
　子ども安全アカデミーで「自分たちのまちは自分たちで守る」と真剣な
表情で、子どもたちがロープ結索などを学んでいました。アカデミーは
市安全なまちづくり協議会が主催し、講師は安全・安心まちづくりボニ
ターや女性フォーラム実行委員会、春日井警察署などの皆さんです。
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高齢者への虐待をなくそう高齢者への虐待をなくそう高齢者への虐待をなくそう高齢者への虐待をなくそう
平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。誰もが「住
み慣れた地域で、尊厳のある生活を送りたい」と望んでいます。その望みをはばむ原因の一つである高齢者虐待
について考えてみましょう。

身体的身体的虐待虐待身体的虐待身体的虐待
●殴る、つねる、ける
などの暴力
●動けないように縛る
●無理やり食事を口に
入れる

など

心理的虐待心理的虐待心理的虐待心理的虐待
●怒鳴る、ののし
る、無視する
●失敗したことを
笑ったり、それ
を人前で話して
恥をかかせる

など

介護・世話の介護・世話の
放棄放棄・放任放任
介護・世話の
放棄・放任
介護・世話の
放棄・放任

経済的虐待経済的虐待経済的虐待経済的虐待
●必要な金銭を渡さない、使わせない
●本人の自宅を無断で売却する
●年金や預貯金を勝手に使う

など　　　

●食事や入浴、排せつな
どの世話をしない
●必要な介護・医療サー
ビスを受けさせない
●衛生的でない環境で
　生活させる

など

性的虐待性的虐待性的虐待性的虐待
●性的行為を強要する
●嫌がる部位に触れる

など

これらが
高齢者虐待

です

これらが
高齢者虐待

です

そのほか　50件

家族・親族　43件

近隣者・友人　24件

警察　15件

保健所など　5件

民生委員　36件

医療機関　27件

高齢者本人　65件

事業者など
240件

［いずれも、県内の平成18年4月1日から19年1月31日までの状況］

経済的虐待　119件

身体的虐待
324件心理的虐待

126件

性的虐待　3件

介護・世話の
放棄・放任　136件

虐待の通報・相談件数 虐待の種類(複数回答あり)

※虐待するのは、家族や親族などの養護者とは限りません。介護保険施設の入所施設や、介護サービス事業所な
どの従事者による場合もあります。

一人で抱え込まないで
相談を

虐待は早期発見、
早期対応が大切
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高齢者への虐待をなくそう

身体的虐待

心理的虐待
介護・世話の
放棄・放任

経済的虐待性的虐待

一人で抱え込まないで一人で抱え込まないで
相談を相談を

一人で抱え込まないで
相談を

虐待は早期発見、虐待は早期発見、
早期対応が大切早期対応が大切
虐待は早期発見、
早期対応が大切

介護保険課（☎85－6196）

　介護の負担や家族の病気、家庭の経済状況の変化
などから、高齢者と家族の間の人間関係のバランス
が崩れ、さらに生活上のさまざまなストレスが複雑
に絡み合うことで虐待が起こるといわれています。
　介護の負担を軽減するさまざまなサービスや制度
などもあるので、一人で悩みや負担を抱え込まず、
気軽に相談してみてください。

　問題の深刻化を防ぐためにも、高齢者が発している何らかのサインにできるだけ早く
気付いてあげることが大切です。「虐待かな？」と思ったら、すぐに近くの地域包括支援
センターか介護保険課に連絡してください。皆さんの勇気が虐待のないまちの実現につ
ながります。

□体に小さな傷が頻繁に見られる
□家に帰りたがらない
□傷やあざの説明が合わない
□主治医や福祉の担当者に話すことや援助を受けることにちゅうちょする
□急におびえたり、恐ろしがったりする
□「自由に使えるお金がない」と訴える
□寝具や衣服が汚れたままのときが多い
□栄養失調の状態にある
□経済的に困っていないのに、利用負担のあるサービスを利用したがらない

高齢者が不当な扱いや虐待を受けていることが
疑われる場合のサインの一例

高齢者が不当な扱いや虐待を受けていることが
疑われる場合のサインの一例

※上記のサインはあくまで参考です。サインがあると必ず虐待があるというものではありません。

電話
93－1314
88－8303
51－1840
87－5377
89－3027
89－2391
32－1117
33－8236
56－9166
56－8611

名 称
地域包括支援センターあさひが丘（神屋町)
地域包括支援センター春緑苑（廻間町)
地域包括支援センターじゃがいも友愛（出川町8)
市社会福祉協議会地域包括支援センター（浅山町1)
市医師会地域包括支援センター（柏原町5)
地域包括支援センターグレイスフル春日井（桃山町)
地域包括支援センター第2グレイスフル春日井（牛山町)
地域包括支援センター勝川（若草通1)
地域包括支援センター第2春緑苑（下津町 )
市社会福祉事業団地域包括支援センター（中切町3)

こちらへ、気軽に相談してください
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新春

105

122

163

220

問い合わせ▶生涯学習スポーツ課（☎85－6452）

ゴール

10km競技スタート
（10：10）

3kmジョギング
スタート
（10：40）

3km競技スタート
（10：20）

市民病院総合体育館

大手小

朝宮
公園

中央
公民館

柏原中

市役所

柏原小

ケローナ通

国
道
19
号

●コース図（スタート時間）

10km競技の部

3kmジョギングの部

3km競技の部

参加資格▶健康で、各種目とも午前11時25分までにゴ
ールできる人（10㎞競技の部は70分以内に
ゴールできる人）
※小学生以下には責任者が同伴してくださ
い。また、小学3年生以下には責任者が伴
走してください。

参加料▶10㎞競技の部…2000円、3㎞競技の部・ジ
ョギングの部…200円

　賞　▶○競技の部は各部門6位まで表彰○10㎞競
技最高タイムの優勝者男女各1人をホノル
ルマラソンに招待（過去に招待された人を
除く）○競技の部参加者に記念Ｔシャツ○
参加者全員に参加賞
※競技終了後、ゼッケン番号で豪華景品が
当たるお楽しみ抽選会があります。

申し込み▶10月23日（火）～11月22日（木）までに、所定
の郵便払込取扱票（総合体育館、市役所情
報コーナーなど市の主な施設に用意、1人1
枚）に記入し、参加料を添えて郵便局（手数
料が必要）か生涯学習スポーツ課、総合体
育館へ
※インターネットや携帯サイトでも申し込
みができます。（手数料が必要）
ホームページ　http://www.runnet.jp/

新しい年の幕開けを飾る新春春日井マラソン大会に参加して、新春のまちを駆け抜けましょう。

春日井マラソン春日井マラソン
　　大会参加者募集　　大会参加者募集
春日井マラソン春日井マラソン
　　大会参加者募集　　大会参加者募集
春日井マラソン
　　大会参加者募集

10㎞競技の部

3㎞競技の部

3㎞ジョギングの部

○一般男子（高校生以上）○40歳代男子○50
歳以上男子○一般女子（高校生以上）○40歳
以上女子

○中学生男子○中学生女子

年齢、性別は問いません

平成20年平成20年
1月13日(日)1月13日(日)
〈雨天決行〉〈雨天決行〉

平成20年
1月13日(日)
〈雨天決行〉

昨年の大会の様子

篠木四ツ谷
組合事務所

南気噴
組合事務所

神領
組合事務所
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春日井マラソン
　　大会参加者募集
春日井マラソン
　　大会参加者募集

