
　岩成台西小学校では、「子ども110番の家」の場所を確認し、その家の人
と顔見知りになることで、防犯意識を高めようと校区内スタンプラリーを
行いました。1～6年生までの混成で班を作った児童たちが、互いの役割を
決めてチェックポイントを目指します。強い日差しの下、汗をぬぐいなが
らチェックポイントに着くと「覚えておいてね」と声を掛けられ、もしもの
ときの逃げ場を確かめていました。
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とれたてだよ

　「愛知を食べる学校給食の日」のこの日、小学校
では市内でとれた玉ネギと三つ葉を使った地産地
消の給食がありました。生産者と栄養士が、5年
生の児童たちにそれぞれの野菜の特徴や栽培過程
を話した後、一緒に給食を食べました。生産者の
人たちは、「おいしそうに食べる子どもの顔を見て、
励みになった」とほほ笑んでいました。

おいしく学んだ
地産地消
（大手小学校）

　「あ～とふるマイタウン（芸術家等派遣事業）」は本物の芸術を身近に親しんでもらうため、芸術家や専門家
を地域へ派遣する市の事業です。今回は、書家の原田凍谷さんを講師に迎え、6年生に普段と違う芸術とし
ての書の面白さを伝える授業が行われました。課題文字の「命、心、未来」について、現在の漢字となる前の
形を紙に書いて成り立ちを説明し、上手に書くことにこだわらず、伸び伸びと書くよう原田さんが話すと、
児童たちは手や足に墨を付けながら、書の世界に夢中になっていました。

あ～とふるマイタウン～面白いで｢書｣
（西藤山台小学校）

66/1818
㊊

6/18
㊊

6/6/1414
㊍

6/14
㊍
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6/17
㊐

　八田町周辺で交通指導などをしている地域
のおじさんたちが、園児たちと地域の触れ合
いやつながりを大切にしたいと「八田地域の
つどい」を行いました。集いを企画した5人の
おじさんは、交通安全の話や手品、仮装の余
興をすべて自作自演で行うなど、趣向を凝ら
していました。芝居の中では、普段は見るこ
とのない大きなウミガメのはく製が登場して、
園児たちはびっくりしてました。
　短い時間でも大きな触れ合いがありました。

6/20
㊌

　市では4月から、平日の昼間に青色回
転灯付き巡回車による市内巡回を行って
います。学校や保育園などで安全指導・
施設の安全点検を行うとともに、下校時
間帯に市内をパトロールして、犯罪防止
に努めています。専属の職員は巡回して
いることが分かるよう専用の服と帽子を
着用して、下校途中の児童に声掛けをし
ながら、不審者や不審車両がいないか慎
重に周囲を見渡していました。パトロー
ルは夏休み中も行われます。

青パト巡回中
（市内一円）

6/18
㊊

6/14
㊍

すきありっ !
（総合体育館）

触れ合いを大切に
 （上八田保育園）

　市民に、より一層スポーツに親しむ機会を
提供し、競技力の向上とスポーツの振興を推
進するため、市内で市民体育大会が行われて
います。この日は、スポーツ少年団による剣
道大会が行われ、竹刀の打ち合う乾いた音と、
剣士たちの鋭い気合の声が場内に響いていま
した。
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　図書館（本館）は、夏休み期間中〈7月21日（土）～
8月31日（金）〉の休館日も休まず開館します。

　図書館には子ども向けの本が約9万
冊あり、ブックスタート専用のコーナ
ーもあります。どんどん利用してくだ
さい。

　破られたり落書きされたりして利用できなくな
った本が増えています。多くの人に読んでもらえ
るよう、本は大切に扱いましょう。

赤ちゃんの体の成長にミルクが必要なように、赤ちゃんの言葉と心をはぐく
むためには温かなぬくもりの中で優しく語り合う時間が大切です。字の読め
ない赤ちゃんでも、絵本を見ながら優しく話し掛けてもらうと、絵に興味を
示して喜びます。絵本を介して触れ合いを深め、言葉と心を通わすかけがえ
のないひとときをえほんデビューから始めてみませんか。

　健康管理センターと保健センターで行われる4か月児健康
診査の時に、図書館員とボランティアが直接メッセージを伝
えながらブックスタートパックを手渡しています。市ではこ
のブックスタート事業の愛称を「えほんデビュー」とし、初め
ての絵本との出合いを応援しています。

★はじめての絵本との出合い★

★お知らせ★ ★お願い★

　平成17年12月1日以後に生まれた赤ちゃんで、医療機
関などで健康診査を受け、ブックスタートパックを受け
取っていない人は、母子健康手帳を持って図書館まで来
てください。

問い合わせ▶図書館（☎85－6800）

ーーええ ほほ
んん デデ ビビュュ から

始めよう

本とのとの出合出合い本とのとの出合出合い本との出合い

　ブックスタートパックには、絵
本2冊や赤ちゃんと一緒に楽しめ
る絵本の紹介などが入っています。
バッグは大きな絵本が何冊も入れ
ることができて、とても丈夫です。

4



5

I N F O R M A T I O N情報最前線

時 間▶午前10時～午後8
時30分(夏休み期
間中のみ)

入場料▶高校生以上500円
中学生以下200円

※トレーニング室は月曜休み

夏休み期間中[7/21(土) ～ 8/31(金)]は
毎日開場しています

10月から、介護保険の福祉用具購入費と住宅改修
費、一般高齢者住宅改修費助成について、「償還
払い制度」に加えて「受領委任払い制度」を開始す
るため、事業者への説明会を開催します。

と き▶8月8日(水)午後2時から
ところ▶市役所304・305会議室

介護保険受領委任払い制度介護保険受領委任払い制度
事業者説明会事業者説明会
介護保険受領委任払い制度
事業者説明会

郵送・問い合わせ▶
〒486－8686春日井市役所人事課(☎85－6021)

給 料▶約35 ～ 40万円(地域手当含む、職務・実
務経験年数などにより異なる)　※条件に
応じて扶養、住居、通勤、期末・勤勉手
当などを支給。また、管理職に任用され
た場合は上記の給料額を上回るほか管理
職手当を支給

