
いじめや犯罪から子どもの安全を考える「セーフティフォーラム2007」が
市民会館で開催されました。アグネス・チャンさんの基調講演の後、ネ
オポリス子どもの安全を守る会などの地域の皆さんが、自らの体験をも
とに取り組んだ地域づくりの活性化の寸劇を行い、会場から温かい拍手
を受けていました。
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○医療費控除や寄付金控除、雑損控除、初年度の住宅借入金等特別控除については、確定申告で控除を受けること
になります。

給与所得者の所得税は、源泉徴収によりあらかじめ毎月の給与やボーナスから差し引いて徴収されています。年末
調整とは、その年の最後の給与などで所得税の過不足を精算する手続きをいいます。

　下表の控除申告書などを勤務先に提出すれば配偶者
控除や生命保険料控除などの控除が受けられます。正
確に申告しましょう。
　多くの給与所得者は、年末調整をすることで1年間
の所得税の納税が完了し、確定申告をする必要はあり
ません。年末調整は、確定申告に代わる手続きです。

給与所得者給与所得者の年末調整年末調整についてについて給与所得者給与所得者の年末調整年末調整についてについて給与所得者の年末調整について給与所得者の年末調整について

　給与所得者でも、次のような人は
確定申告をしなければなりません。
○給与の年収が2000万円を超える人
○給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円
を超える人
○給与を2か所以上から受けていて一定の要件に該当
する人

給与所得者の扶養控除
等（異動）申告書

控除の対象になる配偶者や扶養親族が、結婚や出産、就職などで、今年当初に提出した内容に異
動があった場合に、必要事項を記入して提出し直すものです。控除になる配偶者や扶養親族は、
今年中の所得金額が38万円以下の人です。
また、障がい者や寡婦、寡夫、勤労学生の各控除について、異動・訂正などがある場合も、申告
書を勤務先へ提出し直してください。
※所得金額が38万円とは①給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円②公的年金等（雑所
得）だけの場合は65歳未満の人は108万円、65歳以上の人は158万円です。

給与所得者の住宅借入
金等特別控除申告書

最初の年分は確定申告で控除を受けますが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができま
す。年末調整で控除を受けるためには、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に住所地の
所轄税務署長が発行した「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関などが発行
した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付して、勤務先へ提出してください。

給与所得者の保険料控
除申告書兼配偶者特別
控除申告書

保険料控除申告書は、今年中に支払った生命保険料や地震保険料（※）、社会保険料、小規模企業
共済等掛金を記入して勤務先へ提出するものです。
配偶者特別控除申告書は、給与所得者の今年中の所得見積額が1000万円（給与所得だけの場合は
給与の収入金額が約1231万円）以下で、配偶者の今年中の所得見積額が38万円を超え、76万円（給
与所得だけの場合は給与の収入金額が141万円）未満の場合に提出するものです。
※平成19年分の所得税から、昨年までの「損害保険料控除」は「地震保険料控除」に変わりました。

種 類 内 容

　給与所得者本人に配偶者がいる場合に、配偶者の所
得が38万円以下（配偶者がパートで働く場合では、収
入が103万円以下）であれば、配偶者控除が所得金額か
ら控除することができます。
　また、配偶者のパート収入が103万円を超えていて
も141万円未満であれば、配偶者特別控除が差し引け
ます。ただし、配偶者特別控除は、所得者本人の合計
所得金額が1000万円（給与収入で約1231万円）を超える
人は受けられません。

配偶者控除と配偶者特別控除

年末調整に必要な給与所得者の控除申告書

年末調整をすることで
控除が受けられます

確定申告を
しなければならない人

単位：万円38

38
（103）

76
（141）

36

31

26
21

16

11

6

3

合計所得金額
（給与収入金額）

※「配偶者控除」の適用を受けている人は、「配偶者特別控除」の適用を受ける
　ことができません。

0

配偶者特別控除
最高38万円

配偶者控除38万円

控
除
額
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住民税の住宅借入金等特別税額控除について
　平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人で、税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得
税（国税）の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が
減少する人については、市へ毎年3月15日〈平成20年は3月17日（月）〉までに市町村民税・道府県民税住宅借入金
等特別税額控除申告書を提出することで、その減少する控除額を翌年度分（平成20年度分）の住民税から控除さ
れます。
※所得税の確定申告を提出する場合には、申告時にあわせて申告書を提出することができます。
　年末調整のみの人（確定申告をしない人）は、別途市へ提出してください。
※平成19年および20年に入居した人については、所得税の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年と
　する特例が設けられています。

給与所得者の年末調整について給与所得者の年末調整について

問い合わせ▶所得税…小牧税務署（☎72－2111）、住民税（市・県民税）…市民税課（☎85－6093）、障がい者控
除対象者認定書…介護保険課（☎85－6183）、国民年金保険料控除証明書…専用ダイヤル（☎0570
－00－9911）