平成20年
1月13日(日)
〈雨天決行〉

県道
内津
・勝
川線
 

高蔵寺 
ふれあいセンター 

高蔵寺 
浄化センター 

高蔵寺中 

不二小 

かす
がい
 

JR
中央
本線
 

国道
１９
号 

庄
内
川
 

内津
川 

国道１５５号 

こうぞうじ 

東 名 高 速 道 路 

神領小 神領小 

じん
りょ
う 

じん
りょ
う 

東部中 

篠木小 

南城中 

出川小 

土 地 区 

画 整 理 

組 合 の 保留地販売 保留地販売 保留地販売 のお知らせ のお知らせ のお知らせ 
と　き

▲

１０月１７日（水）～２６日（金）〈毎日〉午前１０時～午後４時

ところ

▲

各組合事務所

申し込みできない人

▲

未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人

持ち物

▲

買受申込書（各組合に用意）、実印、印鑑登録証明書、住民票（法人の場合は登記簿謄本か資格証明書）

※申込者名義で売買契約することになります。代理人が申し込む場合は委任状が必要です。共有で購入す

る場合は、申込書に連名で記入してください。

用途地域

▲

周辺施設

▲

整備概要

▲

第一種住居地域、第二種住居

地域、第一種中高層住居専用

地域、準工業地域

ＪＲ高蔵寺駅、高蔵寺中、不

二小、保育園など

整地済み（現状引き渡し）、上

水道・公共下水道・都市ガス

は宅地内まで組合で引き込み

（一部引き込み済み）

用途地域

▲

周辺施設

▲

整備概要

▲

第一種住居地域、準工業

地域

東部中、篠木小、幼稚園

など

整地済み（現状引き渡し、

一部を除く）、上水道・

都市ガスは道路に本管布

設済み、引き込みは個人

で

掲載情報は９月末現在です。保留地の詳しい内容については、各組合事務所に問い合わせてください。

篠木四ツ谷
組合事務所
（篠木町７－２５３６・�５６－８６０６）

篠木四ツ谷
組合事務所
（篠木町７－２５３６・�５６－８６０６）

処分価格（円）地積（m２）番　号

３６３６万１０００２７９．７０２２街区２－２

３６５２万９９８０２６４．７１２７街区１

２８４３万２３００２１８．７１２７街区４－１

３３１６万７８４０３６０．５２３０街区４

５００７万１０００４３５．４０４２街区１７－１

２１０２万３７５０１６８．１９４９街区１－１

２６５２万３６００２８５．２０６５街区１７

用途地域

▲

周辺施設

▲

整備概要

▲

第一種住居地域、第一種

中高層住居専用地域

ＪＲ神領駅、南城中、神

領小、出川小、保育園、

幼稚園、郵便局、銀行な

ど

整地済み（現状引き渡し）、

上水道・都市ガスは道路

に本管布設済み、引き込

みは個人で（一部引き込

み済み）

処分価格（円）地積（m２）番　号

３９９１万８８０４６４．０８３５街区９

２４８９万７６００１９１．５２３９街区８－１

３２７７万１７００２５２．０９５１街区７

９９３万９６６０１７４．３８５４街区１－２

１１００万９６４０１１９．６７５５街区５

１９９０万４０００２４８．８０５６街区１－２

２９６６万９２５０３９５．５９５８街区１４

３４８５万６５００３０３．１０６１街区５

２１７６万３２００１８１．３６６５街区３－１

２０２２万３６００１６８．５３６５街区３－３

４００万９６００５０．１２６８街区２

２６８２万１１２０２０９．５４６９街区５

６３７万７０００９１．１０６９街区１５

１９９６万８０００２４９．６０７４街区１１－１

１７６５万１５５０１６８．１１９５－１街区１－１

２８４８万６８００２３１．６０９６街区１－１

１６００万８０００１６０．０８１０３街区２－５

南気噴
組合事務所
（気噴町３８１－３・�５２－１３５７）

南気噴
組合事務所
（気噴町３８１－３・�５２－１３５７）

神領
組合事務所
（神領町１０３１－１・�８５－２５５５）

神領
組合事務所
（神領町１０３１－１・�８５－２５５５）

処分価格（円）地積（m２）番　号

１９１２万６２５０１７８．７５４街区１

２３２９万２４４０２１９．７４２８街区９
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国
春日井市

自己都合 勧奨・定年

退職手当

最高限度 59.28月分 59.28月分

国と同じ

勤続35年 47.5月分 59.28月分

勤続25年 33.5月分 41.34月分

勤続20年 23.5月分 32.76月分

その他の
加算処置

定年前早期退職者に対し、
最高100分の20を乗じて得
た額を加算

市職員の給与は国家公務員の給与制度などに準じ、市の条例によって定められています。市民の皆さんに理解し
ていただくため、その主な内容をお知らせします。

国 春日井市

扶養手当

扶養親族1人につき5000
～1万3000円、満16歳年
度始めから満22歳年度
末までの間にある子1人
につき5000円加算

国と同じ

住居手当

(1)借家・借間…家賃額
に応じて支給(最高限度
額は月額2万7000円)
(2)自宅新築・購入後5年
間…月額2500円

(1)借家・借間…国と同
じ
(2)自宅…月額4500円

通勤手当
徒歩以外で2km以上の通
勤者に対して5万5000円
まで

徒歩以外で2km以上の通
勤者に対して5万5000円
まで(国とは通勤手段・
距離による相違あり)

職員の給与などの状況

人件費(普通会計決算・平成18年度)
歳出総額(Ａ)▶767億9714万円　実質収支▶19億182万円
人件費(Ｂ)▶149億546万円　人件費率(Ｂ/Ａ)▶19.4％
※人件費には市長・議員など、特別職に支給される給料
・報酬などのほか、事業費から支出された職員の給与な
ども含みます。(金額は万円未満切り捨て)

特別職の報酬など(平成18年4月1日現在)
給料(月額)▶市長101万8500円、助役85万600円、収入役
74万1000円　報酬(月額)▶議長63万2000円、副議長57万
1000円、議員52万5000円　期末手当▶6月期1.6月分、12月
期1.75月分

職員給与費(普通会計予算・平成18年度)
職員数(Ａ)▶1750人(37人)　給料▶68億213万円　職員手
当▶19億7900万円　期末・勤勉手当▶29億3481万円
計(Ｂ)▶117億1595万円　１人当たり給与費(Ｂ/Ａ)▶669
万円
※職員数の(　)内は再任用職員の数で、給与費には特別
職に対する給料・報酬などは含みません。職員手当とは、
扶養・地域・管理職・通勤・特殊勤務・住居・時間外勤
務などの手当で、退職手当は含みません。(金額は万円未
満切り捨て)

職員の平均給料月額、平均年齢(平成18年4月1日現在)
一般行政職▶35万7730円、平均年齢44歳11月　技能労務
職▶30万6969円、平均年齢45歳8月

職員の初任給(平成18年4月1日現在)
大学卒▶17万6800円(採用後2年経過19万800円)　高校卒▶
14万2800円(採用後2年経過15万2500円)

一般行政職の級別職員数(平成18年4月1日現在)
1 ～ 3級(主事･主任)▶308人(37.4％)　4級(主査・統括主任)
▶271人(32.8％)　5 ～ 6級(課長補佐)▶141人(17.1％) 　 7級
(課長)▶91人(11.0％)　8級(部長)▶14人(1.7％)

地域手当(平成18年4月1日現在)
支給率▶10％ (国の支給率は1％)　支給対象職員数▶1720
人　支給対象職員1人当たり平均支給年額▶36万9909円

国
春日井市

期 末 勤 勉

期末・勤勉
手当

6月 1.4月分 0.725月分

国と同じ12月 1.6月分 0.725月分

計 3月分 1.45月分

職員手当(平成18年4月1日現在)

※職制上の段階、職務の級などによる加算措置がありま
す。

※平成18年度中に退職した市職員(全職種)の退職手当の1
人当たり平均支給額は、自己都合が233万円、勧奨・定年
が2493万円です。(金額は万円未満切り捨て)

時間外勤務手当(平成18年度)
支給総額▶2億6578万円　職員1人当たり平均支給年額▶
15万円(金額は万円未満切り捨て)

特殊勤務手当(平成18年度)
職員全体に占める手当支給職員の割合▶44.3%　支給対象
職員1人当たり平均支給年額▶8万8975円　手当の数▶25

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額(平成18年4月1日
現在)

経 験 年 数

10年 15年 20年

一般行政職
大学卒 28万1325円 31万8052円 35万2978円

高校卒 23万8900円 28万6525円 31万1300円

技能労務職
大学卒 25万9200円 26万7633円 30万2800円

高校卒 25万400円 26万5866円 28万3788円
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部門別職員数(各年4月1日現在)

職員数その他服務などの状況

職員研修の実施状況 (平成18年度 )

職員の福祉と利益の保護の状況
職員(共済組合員)の福祉事業の概要
　短期給付は、職員が育児や介護に係る休業を取得した
場合に、職員に支払われる休業給付(育児休業手当金、介
護休業手当金)です。長期給付は、職員が退職した場合や、
障がいの状態になったり、死亡したりした場合に、職員
やその遺族の生活の安定を図ることを目的として支給(退
職共済年金、障害共済年金、障害一時金、遺族共済年金)
されています。また、職員(共済組合員)の健康保持に資す
る保養所の宿泊事業、住宅貸付などの貸付事業や、貯金
事業などがあります。

問い合わせ ▼人事課(☎85－6021)