試 験▶○第1次…9月8日(土)に、教養試験、適性
試験、書類審査○第2次…10月13日(土)に、
性格検査、集団討論、小論文○第3次…11
月上旬に、プレゼンテーション、個人面接

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可)
※郵送の場合は、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

申し込み▶7月17日(火) ～ 8月10日(金)の市役所執務時
間中に、受験申込書・自己PR(A4用紙・1
枚)を持って人事課へ

※郵送の場合は、8月3日(金)〈消印有効〉
までに、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

※最終合格者のみ、事務職は連続10年以上、技術
職は通算10年以上の職務・実務経験を証明する職
歴証明の提出が必要(証明できない場合は採用不
可)です。
ホームページ　http://www.city.kasugai.aichi.jp/
　　　　　　　somu/jinji/keiken19.html

職種・採用人数 受　験　資　格

事務職(一般事
務)・２人程度

昭和37年4月2日～昭和47年4月1日に生
まれた人で、平成19年7月末までに同一
の民間企業など(自営業含む、公務員は
除く)で事務系(営業を含む)の正社員とし
て連続10年以上の職務経験がある人

技術職(建築)・
2人程度

昭和37年4月2日～昭和47年4月1日に生
まれた人で、平成19年7月末までに民間
企業など(自営業含む、公務員は除く)で
1年以上継続した建築に関する実務経験
が通算10年以上あり、1級建築士の資格
を有する人

※職務・実務経験は、育児休業などを除いた期間

平成20年4月1日採用平成20年4月1日採用
市職員市職員(民間企業等職務経験者)(民間企業等職務経験者)
募集募集

平成20年4月1日採用
市職員(民間企業等職務経験者)
募集

問い合わせ▶サンフロッグ春日井(☎56－2277)

「償還払い制度」
の流れ 介護保険課

②福祉用具、住宅改修、
　一般高齢者住宅改修

①申請
④自己負担分を
　除いた購入費
　などの支給

事業者 利用者
一時的に費
用負担がか
かる

③費用を全額支払う

「受領委任払い制度」
の流れ

　

　　問い合わせ▶介護保険課(☎85－6921)

介護保険課

①申請

④自己負担分を
　除いた購入費
　などの支給

③自己負担分のみ
　支払う

②福祉用具、住宅改修、
　一般高齢者住宅改修

登録
事業者 利用者

一時的な費
用負担が軽
くなる
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問い合わせ▶
選挙管理委員会(☎85－6071)

■市街化区域への編入とともに用途地域「第一種低層住居専用地域」(建築物の容積率が50％、建
ぺい率が30％、高さの限度が10ｍ)に指定されます

都市計画法による用途地域を定めることによって、市街化区域に編入されてから区画整理事業
による仮換地指定がされるまで、将来の事業に支障が出ないよう、一時的に建築物を規制します。

建ぺい率…建物の建築面積の敷地面積に対する割合
容 積 率…建物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合

■土地区画整理事業の都市計画決定をすると、土地区画整理組合の設立の認可までの間、一定の条
件を満たして市長の許可を得た建物以外、建築できなくなります（都市計画法第53条）

一定の条件を満たす建物…○2階建て以下○地階がない○主要構造物が木造・鉄骨造・コンクリ
ートブロック造・これらに類する造りで、容易に移転したり除却したりできる建築物

■市街化区域編入の告示日の翌年度から、市街化区域として固定資産税や新たに都市計画税がかか
ることになります

国
道
19
号

JR中
央本
線

県道
内津
・勝
川線

庄内川
内津
川

東
名
高
速
道
路

神領
駅

春日
井駅 桜佐町桜佐町桜佐町

熊野町熊野町熊野町

問い合わせ▶都市計画については都市政策課(☎85－6264)、課税については資産税課(☎85－6102)

閲覧日 申出者 利用目的 閲覧に係る選挙人の範囲

11/24(金)
総務省統計局統
計調査部消費統
計課

統計調査、家計
消費状況調査の
対象者抽出

天神町、大和通、高森台の
男女86人

12/25(月)･
26(火)

㈱報道新聞社
(東京都中野区
東中野1－51－
3－201)編集局
長・吉田健司

若年層の有権者
に対する、政治       
 ･ 選挙に関する
意識調査の対象
者抽出

20歳代の男女150人

3/12(月)
総務省統計局統
計調査部消費統
計課

統計調査「家計
消費状況調査」
の対象者抽出

味美白山町、中央台の男女
86人

3/26(月) 蟹江光正
投票権の有無の
確認

中新町の男女11人

※選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規
定に基づき、閲覧が認められています。

平成18年11月～ 19年3月までの

選挙人名簿選挙人名簿
の抄本のの抄本の
閲覧状況閲覧状況

選挙人名簿
の抄本の
閲覧状況
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　　問い合わせ▶市民病院管理課(☎57－0057)

旧 新

有料駐
車場

1台4時間まで無料、
以後1時間につき100
円ずつ加算(身障者用
駐車スペースは、東
駐車場28台、南駐車
場4台、北駐車場3台)

1台1時間まで無料、1時間
を超え24時間まで100円、
以後24時間につき100円
加算(身障者用駐車スペー
スは、東駐車場36台、南
駐車場4台、北駐車場3台)

無料駐
車場

なし 北東駐車場50台

と き▶9月15日(土)午後1時30分～ 5時、9月16日(日)
午前9時～午後5時

ところ▶中央公民館
持ち物▶粘土細工用のへらなど
定 員▶50組(1組2 ～ 6人)〈超えたときは抽選〉
申し込み▶8月10日(金)〈必着〉までに、はがき(1組1枚)かＥ

メールに、参加者全員の住所・氏名・年齢・電
話番号、初参加の人は｢初｣、代表者名に○印
を書いて、〒486－0913柏原町1－97－1、文化
財課内ハニワまつり実行委員会事務局(☎33－
1113、Ｅメールbunkazai@city.kasugai.lg.jp)へ

