
　「みろく会」は、高校生から社会人まで幅広い年齢や分野の人が集まっ
た、キャンプ指導を主な活動とする団体です。市少年自然の家の主催事
業では、子どもたちと早朝登山をしたり、野外炊事をしたりするなど、
自然体験の愉快な先生として大活躍しています。
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平成20年4月から医療制度が変わります
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まちの伝言板など
緊急医など

情報最前線
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熊野町の一部で丁目・地番が変わ
ります、介護保険の受領委任払い
制度がスタート

など
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活用しましょう活用しましょう

シルバーシルバー人材センターを人材センターを
活用しましょう活用しましょう

シルバー人材センターを
活用しましょう

シルバー人材センターは、高齢者の豊富な経験・知識・技能を生かすため、地域社会に密着した臨時的かつ短期
的な仕事を家庭、事業所、官公庁などから引き受け、会員に提供している公益法人です。「自主・自立、共働・
共助」を理念とする会員組織で、自分たちで役員を選び、自主的・主体的な運営をしています。市シルバー人材
センターは昭和55年10月8日に設立して以来、全国でも唯一の自動車の洗車・コーティング事業を行うなど、さ
まざまな仕事を行うことで地域に貢献しています。シルバー人材センターを活用しましょう。

会　員会　員会　員会　員

シルバーシルバー
人材センター人材センター
シルバー
人材センター
シルバー
人材センター

発注者発注者発注者発注者

シルバーシルバー
人材センター人材センター
の仕組みの仕組み

シルバーシルバー
人材センター人材センター
の仕組みの仕組み

シルバー
人材センター
の仕組み

契約

仕事の依頼・契約金の支払い

配分金の
　支払い就業

会員登録

開所日・時間▶月～金曜日、午前8時30分～午後5時15分
閉所日▶土・日曜日、祝休日、年末年始（12月29日～1月3日）
ところ▶瑞穂通1－186（☎84－3515、ＦＡＸ84－3125）
駐車場▶台数に限りあり
交通機関▶ＪＲ勝川駅より名鉄バス「春日井高校前」下車、徒歩

7分
Ｅメール：kasugai@sjc.ne.jp
ホームページ：http://www.sjc.ne.jp/kasugai/

●柏原中学校

●

市シルバー人材
センター

19

柏原町4 瑞穂通3

瑞穂通1
鳥居松町1

●中央公園

春日井高校

春日井市役所

N

「銀子」
※（社）県シルバー人
材センター連合会
のマスコットです

「銀イチロー」

家庭、事業所、
官公庁など（ ）

2



シルバー人材センターを
活用しましょう

シルバー人材センターを
活用しましょう

会　員

シルバー
人材センター

発注者

シルバー
人材センター
の仕組み

シルバー
人材センター
の仕組み

さまざまな
仕事を
しています
市シルバー人材センターには、さ
まざまな仕事があります。や
りたいと思った仕事、頼み
たい仕事があれば、連絡
してください。

屋内外の一般作業

●屋外清掃　●屋内清掃
●除草・草刈り　●洗車

管理の仕事

●自転車整理
●施設の宿日直
●駐車場管理

事務の仕事

●毛筆での賞状書き
●あて名書き
●受け付け事務

サービスの仕事

●家事援助
　サービス

技能が
必要な仕事

●ふすま張り
●大工仕事
●植木の手入れ
●のぼりのデザイン・
　作成

仕事を頼むには
○公共的・公益的な団体ですので、安心し
て仕事を任せられます。また、営利を目
的としていないので、一般的に割安な金
額で依頼することができます。

○電話やファクス、インターネットで依頼
することができます。申し込みホームペ
ージ　http://shigoto.sjc.ne.jp

○仕事はシルバー人材センターが責任を持
って完成または遂行します。

働く会員は
○自分の体力・能力、希望に応じて働くことができます。
○請負または委託の形式により仕事を引き受けます。
○労働基準法や雇用保険法は適用されませんが、安心し
て就業できるよう、シルバー保険で万一の事故に備え
ています。
○公平な就業機会を得るため、通常は交替で就業します。
○引き受けた仕事を完成または遂行することで、内容に
よって配分金を受け取れます。

3



レンタサイクルで
　　　　エコな移動を

問い合わせ▶市シルバー人材センター（☎84－3515）

　「シルバー洗車隊」は、シルバー人材センタ
ーが行っているシニアワークプログラムの洗
車・コーティング講習会を受けた人たちで平
成14年11月から始まりました。総勢8人によ
る洗車・コーティングの有料サービスを行う
全国でも春日井だけの事業です。真っ黒に日
焼けしたメンバーは、持ち込まれた車を手際
よく洗車・コーティングをしながらも、仕上
がりを入念にチェックしていました。

真心込め
て

ピカピカ
に

します
～シルバ

ー洗車隊

会員に会員に
なりたい！なりたい！
会員に
なりたい！

▶▶▶ ▶▶▶ ▶▶▶

市シルバー人材センターには、平成19年8月10日現在719人（男性550人、女性
169人）が会員登録しています。働く喜びと社会参加の輪を広げてみませんか。

❶市シルバー人材セン
ターへ連絡してくだ
さい

❷事務局にて入会説明
会を開催します

❸入会申し込みをされ
ると理事会にて入会
審査を行います

❹承認されると会員と
して登録されます

★メンバーの皆さんは
　家で何もしないでいるよりも健康にいいから始めた
ところ、体を動かすと気持ちいいし、メンバーと知り
合うことができて人の輪が広がり楽しみが増えました。

★発注者からは（市内在住の50代男性）
　洗車隊ができた当初に試しに頼んでみたところ、き
れいな仕上がりだったのでずっと利用しています。車
の引き取りもしてくれるので助かります。知人にも教
えてあげたらみんな気に入って利用しています。