職員数(平成18年4月１日現在)
2556人(再任用職員43人を含む)
※再任用職員とは、定年退職者などを従前の勤務実績に
基づいて再び採用した職員です。

職員の勤務時間、休憩・休息時間の概要(平成18年4月1日
現在)
　原則、職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分
までの1日8時間、週40時間で、1日に45分の休憩時間と30
分(15分が2回)の休息時間があります。
※平成19年4月1日から休息時間は廃止しました。

分限処分と懲戒処分制度の概要(平成18年度)
　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれ
ば職を失ったり、降任されたり、給料を減額されたりし
ます。
心身故障による分限休職者▶23人　信用失墜行為による
戒告処分者▶4人

職員の各種休暇・休業平均取得日数と人数(平成18年度)
年次有給休暇▶8.8日　厚生休暇▶5.2日　育児休業▶63人
部分休業▶32人　介護休暇▶2人

勤務成績の評定
　職員の勤務実績や職務遂行能力、態度などを公平かつ
統一的に把握し、合理的な人事管理と職員の能力開発、
育成、活用を図ることを目的として、年1回勤務成績の評
定を行っています。

職員採用試験の合格者と倍率(平成18年度)
事務職(一般事務)▶26人(15.5倍)　事務職(社会福祉士)▶
4人(3.8倍)　事務職(精神保健福祉士)▶1人(7.0倍)　技術職
(土木)▶2人(10.0倍)　技術職(建築)▶1人(3.0倍)　技術職

そのほかの職員福祉のための制度の概要
　定期健康診断や職員健康(身体・心)相談室の開設、市職
員共済会への助成などを行っています。

公務災害補償の実施状況(平成18年度)
　公務(通勤)上において、災害が発生し、職員が傷病や死
亡した場合には、地方公務員災害補償基金から一定の補
償がなされます。
通勤災害▶傷病2件　公務上の災害▶傷病27件

研 修 名 回 数 日 数 時 間 受講者数
階層別研修(18コ
ース・派遣を含む)

38 63 420 744

特別・専門研修(27
コース)

54 61 412.5 1954

派遣研修 － － － 110
通信教育(34コー
ス)

－ － － 69

総 計 92 124 832.5 2877

階層別研修▶勤務年数や職位に応じて要請される諸能力
の育成のために、各階層別に実施　特別･専門研修▶より
高度な専門的知識と技術を習得し、実務能力を養成する
ために実施　派遣研修▶自治大学校や国土交通大学、市
町村職員中央研修所など、高度な行政運営能力・専門能
力を養成するため、研修機関に派遣　通信教育▶職員の
自己啓発支援として、通信教育講座の受講料を助成

区 分 職員数(対前年増減数)
部 門 平成18年 平成19年

一
般
行
政
部
門

福祉関係
以外

議 会 10 10
総 務 235(－2) 250(＋15)
税 務 82(＋1) 80(－2)
労 働 2(－2) 2
農林水産 12 12
商 工 10(＋1) 10
土 木 167(－5) 162(－5)
小 計 518(－7) 526(＋8)

福祉関係
民 生 512(＋12) 512
衛 生 264(－1) 260(－4)
小 計 776(＋11) 772(－4)

一般行政部門計 1294(＋4) 1298(＋4)
教 育 145(－11) 137(－8)
消 防 281(＋3) 283(＋2)
小 計 427(－8) 421(－6)

公営企業等
会計部門

病 院 631(－8) 639(＋8)
水 道 42(－8) 40(－2)
下水道 53(－2) 46(－7)
その他 67(＋4) 64(－3)
小 計 793(－14) 789(－4)

合計 2513(－18) 2507(－6)

※職員数は一般職に属する職員の数です。(再任用、嘱託、
臨時を除く)

不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況
　職員は懲戒のほか、その意に反する不利益な処分に関
して、公平委員会に不服の申し立てをすることができま
す。
平成18年度不服申し立て件数▶0件

苦情処理制度の概要
　職員は任用や給与、勤務時間、そのほかの勤務条件、
服務など人事管理の全般に関する苦情の申し出や相談を
公平委員会にすることができます。

勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況
　職員は給与等勤務条件に関して、公平委員会に適当な
措置を講ずるよう要求することができます。
平成18年度措置要求件数▶0件

(栄養士)▶2人(21.0倍)　保育職▶23人 (7.5倍)　消防職▶13
人(15.7倍)　保健師▶4人(3.3倍)
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I N F O R M A T I O N情報最前線

問い合わせ▶子ども政策課(☎85-6206)

市では、11月1日から18歳未満の子どもがいる家庭や妊娠中の人を対象に、子育て家庭を地域社会全体で
支える「子育て家庭優待事業」を開始します。この事業は県との協働事業で、県内の協賛店舗などで、市が配
布する優待カード「はぐみんカード」を提示すると、協賛店舗などが独自に設定するさまざまな特典を受けら
れるものです。

問い合わせ▶子ども政策課(☎85-6206)

対　象▶市内在住で、18歳未満の子どもと妊娠中の人(18歳到達後の最初の3月31日まで有効)
カードの配布▶市内の保育園・幼稚園、小中学校に通う子どもは、各学校などを通して配布

それ以外の対象者は、10月22日(月)から、子ども政策課、各出張所、かすがいげんきっ子
センター、交通児童遊園、児童センターで業務時
間内に配布　※対象者であることが分かるもの
(乳幼児医療費受給者証、生徒手帳、母子健康手帳、
など)を持参してください
※10月22日(月)以降に母子健康手帳の交付を受け
る人はそのときに配布

協賛店舗▶「はぐみん優待ショップ」のステッカーが店頭に
張られています
※市内の協賛店舗などの一覧表は、カードと合わせて配布
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/kodomo/kosodate/kosodateyutai.html

短 詩 型 文 学 祭短 詩 型 文 学 祭
限られた字数の中に、生活や社会、自然を表現する短詩型文学は、身近な創作活動としてとても親しみやすく、
研ぎ澄まされた表現や新鮮な観察眼をはぐくみます。今年の短詩型文学祭には、一般の部に654点、小中学生の
部に1万1906点の応募があり、その中から次の皆さんが、市長賞を受賞しました。

問い合わせ▶かすがい市民文化財団(☎85-6868)

市長賞受賞者(一般の部)
　詩　▶戸澤三二子(大手田酉町)
短　歌▶田中絢子(八田町)
俳　句▶水谷一二三(坂下町)
川　柳▶波多野久子(角崎町)
狂　俳▶長谷川舜三(牛山町)

市長賞受賞者(小中学生の部)
　詩　▶松本智信(高座小3)
短　歌▶磯貝彩香(西藤山台小6)
俳　句▶工藤莉奈(玉川小6)
川　柳▶伊藤佑記(高蔵寺中1)

と　き▶10月27日(土) ～ 11月4日(日)午前9時～午後4時30分(最終日
は3時まで)

ところ▶文化フォーラム春日井

と　き▶12月中旬～平成20年12月中旬
ところ▶内々神社境内文学の森

購入方法▶10月27日(土)から、文化フォーラム春日井･文化情報プラ
ザ、市役所情報コーナー、東部市民センター、味美・高蔵
寺・南部・西部ふれあいセンター、各公民館で

内　容▶入選作品、審査員・実行委員作品、審査員による審査講評
などを掲載

価　格▶800円

子育て家庭優待事業子育て家庭優待事業がが始まります始まります

●作品展（特別賞受賞作品と審査員･実行委員の作品を展示）●

●市長賞受賞作品を展示●

●作品集の販売●

はぐみんカード
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春日井会場 ▼10月27日（土）～ 11月4日（日）午前9時～
午後4時30分〈最終日は午後3時まで〉

と　こ　ろ 内　容

文化フォーラム春日井
一般部の市観光協会長賞
以上の作品

市役所10～ 12階 一般部、学生条幅の部

道風記念館、観音寺（松河戸町）学生半紙の部、参考作品

※11月3日（祝）のみ、会場循環バスを運行します。

名古屋会場 ▼11月6日（火）～ 11日（日）午前10時～午後
6時〈9日（金）は午後8時まで〉

と　こ　ろ 内　容

県美術館ギャラリー J
（名古屋市東区）

一般部の市観光協会長賞
以上と学生部文部科学大
臣奨励賞の作品展示

市役所前 JR勝川
駅　前

道風記念館前 JR春日井
駅　　前 市役所前

(着) (発)

