)に健診名、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)、〒487－0011中央台1－1
－7、保健センター (☎91－3755)〉へ

「スイスイ」
（下水道マスコットキャラクター）

行政評価委員会の公開
と き▶ 7月6日(金)午前9時30分～午後5時(予定)
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 企画課(☎85－6032)

　工事のため上記期間は利用できません。問い合わせ
は市民会館(☎81－5318)へ　※6月1日号で電話番号に
誤りがありました。おわびして訂正いたします。

市民会館の利用停止(1月16日～2月1日)
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父の日記念・団塊オヤジバンド
と き▶ 6月17日(日)正午から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 平均年齢50歳以上のバンドグループの演奏
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▶ 6月24日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマン誕生｣
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)

ジョギング大会
と き▶ 6月24日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
種 目▶ 4㎞、8㎞
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の小学生以上の人
費 用▶ 参加料300円(小学生は100円)
申し込み▶ 当日午前8時30分から、会場で
問い合わせ▶ 市陸上競技協会・土屋(☎83－8787)

映画会
と き▶ 6月24日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢ピーターパン｣
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)

児童センター夏まつり
と き▶ 7月1日(日)午前10時～ 11時30分
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)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 7月1日(日)午前9時～午後1時30分受け付け、2

時から抽選(立ち会いが必要)
対 象▶ 市内在住の人
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)
 ※配達は1点1000円で、1階玄関まで(共同住宅

は、1階敷地部分まで)

女性ソフトテニス大会(初級・中級)
と き▶ 7月6日(金)午前9時から〈予備日13日(金)〉
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料600円
申し込み▶ 6月29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、経験年
数を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、総
合体育館へ

問い合わせ▶ 市ソフトテニス連盟・奥(☎82－3835)

毎日杯ソフトテニス大会
と き▶ 7月15日(日)〈予備日8月5日(日)〉午前9時から
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、Ａ級、Ｂ級、女子
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
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29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
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)

硬式テニス大会(初級・中級)
と き▶ 7月29日(日)午前9時から〈予備日8月4日(土)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ 一般男子・一般女子のダブルス
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 7月18日(水)〈必着〉までに、往復はがきに大

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▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－4827)

郷土館茶会｢七夕｣
と き▶ 7月1日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※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
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ダブルス団体戦卓球大会
と き▶ 7月8日(日)午前9時から
種 目▶ 男子・女子ダブルス団体の部(1チーム4～ 6人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料(1チーム)一般・大学生3000円、高校生

1000円
持ち物▶ 所属チーム名入りのゼッケン
ところ・申し込み▶6月27日(水)〈必着〉までに、はが

きに大会名、参加者の氏名、代表者の住所・
氏名・電話番号を書いて、〒486－0804鷹来
町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市卓球連盟・野田(☎34－1655)

夜コン｢おうま ＤＥ お散歩｣
と き▶ 6月29日(金)午後7時～ 8時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ 木管五重奏団｢おうま｣
曲 目▶ 日本のうたメドレー、おうまオリジナル｢Ａ

ine kleine nanchatte musik｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

紙芝居とお話を聞く会7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)

13(金)・27(金)11：00～

図書館
4(水)11：00～、7(土)・14(土)・
21(土)・28(土)15：00～、11(水)
・18(水)・25(水)15：30～

東部市民センター
6(金)・13(金)・20(金)・27(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 14(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 14(土)14：00～
南部部ふれあいセンター 18(水)15：30～
西部ふれあいセンター 14(土)・28(土)11：00～
知多公民館 4(水)15：30～
鷹来公民館 14(土)13：30～
坂下公民館 7(土)14：00～
中央公民館 14(土)11：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市民美術展覧会の作品
部 門▶ 日本画、洋画・版画、書、彫塑工芸、写真
応募規約▶ 各部門とも1人1点(自作で未発表のものに限

る)
出品規格▶ 開催要項を参照
応募資格▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上の人
賞 ▶ 市長賞、財団理事長賞、教育委員会賞、市議