入会の手続きは

条　件

おおむね60歳以上の人 健康な人 働く意欲のある人 理念に賛同できる人

定められた会
費（年間1000
円）を納入で
きる人

4



問い合わせ▶交通対策課（☎85－6052）

ＪＲ中央本線
春日井

ホテルプラザ勝川
ルネック

県道内
津・勝

川線

国道1
9号線

勝川

レンタサイクルでレンタサイクルで
　　　　エコな移動を　　　　エコな移動を
レンタサイクルで
　　　　エコな移動を
レンタサイクルで
　　　　エコな移動を

貸出日は、各施設などの開館日・営業日です。年末年始などの閉館日・休業日は、受付場所により異なります。
※月曜日が祝休日のときは、その直後の祝休日でない日です。

№ 閉 館 日 ・ 休 業 日受 付 場 所 貸出時間（当日のみ）
市役所正面玄関

ＪＲ春日井駅北口自転車等駐車場

鳥居松広小路商店街内「器のおおさわ林商店」

勝川駅前通商店街内「水徳勝川駅前店」

総合福祉センター

土・日曜日、祝休日

無休

月曜日

木曜日

月曜日

8：30～16：30

8：30～20：00

9：30～20：00

10：00～19：00

中央公民館 月曜日※ 8：30～20：00

レディヤンかすがい 月曜日※ 8：30～20：00

8：30～16：30

受け付けで貸出簿に
必要事項を記入し、
鍵を受け取ります

鍵と同じ番号のレンタサイクルを使用
します

9月20日（木）
から一部リニ
ューアル

レンタサイクル
は放置自転車を
リサイクルした
ものです。

借りた場所に返しま
す

受け付けに鍵を返します

借
り
方

返
し
方 ※故障などがあれば受け付けに伝え

てください。
※別の場所に返却し
ないでください。

県道神
屋・味

美線

〒

少しずつ、暑さが和らいできて、外出しやすい時季になってきました。
買い物や出掛けるときには、レンタサイクルを利用してみませんか。

※自転車の状態を確認してから乗っ
てください。

レンタ
サイクル
マップ

レンタサイクルの利用方法

中央公民館 2台

総合福祉センター 2台

水徳勝川駅前店 7台 器のおおさわ林商店 5台 ＪＲ春日井駅北囗
自転車等駐車場 18台

市役所 8台

レディヤン
かすがい 2台

9月20日（木）からレンタサイクルの一部の設置場所と設置台数が変わります。

N

会員に
なりたい！
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　「ペーパーわんことなかまたち～いしかわこう
じの世界」の企画展で、小さな紙製の動物を作る
工作コーナーが設置されました。子どもたちが自
分だけの色や表情を描いて作った動物たちは、交
流アトリウムの特設展示場「ペーパーどうぶつえ
ん」に集められ、本物の動物園のようでした。

動物園ができました？
（文化フォーラム春日井）

　姉妹都市のカナダ・ケローナ市から来日中のダ
ルトン・Ｇ・ポリバスさんとリー・パトリック・
ジャニンバツさんが、姉妹都市に関する知識を深
めるため、市を訪れました。市に滞在中２人は、
市役所や市内施設の見学、中学生との交流などを
通じて市の文化を体験しました。

8/8/1㊌
～1212㊐
8/1㊌
～12㊐

8/20
㊊出会い、広がる友好の輪

7/7/2424㊋
～9/9/5㊌
7/24㊋
～9/5㊌

中学生との交流中学生との交流中学生との交流

友好の証し　ケローナ通りのセイル友好の証し　ケローナ通りのセイル友好の証し　ケローナ通りのセイル

8/20
㊊

8/26㊐
～28㊋

ダルトン・ダルトン・Ｇ・ポリバス・ポリバスさんさんダルトン・Ｇ・ポリバスさん
リー・パトリック・リー・パトリック・
ジャニンバツジャニンバツさんさん
リー・パトリック・
ジャニンバツさん
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8/1㊌
～12㊐

介護世代が集まれば・・・
（東部市民センター）

8/8/2020
㊊

8/20
㊊

7/24㊋
～9/5㊌

中学生との交流

友好の証し　ケローナ通りのセイル

　誰もが安心して、生き生きと暮らせるまちづく
りを目指す市民団体「まちのエキスパネット」の主
催で「介護世代の『おしゃべり交流会』」が行われ、
家族の介護や自分の老後についての情報や意見を
交換しました。老後をどこで過ごすかということ
について、自宅を売って高齢者優良賃貸住宅に住
むことにした人、老人ホームを見学している人な
どが自分の体験を伝えました。ほかにも定年退職
を迎えた後、互いに楽しく夫婦生活を送るにはど
うするかなど、いろいろな話題を真剣ながらも和
気あいあいと話し合っていました。

電動カート作ったよ
（少年自然の家）

8/8/2020
㊊

　2泊3日の電動カート手作り教室が電気自動車（ＥＶ）の
製作を通じて環境問題を考える市民団体「日本ＥＶクラ
ブ愛知」の主催で行われました。
参加者は、合宿2日目の午前中に
車体を組み立て、午後からは電装
品の組み付けをして電動カートを
完成させました。完成した電動カ
ートは日本ＥＶクラブ愛知で保管
し、自動車学校の敷地を借りて後
日、試乗会を行う予定です。

8/8/2626㊐
～2828㊋
8/26㊐
～28㊋

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

ダルトン・Ｇ・ポリバスさん
リー・パトリック・
ジャニンバツさん

7



8

I N F O R M A T I O N情報最前線

※既に登録済みの戸籍簿・住民票の丁目・
地番の変更手続きは、市で行います。
※既に登記済みの土地・建物の表示の変更
登記は、法務局で行います。
※権利者の住所変更の登記は行いませんの
で、登記権利者の住所変更が必要な人は、
換地処分に係る登記完了後に法務局へ所
定の申請をしてください。

問い合わせ ▼都市政策課（☎85－6268）

篠原土地区画整理事業は、9月14日(金)に
換地処分の公告がされました。
このため、9月15日(土)から熊野町の一部
で丁目・地番が変わります。

変更前変更前

変更後変更後

10月1日（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、利用者の
一時的な費用負担が軽くなる「受領委任払い制度」が始まります。

問い合わせ ▼介護保険課（☎85－6921）

※従来の「償還払い制度（利用者がいったん
費用全額を支払う制度）」も選択可能です。
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利用時間 ▼火～日曜日の午前9時～午後5時
休館日 ▼月曜日（祝休日の場合はその直後の

祝休日でない日）、年末年始
【外国人相談〈予約制〉】
　市内に住んでいる外国人の日常生活上の相
談に応じます。
と　き ▼日曜日の午前9時～正午、午後1時～

4時
申し込み ▼☎85－6606〈10月2日（火）から、受

け付け開始〉

ささえ愛センター内に「国際交流ルーム（仮称）」がオープンします。外国語のパンフレットや国際交流活動
に関する情報などが入手でき、外国人を対象とした相談コーナーも開設します。国際交流や多文化共生に
興味がある人は、ぜひ利用してください。

N

内　容 ▼ 10月～平成20年12月に5回開催（予定）する懇談会に、各地域の代表の皆さんとともに出席し
て、市全体や地域ごとについて、まちの将来像やまちづくりの考え方について検討する

対象・定員 ▼市内在住か在勤、在学で、平成元年4月1日以前に生まれ、土・日曜日や平日の夜間に参加で
きる人・30人程度（中学校区ごとに、各1～ 2人程度）

申し込み ▼ 9月18日（火）～10月2日（火）〈必着〉に、郵送かファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、職業、
電話番号、コメント（意気込みや抱負など）を書いて、〒486－8686春日井市役所都市政策課（☎
85－6264、ＦＡＸ83－2960、Ｅメールtoshisei@city.kasugai.lg.jp）へ

現在、都市計画における総合的な指針となる「都市計画マスタープラン」の改訂に取り組んでいます。
新しい計画作りに、市民の皆さんの意見や提案を生かすため、地域懇談会を開催します。ぜひ参加し
てください。