 9：15  9：21  9：28  9：33  9：40  9：46

 9：55 10：01 10：08 10：13 10：20 10：26

10：35 10：41 10：48 10：53 11：00 11：06

11：15 11：21 11：28 11：33 11：40 11：46

11：55 12：01 12：08 12：13 12：20 12：26

12：35 12：41 12：48 12：53 13：00 13：06

13：15 13：21 13：28 13：33 13：40 13：46

13：55 14：01 14：08 14：13 14：20 14：26

14：35 14：41 14：48 14：53 15：00 15：06

15：15 15：21 15：28 15：33 15：40 15：46

15：55 16：01 16：08 16：13 16：20 16：26

問い合わせ▶かすがい市民文化財団内道風展事務局(☎85-6868)

会場循環バス時刻表（無料）〈11/3（祝）のみ〉

健康はかけがえのない財産です。定期的に健康診断を受けて、元気に暮らしましょう。

健康診断の種類 と　き 対　　　象 受診料金 検　査　内　容　な　ど

総合健診
月～金曜日(祝休
日を除く)午前

40歳の市民(1回限り) 4000円
眼圧、眼底、聴力、肺機能、血清、腎機能、
糖尿、脂質、生化学、心電図、胃・胸部Ｘ線、
腹部超音波など生活習慣病に関する約70項目
※結果は後日、医師から個別説明があります。

41歳以上の市国民健康保険加
入者

6900円

41歳以上の市民 １万6900円
上記以外の人 ３万900円

前立腺がん検診
(総合健診オプション)

総合健診受診時
★男性で50歳以上の市民 600円

前立腺腫瘍（しゅよ
う）マーカー

★で次の①から⑤のい
ずれかに該当する人は
受診料が免除されます。
①満70歳以上の人②
市国民健康保険加入者
③老人保健法による医
療受給者④生活保護
世帯の人⑤世帯全員が
市民税非課税の人※②
の人は健康保険証、③
の人は受給者証を持参
してください。

総合健診受診者で上記以外の
男性

2300円

乳がん検診

火曜日(祝休日を
除く)午後

★女性で30歳以上の市民 1700円
乳房Ｘ線撮影、視
触診総合健診受診者で上記以外の

女性
3000円

子宮がん〈頚(けい)部〉
検診

★女性で20歳以上の市民 1300円
細胞診、内診総合健診受診者で上記以外の

女性
5000円

骨粗しょう症検診

★市民で18歳以上の女性と
30歳以上の男性

600円
かかとの骨を超音波
により測定総合健診受診者で上記以外の

人
2900円

申し込み▶健康管理センター (☎84-3060)

健康管理センターで健康診断健康管理センターで健康診断（予約制）を！（予約制）を！健康管理センターで健康診断（予約制）を！健康管理センターで健康診断（予約制）を！
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防災フェア
　市民の皆さんに、災害について考えてもらうため、
市の施設を巡回して防災用品などの展示をします。家
庭での災害対策に役立ててください。

とき ところ
10／ 16(火) ～ 24(水) 東部市民センター
10／ 26(金) ～ 11 ／ 8(木) 坂下公民館
11／ 10(土) ～ 20(火) 総合福祉センター
11／ 22(木) ～ 29(木) 南部ふれあいセンター
12／ 1(土) ～ 6(木) 知多公民館
12／ 8(土) ～ 20(木) 西部ふれあいセンター

問い合わせ▶ 市民安全課(☎85－6072)

都市計画マスタープラン策定委員会の公開
と き▶ 10月30日(火)午前10時から
ところ▶ 市役所304・305会議室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

総合計画審議会の公開
と き▶ 11月1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)

グリーンパレス春日井リニューアルオープン
　11月1日(木)にリニューアルオープンします。会議室
を4室増設し、新しく図書室も開設しますので、気軽
に利用してください。また、サービスコーナーを図書
室に移設するため、利用日が変更になります。
※サービスコーナー休業日…土・日曜日、祝休日、月
曜日(祝休日のときは、その直後の祝休日でない日)、
年末年始
問い合わせ▶ グリーンパレス春日井(☎84－0381)

秋季かすがいクリーン大作戦
　地域の道路や公園などの清掃を各区・町内会・自治
会などの協力で行います。ぜひ参加して、きれいなま
ちにしましょう。
と き▶ 11月4日(日)午前8時～ 10時
ところ▶ 市内全域
ごみの出し方▶各区・町内会・自治会で事前に決めら

れた場所に、燃やせるごみはクリーン大作
戦用のごみ袋に、燃やせないごみと汚泥はそ
れぞれ別々の土のう袋に入れて出してくださ
い。また、家庭ごみや事業系ごみ、粗大ごみ
は出さないでください

問い合わせ▶ ごみ減量推進課(☎85－6226)

11月の献血
とき ところ

5(月)13：30～ 16：00 市民病院
18(日)10：00～ 15：00 総合福祉センター
27(火)9：30～ 16：00 市役所

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)

歯ッスルエイジの歯科健診
と き▶ 11月8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▶ 10月18日(木)から、健康推進課(☎85－6164)へ

狂犬病予防注射や登録の変更は済みましたか
　狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主は
犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられ
ています。まだ注射を受けていない場合は、動物病院
で早めに注射を受けてください。また、飼い主の変更
や犬の転入、飼い犬が死亡したなど登録事項に変更が
あった場合は手続きをしてください。
問い合わせ▶ 環境政策課(☎85－6216)

小学校入学前の健康診断と就学相談
入学前の健康診断
　｢就学時健康診断のお知らせ｣を11月初めまでに送付
します。届かないときは、校区の小学校へ連絡してく
ださい。また、外国籍で入学を希望し、まだ教育委員
会に申請していない人は、学校教育課へ申請してくだ
さい。
対 象▶ 平成13年4月2日～ 14年4月1日生まれの子ども
ところ▶ 就学予定の小学校　
障がいのある子どもの就学相談
　個人相談を行いますので、学校教育課へ連絡してく
ださい。
問い合わせ▶ いずれも学校教育課(☎85－6441)

館蔵品展｢人生の羅針盤｣
と き▶ 10月18日(木) ～ 1月6日(日)午前9時～午後4時

30分
休館日▶ 月曜日(10月29日を除く)〈祝休日のときは、

その直後の祝休日でない日〉
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内 容▶ 浅野醒堂、宮島詠士、豊道春海、西脇天舟、
桑原翠邦らの、人生の指針となる言葉を題材
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▶ 11月4日(日)、12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)

昼コン特別篇
と き▶ 10月20日(土)①午前10時～ 10時30分②午前11

時30分～正午③午後1時～ 1時30分④午後2時
30分～ 3時

ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
出 演▶ 丹羽道子(ソプラノ)、笹原直美(ピアノ)、濱田

千枝(フルート)、林敬子(パーカッション)
曲 目▶ アーレン｢虹の彼方に｣、アイルランド民謡｢ロ

ンドンデリーの歌｣など
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▶ 10月20日(土)午後2時～ 3時
内 容▶ ｢アンパンマンとみるくぼうや｣｢はだかの王

様｣｢ねずみの嫁入り｣
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)

お話の部屋
と き▶ 10月21日(日)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)

読書週間10/27(土) ～ 11/9(金)
くらしを彩る｢押し花｣の世界
と き▶ 10月27日(土) ～ 11月4日(日)〈最終日は午後3

時まで〉
ところ▶ 図書館
内 容▶ 押し花の本や額、しおりなど作品の展示
読み聞かせ
と き▶ ①10月27日(土)午後3時～ 3時30分②11月3日

(祝)午後3時～ 3時30分③11月7日(水)午前11時
～ 11時30分④11月9日(金)午前11時～ 11時50
分(乳児対象)

ところ▶ ①～③図書館④文化フォーラム春日井
本のリサイクル会
と き▶ 10月28日(日)午前9時～午後3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ リサイクル本の無料配布
腹話術と手品
と き▶ 11月3日(祝)午後2時～ 2時30分
ところ▶ 図書館

シーンボイスガイド体験
と き▶ 11月4日(日)午前10時～正午、午後1時～ 3時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 視覚障がいの体験を通じて、映画の楽しみ方

を学ぶ
図書館探検
と き▶ 11月4日(日)午後1時30分～ 2時
ところ▶ 図書館
内 容▶ 図書館のしくみを学ぶ
折り紙教室
と き▶ 11月4日(日)午後2時～ 3時
ところ▶ 図書館
整理券▶ 当日午後1時45分から、図書館内で配布
定 員▶ 15組
問い合わせ▶ いずれも図書館(☎85－6800)

夜コン｢刺激的に、イタリアンな夜｣
と き▶ 10月26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▶ 加藤佳代子(ソプラノ)、鈴木美香(チェンバロ)、