　市民病院では、来院の皆さんの利便性を考え、病
院の東・北側などに有料の駐車スペース約1200台
分を確保しています。しかし、広大な駐車場を維持
するために、駐車場の清掃や警備など、維持管理費
として年間約4400万円がかかっています。また、
平成17年度には駐車場内で多数の盗難事件が発生
したため、これまで防犯対策の強化を図ってきまし
た。
　こうした事情から、さらなる防犯対策の強化に努
めるとともに、皆さんからの要望に応じた施設の修
繕や維持管理の充実などのため、駐車場使用料の見
直しを行いますので、よろしくお願いします。

秋の恒例イベント、二子山公園の｢ハニワまつり｣。
そこで野焼きするハニワを作ってみませんか？

窯元の先生が指導しますので、初めての人でも安心して参加できます。

※大きなハニワを作るため、小学生以下は
保護者が同伴してください。
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詐欺に注意を！
　｢個人市民税を還付します｣などと公的機関を装い、
言葉巧みに通帳番号などを聞き出す詐欺未遂事件が発
生しました。
　還付金の受け取りのために、電話で通帳番号を聞い
たり、指定口座への振り込みやＡＴＭ操作を依頼する
ことはありません。
　疑わしいときはすぐ、市民税課(☎85－6090)か小牧
税務署(☎72－2111)へ問い合わせてください。

文化懇話会の公開
と き▶ 7月23日(月)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▶ 文化課(☎85－6079)

総合計画審議会の公開
と き▶ 7月26日(木)午前10時から
ところ▶ 市役所第2委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 企画課(☎85－6048)

市健康づくり推進協議会の公開
と き▶ 7月26日(木)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)
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6167)

市防災会議の公開
と き▶ 7月27日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所大会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

行政評価委員会の公開
と き▶ 8月1日(水)午後1時30分から
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)

子どもの予防接種
　免疫確保のため、予防接種は規定の時期までに規定
の回数を、接種間隔を守って忘れずに実施しましょう。
三種混合▶ 生後3か月～ 7歳6か月未満で4回接種○1期初

回…3～ 8週の間隔で3回接種○1期追加…3回
目接種の1年～ 1年半後に1回接種

二種混合▶ 第2期…11 ～ 12歳の間に1回接種　※二種混
合は三種混合の追加接種

問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6168)

ビジュアル自分史作品集の販売
　国内外からの応募作品のうち、市民の作品10編を含
む27編を掲載しています。写真や手帳の生かし方のヒ
ントが豊富な、見ても読んでも楽しい本です。
書 名▶ ｢手帳は語る。～ビジュアル自分史｣　
定 価▶ 1365円
販 売▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、各

書店　※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)

歯ッスルエイジの歯科健診
と き▶ 8月9日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 歯科医師による歯科健診、歯科衛生士による

ブラッシング指導、口腔(こうくう)機能向上
体操〈唾液(だえき)腺マッサージなど〉

対象・定員▶ 市内在住の60歳以上の人・20人(先着順)
申し込み▶ 7月17日(火)から、健康推進課(☎85－6164)へ

地域密着型サービス事業者説明会
　第3次高齢者総合福祉計画で整備数が定められた平
成20年度整備分の地域密着型サービスについて、事業
者の募集を行います。これに伴い説明会を開催します。
と き▶ 8月10日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所801会議室
内 容▶ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地 区▶ 高蔵寺東部地区、高蔵寺西部地区
対 象▶ 地域密着型サービス事業者指定の希望者
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6921)

8月の献血
とき ところ

4(土)10：00～ 16：00 西友勝川店
11(土)10：00～ 16：00 清水屋春日井店
18(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
20(月)9：30～ 16：00 春日井市役所
25(土)10：00～ 16：00 サンマルシェ

対 象▶ 16 ～ 69歳の人　※65歳以上の人は健康を考
慮し、60 ～ 64歳に献血経験がある人に限定

問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)、県赤十字血液セン
ター (☎0561－84－1131)
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小学校プール開放の休止
　小学校区に在住の小中学生とその保護者を対象とし
た夏休み(土・日曜日のみ)の小学校のプール開放は休
止します。
問い合わせ▶ 生涯学習スポーツ課(☎85－6452)

消防設備士試験
月 日▶ ①9月2日(日)②9月9日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
内 容▶ ①甲種特・4類、乙種4・7類②甲種1・2・3・

5類、乙種1・2・3・5・6類
費 用▶ 受験料甲種5000円、乙種3400円
申し込み▶ 7月23日(月) ～ 31日(火)に、受験願書(消防本部、

消防署、各出張所に用意)に記入して、郵送か
直接、消防試験研究センターへ

予備講習会
と き▶ ①7月31日(火)②8月1日(水)③8月2日(木)④8月3

日(金)午前9時30分～午後4時30分
ところ▶ 県産業貿易館西館(名古屋市中区)
内 容▶ ①機械または電気に関する基礎知識②消火器

(第6類)③自動火災報知設備など(第4類)④屋内
消火栓、スプリンクラー設備など(第1類)

 ※2・3・5・7類の講習はなし
費 用▶ 受講料各7000円
申し込み▶ 7月18日(水) ～ 26日(木)に、申込書(消防本部、

消防署、各出張所に用意)に記入して、郵送か
直接、県消防設備安全協会へ

問い合わせ▶ いずれも予防課(☎85－6385)

県排水設備工事責任技術者試験
と き▶ 11月7日(水)午後1時30分～ 4時
ところ▶ ポートメッセなごや(名古屋市港区)
対 象▶ ○給排水設備工事に関して3年以上の実務経

験がある人○1級か2級土木施工管理技士の資
格がある人○1級か2級管工事施工管理技士の
資格がある人

費 用▶ 受験料1万円
試 験▶ 学科試験、実技試験
受験講習会
と き▶ 10月3日(水)午前10時30分～午後4時
ところ▶ ポートメッセなごや(名古屋市港区)
費 用▶ 受講料7000円
問い合わせ▶ いずれも下水管理課(☎85－6348)　※受験願