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/seisaku/plan/masutapuran.html

問い合わせ ▼文化課（☎85－6033）
皆さん

の意見
を

これか
らのま

ちづく
りに

生かし
たいと

　考え
ていま

す！



問い合わせ�後期高齢者医療制度に関すること…生活医療課（�８５－６１９５）
　　　　　　国民健康保険税や健診・保健指導に関すること…国保年金課（�８５－６１５８）

高齢者の医療費増大をはじめ、医療制度を取り巻く環境が変化しているため、医療制度改革が進められています。

※制度改正の詳細については、今後、国から具体的に示され次第、お知らせします。

後期高齢者医療制度（平成20年度～）老人保健制度（現在）

75歳以上の人（65歳以上の一定障害者含む）対 象 と な る 人

愛知県後期高齢者医療広域連合
（県下全市町村の相互協力により運営）

市運 営 主 体

1割（※現役並み所得者は3割）病院での自己負担

後期高齢者医療健康保険証
健康保険証と老人
保健医療受給者証

医療機関への提示

愛知県後期高齢者医療広域連合
（各種手続きは、市役所の窓口で行います）

市
資 格 の 管 理

医 療 費 の 給 付

法令で定められた算定方法の基準に従って、愛知県
後期高齢者医療広域連合が決定し、市が徴収する

なし保 険 料

※現役並み所得者とは、市県民税の課税所得額が年額145万円以上の人と、その世帯に属する人

　現在の「老人保健制度」は廃止され、新しく「後期高齢者医療制度」が始まります。すべての75歳以上の人（一定

の障害がある65歳以上の人を含む）は、現在加入している国民健康保険や社会保険などを脱退し、後期高齢者医

療制度に加入するとともに、保険料を納めることになります。

　70～74歳の人は、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が1割から2割に変わります。ただし、現役並み所得者

は3割のままで変わりません。

国民健康保険税、社会保険料などの算出方法の変更

７０～７４歳の人の自己負担割合の見直し

　74歳以下の人が納める保険税（料）が、75歳以上の人が加入する医療制度を支えるための「後期高齢者支援金」を

含めて算出されるようになります。

変更前

医療保険分
介護保険分（40～64歳の人のみ）＋
保険税（料）

変更後
医療保険分
介護保険分（40～64歳の人のみ）＋
後期高齢者支援金分（加入者全員）＋
保険税（料）

　40歳以上の被保険者・被扶養者を対象に、すべての医療保険者において、メタボリックシンドローム（内臓脂

肪症候群）に着目した特定健康診査と特定保健指導が始まります。

特定健康診査・特定保健指導の開始

後期高齢者医療制度の創設

10
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平日夜間急病診療の利用
　平日夜間の急病やけがは、休日・夜間急病診療所で
対応しています。
診療科目▶ 内科・小児科・外科
診療日時▶ 月～金曜日(祝休日を除く)午後9時～ 11時30分

(受け付けは11時まで)
ところ・問い合わせ▶健康管理センター (☎84－3060)

動脈硬化外来の予約受け付け
　動脈硬化の早期診断と治療方針の決定、治療後の再
発を防ぐため、血管外科の医師が診療・診断などを行
い、超音波検査士が脳血流や足の動脈血流などを検査
する動脈硬化外来の10月～ 3月分の予約受け付けを開
始します。
と き▶ 毎週水曜日午後1時～ 4時30分(予約制)
ところ▶ 市民病院
対 象▶ 生活習慣病などで治療中の人
申し込み▶ 9月20日(木)から、予約専用〈☎57－0048、午

前9時～午後3時(平日のみ)〉へ
問い合わせ▶ 医事課(☎57－0080)

基本健診の廃止
　老人保健法の改正に伴い、平成20年4月から基本健
診は廃止となります。
　現在発送している｢各種健康診査のご案内｣は、10月
～ 12月生まれの人は9月下旬に、1月～ 3月生まれの人
は10月下旬に発送予定ですので、平成20年3月31日ま
でに受診してください。なお、各種がん検診について
は変更ありません。　※10ページに関係記事あり
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6166)

9月20日～26日は動物愛護週間です
　動物は命あるものです。飼い始めた動物は、家族の
一員として最期まで愛情を持って育て、絶対に捨てた
りしないでください。また、飼い主としての自覚と責
任を持ち、次のことを守るとともに、周囲に迷惑を掛
けないようにしてください。○餌の世話、健康管理、
しつけやふん尿の始末をする○繁殖を希望しない場合
は去勢・避妊手術をする○名札などで所有者を明示す
る○犬は登録と狂犬病予防注射の接種を行う
問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6216)

文化フォーラム春日井の利用申し込みの変更
　各月の初日に行っている文化フォーラム春日井の利
用申し込みの抽選時間を、10月から午前9時に変更し
ます。変更が適用されるのは、会議室・文化活動室・
和室は12月の利用分から、視聴覚ホールは平成20年4
月の利用分からです。
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

市民病院有料駐車場の使用料金見直し
　有料駐車場の使用料金が10月1日(月)から、1台1時間
を超え24時間までは100円で、以後24時間につき100円
となりますので、理解と協力をお願いします。
問い合わせ▶ 市民病院管理課(☎57－0057)

ポリオ(小児マヒ)ワクチン接種のお知らせ
ところ 月日

健康管理センター
9/20(木)・28(金)、10/1(月)・
15(月)・22(月)・29(月)

保健センター
9/21(金)・27(木)、10/2(火)・
12(金)・16(火)・23(火)

坂下公民館 9/28(金)、10/26(金)

鷹来公民館 10/2(火)・23(火)

落合公園管理棟 9/27(木)、10/19(金)

総合福祉センター
10/4(木)・11(木)・19(金)・
30(火)

味美ふれあいセンター 9/20(木)、10/9(火)・18(木)

高蔵寺ふれあいセンター
9/25(火)、10/5(金)・9(火)・
18(木)・29(月)

南部ふれあいセンター
9/21(金)、10/5(金)・11(木)・
26(金)

西部ふれあいセンター
10/4(木)・16(火)・25(木)・
30(火)

勝川中部学習等供用施設 10/1(月)・12(金)・22(月)

受付時間▶ 午後2時～ 2時50分
対 象▶ 生後3か月以上7歳6か月未満で、2回投与が完

了していない乳幼児　※接種の案内が届いて
いない場合でも、対象となるときは他の予防
接種との間隔が空けば、接種可能

持ち物▶ 母子健康手帳　※配布済みの｢予防接種と子
どもの健康｣をよく読んでから接種すること

問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6168)