高橋弘治(バロックチェロ)
曲 目▶ ヘンデル｢オペラ『アグリッピーナ』のアリ

ア｣、スカルラッティ ｢チェンバロソナタ｣な
ど

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

明るい選挙啓発ポスター入選作品展
　248点の応募の中から、次の皆さんの作品が優秀作
品に選ばれました。(敬称略)
小学生の部
横江美久(小野小3)、竹市有里(石尾台小5)、伊藤華子(篠
木小6)
中学生の部
松下友(中部中2)、加藤千晶(岩成台中2)、平岩祐希奈(石
尾台中3)

とき ところ
10／ 24(水) ～ 11 ／ 8(木) 市役所市民ホール(全地区)

11 ／ 15(木) ～ 22(木) 東部市民センター (東)

11 ／ 15(木) ～ 22(木) 西部ふれあいセンター (西)

※(東)は東部地区の作品24点、(西)は西部地区の作品23
点を展示。また、各期間とも最終日は正午まで。優秀
作品はホームページでも公開
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/
senkyo/senkan/akaruisenkyo.html
問い合わせ▶ 市選挙管理委員会(☎85－6071)

読み聞かせの会
と き▶ 10月27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
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映画会
と き▶ 10月28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)

市社会福祉大会
と き▶ 11月2日(金)午前10時～正午
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ○社会福祉に尽力した功労者の顕彰○講演

｢現代における感染症の動向｣中部大学教授・
伊藤康彦

問い合わせ▶ 生活医療課(☎85－6228)

キャンドルナイト　ＩＮ　ＫＡＳＵＧＡＩ
　約1000本のキャンドルをともし、一人一人が灯りの
中で日頃忘れてしまっている大切なことをゆっくりと
考える時間を過ごしましょう。市民コンサートなどの
催しも予定しています。
と き▶ 11月3日(祝)午後5時30分から
ところ▶ 市庁舎南広場　※雨天時は市役所市民ホール

で市民コンサートのみ開催
問い合わせ▶ 企画課(☎85－6049)

交通児童遊園フェア
と き▶ 11月3日(祝)午前10時～午後3時
内 容▶ ○屋内…模型電車展示・運行、カンバッジ(写

真など持参)など○屋外…モンキースライダ
ー、ちびっこランド、ジョイフルサイクルな
ど

対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴) ～中学生
問い合わせ▶ 交通児童遊園(☎81－1301)

道風祭記念野外大揮毫(ごう)大会
と き▶ 11月3日(祝)午後1時から

(雨天中止)
ところ▶ 松河戸グラウンド
対 象▶ 園児・小中高生　※一

般の人も参加可　
賞 ▶ 市長賞、参加賞など
持ち物▶ 筆、墨汁
申し込み▶ 当日、正午～午後0時45

分までに、道風公園で
問い合わせ▶ 経済振興課(☎85－6244)　※当日の開催につ

いては、午前9時以降に市役所(☎81－5111)

　　昨年の様子

グリーンピアコンサート
と き▶ 11月3日(祝)午後1時30分～ 2時30分
出 演▶ ＭＹギターアンサンブル春日井
曲 目▶ ｢春日井よいとこ｣｢ふるさと｣｢里の秋｣など
ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92－

8711)

市民アーチェリー大会
と き▶ 11月4日(日)午前9時30分から
種 目▶ 18m(w)〈インドアルール〉
種 別▶ 個人戦(リカーブスタイル、ベアースタイル)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料1000円
ところ・申し込み▶10月26日(金)〈必着〉までに、はが

きに大会名、種別、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▶ 市アーチェリー協会・酒井(☎81－1695)

市ピアノコンクール本選会
と き▶ 11月4日(日)午前10時から
ところ▶ 東部市民センター
入場料▶ 1000円(全自由席、3歳未満入場不可)
入場券▶ 文化フォーラム春日井・文化情報プラザ、東

部市民センターで発売中　※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)

郷土館茶会｢雪待月｣
と き▶ 11月4日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ 郷土館　※当日は、大垣共立銀行春日井支店

の駐車場が利用可
呈茶券▶ 400円(当日会場で販売)
問い合わせ▶ 文化財課(☎33－1113)
協 力▶ 市茶道連盟協会

市文化協会の文化展
と き▶ ①11月10日(土)午前9時から②11月10日(土) ～

11(日)午前10時～午後4時③11月10日(土) ～ 16
日(金)午前10時～午後4時

ところ▶ ①③市役所市民ホール②市役所10 ～ 11階
内 容▶ ①開会式と保育園児による鼓笛隊演奏②加盟

団体や美術協会、高校生などによる作品展と
茶席(午前10時～午後3時)③水墨画展

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)
主 催▶ 市文化協会

連盟会長杯ソフトテニス大会
と き▶ 11月11日(日)午前9時から〈予備日18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▶ 10月27日(土)〈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)
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紙芝居とお話を聞く会11月の開催日
ところ とき

文化フォーラム春日井(赤ち
ゃんのためのおはなし会)

9(金)・22(木)11：00～

図書館
7(水)11：00～、3(祝)・10(土)・
17(土)・24(土)15：00～、14(水)
・21(水)・28(水)15：30～

東部市民センター
2(金)・9(金)・16(金)・23(祝)
15：30～

味美ふれあいセンター 10(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 10(土)14：00～
南部ふれあいセンター 21(水)15：30～
西部ふれあいセンター 10(土)・24(土)11：00～
知多公民館 7(水)15：30～
鷹来公民館 10(土)13：30～
坂下公民館 3(祝)14：00～
中央公民館 10(土)11：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

げんきっ子フェスタ
　市長と児童が交流するげんきっ子会議など、開館記
念行事として、いろいろな催しを行います。
対 象▶ 市内在住の幼児～小学生

とき 内容

11／ 13(火)①10：00～
11：00②15：00～ 16：00

①ビデオ鑑賞｢ミッキーとドナル
ドの仲間たち｣②ビデオ鑑賞｢くま
のプーさん｣

11 ／ 14(水)①10：00～
11：00②15：00～ 15：30

①親子で遊ぼう(募集は終了)②は
じめの一歩による劇

11／ 15(木)15：00～
15：30

スキップによる人形劇

11／ 16(金)①10：00～
10：40②11：00～ 11：20
③15：00～ 15：30

①体を使ったリズム遊び②絵本の
読み聞かせ③ピエロと遊ぼう

11／ 17(土)15：00～
15：30

マジック・ショー

11／ 18(日)①10：00～
15：00②11：00～ 11：30
③14：00～ 14：30

①おもちゃの修理②エプロンシア
ターとマジック③おたまじゃくし
カル～テットのオカリナ演奏

11／ 24(土)10：00～
11：30

げんきっ子会議

ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センター (☎
35－3501)へ

ダブルス団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 11月11日(日)午前9時から
種 目▶ 男子・女子ダブルス団体リーグ(1チーム4～ 6

人)
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の高校生以上の人
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▶10月31日(水)〈必着〉までに、はが
きに大会名、代表者の住所・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▶ 市卓球連盟・野田(☎34－1655)

秋のハイキング大会
月 日▶ 11月11日(日)〈雨天中止〉
集 合▶ 午前9時30分までにグリーンピア春日井へ　
コース▶ グリーンピア春日井→弥勒山→道樹山→細野

キャンプ場→グリーンピア春日井の約6.6㎞
持ち物▶ 弁当、水筒、雨具　※参加者には記念バッジ

を進呈
定 員▶ 200人(先着順)　※小学生以下は、保護者同伴
申し込み▶ 11月2日(金)までに、経済振興課内、市観光協

会(☎85－6244)へ　※当日の開催については、
午前7時以降に市役所(☎81－5111)へ

市民病院の医療職員を募集
職 種▶ ①薬剤師②助産師③看護師④看護師
採 用▶①②④平成20年4月1日③平成20年1月1日
人 員▶ ①1人②6人程度③若干名④10人程度
受験資格▶ ①昭和56年4月2日以降に生まれ、免許を取得

した人②④昭和33年4月2日以降に生まれ、免
許を取得している人③昭和33年1月2日以降に
生まれ、免許を取得している人　※①②④平
成20年5月までに取得見込みの人を含む

給 料▶ ①大卒約21万5000円②③④大卒約23万4000
円、短大3卒約22万8000円、短大2卒約22万
1000円　※平成19年4月1日現在の額のため今
後変動あり。給料のほか各種手当をそれぞれ
の条件に応じて支給

試 験▶ 12月1日(土)午前9時30分から、市民病院で、
性格検査、面接試験(①は教養・適性試験も実
施)