会議長賞、観光協会長賞など
搬入日▶ 8月4日(土)午前9時～午後5時か5日(日)午前9時

～正午
申し込み▶ 7月6日(金) ～ 20日(金)〈必着〉までに、所定の

用紙(文化フォーラム春日井、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、各公民館などで配布中)に記
入して、〒486－0844鳥居松町5－44、かすが
い市民文化財団(☎85－6868)へ

水道事業運営研究会の委員
内 容▶ 数回開催する研究会に出席し、水道事業の運

営について、考えや意見を述べる
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の20歳以上で、市の附

属機関の委員でない人・2人(書類選考)
任 期▶ 委嘱日～平成20年3月31日まで
申し込み▶ 7月2日(月)〈必着〉までに所定の用紙(監理課、

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に用意)に記入
して、直接、監理課(☎85－6407)へ

市民病院の臨時職員
勤 務▶ 月～金曜日(祝休日・年末年始一部勤務)午前8

時30分～午後5時15分
職種・人員▶ 病棟用務員・10人程度　※できればホームヘ

ルパー 2級程度を持っている人
賃 金▶ 時給870円(交通費支給)
申し込み▶ 6月25日(月)までに、市販の履歴書に記入して、

市民病院管理課(☎57－0046)へ

市市民サービス公社臨時職員
勤 務▶ 午前6時30分～午後2時、午後2時15分～ 9時45

分の2交代勤務(4週間で14日以内)の1日6時間
30分

雇用形態▶ 6か月ごとに契約更新
内 容▶ グリーンパレス春日井のフロント業務など
対象・人員▶ 昭和18年4月2日以降に生まれた人・3人
賃 金▶ 時給1000円(交通費を1通勤につき200円支給)
申し込み▶ 6月25日(月)〈土・日曜日を除く〉までに、市

販の履歴書に記入して、本人が直接、グリー
ンパレス春日井内、市市民サービス公社(☎85
－4320)へ 



12

納涼まつり重度障害者用駐車場
対象・台数▶ 身体障害などの理由で、乗用車でしか来場で

きない市民・40台(先着順)
場 所▶ 落合公園内駐車場
申し込み▶ 6月29日(金)までに、住所、氏名、電話番号、

車種、障害の程度などを市民生活課内、納涼
まつり実行委員会事務局(☎85－6622)へ　※
納涼まつりは、7月28日(土)午後6時～ 8時30分
(雨天中止時は翌日に順延)に落合公園で開催

市社会福祉事業団の臨時職員
勤 務▶ 7月23日(月) ～ 8月31日(金)〈土・日曜日は除く〉

午前9時～午後5時
職 種▶ 子どもの家(市内18か所)の指導員
対象・人員▶ 昭和26年4月2日以降に生まれ、保育士資格か

教員免許を持っている人・18人
賃 金▶ 時給890円(交通費を1通勤につき200円支給)
申し込み▶ 6月30日(土)までに、市販の履歴書に記入して、

市社会福祉事業団(☎84－3241)へ

一般住宅用火災警報器販売店の登録
　一般家庭への住宅用火災警報器設置を促進するた
め、登録された販売店を消防本部が作成するホームペ
ージやチラシなどに掲載してＰＲします。
申し込み▶ 6月29日(金)〈必着〉までに、所定の用紙(予防課、

市ホームページ、消防署、各出張所に用意)に
必要事項を記入して、予防課(☎85－6383、Ｆ
ＡＸ84－5910)へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.aichi.
jp/syobo/index.html.

味美ふれあいセンター　☎31－3522
ゆかたの着付け教室
と き▶ 6月26日(火)、7月3日(火)〈2回〉午後7時～ 8時

30分
講 師▶ 成瀬尚子
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500円　
持ち物▶ ゆかた、半幅帯、腰ひも3本、だて締め、肌着、

前板、タオル2本
申し込み▶ 6月18日(月)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
盆踊り講習会～ ｢ゆかたdeブギウギ｣｢花火音頭｣など
と き▶ 7月4日(水)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

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
盆踊り講習会～ ｢ゆかたdeブギウギ｣｢花火音頭｣など
と き▶ 7月12日(木)午後7時～ 9時
講 師▶ 石川豊美香
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人　※自由参加
持ち物▶ 上靴