書と受験講習会申込用紙は7月26日(木)まで、
下水管理課で配布

映画会
と き▶ 7月22日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢トムとジェリー ｣
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▶交通児童遊園(☎81－1301)

館蔵品展｢心奥に響く言葉｣
と き▶ 7月24日(火) ～ 9月17日(祝)午前9時～午後4時

30分
内 容▶ 田山花袋、豊道春海、田中塊堂、岩田文堂ら 

の、心の奥底に響く仏教に関する言葉を題材
にした書作品の展示

観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円
学芸員の展示品解説
と き▶ 8月5日(日)、9月2日(日)①午前10時30分～ 11時

②午後2時～ 2時30分
ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

夜コン｢アメリカ帰りのひと騒動｣
と き▶ 7月27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▶ ブレーメン・サクソフ

ォン・カルテット
曲 目▶ グラズノフ｢サクソフォ

ン四重奏曲より｣、ワー
ク｢大きな古時計｣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8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)

10(金)・24(金)11：00～

図書館
1(水)11：00～、4(土)・11(土)・
18(土)・25(土)15：00～、8(水)
・15(水)・22(水)15：30～

東部市民センター
3(金)・10(金)・17(金)・24(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 11(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 休み
南部ふれあいセンター 休み
西部ふれあいセンター 11(土)11：00～
知多公民館 1(水)15：30～
鷹来公民館 休み
坂下公民館 4(土)14：00～
中央公民館 11(土)11：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)
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市日本舞踊協会公演
と き▶ 7月28日(土)午前10時30分～ 11時30分
出 演▶ 市日本舞踊協会
演 目▶ ｢春の色｣｢越後の雪｣など
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ(☎88

－7007)

子ども人形劇 ｢さんまいのおふだ｣
と き▶ 7月28日(土)午前10時30分～ 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▶坂下公民館(☎88－5555)
協 力▶ 人形劇団｢とんとんとん｣

読み聞かせの会
と き▶ 7月28日(土)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)
協 力▶ かえるの子

夏休み劇場
と き▶ 7月29日(日)午後2時～ 3時
内 容▶ ペープサート｢海山合戦｣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)
協 力▶ はじめの一歩

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 8月5日(日)午前10時～正午
内 容▶ ベル、サドル、タイヤなどの提供(部品の取り

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

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 8月5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)

中日杯ソフトテニス大会
と き▶ 8月12日(日)午前9時から〈予備日8月19日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
種 目▶ シニア、Ａ級、Ｂ級、女子ダブルス
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▶ 7月27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)

硬式テニス大会(ミックスダブルス)
と き▶ 8月26日(日)午前9時から〈予備日9月2日(日)〉
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、大会当日までに今

年度の連盟登録をした人
費 用▶ 参加料(1組)2000円
申し込み▶ 8月18日(土)〈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)

ミュージカル　ラスト・ファイヴ・イヤーズ
と き▶ 9月26日(水)午後7時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 愛し合う男女二人の5年間を描いた、全編歌

でつづられたラブストーリー
出 演▶ 山本耕史、井手麻理子
入場料▶ Ｓ席6000円、Ａ席4000円、学生券2500円(全席

指定、未就学児不可)　※学生券は当日指定す
る引換券で、公演当日午後5時30分から座席
指定券と交換(市民会館にて学生証の提示が必
要)

入場券▶ 7月28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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かすがい芸術劇場｢上方落語｣
と き▶ 10月28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
出 演▶ 桂吉弥、桂紅雀
入場料▶ 2000円(全自由席、当日200円増、未就学児不可)
入場券▶ 7月21日(土)から、文化フォーラム春日井・文

化情報プラザで販売　※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)

桂吉弥 桂紅雀

男女共同参画情報紙はるかの表紙、エッセイ
表紙
内 容▶ 男女共同参画のイメージや日常生活をジェン

ダーに敏感な視点でとらえ表現したイラス
トなど　※ジェンダーとは社会的性別のこと
で、生物学的な性別ではなく、社会的・文化
的に形成された性別のこと

規 格▶ 画材や技法は自由で、Ａ4判の用紙にカラー
で縦22cm×横21cmの大きさに表現したもの

エッセイ
内 容▶ 女と男のあり方で気になっていること、毎日

の暮らしや社会の中で疑問に思っていること
など、身近で感じていることを500字程度に

まとめたエッセー
掲載紙▶ 男女共同参画情報紙『はるか』vol.19
応 募▶ いずれも8月3日(金)〈必着〉までに、住所、氏名、

電話番号を書いて、郵送で、〒486－8686春
日井市役所市民活動推進課男女共同参画室(☎
85－6288)へ　※自作で未発表のものに限る。
著作権は市に帰属し、作品は返却しません。
はるか審査会で選考し、採用された人には9
月中旬までに通知し、粗品を進呈。エッセー
はファクスかＥメールでも受け付け(ＦＡＸ85
－5522、Ｅメールdanjo@city.kasugai.lg.jp)

花のまちづくりコンクール
　まちに安らぎと潤いを与える花壇などのコンクール
を行います。
対 象▶ ①公道に面した土地にある花壇②壁面などを

花で演出したもの　※公道などにはみ出して
通行の妨げになるものは不可、自薦・他薦は
不問

審 査▶ 8月下旬(予定)
申し込み▶ 7月23日(月)までに、所定の用紙(公園緑地課、

各ふれあいセンターなどに用意)に記入して、
〒486－8686春日井市役所公園緑地課(☎85－
6281)へ

市制65周年記念事業の提案
　市は平成20年に市制65周年を迎えるため、記念事業
の実施にあたり、市民の皆さんから斬新でユニークな
アイデアや企画を募集します。
応募先▶ 8月15日(水)〈必着〉までに、所定の用紙(企画

課、市の主な施設に用意)に記入して、〒486
－8686春日井市役所企画課内、市制65周年事
業実行委員会事務局(☎85－6049)へ　※ファ
クスやＥメールも可(ＦＡＸ83－9988、Ｅメー
ルkikaku@city.kasugai.lg.jp)