申し込み▶ 11月22日(木)〈必着〉までに、市販の履歴書、
免許証の写し、健康診断書(市民病院管理課、
ホームページに用意)を直接(土・日曜日、祝
休日を除く)か郵送で、〒486－8510鷹来町1－
1－1、春日井市民病院管理課(☎57－0046)へ
※卒業見込みの人は免許証の代わりに卒業見
込み証明書と成績証明書が必要。健康診断書
は学校で受けた最新のもので可。③④は採用
月も記入

 ホームページ　http://www.hospital.kasugai.
aichi.jp/jimu/saiyo/Ｈ2001_04.html
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知多公民館　☎32－8988
そば打ち入門
と き▶ 10月28日(日)午前9時～正午
講 師▶ 日本手打ちそば保存会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、材料費650円
持ち物▶ エプロン、タオル、ふきん、持ち帰り用の容

器(ふた付き)
 
パソコンで年賀状作り
と き▶ 11月10日(土)・17日(土)〈2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1000円、教材費200円
 
木版画年賀状作り
と き▶ 11月18日(日)・25日(日)、12月2日(日)〈3回〉午

前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 吉川房子
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▶ 受講料750円、材料費500円
持ち物▶ 彫刻刀、定規、色鉛筆
 
｢日本書紀｣～藤原京遷都
と き▶ 11月～平成20年3月の第3水曜日(5回)午後2時

～ 3時30分
講 師▶ いのぐち泰子
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1250円
持ち物▶ ワイド版岩波文庫｢日本書紀(五)｣
 
申し込み▶ ｢そば打ち入門｣は10月18日(木)から、電話で、

それ以外は11月2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
1人1つのアップルパイ作り講座
と き▶ 11月7日(水)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 稲葉清美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1000円
持ち物▶ めん棒(ある人のみ)、エプロン、ふきん2枚、
 10cm×20cmの持ち帰り用の箱

｢日本書紀｣聖徳太子(三)
と き▶ 11月～平成20年3月の第2水曜日(5回)午前10時

～ 11時30分
講 師▶ いのぐち泰子
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1250円
持ち物▶ ワイド版岩波文庫｢日本書紀(四)｣(ない人は

1155円で購入可)
 
申し込み▶ ｢1人1つのアップルパイ作り｣は10月18日(木)

から電話で、｢日本書紀｣は10月31日(水)〈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、本の購入
希望者は｢購入希望｣と書いて、〒486－0809
町屋町3610－1へ

中央公民館　☎33－1111
楽しく親子でリトミック　
と き▶ 11月9日～ 30日の毎週金曜日(4回)午前10時30

分～ 11時30分
講 師▶ 伊藤典子
対象・定員▶ 市内在住の未就園児(2歳以上)とその保護者・

35組(超えたときは抽選)
 
デッサン・水彩画教室～初歩から学ぶ
と き▶ 11月～平成20年2月の第2・4木曜日〈ただし12

月は第2、1月は第4のみ(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、教材費300円
持ち物▶ 2Ｂ～ 4Ｂの鉛筆、消しゴム、水彩画用具
 
申し込み▶ いずれも10月26日(金)〈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

味美ふれあいセンター　☎31－3522
きもの着付け教室
と き▶ 11月15日～ 12月13日の木曜日(5回)午後6時30

分～ 8時30分
講 演▶ 加藤太恵
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1250円
持ち物▶ 着物、帯、腰ひも
申し込み▶ 10月29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)、電話番
号を書いて、〒486－0958西本町1－15－1へ
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坂下公民館 　☎88－5555
ＫＩＤ'Ｓ講座｢ロールケーキの変身術｣～パティシエ
直伝！市販のロールケーキでクリスマス予習
と き▶ 11月4日(日)9時30分～ 11時30分
講 師▶ 日比野裕子
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・15人(先着順)
費 用▶ 材料費2400円(持ち帰り用の箱代含む)
 
大人の書き方教室～弘法筆をえらばず
と き▶ 11月13日(火)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 松浦華苑
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
持ち物▶ 使いたい筆記用具(筆、サインペンなど)、練

習用紙
 
絵画教室(託児付)～水彩画入門
と き▶ 11月16日(金)・28日(水)〈2回〉午前9時30分～

11時30分
講 師▶ 磯貝文利
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500円
持ち物▶ スケッチブック、絵の具
 
人気の和菓子｢鬼まんじゅう｣～秋の定番サツマイモの
おやつ
と き▶ 11月23日(祝)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 渡辺平八郎
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、材料費400円
 
申し込み▶ ｢ＫＩＤ'Ｓ講座｣は10月18日(木)から電話で、

それ以外は、いずれも10月27日(土)〈必着〉ま
でに、往復はがき(1人1枚)に講座名、住所(在
勤、在学はその名称と所在地)、氏名(ふりが
な)、年齢、電話番号、託児(2歳以上の未就学児)
希望者は子どもの名前と年齢を書いて、〒480
－0305坂下町4－250－1へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
えとの木目込み人形教室～来年のえと｢子(ねずみ)｣の
親子を作る
と き▶ 11月4日(日)・11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▶ 10月19日(金)から、電話で

少年自然の家　☎92－8211
あそびむしくらぶ｢落ち葉でたき火｣
と き▶ 11月9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
 
新・わくわく自然ランド｢紅葉・木の実・植物の不思議｣
と き▶ 11月10日(土)午前9時～午後2時
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・20人②小学3年生以下の子

どもとその保護者・45人(いずれも超えたとき
は抽選)

費 用▶ 参加料(1人)520円
 
申し込み▶ ｢あそびむしくらぶ｣は10月18日(木)から電話

で、｢新・わくわく自然ランド｣は10月30日(火)
〈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

かすがいげんきっ子センター
おいしいクッキング～基本朝ごはん
と き▶ 12月9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(超えたときは抽選)
費 用▶ 材料費200円
 
子ども講座～切り折紙飛行機
と き▶ 12月15日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 樋口賢治
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 材料費200円
 
ファミリークッキング～サーモン・グラタン
と き▶ 12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▶ ｢おいしいクッキング｣は10月25日(木)〈消印

有効〉、｢子ども講座｣は10月31日(水)〈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、｢ファミリークッキング｣は10月31
日(水)〈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(☎35－3501)へ
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グリーンピア春日井　☎92－8711
自然のつるで作るクリスマスリ
ース
と き▶ 11月11日(日)午後1時30

分～ 4時 
講 師▶ 松本芙三子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費

1800円
持ち物▶ はさみ、ペンチ、定規、エプロン
 
現代押し花アート教室～四季の花ごよみを作る
と き▶ 11月13日(火)午前9時30分～正午
講 師▶ 山本啓子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2800円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、カッターナイフ
 
園芸教室～実践実梅・花梅剪定(せんてい)教室
と き▶ 11月28日(水)午前9時30分～午後4時　※雨天

の場合は、研修室で講義
講 師▶ 大野光義
定 員▶ 30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料250円
持ち物▶ 剪定ばさみ、弁当
 
おしゃれ園芸教室～木箱を使った正月向けの寄せ植え
と き▶ 11月29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▶ 園芸ばさみ
 
申し込み▶ ｢自然のつるで作るクリスマスリース｣｢現代

押し花アート教室｣は、10月19日(金)から電話
で、それ以外は、11月1日(木)〈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

エコメッセ春日井　☎88－5006
生ごみのリサイクル～生ごみをＥＭ菌でたい肥にする
ぼかし作り
と き▶ 11月3日(祝)午前10時～ 11時30分
講 師▶ なずなの会
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
 
楽しい絵手紙教室
と き▶ 11月7日(水)・14日(水)午前10時～ 11時30分

講 師▶ 入船幸子
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200円
持ち物▶ 水彩画用具一式、書道用筆、墨汁、ティッシュ、

画材用果物
 
シーボンアート教室～クリスマスツリーのランプシェ
ードを作る
と き▶ 11月9日(金)・16日(金)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 木造峰子
対象・対象▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費2000円
持ち物▶ ピンセット
 
申し込み▶ いずれも10月18日(木)から、電話で

環境政策課　☎85－6279
秋の自然環境学習会～林を探検し自然の中にある面白
いものを見つけ、おもしろ発見マップを作る
と き▶ 11月17日(土)午前9時30分～正午(雨天決行)
ところ▶ 高蔵林ふれあい遊歩道
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▶ 長そで、長ズボン、運動靴、帽子、雨具(雨天時)
申し込み▶ 10月18日(木)から、電話で

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
身体機能測定と転倒予防体操
と き▶ 10月24日(水)午前10時～正午
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛職員
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センターじゃがいも友愛(☎51－