鷹来公民館　☎84－7071
プリザーブドフラワーアレジメ
ント講座
と き▶ 7月26日(木)、8月23日

(木)、9月27日(木)〈3回〉
午前10時～正午

講 師▶ 住吉茂美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学

の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料750円、教材費7500円
持ち物▶ ワイヤーを切るはさみ、新聞紙2枚
申し込み▶ 6月19日(火)から、電話で

南部ふれあいセンター　☎85－7878
ぼかし作り教室～生ごみを堆肥(たいひ)に
と き▶ 7月13日(金)午前10時～ 11時30分
内 容▶ 生ごみを堆肥にするぼかしを作る
講 師▶ なずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約3㎏のぼかしを入れる袋、ぞう

きん
申し込み▶ 6月19日(火)から、電話で
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環境政策課　☎85－6279
夏休み自然環境学習会
と き▶ 7月25日(水)午前9時30分～正午(雨天決行)
ところ▶ 名城大学農学部附属農場
内 容▶ 田んぼのあぜ道で動植物の観察を行い、すべ

ての生き物が生きるために｢水｣が欠かせない
ことを学ぶ

講 師▶ 自然環境保全活動推進員
対象・定員▶ 小学生(3年生以下は保護者同伴)・30人(先着順)
持ち物▶ 長靴か汚れてもいい靴、帽子、雨具(雨天時)
申し込み▶ 6月18日(月)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
盆踊り講習会
と き▶ 7月9日(月)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 藪下豊知晋
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)
持ち物▶ うちわ
 
漢字の世界～漢字のなりたちを学ぶ
と き▶ 7月9日(月)・23日(月)、8月13日(月)・27日(月)

〈4回〉午前10時～ 11時30分
講 師▶ 岩田鎭人
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1000円
 
申し込み▶ いずれも6月25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

道風記念館　☎82－6110
臨書講座｢北魏楷書の基本的な用筆｣
と き▶ 7月7日・14日・28日、8月4日の土曜日(4回)午

後1時30分～ 3時
講 師▶ 中村立強
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円、教材費500円(春の特別展図録)
持ち物▶ 書道用具
申し込み▶ 6月19日(火)から、電話かＥメールに住所、氏

名、電話番号を書いて、Ｅメールtofu＠kasugai.
lg.jpへ

グリーンピア春日井　☎92－8711
夏休みこども教室～動物の飼育体験
と き▶ ①7月21日(土)②7月29日(日)午前10時～午後2

時 
講 師▶ 中川亜耶人
対象・定員▶ ①小学1～ 3年生②小学4～ 6年生・各10人(超

えたときは抽選)
持ち物▶ 長靴、弁当
 
園芸教室～果樹の育て方
と き▶ 7月21日(土)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 中尾義則
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
 
みろくの森自然観察会
と き▶ 7月22日(日)午前9時30分～午後4時(雨天時は午

前中のみ講義)
内 容▶ 築水池周辺から西高森山周辺を歩く
講 師▶ 波多野茂
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 弁当
 
おしゃれ園芸教室～湿地系観葉植物の寄せ植え
と き▶ 7月26日(木)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 坂梨一郎
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費3250円
持ち物▶ 園芸用ばさみ
 
夏休み親子園芸教室～ペットボトルでハンギングバス
ケット
と き▶ 7月28日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 坂梨一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学2 ～ 6年生とその保護者・30

組(超えたときは抽選)
費 用▶ 教材費1000円
持ち物▶ 園芸用ばさみ
 
申し込み▶ ｢園芸教室～果樹の育て方｣｢みろくの森自然

観察会｣は6月19日(火)から電話で、それ以外
は7月2日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1人
か1組1枚)に教室名(｢夏休みこども教室｣は①
②の別も)、住所、参加者全員の氏名(ふりがな)
・学年、電話番号を書いて、〒487－0001細野
町3249－1へ
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文化フォーラム春日井　☎85－6868
芸術講座(美術コース)～画家とミューズたち
と き▶ ①9月7日(金)②9月14日(金)③9月21日(金)④9月