9月21日～30日は秋の交通安全運動
高齢者を交通事故から守ろう
○高齢者世帯訪問〈9月25日(火)・27日(木)〉○高齢者交
通安全実践講座〈9月30日(日)〉
飲酒運転を撲滅しよう
○飲酒運転撲滅キャンペーン〈9月22日(土)・25日(火)〉
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故を
なくそう
○サイクル・ストップ作戦〈9月21日(金)〉○自転車街頭
指導〈9月26日(水)〉
後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートを正
しく着用しよう
○シートベルト・チャイルドシート着用キャンペーン
〈9月26日(水)〉
めいわく駐車を追放しよう
○めいわく駐車追放パトロール〈9月27日(木)〉
問い合わせ▶ 交通対策課(☎85－6052)



12

日曜市役所の休みについて
　9月23日は祝日のため、日曜市役所は休みます。
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6136)

地域自立支援協議会の一部公開
と き▶ 10月1日(月)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 9月18日(火)から、福祉課(☎85－6185)へ

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

市高齢者総合福祉計画推進協議会の公開
と き▶ 10月12日(金)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 10月1日(月)から、福祉課(☎85－6184)へ

環境対策に補助金を交付します
　地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素を削減す
るため、次の補助を実施します。
住宅用高効率エネルギーシステム設置
内 容▶ 自ら居住する市内の住宅(店舗などとの併用住

宅を含む)に設置する場合、予算の範囲内で補
助金を交付する(予定額を超えたときは抽選)

補助額▶ 1台当たり4万円
申し込み▶ 10月1日(月) ～ 31日(水)に、所定の用紙(環境政

策課に用意)に記入して、環境政策課(☎85－
6211)へ

 ホームページ
 http://www.city.kasugai. lg.jp/shinsei/

shinsei/kankyoseisaku/index.html
 ※住宅用太陽光発電システム、住宅用太陽熱

高度利用システムを設置する場合も、予算の
範囲内で先着順に補助金を交付

10月の献血
とき ところ

20(土)9：30～ 16：00 市役所
21(日)9：30～ 16：00 市役所
27(土)10：00～ 16：00 バロー春日井西店

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

問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6191)か県赤十字血液セン
ター (☎0561－84－1131)

就業構造基本調査に協力を
　10月1日現在で、総務省統計局
により全国一斉に実施されます。
この調査は、就業・不就業の実
態を明らかにし、全国や各地域
別の就業構造に関する基礎資料
を得ることを目的として実施さ
れるもので、雇用・経済政策の
基礎資料として活用されます。
　調査の対象となった世帯に9月下旬に調査員が伺い
ますので、協力してください。　※統計法に基づいて
実施される国の重要な調査であり、提出された調査票
は統計上の目的以外には使用しません。
問い合わせ▶ 企画課(☎85－4324)

夜コン｢水と宇宙｣
と き▶ 9月21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▶ 逵村真理子(バイオリン)、菅原拓馬(ピアノ)
曲 目▶ バッハ｢6つの無伴奏バイオリンソナタ｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

読み聞かせの会
と き▶ 9月22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

市民射撃競技大会
と き▶ 9月23日(祝)午前8時30分～午後3時
ところ▶ 白川射撃場(岐阜県加茂郡白川町)
種 目▶ トラップ射撃競技、スキート射撃競技
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で資格を持っている人

・60人(先着順)
費 用▶ 参加料○1競技…5000円○2競技…8500円
 ※射撃協会加盟者は各1000円引き
持ち物▶ 銃砲所持許可証、散弾銃
申し込み▶ 当日午前8時30分～ 10時に、会場で
問い合わせ▶ 市射撃協会・長谷川(☎090－3556－2608)

ジョギング大会
と き▶ 9月30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)

就業構造基本調査
のシンボルマーク
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映画会
と き▶ 9月23日(祝)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマン｣｢世界昔ばなし｣
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)

アニメひろば
と き▶ 9月29日(土)午後2時～ 3時30分
題 目▶ ｢魔女の宅急便｣
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)

南部ふれあいセンター同好会の展示・発表会
作品展～絵画、手工芸、水彩画、俳句など
と き▶ 9月30日(日) ～ 11月14日(水)午前8時30分～午

後9時30分
芸能発表会～民謡、太極拳、民踊、ダンスなど
と き▶ 10月7日(日)午前10時～午後2時
ところ・問い合わせ▶南部ふれあいセンター (☎85－

7878)

密蔵院所蔵文化財の公開
と き▶ 10月7日(日)午前9時～午後4時
内 容▶ 秘仏木造薬師如来立像(御本尊)をはじめ、県・

市指定文化財や寺宝の公開
講演｢密蔵院の歴史と仏教美術について｣など　　　
と き▶ 10月7日(日)①午前10時から②午前11時30分か

ら③午後1時30分から
講 師▶ ①市文化財友の会②③密蔵院語り部の会
ところ▶ 密蔵院(熊野町)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)か密蔵院(☎83－2610)

フリーマーケット
と き▶ 10月7日(日)午前10時～午後3時
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)

※クリーンセンター駐車場の利用可

市民綱引大会
と き▶ 10月7日(日)午前9時30分～午後3時
種 目▶ 一般男子・一般女子・ジュニアの部(小学生・

男女混合可)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の10人以内で構成した

チーム〈監督・コーチ(成人)各1人、選手6人、
交代選手2人)　※監督・コーチが競技に参加
するときは選手として登録

費 用▶ 参加料(1チーム)一般4000円、ジュニア2000円
持ち物▶ 上靴
ところ・申し込み▶9月22日(土)〈必着〉までに、所定

の用紙(総合体育館に用意)に記入して、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市綱引連盟・川本(☎090－8324－3464)

親子イモ掘り体験
と き▶ 10月13日(土)午前10時～ 11時(雨天の場合は翌

日)
対象・定員▶ 市内在住の3歳児～小学3年生とその保護者・

20組40人
ところ・申し込み▶9月28日(金)〈必着〉までに、往復

はがき(1組1枚)に催し名、住所、親子の氏名、
子どもの年齢、電話番号を書いて、〒480－
0305坂下町4－250－1、坂下公民館(☎88－
5555)へ

紙芝居とお話を聞く会10月の開催日
ところ とき

赤ちゃんのためのおはなし
会(文化フォーラム春日井・
2階会議室Ａ・Ｂ)

12(金)・26(金)11：00～

図書館
3(水)11：00～、6(土)・13(土)・
20(土)・27(土)15：00～、10(水)
・17(水)・24(水)15：30～

東部市民センター
5(金)・12(金)・19(金)・26(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 13(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 13(土)14：00～
南部ふれあいセンター 17(水)15：30～
西部ふれあいセンター 13(土)・27(土)11：00～
知多公民館 3(水)15：30～
鷹来公民館 13(土)13：30～
坂下公民館 6(土)14：00～
中央公民館 13(土)11：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市民水泳大会
と き▶ 10月28日(日)午前9時～午後1時30分
ところ▶ サンフロッグ春日井
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上の人(リレ