1840)へ

市民病院　☎57－0057
お年寄りのかかりやすい病気について
と き▶ 11月17日(土)午後1時～ 3時
講 演▶ ○｢お年寄りの呼吸器感染症(肺炎～結核～イ

ンフルエンザ)｣市民病院呼吸器科第二部長・
鳥居正芳○｢眼のあれこれ(角膜～白内障～網
膜)｣市民病院眼科医師・大島久明

対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・100人(超えたと
きは抽選)

申し込み▶ 11月7日(水)〈必着〉までに、往復はがきに講
座名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、
〒486－8510鷹来町1－1－1、市民病院管理課
へ
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健康推進課　☎85－6170
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▶11月1日(木)午前10時～ 11時30分・西部

ふれあいセンター、11月15日(木)午前10時～
11時30分・保健センター

対象・定員▶ 平成19年6月～ 7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▶ 11月6日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 保健センター
対象・定員▶ 平成19年1月～ 2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▶ ①11月7日(水)②11月14日(水)③11月21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)
 
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▶ 11月11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
 
ママ＆ベビーのシェイプアップヨガ～肥満防止の話や
赤ちゃん体操など
と き▶ 11月13日・20日・27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)、バ

スタオル
 
シニアの料理教室
と き▶ 11月14日(水)午前10時～午後1時30分
ところ▶ 坂下公民館
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の60歳以上の人・20人(先着順)
費 用▶ 参加料500円

持ち物▶ エプロン、ふきん、三角きん
 
メタボリックシンドロームについて学ぼう
と き▶ 11月18日(日)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 保健センター
講 師▶ 市民病院副院長・渡邊有三
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・80人(先着順)
 
食育のすすめ教室
と き▶ 11月22日(木)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)
 
申し込み▶ ｢モグモグ健康教室｣は10月19日(金)から、｢カ

ミカミ健康教室｣は10月23日(火)から、｢日曜
パパママ教室｣は10月24日(水)から、それ以外
は10月18日(木)から、電話で　※｢パパママ教
室｣は常時受け付け

社会福祉協議会　☎85－4321
こころの健康講座
と き▶ ①10月30日(火)午後1時30分～ 3時30分②11月6

日(火)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ①講演｢ことばの力、人の心｣中部大学教授・

水野りか②シンポジウム｢精神障がい者が語
るこころのバリアフリーを求めて｣

定 員▶ 各80人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(木)から電話で

児童センター　☎87－6866
モリ・コロパークで遊ぼう
と き▶ 11月24日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 県児童総合センター (モリ・コロパーク)

※送迎あり
対象・定員▶ 市内在住の小中学生・30人(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加費200円
持ち物▶ 弁当、水筒
申し込み▶ 10月30日(火)〈必着〉までに、往復はがき(1人

1枚)に教室名、住所、電話番号、氏名(ふりが
な)、学校名、学年、保護者名を書いて、〒486
－0857浅山町1－2－61へ

消防本部　☎85－6374
上級救命講習会～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や、傷病者の管
理方法を学ぶ講習
と き▶ 11月25日(日)午前9時30分～午後5時30分
ところ▶ 文化フォーラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人(中学生以上)・40

人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(木)から、電話で
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ジョギング教室
と き▶ 10月21日(日)午前9時から(雨天決行)
ところ▶ 西津公園(下条町1)
内 容▶ 正しい歩き方、ストレッチング、4kmタイム

測定
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の小学生以上の人
費 用▶ 参加料中学生以上300円、小学生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)

硬式テニス初心者教室
と き▶ 11月17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▶ 11月10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)

春日井都市計画の変更について
内 容▶ 熊野桜佐地区の、区域区分や用途地域、土地

区画整理事業の告示
ところ・問い合わせ▶区域区分、用途地域…都市政策

課(☎85－6264)、土地区画整理事業…都市整
備課(☎85－6306)

市税等の納期限・納税相談
市県民税3期・国民健康保険税5期・介護保険料4期
　納期限は10月31日(水)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▶ 10月28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)

3日 ( 祝 )・23日 ( 祝 ) は一部を除き各相談とも休みます。

月の生活相談11
この情報は毎月15日号で掲載しています。

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

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

総合健康相談
とき ところ

7(水)・21(水)　
10：00～ 12：00

保健センター

12(月)・26(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)

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　※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)

年金相談
とき ところ 電話

21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
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市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 5(月)・19(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 6(火)

消 費 生 活 月～金曜日、11(日)

13：00～
16：00

行 政 13(火)・27(火)

法 律(面 接 の み、 予 約 制)
水・金曜日(9日を除
く)、11(日)

な や み ご と 人 権 木曜日
労 働 7(水)

登 記(面 接 の み、 予 約 制) 9(金)

建 築 火曜日

ところ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)

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(知的障がい児・
面 接 の み、 予 約 制)

第2・4水曜
日

10：00～
12：00

88－0811
(春日台養
護学校)

ふ れ あ い カ ウ ン セ
リ ン グ(電 話 の み)

水曜日 10：00～
15：00

92－3000
金曜日 84－4611

身 体 障 が い 者 水曜日
13：00～
16：00

84－4612

ところ▶ 総合福祉センター (☎84－3611)

外国人相談
日・
曜日

時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語

7(水)

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

市役所相談
室105

85－6579
(相談日のみ)

中国語 14(水)

スペイン語 21(水)

ポルトガル語 28(水)

英語
フィリピノ語

4(日)

国際交流ル
ーム(ささえ
愛センター
内)

85－6606
(要予約)

英語
スペイン語

11(日)

中国語 18(日)

英語
ポルトガル語

25(日)

介護相談
とき ところ

19(月)　13：30～ 15：30
(要予約、当日予約可)

市役所相談室105

申し込み▶ 介護保険課(☎85－6182)へ

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

児童虐待防止相談・母子自立相談
とき ところ 電話

月～金曜日　8：30～ 17：00 子ども政策課 85－6208

※上記以外の緊急連絡は、市役所宿直室(☎81－5111)
へ

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)
で確認してください。

1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

6(火)・27(火) 健康管理センター 10：00～
11：0013(火)・20(火) 保健センター

内 容▶ 身体計測、健康・育児相談(予約不要)　※6日
(火)と20日(火)は卒乳の、13日(火)と27日(火)は
救急蘇生(そせい)法の講話もあり

対 象▶ 平成18年11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)

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

1(木)・15(木)
10：00～ 16：00

高齢者などの居宅

申し込み▶ 相談日の1週間前までに、介護保険課(☎85－
6196)へ
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乳幼児健康・母乳・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

9(金) 保健センター 10：00～
11：0022(木) 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)

定 員▶ 乳幼児健康相談・各16人、母乳相談・各4人、
歯っぴー歯科相談・各32人

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

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 10：00～
12：00
13：00～
16：00

56－1943
84－3600ＮＰＯ(面接のみ、予約制)

14(水)・
24(土)

※ボランティア相談は、23日(祝)は休み

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)

※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

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

駐車監視員活動のガイドライン
　10月1日より、ＪＲ勝川・春日井駅周辺などで、駐
車監視員による違法駐車の確認事務が始まりました。
※駐車監視員の活動する場所などを示した｢駐車監視
員活動ガイドライン｣は、県警のホームページや警察
署、最寄りの交番などに掲示
ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/police/
問い合わせ▶ 春日井警察署(☎56－0110)

あなたのまちの｢大切な風景｣の募集
　美しい愛知づくりを推進するため、県内であなたに
とって、大切に守り育てたい景観を景観資源として募
集します。応募方法、内容については、県ホームペー
ジを見てください。
ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/koen/
募集期間▶ 11月9日(金)〈必着〉
問い合わせ▶ 県公園緑地課(☎052－954－6526)

名古屋法務局春日井支局講座受講生募集
と き▶ ①11月7日(水)午後1時～ 4時②11月8日(木)午後

1時30分～ 3時
ところ▶ 中央公民館
内 容▶ ①遺言と相続登記②成年後見登記
定 員▶ 各40人(先着順)
申し込み▶ 電話かはがきに講座名(①②の別も)、氏名、

電話番号を書いて、〒486－0844鳥居松町4－
46、名古屋法務局春日井支局総務課(☎81－
3210)へ

家族のためのうつ病セミナー
と き▶ ①11月8日(木)②11月22日(木)③12月7日(金)午

後2時～ 4時
講 演▶ ①｢うつ病のことをよく知ろう｣②｢うつ病の

治療について｣③｢家族の接し方を考える｣
講 師▶ 精神科医師
対象・定員▶ 市内在住で、うつ病で治療中の人の家族・30

人(先着順)　※3回とも出席できる人を優先
ところ・申し込み▶10月18日(木) ～ 11月1日(木)に、県

春日井保健所(☎31－2188)へ

炎症性腸疾患患者・家族教室
と き▶ 11月17日(土)午前10時～正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 演▶ ｢炎症性腸疾患の治療の最新情報｣名古屋大学