28日(金)午後7時～ 9時
内 容▶ ①世紀末パリの恋人～ルノワール、ロートレ

ックたちを魅了した美女②シャガールの愛～
シャガールとベラ(映画と解説)③ウィーンの
官能～クリムト、シーレの女性像④ラファエ
ル前派と沈んだ瞳のジェーン

講 師▶ 名古屋造形芸術大学教授・江本菜穂子
費 用▶ 受講料各1000円(①～④通し券は3400円)
受講券▶ 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

中央公民館　☎33－1111
盆踊り講習会～ ｢花火音頭｣｢ゆかたdeブギウギ｣｢民謡
お国巡り音頭｣など
と き▶ 7月1日(日)・8日(日)〈2回〉午後1時30分～ 3時

30分
講 師▶ 野村豊乃
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・60人(先着順)
持ち物▶ 上靴
 
布ぞうり編み教室
と き▶ 7月6日(金)・13日(金)〈2回〉①午前9時30分～

11時30分②午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各8人(超えたと

きは抽選)
費 用▶ 受講料500円、教材費100円
持ち物▶ 5cm×130cmの布30枚、裁縫用具
 
申し込み▶ ｢盆踊り講習会｣は6月16日(土)から電話で、｢布

ぞうり編み教室｣は6月23日(土)〈必着〉までに、
往復はがき(1人1枚)に教室名(①②の別も)、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号を書いて、
〒486－0913柏原町1－97－1へ

坂下公民館　☎88－5555
親子で簡単ケーキクッキング～
パティシェのバナナオムレット
に挑戦
と き▶ 7月28日(土)午前9時30分

～ 11時30分
講 師▶ 梶田みゆき
対象・定員▶ 市内在住の小学2～ 6年生とその親・12組(超

えたときは抽選)
費 用▶ 教材費1300円(持ち帰り用の箱付き)
申し込み▶ 7月13日(金)〈必着〉までに、 往復はがき(1組1

枚)に講座名、住所、親子の氏名(ふりがな)、
学年、電話番号を書いて、〒480－0305坂下
町4－250－1へ

少年自然の家　☎92－8211
新・わくわく自然ランド｢昆虫の世界｣
と き▶ 7月14日(土)午前9時～正午
コース▶ ①自然探求コース②ファミリーコース
講 師▶ かすがい東部丘陵自然観察会員
対象・定員▶ ①小学4年生以上②小学3年生以下の子どもと

その保護者・①20人②45人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料(1人250円)
ところ・申し込み▶6月30日(土)〈必着〉までに、往復

はがきに講座名(①②の別も)、住所、参加者
全員の氏名・年齢・電話番号を書いて、〒487
－0031廻間町1102－1へ

市文化協会の講座
華道入門講座
と き▶ 7月の毎週水曜日(4回)午前10時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 長縄悠月
費 用▶ 教材費3200円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み
 
初心者でもできる姫りんごのかわいい工芸盆栽
と き▶ 7月の毎週木曜日(4回)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 奥村信子
費 用▶ 教材費3000円
持ち物▶ はさみ、木工用ボンド
 
対象・定員▶ いずれも市内在住か在勤、在学の人・各20人(超

えたときは抽選)
申し込み▶ いずれも6月21日(木)〈必着〉までに、往復は

がき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を書いて、〒486－8686春日井市役
所文化課(☎85－6079)へ
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グリーンパレス春日井　☎84－0381
生活習慣病とその予防を｢食｣から考える
と き▶ 7月2日(月)・9日(月)〈2回〉午前10時～午後1時
内 容▶ 生活習慣病の予防食を調理体験する
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の人・30人(先着順)
費 用▶ 材料費各回500円
持ち物▶ エプロン、三角きん、ふきん
ところ・申し込み▶6月20日(水)から、電話で
主 催▶ 市市民サービス公社

市子育て支援センター (上八田保育園内)
親子教室～お父さんと一緒
と き▶ 7月7日(土)午前9時30分～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の2歳以上の未就園児とその父親(母

親同伴可)・15組(先着順)
申し込み▶ 6月20日(水)午前9時から、☎85－8824へ

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▶ 7月3日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 平成18年9月～ 10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▶ ①7月4日(水)②7月11日(水)③7月18日(水)〈3回〉