ーを除き1人2種目まで)　※リレーはクラブ、
教室、学校などのチームでの参加

費 用▶ 参加料(1人)500円
申し込み▶ 9月30日(日)〈必着〉までに、はがきに大会

名、種目、住所、氏名、年齢、性別、電話番
号、勤務先か学校名(学年も)、リレーは代表
者の住所、氏名、チーム名を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3、総合体育館へ

問い合わせ▶ 市水泳協会・藤江(☎81－1884)
29歳以下・30歳以上の部(5歳区
分で、年齢の上限なし)の各男女

自由形 50m
平泳ぎ 50m
背泳ぎ 50m
バタフライ 50m
個人メドレー 200m
メドレー・フリーリレー 200m(50m×4)
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とと
男男女女

その18

　これまで防災や救助活動は、男性が中心になって
行うものと考えられる傾向が強くありました。しか
し、女性も地域防災の大事な担い手です。昼間に災
害が起きた場合、地域に残っているのは、まだまだ
女性が多いという現状からも、防災対策に女性の参
画を進めていくことが必要です。
　災害時においても、男女が共同して対応にあたる
ことができるよう、普段から家庭や地域、職場での
男女共同参画を実践し、男女が共に支え合う地域づ
くりに努めたいですね。
問い合わせ▶市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6152）

地域の安全はオレ達が守る！
女の出る幕じゃないぞ！

ポチーっ !!

どいてっ !!

あっ !!

研修を
受けたことが
あったの

えいっ！

かすがい男女共同参画市民フォーラム
と き▶ 11月11日(日)午後1時開演(0時30分開場)
ところ▶ 東部市民センター
内 容▶ ○基調講演｢がんばりすぎるあなたへ｣精神科

医・香山リカ○絵手紙入賞作品の紹介など
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・450人(超えたと

きは抽選)
申し込み▶ 10月15日(月)〈必着〉までに、はがきかファク

スに住所、氏名、年齢、電話番号、託児希望
者(定員あり)は｢託児希望｣と子どもの氏名(ふ
りがな)、年齢、性別を書いて、〒486－8686
春日井市役所市民活動推進課｢市民フォーラ
ム参加｣係(☎85－6152、ＦＡＸ85－5522)へ　
※ホームページでの申し込みも可

 ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp
/sankaku/danjo/6forum.html

市食育推進計画策定委員会の委員
内 容▶ 5回程度開催する委員会に出席し、市食育推

進計画(案)を作成する
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21年3月31日
申し込み▶ 9月28日(金)〈必着〉までに、所定の用紙(農政課、

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、農政課(☎85－6236)へ

市民美術展覧会のポスター
内 容▶ 市民美術展覧会を宣伝し、未発表のもの
規 格▶ Ｂ2(縦72.8cm×横51.5cm)を縦に使用し、色は

自由(金・銀・蛍光色は除く)
賞 ▶ 優秀(採用作品2点)…賞金と賞品、佳作(若干名)

…賞品　※採用されたポスターの著作権は本
展覧会に帰属。入選作品は本展覧会開催中、
会場で展示

応募資格▶ 中学生以上(個人かグループで2点以内)
申し込み▶ 12月9日(日)〈必着〉までに、作品の裏面に｢第

57回春日井市民美術展覧会｣、住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、年齢、職業か学校名と学
年を書き、制作意図を200字以内にまとめた
ものを添えて、〒486－0844鳥居松町5－44、
かすがい市民文化財団(☎85－6868)へ

知多公民館　☎32－8988
表情筋トレーニング～顔の筋肉を動かし、笑顔で健康
を
と き▶ 10月11日・25日、11月8日・22日、12月13日

保育園の臨時職員の登録
職 種▶ ○長時間保育対応保育士…平日の朝〈午前7時

30分(4園のみ7時) ～ 10時〉・夕(午後4時～ 6時
30分(4園のみ7時)・土曜日○休憩対応保育士
(昼2時間)○1日勤務保育士

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▶ 写真(縦4cm×横3cm)、印鑑、保育士証か幼稚

園免許を持って、直接、保育課(☎85－6205)
へ
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の木曜日(5回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 松下美奈子
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1250円
持ち物▶ 手鏡
 
パソコン講座～デジタルカメラ写真の編集と活用
と き▶ 10月18日～ 11月8日の毎週木曜日(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▶ ｢表情筋トレーニング｣は9月17日(祝)から電話

で、｢パソコン講座｣は10月6日(土)〈必着〉ま
でに、往復はがき(1人1枚1講座のみ)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

中央公民館　☎33－1111
木目込み干支作り～来年の干支を作る
と き▶ 10月の毎週火曜日(9日を除く4回)午前9時30分

～ 11時30分
講 師▶ 荻田捷子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・40人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料費2500円
持ち物▶ 木目込みべらか目打ち
 
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布草履を編
む
と き▶ 10月5日(金)・12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▶ 受講料各500円、材料費各100円
持ち物▶ 5cm×130cmの布30枚、裁縫用具
 
申し込み▶ いずれも9月23日(祝)〈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
科学遊び～不思議なパイプとクラフト独楽(こま)
と き▶ 10月6日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 加納弘雅
対象・定員▶ 市内在住の小学2～ 6年生(2年生のみ保護者同

伴)・10人
費 用▶ 材料費200円
申し込み▶ 9月19日(水)から、電話で

鷹来公民館　☎84－7071
｢えとの親子｣木目込み人形作り教室
と き▶ 10月21日(日)・28日(日)〈2回〉午前10時～正午
講 師▶ 鈴木真淳祥
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料500円、教材費4200円
持ち物▶ 木目込みべらか目打ち、はさみ、小皿、タオ

ル
申し込み▶ 9月20日(木)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
秋のミニ盆栽づくり～かわいい秋の実物ミニ盆栽
と き▶ 10月15日(月)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 松井一尚
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1500円
持ち物▶ ビニール風呂敷、盆栽用か手芸用ばさみ
申し込み▶ 9月27日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1人1枚)

に講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号を書いて、〒487－0011中央台2－2－1
へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
創作紙粘土教室～紙粘土でカラーの花をつくる
と き▶ 10月13日(土)午前9時30分～正午
講 師▶ 梅田寿子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1200円
持ち物▶ 縦30cm×横30cm×深さ5㎝くらいの箱
申し込み▶ 9月19日(水)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢どんぐり・まつぼっくりで遊ぼう｣
と き▶ 10月5日(金)午前10時～ 11時30分
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▶ 9月18日(火)8時30分から、電話で

文化フォーラム春日井　☎85－6868
パソコンde自分史
と き▶ 11月10日～ 1月19日の毎週土曜日(12月29日を

除く10回)午後1時30分～ 4時30分
講 師▶ 日本自分史センター相談員、けやきフォーラ

ム
対象・定員▶ パソコンで文章入力できる程度の初心者・15

人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料7000円
申し込み▶ 10月20日(土)〈必着〉までに、はがきかファク