とと
男男女女

その17

　｢夫は外で働き、妻は家庭を守るべき｣という考え
方について、昨年実施した｢男女共同参画に関する市
民意識調査｣では、37.6％の人が｢賛成｣｢どちらかと
いうと賛成｣、51.1％の人が｢反対｣｢どちらかという
と反対｣と回答しました。しかし、実際には家事分
担を女性が担っているという家庭が多いようです。
　漫画のように、いざ必要に迫られて家事をしてみ
たら、思っていた以上に大変で驚いた、という経験
のある男性も少なくないのではないでしょうか。
　男性も女性も、固定的な役割分担に縛られること
なく、互いに助け合っていけるといいですね。
問い合わせ▶市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152）

熱があるね
　風邪かな
　寝てなきゃ…

ご飯作るのも
　　　大変だなぁ

こ…こんなに
大変だとは
思わなかった～！
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市学校給食会パート職員の登録者
職 種▶ 給食調理員
勤務日▶ 学校給食の実施日と指

定する日の午前8時30分
～正午か午後1時～ 4時
30分

勤務地▶ 藤山台・前並・稲口・
白山のいずれかの調理
場

賃 金▶ 時給910円　※交通費を
1通勤につき200円支給

対 象▶ おおむね50歳までの人
登録有効期間▶登録後2年間(採用時に面接)
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、本人が直接、学校

給食センター内、市学校給食会(四ツ家町字二
ツ杁127、☎32－9400)へ

年表の忘れもの～自分史でつなぐ私達の時代
　年表に載るような大きな出来事にまつわる自分史を
募集し、作品集を作ります。個人の体験の背景にある
時代性を感じられるような作品を募集します。
規 定▶ 400字詰め原稿用紙5～ 8枚、縦書き(ワープロ

の場合は原稿用紙換算枚数を明記)
応 募▶ 9月30日(日)〈必着〉までに、原稿用紙の1枚目

の冒頭に時代(①戦前・戦中②戦後・復興期
③高度経済成長期④安定成長期⑤平成⑥未来)
と題名を、別紙に時代、題名、枚数、氏名(筆
名)、年齢、住所、電話番号を書いて、〒486
－0844鳥居松町5－44、かすがい市民文化財
団(☎85－6868)へ　※1人1作品で、未発表の
物に限る(非商業誌掲載は可)。作品集に掲載
する作品は選考の上で決定。掲載作品の著作
権はかすがい市民文化財団に帰属

エコチーム・かすがい、エコチャレンジャー
　家庭で省エネなどの環境に配慮した取り組みを行っ
たことがある家族を①｢エコチーム・かすがい｣として、
今後取り組む予定の家族を②｢エコチャレンジャー ｣と
して募集します。
対 象▶ ①環境に配慮した家庭での取り組みを3か月

以上実施した家族②取り組みを実施予定の家
族

申し込み▶ 7月18日(水) ～ 8月31日(金)〈必着〉に、所定の
用紙(環境政策課、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、各公民館に用意)に記入して、直接か郵
送で、〒486－8686春日井市役所環境政策課(☎
85－6216)へ　※｢エコチーム・かすがい｣には、
認定証とエコ推進グッズを贈呈し、｢エコチ
ャレンジャー ｣は取り組み実施後、｢エコチー
ム・かすがい｣に認定

保育園の臨時職員(登録)
職 種▶ 産休や病休などの代替保育士、乳児や障害児

担当保育士、長時間保育対応保育士(朝・夕・
土曜日)、休憩対応保育士(昼2時間)

勤務地▶ 市立保育園
賃 金▶ 時給890 ～ 1210円(経験や時間帯に応じて)　

※交通費を1通勤につき200円支給
申し込み▶ 所定の用紙(保育課に用意)に必要事項を記入

して、写真(縦4cm×横3cm)、印鑑、保育士証
か幼稚園免許を持って保育課(☎85－6205)へ

知多公民館　☎32－8988
パソコン初級講座～ワードやエクセルなど
と き▶ 8月9日～ 30日の毎週木曜日(4回)午前9時30分

～ 11時30分
講 師▶ けやきフォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学でキーボード操作がで

きる人・20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円、教材費200円
申し込み▶ 7月27日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)

に講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、〒486－0947知多町4－64－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
子ども講座～押し花のしおり作り教室
と き▶ 8月10日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 寺澤シヅ子
対象・定員▶ 市内在住の小学生・15人(先着順)
費 用▶ 教材費100円
持ち物▶ はさみ
 
親子講座～パン作り教室
と き▶ 8月25日(土)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対 象▶ 市内在住の小学生とその保護者・15組(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 教材費(1人)350円
持ち物▶ 15cm四方の持ち帰り用の箱
 
申し込み▶ ｢子ども講座｣は7月18日(水)から電話で、｢親

子講座｣は7月31日(火)〈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)、年齢、電話番号を書いて、〒486－
0809町屋町3610－1へ
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中央公民館　☎33－1111
ラベンダースティック作り～ラベンダーの茎をリボン
で編んでスティックを作る
と き▶ 8月3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
費 用▶ 受講料250円、材料費350円
持ち物▶ はさみ
 
デッサン・水彩画教室～初歩から学ぶ
と き▶ 8月～ 10月の第2・4木曜日(6回)①午前10時～

11時30分②午後1時30分～ 3時
講 師▶ 溝渕泰史
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各20人
費 用▶ 受講料1500円、材料費300円
持ち物▶ 2Ｂ～ 4Ｂの鉛筆、消しゴム、水彩画用具
 
ところ・申し込み▶いずれも7月24日(火)〈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

高蔵寺ふれあいセンター　☎51－0002
夏休み親子ふれあい工作教室～ダンボールで小さない
すを作る
と き▶ 8月3日(金)午前9時30分～ 11時
講 師▶ 村田祐一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・20組(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 教材費(1組)300円
申し込み▶ 7月23日(月)〈必着〉までに、往復はがき(1組1枚)

に教室名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号を書いて、〒487－0013高蔵寺町3－2
－1へ