　給与所得者本人および配偶者控除や扶養控除の対象
となる親族が障がい者であるときは、障がい者控除額
（27万円、特別障がい者は40万円）が所得金額から差し
引けます。
　また、介護保険制度に基づく要介護認定（要介護1～
5）を受けている65歳以上の人は、障がい者手帳の交付
を受けていなくても、税法上の障がい者控除の適用を
受けられる場合があります。控除を受ける人は、介護
保険課で障がい者控除対象者認定書の交付を受けて、
年末調整の手続きをしてください。

　納付した国民年金保険料を社会保険料控除として申
告する場合に、1年間に納付（納付見込みを含む）した
保険料額を証明する書類の添付が必要です。このため、
1年間に納付した国民年金保険料額を証明する「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」（はがき）が、社会
保険庁から11月初旬に送付されます。証明される内容
は、1月から10月1日までに納付された保険料額と年内
に納付が見込まれる場合の納付見込額です。また、年
の途中から国民年金に加入した場合など、10月2日以
降に本年初めて保険料を納付する人については、翌年
2月初旬に同様の証明書が送付されます。年末調整か
確定申告の手続きの際には、必ずこの証明書か領収書
を添付してください。

障がい者控除 国民年金保険料を
社会保険料控除として申告する人

　課税される所得金額はパートの年収から給与所得控除額（最低65万円）や基礎控除額
（所得税38万円、住民税33万円）などの所得控除額を差し引いた残額になります。
　所得控除額が基礎控除額だけの場合、パート収入にかかる税と配偶者（特別）控除の
関係は次のようになります。

住民税（所得割）が 住民税（均等割）が
配偶者控除が 配偶者特別控除が

所得税が

かからない

かかる
かかる

かかる

受けられる 受けられない

受けられない

かからない
かからない

受けられる
受けられない

パ ー ト 収 入 に
パートの年収

97万円以下
97万円超　100万円以下
100万円超　103万円以下
103万円超　141万円未満
141万円以上

年収により
異なります

平成20年度からの新しい制度

パート収入と税
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障がいのある人が安心して生活していけるよう、さまざまな相談事業を実施しています。ぜひ利用して
ください。

　障がい者などの在宅福祉に関する相談窓口として市が委託しています。在宅福祉サービス利用援助、社会資源
の活用など日常・社会生活について、相談や情報提供を総合的に行います。

障障がいがい者生活支援者生活支援センターセンター

春日苑
障がい者生活支援センター

障がい者生活支援センター
かすがい

対　象 ▼身体障がい 対　象 ▼知的障がい

相談時間 ▼月～土曜日9：00 ～ 17：00
上記以外は電話転送にて対応

相談時間 ▼火～土曜日9：00 ～ 16：30
上記以外は電話転送にて対応

所在地 ▼廻間町703－1、春日苑内
問い合わせ ▼☎88－7637、FAX88－5704

所在地 ▼浅山町1－2－61、総合福祉センター内
問い合わせ ▼☎87－6401、FAX87－6402

障がい者生活支援センター
あっとわん

障がい者生活支援センター
ＪＨＮまある

対　象 ▼障がい児 対　象 ▼精神障がい

相談時間 ▼月～金曜日9：30 ～ 17：00
上記以外は留守電かFAX対応 相談時間 ▼月～金曜日9：00 ～ 17：00

所在地 ▼中央台1－2－2、サンマルシェ南館B1
問い合わせ ▼☎91－5557、FAX92－5481

所在地 ▼長塚町1－138、長塚公民館内
問い合わせ ▼☎・FAX32－3655

※面接・訪問については要予約(障がい者生活支援センターかすがいの面接については予約優先)

至多治見
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各 種 手 当 の お 知 ら せ各 種 手 当 の お 知 ら せ

問い合わせ▶福祉課(☎85‒6186)

このほか、市および県保健所の相談窓口もあります。19ページの心の健康福祉相談、21ページの12月の県春日井
保健所を見てください。

　市民の皆さんに障がい者の福祉についての関心と理解
を深めていただくための週間です。
　市では12月2日(日) ～ 9日(日)に市役所市民ホールで「障
がい者団体作品展」を開催します。

各 種 相 談 窓 口各 種 相 談 窓 口

障がい者週間障がい者週間
1 2月３日～９日1 2 月３日～９日

名　　　称 対　　象　　者

特別児童扶養手当 20歳未満で在宅の重度・中度の障がい児を養育している人

障がい児福祉手当 20歳未満で在宅の常時介護が必要な重度障がい児

特別障がい者手当 20歳以上で在宅の常時介護が必要な重度障がい者

在宅重度障がい者手当 在宅の重度の身体および知的障がい者

心身障がい者扶助料 身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者健康福祉手帳を持っている
人で、市内に引き続き１年以上住んでいる人