午前9時30分～正午

ところ▶ 保健センター
定 員▶ 30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳(①のみ歯ブラシ、手鏡)
 
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▶7月5日(木)午前10時～ 11時30分・西部

ふれあいセンター、19日(木)午前10時～ 11時
30分・保健センター

対象・定員▶ 平成19年2月～ 3月生まれの乳児(第1子)とその
保護者・各30組(先着順)

持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル、おんぶひも(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▶ 7月8日(日)午前10時～正午
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 初妊婦とその夫・50組(先着順)　※妊婦疑似

体験コーナーあり
持ち物▶ 母子健康手帳
 
食育のすすめ教室～子どものおやつと食事の話
と き▶ 7月13日(金)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、1 ～ 5歳の子どもがいる

保護者・20人(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳
 
もうすぐママの料理教室～健やかな妊娠期を過ごすた
めに
と き▶ 7月18日(水)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤の妊婦・20人(先着順)
費 用▶ 教材費500円
持ち物▶ 三角きん、布きん、エプロン
 
こどもの健康教室～こどもの肥満予防について学ぶ
と き▶ ①7月24日(火)・26日(木)・31日(火)、8月4日(土)

②7月25日(水)・27日(金)、8月1日(水)・4日(土)
〈4回〉　※7月27日・31日の調理実習は午前10
時～午後2時、8月4日は午前10時～正午、そ
のほかは午後1時30分～ 3時

ところ▶ ①西部ふれあいセンター②保健センター
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・各10組(先着

順)
 
申し込み▶ ｢食育のすすめ教室｣は6月20日(水)から、｢モ

グモグ健康教室｣は6月21日(木)から、｢カミカ
ミ健康教室｣は6月22日(金)から、｢日曜パパマ
マ教室｣は6月25日(月)から、それ以外は6月19
日(火)から、電話で　※｢パパママ教室｣は常
時受け付け

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
認知症予防に効果あり！折り紙でキラキラ宝石箱
と き▶ 6月29日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 岩田玲子
定 員▶ 20人(先着順)
申し込み▶ 市社会福祉協議会地域包括支援センター (☎

87－5377)へ
 
尿漏れどうする？～排尿関連用品を正しく使おう
と き▶ 7月7日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 介護福祉士・藤江ゆかり
定 員▶ 50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
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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25日(水)午前9時～正午
ところ▶ 鷹来公民館
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20日(水)から、電話で

市体育連盟の講座
硬式テニス初心者教室
と き▶ 7月16日(祝)午前9時から
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の小学4年生以上の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット、テニスシューズ、弁当
申し込み▶ 7月7日(土)〈必着〉までに、往復はがきに教室

名、住所、氏名、年齢、電話番号、経験年数
を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、総合
体育館へ

問い合わせ▶ 市硬式庭球連盟・水野(☎090－3939－4827)
 
小学生の水泳教室
月日・ところ▶○7月21日(土) ～ 25日(水)篠木小学校、

大手小学校○7月26日(木) ～ 30日(月)不二小学
校、上条小学校○7月31日(火) ～ 8月4日(土)柏
原小学校、藤山台東小学校

時 間▶ 前半の部…午前8時50分～ 10時20分、後半の
部…午前10時40分～午後0時10分　※会場校
が出校日の時は午後から

対象・定員▶ 市内在住の小学生・各50人(先着順)
費 用▶ 受講料3000円
申し込み▶ 7月1日(日)午前9時～ 10時に、受講料を添えて

希望する各会場へ
問い合わせ▶ 市水泳協会・藤江(☎81－1884)

市税等の納期限・納税相談
市県民税1期・国民健康保険税1期
　納期限は7月2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おいてください。
日曜収納・納税相談窓口
と き▶ 7月29日(日)午前9時～正午、午後1時～ 4時
ところ・問い合わせ▶いずれも収納課(☎85－6111)

16日 ( 祝 ) は、一部を除き各相談とも休みます。

月の生活相談7
この情報は毎月15日号で掲載しています。

民生相談
日・曜日 時間 電話

家 庭 児 童 火～土曜日

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

84－4600

内 職 火曜日
10：00～
12：00、
13：00～
15：00

84－4612

母 子 就 業
第1・3金曜
日

85－6208

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 害 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)