医学部附属病院消化器内科医師・安藤貴文
対象・定員▶ 潰瘍性大腸炎及びクローン病患者とその家族

・50人(先着順)
申し込み▶ 10月18日(木)から、県春日井保健所(☎31－

2188)へ
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神経系難病患者・家族教室
と き▶ 11月9日(金)午後2時～ 3時
ところ▶ 総合福祉センター
内 容▶ ○講話｢災害時の事前準備について｣市民安全

課職員○講話・実習｢歯の健康と手入れの工
夫｣歯科衛生士

対象・定員▶ パーキンソン病や脊髄小脳変性症などの神経
系難病患者とその家族・30人(先着順)

申し込み▶ 10月18日(木)から、県春日井保健所(☎31－
2188)へ

11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〉

13(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 15(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/

11月の多重債務者相談(要予約)
とき ところ 電話

15(木)・25(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)

11月の認定産業医による健康相談
とき ところ

18(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
27(火)14：00～ 15：30 春日井商工会議所

対 象▶ 従業員50人未満の事業所の事業主と従業員
問い合わせ▶ 春日井小牧地域産業保健センター (☎82－

9900)　※精神科医による｢心の健康｣電話相談
にも随時対応

消防設備点検資格者講習
と き▶ 第1種…11月27日(火) ～ 29日(木)、第2種…12

月4日(火) ～ 6日(木)
ところ▶ 県産業貿易館西館(名古屋市中区)
内 容▶ 防火対象物に設置されている消防用設備など

の点検をする資格を取得するための講習

受講料▶ 各3万3000円
定 員▶ 各200人(先着順)
申し込み▶ 10月16日(火) ～ 24日(水)に、申請書(予防課に

用意)に記入して、郵送か直接、〒461－0011
名古屋市東区白壁1－50、県消防設備安全協
会へ

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6385)

公立春日井小牧看護専門学校社会人入学生
定 員▶ 若干名
課程・学科▶ 専門課程・看護学科
修業年限▶ 3年(昼間)
資 格▶ 次の各項目すべてに該当する人①高等学校(中

等教育学校を含む)を卒業した人か高等学校卒
業者と同等の学力があると認められる人②平
成20年4月1日現在で満23歳以上の人③平成20
年3月31日現在で3年以上社会人の経験のある
人　※詳細は募集要項に記載

試験日▶ 12月1日(土)
試験場所▶ 公立春日井小牧看護専門学校
出願期間▶ 11月6日(火) ～ 15日(木)〈消印有効〉　※持参

する場合は、土・日曜日を除く午前9時～午
後5時

費 用▶ 受験料5000円
試 験▶ ①一般教養②小論文③面接
募集要項▶ 直接か、郵送の場合は返信用封筒(角2形、住所、

氏名を記入して200円切手をはる)を同封して
請求

ところ・申し込み▶〒486－0849八田町2－38－1、公
立春日井小牧看護専門学校(☎84－5611)へ

自衛官募集
試験日▶ ①12月16日(日)②平成20年1月12日(土)
種 目▶ ①2等陸・海・空士②自衛隊生徒
応募資格▶ ①18 ～ 26歳の男子②15 ～ 16歳の男子で中学

校卒業か中等教育学校の前期修了者(平成20年
3月卒業見込み含む)　※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、①12月14日(金)〈必着〉②11
月1日(木) ～平成20年1月8日(火)〈必着〉までに、
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/

今すぐ振り込みを…



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

落合公園管理棟
味美ふれあいセンター
坂下公民館

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉

鷹来公民館

西部ふれあいセンター
市役所市民サロン
アスティ高蔵寺

レディヤンかすがい

（☎56－0414）
（☎31－3522）
（☎88－5555）

（☎92－8711）

（☎84－7071）

（☎33－0808）
（☎85－6073）
（☎85－6079）

（☎85－6616）

10／17（水）～23（火）
10／18（木）～30（火）
10／18（木）～30（火）
10／20（土）～21（日）
10／26（金）～28（日）
10／21（日）～27（土）
10／28（日）～11／4（日）
10／21（日）～28（日）
10／24（水）～29（月）
10／27（土）～11／8（木）

10／31（水）～11／7（水）

植物画展
ぬくもりのある焼物展
透光会展
秋季バラ展
ツワブキと下草展
山茶花の会絵手紙展
秋の盆栽展
好古会油彩展
藤美会グループ作品展
愛ふれあいパート3

出張生活展

植物画同好会 美咲会
安藤年孝
坂下書道同好会
春日井バラ会
春日井カンアオイ同好会
山茶花の会
青紅会
絵画クラブ好古会
藤美会
陽菜の会

愛知消費者協会チェリー、友の会
春日井グループ

無名塾公演「ドン・キホーテ」
とき▶10月28日（日）午後3時開演（2時30分開場）　
ところ▶市民会館　内容▶仲代達矢、山谷初男と
無名塾が演じるミゲル・デ・セルバンテスの名作
入場券▶○Ｓ席…一般6000円、高校生4000円○Ａ
席…一般4500円、高校生以下3500円○Ｂ席…一般
3500円、高校生以下3000円○Ｃ席…一般3000円、
高校生以下2500円　申し込み▶電話かファクスで、
アトリエ夢創塾・小原（☎84－5989、ＦＡＸ84－
5987）へ　※文化フォーラム春日井・文化情報プ
ラザでも販売中　主催▶ＮＰＯ法人文化共同ネ
ット・円
････････････････････････････････････････････
県民文化大祭典2007 in 春日井｢であいふれあい
ハーモニー｣
とき▶10月28日（日）午後0時20分～4時30分（開場
は正午）　ところ▶西部ふれあいセンター　内容
▶チェルノブイリ原発事故の被ばく経験者である
ナターシャ・グジーさんの講座、和太鼓や西部中
学校吹奏楽部の演奏ほか　定員▶500人（先着順）
費用▶運営協力費大人1000円、高校生500円　申
し込み▶私学をよくする愛知父母懇談会春日井ブ
ロック・松本（☎83－4901）へ

ちびっこ冒険レンジャー大集合
とき▶11月3日（祝）午前10時～午後2時（午前9時30
分～午後1時に落合公園大噴水前で受け付け）〈雨
天中止〉　ところ▶落合公園　内容▶親子でゲー
ムや工作など公園内の20か所のポイントを回って
楽しむ　対象・定員▶年長児～小学4年生（保護者同
伴）・600人（先着順）　費用▶参加料1人100円（保
険料・材料費含む）　持ち物▶軍手　問い合わせ
▶実行委員会事務局・岩田（☎84－2201）　主催▶
春日井スカウト団協議会
････････････････････････････････････････････
吟剣詩舞道連合会大会～市社会福祉基金チャリテ
ィー
とき▶11月3日（祝）午前10時～午後4時　ところ▶
総合福祉センター　内容▶市吟剣詩舞道連合会加
盟9団体が吟と剣詩舞で、礼と節を重んじる日本
武士道の心意気を紹介　定員▶230人（先着順）　
問い合わせ▶西岡（☎81－1201）
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in 春日井まつりin 春日井まつり

地域経済
NO.5

みんなで作って、遊んで楽しもう！

　春日井商工会議所青年部では、家族交流を深めてもらおうと、子どもはも
ちろんのこと、家族みんなで楽しめる新企画｢春日井ＹＥＧサボテンキッズ
ランド｣を開催します。ぜひ遊びに来てください。

と　き▶10月20日（土）～21日（日）午前10時～午後4時
ところ▶市役所北市民会館駐車場（未舗装）
内　容▶○ちびっ子電車○携帯ストラップ作り○大道芸人のパフォーマンス

○バルーンアート○小麦粉粘土作り○竹ポコ作り　など

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

遊びに来てネ！

“サボテンキッズランド”“サボテンキッズランド”

●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8月〉

（97件）11件
（4人）0人

（7457件）1039件
火災発生件数

交通事故死亡者数

救急件数

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。

10／20

10／27

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

☎35－6877

☎85－0077

☎84－3060

☎91－3755

☎31－5252

☎41－6260

☎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）

遠藤整形外科クリニック（前並町1）

あさひ病院（下原町）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

山田産婦人科（柏井町2）

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）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

10／21

10／28
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