スに講座名、住所、氏名、年齢、性別、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(ＦＡＸ82－0213)へ
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レディヤンかすがい　☎85－4188
和食入門～だしのとり方など料理の基礎を学ぶ
と き▶ 10月14日～ 11月25日の隔週日曜日(4回)午前10

時～午後0時30分
講 師▶ 加藤令子
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1000円、教材費3000円
申し込み▶ 9月30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)、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
初心者のためのお茶入門講座
と き▶ 10月20日～ 12月8日の毎週土曜日・祝日(8回)

午後2時～ 3時30分
講 師▶ 原科初美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料2000円、材料費2400円
持ち物▶ 懐紙、扇子、ふくさ
申し込み▶ 9月19日(水)から、電話で

エコメッセ春日井　☎88－5006
和服のリフォーム～あまり手をかけずに新しい発想で
着物を着る
と き▶ 10月5日(金)・12日(金)・19日(金)〈3回〉午前10

時～ 11時30分
講 師▶ 松本誉世
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 不用になった着物類、裁縫用具
 
和布で来年のえとを作る～ねずみ(ペア)を作る
と き▶ 10月10日(水)・17日(水)〈2回〉午前10時～ 11時

30分
講 師▶ 丹羽ちず子
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1300円
持ち物▶ 裁縫用具、白糸、ピンセット(ある人のみ)
 
申し込み▶ いずれも9月19日(水)から、電話で

児童センター　☎87－6866
こども陶芸教室
と き▶ 10月27日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 県陶磁資料館(瀬戸市)
対象・定員▶ 市内在住の小学3年生～中学生・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 教材費600円
申し込み▶ 9月30日(日)〈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)、学校名と
学年、保護者の氏名・電話番号を書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61へ

市文化協会の文化講座
大正琴初心者講座
と き▶ 10月の毎週木曜日(4回)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 中央公民館
講 師▶ 新芝えつ子
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▶ 教材費500円
持ち物▶ 大正琴(ない人には貸し出し可)
 
初心者のためのクラシックギター講座
と き▶ 10月4日・11日・25日、11月1日の木曜日(4回)
 午後7時～ 9時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
講 師▶ 中林潔
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▶ 教材費1000円
 
申し込み▶ いずれも9月21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)、
電話番号を書いて、〒486－8686春日井市役
所文化課(☎85－6079)へ

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
心も体もリフレッシュ宣言！！
と き▶ 9月27日(木)午前10時～正午
ところ▶ 大手公民館
講 師▶ 谷中富美子
定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターグレイスフル春日井(☎

89－2391)へ
 
転倒・骨折予防～気功のパワーで足腰を鍛えよう！
と き▶ 9月27日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ 大島ひろ絵
定 員▶ 35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
 
転ばぬ先の健康体操～朝15分間のマイタイム
と き▶ 10月12日(金)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 遠藤光子、河瀬サヨ子
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
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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▶ 10月27日(土)午前9時～正午
ところ▶ グリーンパレス春日井
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▶ 9月20日(木)から、電話で

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▶ 10月2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12月～平成19年1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▶ ①10月3日(水)②10月10日(水)③10月17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▶ 10月4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5月～ 6月生まれの乳児(第1子)とその

保護者・30組(先着順)
持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル、おんぶひも(ある

人のみ)
 
歯周病予防教室～あなたの歯肉は健康ですか
と き▶ 10月11日(木)午前9時30分～正午
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 歯科医師(歯・歯肉の検査など)、歯科衛生士
対象・定員▶ 市内在住の18歳以上の人・24人(先着順)
持ち物▶ 手鏡、タオル、現在使用中の歯ブラシや歯間

ブラシなど
 
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▶ 10月14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▶ ｢歯周病予防教室｣｢日曜パパママ教室｣は9月
18日(火)から、｢モグモグ健康教室｣は9月20日
(木)から、｢カミカミ健康教室｣は9月21日(金)
から、電話で　※｢パパママ教室｣は常時受け
付け

総合福祉センター　☎84－3611
これならできる健康体操
と き▶ 11月の毎週火曜日(4回)午前10時～ 11時30分
講 師▶ スポーツインストラクター
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
 
インターネットの世界をのぞいてみよう
と き▶ 11月7日・21日・28日、12月5日の水曜日(4回)

午後7時～ 9時
講 師▶ けやきフォーラム
持ち物▶ ノートパソコン(貸し出し可)
定 員▶ ノートパソコン持参の人…10人、貸し出し希

望の人…10人

元気のもとは食べること～高齢者の味覚・栄養・口腔
(こうくう)ケアを学ぶ
と き▶ 11月9日・30日、12月7日・14日の金曜日(4回)

午前10時～ 11時30分　
講 師▶ 佐々木雅子、加藤保津美
定 員▶ 50人(超えたときは抽選)
 
クラシックギターを弾いてみよう
と き▶ 11月9日・30日、12月7日・14日の金曜日(4回)

午後7時～ 8時30分
講 師▶ 春日井ギターオーケストラ
持ち物▶ クラシックギター (貸し出し可)
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
 
なつかしい歌を楽しく歌おう
と き▶ 11月22日・29日、12月6日・20日の木曜日(4回)

午前10時～ 11時30分　
講 師▶ 井上文子、伊藤健治
定 員▶ 50人(超えたときは抽選)
 
対 象▶ いずれも市内在住の60歳以上の人か身体障害

者
費 用▶ いずれも受講料520円(テキスト代などは実費)
 ※身体障害者は無料(初回受け付け時に障害者

手帳の提示が必要)
申し込み▶ いずれも10月1日(月)〈必着〉までに、往復は

がき(1講座1枚、複数の受講可)に講座名、住所、
氏名、年齢、電話番号、身体障害者は障害名、
ノートパソコン・クラシックギターの貸し出
しを希望する人は｢貸し出し希望｣と書いて、
〒486－0857浅山町1－2－61へ
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総合体育館　☎84－7101
自然満喫！トレッキング体験・秋～初・中級コースを
歩いて天然温泉に入ろう
と き▶ 10月28日(日)午前7時30分～午後6時30分
ところ▶ ウイングヒルズ白鳥リゾート(岐阜県郡上市)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上で完歩で

きる人・45人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料5500円〈交通費(貸し切りバス)や昼食

代、温泉入浴料、傷害保険料を含む〉
申し込み▶ 10月3日(水)〈必着〉までに、往復はがきに講

座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、
電話番号を書いて、〒486－0804鷹来町4196
－3へ

児童センター　☎87－6866
バドミントン教室
と き▶ 10月28日(日)、11月4日(日)・10日(土)、12月2日

(日)・8日(土)〈5回〉午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ サン・アビリティーズ春日井
講 師▶ 山田敏勝
対象・定員▶ 市内在住の小学3年生～中学生の初心者・40

人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料500円
持ち物▶ ラケット、上靴
申し込み▶ 9月30日(日)〈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)、学校
名、学年、保護者名、電話番号を書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61へ