水曜日 10：00～
15：00

92－3000
金曜日 84－4611

身 体 障 害 者 水曜日
13：00～
16：00

84－4612

ところ▶ 総合福祉センター (☎84－3611)

心の健康福祉相談(面接のみ、要予約)
とき ところ 電話

第2・4木曜日
14：00～ 16：00

福祉課 85－6186

内 容▶ 精神科医と臨床心理士による個別相談

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16日(祝)は行い、17
日(火)は休み
※公私立保育園のところ・電話は保育課(☎85－6205)
へ

いじめ・不登校相談
とき ところ 電話

月～金曜日　9：00～ 12：00
13：00～ 16：00

中央公民館 34－8400



17

総合健康相談
とき ところ

4(水)・18(水)　
10：00～ 12：00

保健センター

9(月)・23(月)　
9：00～ 17：00

健康推進課

内 容▶ 保健師による心と体の健康、栄養、介護など
の相談

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の執務時間中に対応

持ち物▶ 健康手帳(持っている人)

介護相談
とき ところ

2(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

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 2(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 3(火)

消 費 生 活 月～金曜日

13：00～
16：00

行 政 10(火)・24(火)

法 律(面 接 の み、 予 約 制)
水・金曜日(6日を除
く)

な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 4(水)

登 記(面 接 の み、 予 約 制) 13(金)

不 動 産 取 引 27(金)

建 築 火曜日

※8日(日)の午後1時から4時は法律相談(予約制)、消費
生活相談を実施
ところ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

青少年の相談室
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)

Ｅメール　s－soudan@city.kasugai.aichi.jp
※返信は月～土曜日の午後3時から7時まで(3日以上か
かることもあり)

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)〈面
接は予約制〉

第1木曜日
13：00～
16：00

85－4401
(予約　85
－4188
9：00～
17：00)

※17日(火)の女性の悩み相談は休み。若者就業支援相
談の面接予約は相談日の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
ところ▶ レディヤンかすがい(☎85－4188)

外国人相談
日・曜
日

時間 ところ 電話

英語 4(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 11(水)
市役所相談
室101

85－6918
(相談日のみ)

スペイン語 18(水) 市役所相談
室105

85－6579
(相談日のみ)ポルトガル語 25(水)

内 容▶ 行政サービスに対する疑問や不安についての
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
9：00～ 17：00

子ども政策課 85－6208

※上記以外の緊急連絡は、市役所宿直室(☎81－5111)
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

年金相談
とき ところ 電話

第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 85－6161
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1歳お誕生月健康相談
月日 ところ 受付時間

3(火)・17(火) 健康管理センター 10：00～
11：0010(火)・24(火) 保健センター

内 容▶ 身体計測、健康・育児相談(予約不要)　※3日
(火)と10日(火)は卒乳の、17日(火)と24日(火)は
救急蘇生(そせい)法の講話もあり

対 象▶ 平成18年7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)

乳幼児健康・母乳・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間 定員

13(金)
健康管理セ
ンター 10：00～

11：00
各16人

26(木)
保健センタ
ー

内 容▶ 健康・育児・母乳・歯科相談(要予約)、身体
計測(午前10時～ 11時)

持ち物▶ 母子健康手帳
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

高齢者等住宅改修相談(現地相談、要予約)
とき ところ

5(木)・19(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－
6196)へ

子どもの食物アレルギーについて！
と き▶ 7月4日(水)午前10時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 愛知医科大学医学部准教授・縣裕篤
対象・定員▶ 食物アレルギーがある子どもの保護者・55人

(先着順)
申し込み▶ 6月18日(月)から、県春日井保健所(☎31－2188)

へ

私立高等学校授業料軽減補助金
　県内に住んでいて、県内の私立高等学校へ通う生徒
の学資を負担する父母などが、一定の所得基準に当て
はまる場合、授業料を軽減する制度を実施しています。
　在学する学校から申請書が配布されますので、学校
が指定する期限(6月下旬から7月上旬ごろ)までに、学
校を通じて申し込んでください。
問い合わせ▶ 県県民生活部学事振興課私学振興室(☎052－