南部ふれあいセンター　☎85－7878
親子手打ちうどん作り体験
と き▶ 7月25日(水)午前9時～正午
講 師▶ 岩崎初海
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・13組(先着順)
費 用▶ 教材費(1組)1200円
持ち物▶ エプロン、ふきん
ところ・申し込み▶7月18日(水)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
囲碁教室
と き▶ 9月2日(日)午前10時～ 11時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学生・10人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 7月31日(火)〈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(☎35－3501)へ

公園緑地課　☎85－6281
福助菊づくり講習会～大輪の花を咲かせよう
と き▶ 7月27日(金)、8月17日(金)〈2回〉午前9時30分

～ 11時30分
ところ▶ 落合公園管理棟
講 師▶ 原田惟亘
定 員▶ 40人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円(教材費含む)
申し込み▶ 7月17日(火)から、電話で

グリーンピア春日井　☎92－8711
園芸教室～サギソウの育て方
と き▶ 8月12日(日)午前9時30分～正午
講 師▶ 森恒雅
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
 
おしゃれ園芸教室～ガラス容器を使って南国ムードを
作る
と き▶ 8月30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、エプロン、持ち帰り用袋
 
申し込み▶ ｢園芸教室｣は7月19日(木)から電話で、｢おし

ゃれ園芸教室｣は8月1日(水)〈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)、電話番号を書いて、〒487－0001細
野町3249－1へ

文化財課　☎33－1113
親子教室～竹を使って、昆虫を作ろう
と き▶ 9月1日(土)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 郷土館
対象・定員▶ 小学生とその保護者(1組3人まで)・15組(超え

たときは抽選)
費 用▶ 教材費(1人)300円
持ち物▶ 小刀
申し込み▶ 8月17日(金)〈必着〉までに、はがきかＥメー

ルに教室名、住所、親子の氏名(ふりがな)、
電話番号、学校名と学年を書いて、〒486－
0913柏原町1－97－1(Ｅメールbunkazai@city.
kasugai.lg.jp)へ
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交通児童遊園　☎81－1301
手品教室
と き▶ 8月8日(水)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 田中大貴
対 象▶ 市内在住の小学生・24人(先着順)
費 用▶ 教材費200円
持ち物▶ はさみ
申し込み▶ 7月21日(土)午前9時から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢夜の森の中を探検｣
と き▶ 8月18日(土)午後6時30分～ 8時
対象・定員▶ 2 ～ 3歳児とその家族・15組(先着順)
費 用▶ 受講料(1組)280円
ところ・申し込み▶7月18日(水)から、電話で

ハーモニー春日井　☎88－0677
初心者のための竹笛(尺八、横笛)
入門講座
と き▶ 9月1日～ 10月13日の毎

週土曜日(7回)午後2時～
3時30分

講 師▶ 中部尺八ネット
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1750円
持ち物▶ 尺八、横笛(ない人は1

本1000円で貸し出し可)
 
初心者のためのバイオリン入門講座
と き▶ 9月6日～ 11月8日の毎週木曜日(10回)午後2時

～ 3時30分
講 師▶ 大橋淑恵
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料2500円
持ち物▶ バイオリン(ない人は1万6000円で貸し出し可)
 
申し込み▶ 7月31日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号、楽器の貸し出しを希望する人は｢貸
し出し希望｣と書いて、〒480－0302西尾町
392へ

エコメッセ春日井　☎88－5006
夏休み親子ふれあい工作教室(シ
ーボンアート) ～ペットボトル、
紙粘土、貝殻、ガラスのかけら
でペン立てを作る
と き▶ 7月27日(金)午前10時～

11時30分 
講 師▶ 木造峰子
対象・定員▶ 市内在住の小学生とそ

の保護者・12組(先着順)
費 用▶ 教材費(1組)500円
 
夏休み親子ふれあい工作教室(ボトルシップ)～空き瓶
の中で船を組み立てる
と き▶ 8月11日(土)午前10時～午後3時
講 師▶ 鷲野章三
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先着順)
費 用▶ 教材費(1セット)300円
持ち物▶ ピンセット、はさみ、三角定規、カッター

ナイフ、かまぼこの板、洗濯挟み3個、鉛筆、
割りばし

 
申し込み▶ いずれも7月18日(水)から、電話で

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
音楽で心も体もお元気に！～リズムに合わせて介護予
防
と き▶ 8月2日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 音楽療法士・佐藤延子
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
 
高齢者のうつについて～うつ病ってどんな病気？
と き▶ 8月7日(火)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▶ 医師・柴山漠人
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
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健康推進課　☎85－6170
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▶ ①8月1日(水)②8月8日(水)③8月22日(水)〈3回〉

午前9時30分～正午
ところ▶ 健康管理センター
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▶ 8月2日(木)午前10時～ 11時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 平成19年3月～ 4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)
 
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▶ 8月7日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
対象・定員▶ 平成18年10月～ 11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
 
親子の楽しい料理教室
と き▶ 8月7日(火)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 味美ふれあいセンター
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生とその保護者・12組(先着順)

※危険防止のため保護者1人につき子ども2人
の参加受け付けは4組まで

費 用▶ 参加料(1組)700円(2人目の子どもは追加で300
円必要)

持ち物▶ エプロン、ふきん、三角きん、子どもは上靴
 
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▶ 8月12日(日)午前10時～正午
ところ▶ 健康管理センター
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
 

申し込み▶ ｢モグモグ健康教室｣は7月18日(水)から、｢親
子の楽しい料理教室｣は7月19日(木)から、｢カ
ミカミ健康教室｣は7月20日(金)から、｢日曜パ
パママ教室｣は7月23日(月)から、電話で

 ※｢パパママ教室｣は常時受け付け

消防本部　☎85－6374
普通救命講習会～乳児や小児に対する心肺蘇生(そせ
い）法を含んだ新ガイドラインによる応急手当て
と き▶ 8月21日(火)午前10時～午後1時
ところ▶ 消防署東出張所
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人(中学生以上)・15