市体育協会の講座
硬式テニス初級者教室
と き▶ 10月14日(日)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▶ 10月6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)

国民健康保険税の支払いで困っている人へ
多重債務者の無料相談窓口を開設
　国民健康保険加入者で、多重債務で苦しんでいる人
を対象に相談窓口を開設します。消費者金融などの貸
金業者から過払金を回収して国民健康保険税などの滞
納分に充て、多重債務の解消と併せて滞納市税の解消
ができる場合があります。借金の整理などに関するこ
とは何でも相談してください。なお、相談を希望する
人は事前に必ず、国保年金課(☎85－6158)か収納課(☎
85－6111)へ連絡してください。
と き▶ 9月～平成20年3月(12月は除く)の毎月最終日

曜日午前9時～正午、午後1時～ 4時
ところ▶ 市民相談コーナー
相談員▶ 県弁護士会会員

市税などの納期限・納税相談
国民健康保険税4期・介護保険料3期
　納期限は10月1日(月)です。最寄りの金融機関やコン
ビニエンスストアで納付してください。また、便利な
｢口座振替｣を利用してください。口座振替の人は、預
貯金残高を確認してください。
日曜収納・納税相談窓口
と き▶ 9月30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)

8日 ( 祝 ) は一部を除き各相談とも休みます。

月の生活相談10
この情報は毎月15日号で掲載しています。

年金相談
とき ところ 電話

10日(水)　10：00～ 12：15、
13：00～ 16：00

東部市民センター 92－8511

月～金曜日　9：00～ 17：00 国保年金課 85－6160

※国保年金課の窓口では社会保険事務所への年金記録
照会の取り次ぎ、記録確認を実施中

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

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
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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8日(祝)は行い、9日
(火)は休み。公私立保育園のところ・電話は保育課(☎
85－6205)へ

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

19(金)
健康管理セ
ンター 10：00～

11：00
各16人

26(金)
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　※歯科相談は、歯ブラシ、コ
ップ、タオルも

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

1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

2(火)・23(火) 保健センター 10：00～
11：009(火)・16(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)　※2日
(火)と9日(火)は卒乳の、16日(火)と23日(火)は
救急蘇生(そせい)法の講話もあり

対 象▶ 平成18年10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)

総合健康相談
とき ところ

3(水)・17(水)　
10：00～ 12：00

保健センター

22(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)

ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)相談
とき ところ 電話

月～金曜日　9：00～ 12：00、
13：00～ 16：00

市民活動推進課男女
共同参画室

85－6296

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)

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

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)

青少年Ｅメール相談先▶ホームページ　http://
www.sei.city.kasugai.aichi.jp/pc.html　※返信
は月～土曜日の午後3時～ 7時(3日以上かかる
こともあり)

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
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介護相談
とき ところ

15(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) 1(月)・15(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 2(火)

消 費 生 活 月～金曜日

13：00～
16：00

行 政 9(火)・23(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 3(水)

登 記(面 接 の み、 予 約 制) 12(金)

不 動 産 取 引 26(金)

建 築 火曜日

ところ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

レディヤンかすがい相談室
曜日 時間 電話

女性の悩み相談(家庭のも
めごとや結婚・離婚、家
族や職場の人間関係、ド
メスティック・バイオレ
ンス、性別による差別的
扱い、セクシュアルハラ
スメント、不安や悩み　
など)

火曜日

10：00～
12：00、
13：00～
15：30

85－7871
水～金曜日

13：00～
16：30

第2・4土曜
日

10：00～
12：00

女性のための法律相談
(面接のみ、予約制)

第1・3土曜
日

10：00～
12：00

85－4188
(予約
9：00～
17：00)

若者就業支援相談(職業適
性診断、就職支援など)
〈予約制〉

第1木曜日
13：00～
16：00

85－4401
(予約　85
－4188
9：00～
17：00)

※9日(火)の女性の悩み相談は休み。若者就業支援相談
の予約は相談日の2日前まで、開催日以外の木曜日に2
人以上の申し込みがあった場合は実施

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)

10(水)・
27(土)

※ボランティア相談は、9日(火)は休み

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

4(木)・18(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

外国人相談
日・
曜日

時間 ところ 電話

英語・タガロ
グ語

3(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 10(水)

スペイン語 17(水)
市役所相談
室101

85－6918
(相談日のみ)

ポルトガル語 24(水)
市役所相談
室105

85－6579
(相談日のみ)

内 容▶ 行政サービスに対する疑問や不安についての
相談

10月1日～7日は全国労働衛生週間です
　｢こころにゆとり　からだに余裕　みんなでつくる
健康職場｣をスローガンに、労働者の労働衛生意識の
高揚と産業界における自主的な労働衛生管理活動の促
進を図りましょう。
問い合わせ▶ 県産業労働部労働福祉課(☎052－954－6359)

10月の認定産業医による健康相談
とき ところ

21(日)　10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
23(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

再就職準備セミナー
と き▶ 10月11日(木)午前10時～午後3時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 妊娠や出産、育児、介護などを理由に退職し、

再就職を希望する人・20人(先着順)　※託児(1
歳以上の未就学児)あり

内 容▶ スキルアップのための講義、再就職者の体験
談、オリエンテーション、相談会など

申し込み▶ 9月18日(火)から、21世紀職業財団愛知事務所
(☎052－586－7222、ＦＡＸ052－586－7225)
へ
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不動産鑑定士による不動産の無料相談会
と き▶ 10月1日(月)午前10時～午後3時30分
ところ▶ 市役所303会議室
内 容▶ 土地価格や地代、家賃、借地権、相続時の土

地の分割、不動産の有効利用についての相談
問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 県不動産鑑定士協会

行政書士による許認可手続き無料相談会
と き▶ 10月2日(火)午前10時～午後3時
ところ▶ 市役所303会議室
内 容▶ 官公署に提出する書類や権利義務・事実証明

に関する書類(実地調査に基づく図面類を含
む)の作成など許認可手続きについての相談

問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
主 催▶ 県行政書士会尾張支部

膠原(こうげん)病患者家族教室
と き▶ 10月16日(火)午後2時～ 4時
ところ▶ レディヤンかすがい
講 演▶ ｢膠原病の理解と療養生活に大切なこと｣医師

・深谷修作
対象・定員▶ 膠原系難病で療養している人とその家族・50

人(先着順)
申し込み▶ 9月18日(火)から、県春日井保健所(☎31－

2188)へ

10月の多重債務者相談(要予約)
とき ところ 電話

18(木)・28(日)
13：00～ 16：00

鳥居松ふれあいセン
ター

080－
3289－
7704

内 容▶ ＮＰＯ法人クレサラあしたの会(司法書士ほ
か)による多重債務者のための生活再建相談

持ち物▶ 契約書など関係書類
問い合わせ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

10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〉

9(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 18(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/

呼吸器教室
と き▶ ①10月19日(金)②10月26日(金)〈2回〉午後1時

30分～ 3時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ ①講演｢呼吸器疾患と日常生活について｣医