954－6187)

富士通名古屋パソコン実務マスターコース
と き▶ 7月11日(水) ～ 8月23日(木)午前9時30分～午後

3時30分(28回)
ところ▶ マルカン酢伏見ビル(名古屋市中区)
対象・定員▶ 障害者手帳(身体・知的・精神)所持者・18人(面

接にて選考)
申し込み▶ 6月26日(火)までに、公共職業安定所か愛知障

害者職業能力開発校(☎0533－93－2102)へ

7月の認定産業医による健康相談
とき ところ

15(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
24(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

7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)〈面接は予約制〉

10(火)13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 19(木)9：30～ 11：00
精神保健福祉相談
メンタルヘルス相談(自殺、
ひきこもり、うつなど心の
健康相談)

月～金曜日
9：00～ 12：00、13：00～
16：30

エイズ検査 毎週火曜日　9：30～ 11：00
骨髄ドナー登録(予約制) 毎週火曜日　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/iryo

fukushi/kasugai－hc/

放送大学10月入学生募集
　放送大学は、テレビの放送により授業を行う通信制
大学です。1科目から自宅で学ぶことができます。
コース▶ ①全科履修生〈4年以上、学士(教養)の学位取

得を目指す〉②選科履修生(1年間)③科目履修
生(半年間)④修士全科生〈2年以上、修士(学術)
の学位取得を目指す〉⑤修士選科生(1年間)⑥
修士科目生(半年間)　※②③⑤⑥は、希望す
る科目が履修可

対 象▶ ①18歳以上で、高校卒業した人②③15歳以上
の人④⑤⑥18歳以上の人　※④のみ入学試験
あり

受付期限▶ 8月31日(金)まで〈④は8月25日(土) ～ 9月14日
(金)〉

募集要項願書の請求▶放送大学愛知学習センター (☎
052－831－1771)

 ホームページ　http://www.u－air.ac.jp/



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〉
坂下公民館　　　　　（☎88－5555）

高蔵寺ふれあいセンター（☎51－0002）

6／15（金）～21（木）
6／22（金）～28（木）
6／22（金）～24（日）
6／29（金）～7／1（日）
6／22（金）～29（金）

6／22（金）～7／4（水）

水彩画展
春日井墨友会展
フウラン展
シダと斑（ふ）入り植物展
坂下水彩ハーモニー水彩画作品展

水墨画展

福祉センター水彩画同好会
春日井墨友会
春日井古典園芸同好会
春日井カンアオイ同好会
坂下水彩ハーモニー
高蔵寺水墨同好会、たかくら水
墨クラブ

世界の料理・オーストラリア編
とき▶6月30日（土）午前10時～午後2時30分　とこ
ろ▶東部市民センター　内容▶オーストラリア人
からハイティー（午後のお茶の習慣）の楽しみ方と
マッドケーキやスコーンなどの作り方を習い、そ
の文化に触れる　対象▶中学生以上　参加料▶
1000円　定員▶26人（先着順）　申し込み▶6月25
日（月）までに、電話かファクスに住所、氏名、年齢、
電話・ファクス番号を書いて、クロスカル・古澤
（☎・ＦＡＸ91－2021）へ
････････････････････････････････････････････
講演会「素敵に老いじたく～元気なうちに準備し
ておきたいこと『遺言とその書き方』」
とき▶6月30日（土）午後1時30分～ 3時30分（1時開
場）　ところ▶総合福祉センター　内容▶遺言に
ついて学び、実際に書いてみる　講師▶弁護士・
原山恵子　資料代▶700円　定員▶50人（先着順）
　申し込み▶6月19日（火）から、エイジレス・ポ
スト事務局・長井（☎89－3949）へ
････････････････････････････････････････････
地域づくりを目指す｢まちのエキスパネット｣企画
事業
①まちづくりミニシンポジウム＆松田昌ピアニカ
ライブ②映画｢赤い鯨と白い蛇｣上映会
とき▶7月7日（土）①午後1時30分～ 3時30分②午
後4時30分～ 6時40分　ところ▶東部市民センタ
ーホール　入場料▶各1000円　入場券▶文化フォ
ーラム春日井・文化情報プラザ、サンマルシェイ
ンフォメーションなどで発売中　定員▶各495人
③市民講師による｢初めてでも描ける水墨画体験
教室」