人(先着順)
申し込み▶ 7月19日(木)から、電話で

かすがいげんきっ子センター
おいしいクッキング～ぎょうざ
と き▶ 9月16日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住の小学生・16人(超えた時は抽選)
費 用▶ 材料費200円
申し込み▶ 7月31日(火)〈消印有効〉までに、往復はがき

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

市体育協会の講座
硬式テニス初級者教室
と き▶ 8月25日(土)午前9時～午後4時
ところ▶ 中央公民館
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 受講料1500円
持ち物▶ 硬式テニスラケット、テニスシューズ、弁当
申し込み▶ 8月18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)

かすがいげんきっ子センター 
ヒップホップ
と き▶ 9月20日～ 11月8日の毎週木曜日(8回)午後4時

～ 5時
講 師▶ 加納美知子
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(超えたときは抽選) 
申し込み▶ 7月31日(火)〈消印有効〉までに、往復はがき

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、学校名、学年、
保護者名、電話番号を書いて、〒486－0945
勝川町8－2858－1(☎35－3501)へ
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都市計画道路一宮春日井線の都市計画変更案
と き▶ 7月20日(金) ～ 8月3日(金)の市役所執務時間中
ところ・問い合わせ▶都市政策課(☎85－6264)、県都

市計画課(☎052－954－6515)　※この案につ
いての意見書は、7月20日(金) ～ 8月3日(金)に
県知事あてに郵送か直接、提出が可能

市税などの納期限・納税相談
固定資産税2期・国民健康保険税2期・介護保険料1
期
　納期限は7月31日(火)です。最寄りの金融機関やコン
ビニエンスストアで納付してください。また、便利な
｢口座振替｣を利用してください。口座振替の人は、預
貯金残高を確認してください。
日曜収納・納税相談窓口
と き▶ 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)

月の生活相談8
この情報は毎月15日号で掲載しています。

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

10(金)
保健センタ
ー 10：00～

11：00
各16人

31(金)
健康管理セ
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

総合健康相談
とき ところ

1(水)・15(水)　
10：00～ 12：00

保健センター

13(月)・27(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執務時間中に対応

持ち物▶ 健康手帳(持っている人)

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)

育児相談
とき ところ 電話

月～金曜日
9：00～ 16：00

子育て支援センター 85－8824
神屋子育て支援セン
ター

88－8333

火～日曜日
9：00～ 19：00

かすがいげんきっ子
センター

35－3192

月～金曜日
9：30～ 16：00

全公私立保育園 各保育園

水曜日(電話のみ)
9：00～ 16：00

児童センター 87－6866

※公私立保育園のところ・電話は保育課(☎85－6205)
へ

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

1歳お誕生月健康相談
月日 ところ 受付時間

7(火)・21(火) 保健センター 10：00～
11：0014(火)・28(火) 健康管理センター

内 容▶ 身体計測、健康・育児相談(予約不要)　※7日
(火)と28日(火)は救急蘇生(そせい)法の、14日
(火)と21日(火)は卒乳の講話もあり

対 象▶ 平成18年8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)
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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

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 6(月)・20(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 7(火)

消 費 生 活 月～金曜日

13：00～
16：00

行 政 14(火)・28(火)

法 律(面 接 の み、 予 約 制) 水・金曜日
な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 1(水)

登 記(面 接 の み、 予 約 制) 10(金)

不 動 産 取 引 24(金)

建 築 火曜日

ところ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

心の健康福祉相談(面接のみ、予約制)
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

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

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～ 7時(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)

※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

介護相談
とき ところ

20(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

高齢者等住宅改修相談(現地相談、要予約)
とき ところ

2(木)・16(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

ささえ愛センター相談
日・曜日 時間 電話

ボ ラ ン テ ィ ア 火～金曜日 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

56－1943、
84－3600ＮＰＯ(面接のみ、予約制)

11日(水)・
28日(土)

外国人相談
日・
曜日

時間 ところ 電話

英語 1(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 8(水)

スペイン語 15(水)

ポルトガル語 22(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
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ふるさとの歴史コーナー企画展
月 日▶ 7月21日(土) ～ 8月24日(金)
ところ▶ ルネック
内 容▶ 市民の家で見つかった、日中戦争や太平洋戦

争当時の戦況や国民生活を伝える写真ニュー
ス約30枚を展示

問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)
協 力▶ 市文化財友の会

なんでも労働相談会
と き▶ 7月26日(木) ～ 27日(金)午前10時～午後4時
 ※弁護士相談(要予約)は午後1時～ 4時
ところ▶ 県勤労会館内つるまいプラザ(名古屋市昭和

区)
内 容▶ 労働委員会や労働局、社会保険事務局共催

の、職場での労働問題(解雇、賃金など)に関
する相談会　※当日は電話相談(☎052－741－
0418)も開催

問い合わせ▶ 県産業労働部労政担当局労働福祉課(☎052－
954－6375)

勝南納涼夏まつり
と き▶ 8月4日(土) ～ 5日(日)午後5時～ 8時(雨天中止)
ところ▶ ＪＲ勝川駅南口ビル前
内 容▶ フリーマーケット、新鮮夕市、子ども縁日大

会(金魚すくい・風船ヨーヨーつり、射的など)
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)

全国中学生人権作文コンテスト愛知県大会
内 容▶ 日常生活や学校生活、グループ活動、地域社

会とのかかわりなどを通じて、基本的人権の
重要性や必要性について考えた作文

規 定▶ 400字詰め原稿用紙5枚以内　※原稿用紙の欄
外に題名、氏名、学校名と学年を書く

対 象▶ 県内の中学生(盲・ろう・養護学校、外国人学
校に在学し、中学生に準ずる人を含む)

応 募▶ 9月4日(火)〈消印有効〉までに、〒486－0844
鳥居松町4－46、名古屋法務局春日井支局(☎
81－3210)へ

8月の認定産業医による健康相談
とき ところ

19(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
28(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