師・加藤高志(交流会もあり)②講演｢上手な呼
吸でいきいきライフ｣理学療法士・桜井春香、
実技｢楽しく歌って呼吸リハビリ｣音楽療法士
・久保田真由美

対象・定員▶ 春日井市か小牧市在住で、肺結核や肺気腫な
ど呼吸器の病気の影響で、息切れなどの症状
がある人・30人(先着順)

申し込み▶ 9月18日(火)から、県春日井保健所(☎31－
2188)へ

県文連美術展の作品
部 門▶ 日本画、洋画、工芸、彫塑、書　※全部門を

通して1人1点で、未発表の作品に限る
対 象▶ 中学校卒業年齢以上で、県内在住か在勤、在

学の人
出品料▶ 4000円
開催要項・申込書▶文化フォーラム春日井・文化情報

プラザで配布中
申し込み▶ 9月25日(火)〈必着〉までに、申込書を郵送か

直接、〒460－8534名古屋市中区三の丸3－1
－2、県教育委員会生涯学習課内、県文連美
術展事務局(☎052－954－6781)へ

県文連美術展
と き▶ 10月23日(火) ～ 28日(日)
ところ▶ 県美術館ギャラリー (名古屋市東区)
問い合わせ▶ 県文連美術展事務局(☎052－954－6781)

日商簿記検定
月 日▶ 11月18日(日)
ところ▶ グリーンパレス春日井
受験料▶ 1級7500円、2級4500円、3級2500円、4級1600

円
申し込み▶ 9月28日(金) ～ 10月17日(水)に、春日井商工会

議所(☎81－4141)へ　※1級のみ顔写真(縦4.5
㎝×横3.5㎝)が必要

2・3級カラーコーディネーター検定
月 日▶ 12月2日(日)
ところ▶ 春日井商工会議所(予定)
受験料▶ 2級7140円、3級5100円
申し込み▶ 9月18日(火) ～ 10月19日(金)に、検定センター

(☎03－3989－0777)へ　※ホームページでの
申し込みも可

 ホームページ　http://www.kentei.org/
問い合わせ▶ 春日井商工会議所(☎81－4141)



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

落合公園管理棟

アスティ高蔵寺

市役所市民サロン

味美ふれあいセンター
鷹来公民館

ルネックギャラリー

坂下公民館
中央公民館

グリーンピア春日井

（☎56ー0414）

（☎85－6079）

（☎85－6073）

（☎31－3522）
（☎84－7071）

（☎34－6800）

（☎88－5555）
（☎33－1111）

（☎92－8711）

9／15（土）～17（祝）
9／28（金）～30（日）
9／15（土）～27（木）
9／29（土）～10／11（木）
9／17（祝）～23（祝）

9／24（休）～30（日）

9／17（祝）～29（土）
9／17（祝）～30（日）

9／20（木）～24（休）

9／20（木）～27（木）
9／21（金）～10／5（金）

9／22（土）～23（祝）

9／29（土）～10／8（祝）

秋の山野草展
おもと展
オリジナルニット展
楽しい折り紙あそび
きり絵友遊会作品展

わかば会（暮らしの中の）絵
手紙展

パソコン作品展
ステンドグラス展

「描いて　彫って　摺っての
30ねん」　川添孝木版画展

水墨画、絵手紙などの作品展
水・墨彩画、悠々会合同展

野辺の生け花展

植物画教室受講生作品展

牛山山草会
日本おもと協会 春日井支部
jun-knit works
ひまわりの会
きり絵友遊会

わかば会

ホームコンじゅく
児島美津子

川添孝

十二人の会
水・墨彩画クラブ、悠々会

野辺の生け花教室受講生と
講師

植物画受講生と講師

あなたも情報発信しませんか？

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

婦人会エコライフフェア
とき▶9月22日（土）午前10時～午後2時30分　とこ
ろ▶レディヤンかすがい　内容▶エコ料理試食会、
リサイクル体験コーナーなど　問い合わせ▶市婦
人会協議会・伊藤（☎81－5880）アレルギーを持つ子どもと親の集い

とき▶9月27日（木）午前10時～正午　ところ▶レ
ディヤンかすがい　内容▶県春日井保健所栄養士
による除去食作りのアドバイス　対象▶アレルギ
ー（アトピー・食物アレルギー・ぜんそく）のある
子どもとその保護者　※保護者のみの参加も可　
申し込み▶9月23日（祝）までに、ファクスに参加
者全員の住所・氏名、電話番号、参加人数、子ど
もの年齢、除去食を書いて、春日井アレルギーの
会・杉山（☎・ＦＡＸ32－0516）へ
････････････････････････････････････････････
伝えたい～こんな時代がありました
とき▶9月26日（水）～ 30日（日）午前10時～午後5
時（最終日は4時まで）　ところ▶文化フォーラム
春日井　内容▶縄文時代の再現衣服や江戸時代生
まれの人が縫ったぞうきん、布が貴重な時代の袋
などの展示　問い合わせ▶悠遊会・矢野（☎91－
5789）

22



地域経済
NO.4

～好きなお店、オススメのお店、行きつけのお店を推薦してね！～
私が選ぶ･･･地域一番店コンクール実施

　春日井商工会議所と市商店街連合会では、商業振興の一環として「地域に
密着し個性と魅力にあふれる店」を市民の皆さんから推薦してもらい、表彰
する地域一番店コンクールを実施しています。
※応募した人の中から抽選で50人に、優秀店に選ばれた店で利用できる3000円分の買物券を進呈します。
応募方法▶10月31日（水）〈消印有効〉までに、はがきか封書、ファクス、Ｅメール、推薦用紙に推薦する店の名

前・所在地・推薦理由、自分の住所・氏名・年齢・性別・職業・電話番号を書いて、〒486－8511鳥
居松町5－45、春日井商工会議所（☎81－4141、ＦＡＸ81－3123、Ｅメールmaster@kcci.or.jp）へ　
※応募は1人1店までとし、高校生未満は応募不可

応募してネ！

●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

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7月〉

（86件）14件
（4人）0人

（6418件）974件
火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

9／15

9／22

9／29

緊 急 医

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

在宅緊急医
外科

内科・小児科・外科

内科・小児科

在宅緊急医
産婦人科

歯科

☎84－3060

☎84－3060

☎85－0077

☎95－0233

☎84－1811

☎84－3060

☎91－3755

☎87－4103

☎51－8222

☎75－3882

☎33－8011

☎81－1303

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

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）

あさひ病院（下原町）

田島クリニック（石尾台5）

田代クリニック（鳥居松町4）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

神領マタニティ（堀ノ内町）

産科婦人科七原（白山町2）

ミナミ産婦人科（小牧市）

大林産婦人科医院（高山町1）

森永産婦人科（八事町2）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

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。

■…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。

9／16

9／17

9／23

9／24

9／30
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