とき▶6月30日（土）午前10時から　ところ▶古民
家 和っか（大留町5）　資料代▶500円（材料費別
途）　定員▶30人（先着順）　申し込み▶まちのエ
キスパネット・林（☎・ＦＡＸ52－7315）へ
････････････････････････････････････････････
春日井文庫連絡会記念講演会｢言葉は生きている｣
とき▶7月29日（日）午後1時10分～ 2時30分（0時40
分開場）　ところ▶ホテルプラザ勝川　講師▶杏
林大学外国語学部教授・金田一秀穂　定員▶100
人（超えたときは抽選）　参加料▶大人500円、18
歳以下200円（未就学児はひざ上のみ無料）　申し
込み▶7月10日（火）〈必着〉までに、往復はがき（1
家族1枚）に参加者全員の住所・氏名・年齢・電話
番号、託児の有無（子どもの氏名、年・月齢も）を
書いて、〒487－0025出川町8－13－11伊藤真由美
（☎52－3590）へ　※託児あり（1人300円）
････････････････････････････････････････････
アレルギーっ子のお母さん達とおしゃべり会
とき▶6月28日（木）午前10時～正午　ところ▶レ
ディヤンかすがい　内容▶アレルギーがある子の
親の交流会　対象▶アレルギー（アトピーや食物
アレルギー、ぜんそく）がある子どもとその保護
者　※保護者のみの参加も可　申し込み▶6月23
日（土）までに、ファクスに参加者全員の住所・氏名、
子どもの年齢、電話番号、除去食を書いて、春日
井アレルギーの会・杉山（☎・ＦＡＸ32－0516）へ
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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

6／16

6／23

6／30

6／17

6／24

●公道
平日（午前8時30分～午後5時15分）…工務課☎85－6420
土・日曜日、祝休日、夜間…市役所宿直室☎81－5111
●宅地内（有料）
終日…市管工事業協同組合（☎83－8288）か市指定給水
装置工事事業者
※アパート、マンションなどの水道施設の修繕につい
ては、事前に管理者に確認してください。

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

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

☎83－8777

☎95－0233

☎31－8234

☎84－3060
☎91－3755

☎31－4358

☎35－2203

☎84－3060
☎090－8542－6134 午後9時～午前9時

診 療 時 間 帯

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
鈴木医院（柏原町3）
在宅緊急医
田島クリニック（石尾台5）
在宅緊急医
竹村整形外科クリニック（味美白山町1）
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
明子ウェルネス・クリニック（八光町3）
在宅緊急医
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）

■…診療時間帯

地域経済
NO.1

　春日井はサボテンの生産が盛んで、「実生サボテ
ン生産日本一」といわれていることを知っています
か？
　これをＰＲするため既に市内では、サボテンき
しめんやサボテンラーメン、サボテンのアイスなど、
サボテン関連商品が開発され、販売されています。
　春日井商工会議所では、平成17年度「地域ブラン
ド創出プラン」でサボテンを核とするまちおこしビ
ジョンを策定し、平成19年1月には春日井市や事業
者と協力して、サボテンプロジェクトチームを発

足させました。今後さらに、「サボテンのまち・春
日井」を発信するため、新たな商品開発や見本市開催、
展示施設・広報の充実など、さまざまな取り組みを
進めていきます。

7月から、平日夜間の緊急医が「在宅緊急医」から「健康管理センター」へ、診療時間も午後9時～11時30分に変わります。

サボテンを活用したまちづくり
～「サボテンのまち・春日井」を全国に発信！～

問い合わせ▶
春日井商工会議所☎81－4141

（　）内は1月からの累計

まちの動き 〈平成19年4月〉

（49件）13件
（2人）1人

（3714件）933件
火災発生件数

交通死亡事故者数

救急件数
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