シニアワークプログラム受講者募集
緑樹管理
と き▶ 9月4日(火) ～ 19日(水)までの10日間〈11日(火)、

土・日曜日、祝休日を除く〉午前10時～午後3
時まで

ところ▶ グリーンパレス春日井
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歳代の人・24人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 8月3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登録の有無、
受講終了後の目的(㋐正規での就職、㋑臨時や
短期的就職、㋒シルバー人材センターでの就
業、㋓そのほか)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

自衛官募集
試験日▶ ①9月17日(祝)②9月22日(土)
種 目▶ ①一般曹候補生②航空学生
応募資格▶ ①18歳以上27歳未満②高卒(見込み含む)21歳

未満　※応募資格は平成20年4月1日現在
申し込み▶ 願書を請求の上、8月1日(水) ～ 9月7日(金)〈必

着〉に、自衛隊愛知地方協力本部小牧地域事
務所(☎73－2190)へ

 ホームページ　http://www.mod.go.jp/pco/
aichi/

退職金づくりは｢中退共｣で
　中小企業で退職金制度を設けたい場合は、安全で確
実、有利な国の退職金制度｢中退共制度｣を利用してく
ださい。
ホームページ　http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp
問い合わせ▶ 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業

退職金共済事業本部(☎03－3436－0151)

8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〉

14(火)13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 16(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/

iryofukushi/kasugai－hc/



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

市役所市民サロン　　

南部ふれあいセンター

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉　

西部ふれあいセンター
アスティ高蔵寺

（写仏画）

味美墨絵同好会・うす墨会合同作品展
仏画作品展
十二天像

木のおもちゃ展

染の会作品展
風景写真展
涼を彩る絵手紙展

味美墨絵同好会・うす墨会
三道会
吉祥会
牧野辰雄とＴＯＹＶＩＬＬＡＧＥ
「虹の森」
染の会
フォト遊愉写真クラブ
ロビンソン絵手紙同好会

　わたしの住む柏原地区は、地域の人たちの交流が
盛んで、柏原公園の中にある公民館を利用して体操
から生け花まで幅広い活動をしています。中でも、
カラオケクラブや民踊、詩吟などの芸能は発足から
20年以上活動していて、それぞれ毎年5月と11月に
発表会を行っています。
　わたしが訪れた金曜日の夜はカラオケクラブの活
動日で、時間となると人が集まりそれぞれが好きな
歌や最近覚えた歌を熱唱していました。ここまで長
く続けることができたのは、講師を呼ばず互いに歌
の批評をしなかったためだろう、とクラブの人たち
は話していました。
　小さな2階建ての公民館が、息の長い活動を支え
ています。これからも、もともと住んでいた人や越
してきた人の新しい触れ合いの場所として活躍して
もらいたいと思います。

広瀬まりコンサート
とき▶7月29日（日）午後2時30分から（2時開場）　
ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール　
定員▶190人　曲目▶「みかんの花咲く丘」「くつが
なる」「宙船」オリジナル曲など　入場料▶1000円
問い合わせ▶谷田（☎84－9500）
････････････････････････････････････････････
劇団カッパ座公演「ねこときんぎょ」
とき▶8月18日（土）午後1時から（0時30分開場）　
ところ▶市民会館　定員▶1000人　内容▶目と口
が自由に動く等身大のぬいぐるみ人形劇　入場料
▶2000円（当日500円増し、3歳以下ひざ上のみ無
料）　入場券▶清水屋春日井店、サンマルシェ、
チケットぴあ、ローソンなどで発売中　問い合わ
せ▶春日井カッパ友の会（☎82－3419）

地域のふれあい発信基地へ～柏原公民館

塚田 譲（柏原町）

「時間を忘れて熱唱」「時間を忘れて熱唱」「時間を忘れて熱唱」

「柏原公民館」絵：塚田 譲

（☎85－6073）

（☎85－7878）

（☎92－8711）

（☎85－6079）
（☎33－0808）

7／15（日）～21（土）
7／22（日）～28（土）
7／20（金）～31（火）

7／21（土）～29（日）

8／1（水）～8（水）
7／21（土）～8／2（木）
7／22（日）～8／17（金）

19



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

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

古紙配合率100％再生紙を使用しています

地域経済
NO.2

　春日井商工会議所では、国からの委託で、退職後も自らの知
識や経験などを生かしたい意欲あるＯＢ人材（アドバイザー）と、
地元中小企業との出会い（マッチング）を支援しています。
　募集するアドバイザーは、すでに企業などを退職し、中小企業の経営課題の解決に貢献できる業務経験
やマネジメント知識を持つ人で、社会貢献意欲・ボランティア精神旺盛な人を求めます。
　詳しくは、ＯＢ人材担当まで問い合せてください。

～企業等ＯＢ人材マッチング事業アドバイザー募集～

専用サイト　http://www.ob-aichi.jp
※再就職のあっせん・紹介をするものではあり
ません

問い合わせ▶春日井商工会議所☎81－4141

求む!あなたの豊かな
　　　　　　経験と知識、ノウハウ

やってほしいことをできるように支援します!!

7／21

7／28

7／15

7／16

7／22

7／29

●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。

☎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。
7月から当分の間、市薬剤師会による薬の相談は休みます。

平日
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
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

☎84－3060
☎84－3060

☎83－8777

☎33－7033

☎84－3060
☎91－3755

☎75－3882

☎33－8011

☎34－1166

☎81－1303

☎84－3060
県小児救急電話相談 ☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

診 療 時 間 帯

健康管理センター（柏原町5）
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
肛門科安藤外科（若草通3）
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
ミナミ産婦人科（小牧市）
在宅緊急医
大林産婦人科医院（高山町1）
在宅緊急医
アルファクリニック（朝宮町1）
在宅緊急医
森永産婦人科（八事町2）
健康管理センター（柏原町5）

■…診療時間帯

土曜・祝休日を除く平日夜間の緊急医の診療は午後9時～11時30分です。

緊 急 医

火 災 情 報水 道 修 繕

（　）内は1月からの累計

まちの動き 〈平成19年5月〉

（65件）16件
（3人）1人

（4616件）902件
火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数
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