特定疾患り患者等健康管理手当 特定疾患り患者や小児慢性特定疾患り患者、原子爆弾被爆者で、県の受
給者証を受けている人（毎年更新手続きが必要です）

外国人重度障がい者福祉手当
昭和57年1月1日以前から在日で、重度の障がいになっていた、大正15
年4月2日から昭和37年1月1日までに生まれた外国人で、障がい基礎年
金を受けることができない障がい者

各 種 手 当 の お 知 ら せ各 種 手 当 の お 知 ら せ
障がいの程度に応じて手当が支給されます。

※年に一度、現況・所得状況届の提出が必要です。また、一定以上の所得がある場合など支給制限があります。
　ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/fukushi/syogai/1992/index.html

◆発達障がい支援相談(電話相談のみ)
ところ・問い合わせ ▼あいち発達障害者支援センター (神屋町、県心身障害者コロニー内)☎88－0849・FAX88－

0964
◆知的障がい者(児)相談(要予約)
内　容 ▼知的障がい者(児)の療育手帳や発達相談について
ところ・問い合わせ ▼県中央児童・障害者相談センター (名古屋市中区)、18歳未満(障がい児)は☎052－961－7252、

18歳以上(障がい者)は☎052－961－7253、いずれもFAX052－950－2355
◆身体障がい者の医学的などの専門相談(要予約)
ところ・問い合わせ ▼県中央児童・障害者相談センター (名古屋市中区)☎052－961－7253・FAX052－950－2355
◆障がい者の就職相談
ところ・問い合わせ ▼春日井公共職業安定所(大手町)☎81－5170・FAX84－3612
◆障がい者110番
内　容 ▼障がい者およびその家族の家庭に関すること、生活や保健・医療に関すること
ところ・問い合わせ ▼県身体障害者福祉団体連合会(名古屋市熱田区、健身会館内)☎052－671－8330・FAX052－

671－1108



11月は男女共同参画推進月間です。11月1日号では中高生の意識についてお知らせしました。
今回は、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）について考えてみましょう。

問い合わせ▶市民活動推進課男女共同参画室（☎85－6288）

暴力は犯罪です！暴力は犯罪です！

○市の相談窓口
19ページのレディヤンかすがい相談、ドメスティッ
ク・バイオレンス（ＤＶ）相談を見てください。

○県女性相談センター（女性悩みごと電話相談）
　と　き▶午前9時～午後9時（土・日曜日、祝休日、年末年始は休み）
　問い合わせ▶☎052－913－3300
○春日井警察署（☎56－0110）

女性に対する暴
力根絶のための
シンボルマーク

Ａ．ＤＶとは、恋人や配偶者など、親密な関係にある（またはあった）パー
トナーに対して振るわれる、心や体へのさまざまな暴力のことです。

Ｑ．ドメスティック・バイオレン
ス（ＤＶ）ってなに？

Ａ．平成18年度に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」によると、5人
に1人の女性が恋人や配偶者などから暴力を受けた経験があることが分かりまし
た。また、高校生の女性

では、殴る、ける、髪を引っ張るなどの暴力を受けた経
験がある人は2.2％、友達などからそのような暴力の経
験を見聞きしたことがある人は12.6％にも上ります。
　ＤＶは大人だけでなく、若い世代でも問題となってき
ていることがこの調査からも分かります。ＤＶは、少数
の特別な人の間でだけ起きていることではないのです。

Ｑ．でも、そんなの特別な
人のことでしょ？

Ａ．加害者は、暴力を振るった後に、謝ったり、優しくしたり、といった行動を
とることがあります。その様子に、被害者は、「本当は優しい人だ」「もうしない

のではないか」「自分がこの人を変えてあげよう」などと考えてしまうのです。しかし、それは長くは続かず、ま
た暴力が繰り返されるというサイクルに巻き込まれてしまいます。
　また、暴力を受け続けることで気力を失ってしまったり、被害者自身が「自分も悪いのではないか」と考えてし
まったりすることもあります。そのほかにも、恐怖感や、経済的な不安、子どもの心配など、被害者はさまざま
な逃げられない要因を抱えているのです。

Ｑ．どうして逃げないの？

Ａ．暴力には下に挙げたようにさまざまな種類があります。他にも、携帯
電話を勝手にチェックしたり、友人や家族との関係に干渉したりすること
なども、暴力の一つです。「えっ？これも暴力？」と思った人もいるかもし

れませんね。しかし、これらはすべて、相手を尊重せず、自分の思い通りにコントロールするための暴力です。

Ｑ．さまざまな暴力？暴力って、
たたいたりすることじゃないの？

※％は小数点第2位を四捨五入、また人数も性別無回答があるため、合計
　に不一致があります。

相談窓口 配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律が改正され、平
成20年1月11日に施行されます。
詳しくは内閣府男女共同参画局ホー
ムページまで
http://www.gender.go.jp

お 知 ら せ

STOP!

　ＤＶはこれまで、「男は少しくらい乱暴な方が頼もしい」「女は黙って男に従うもの」などといった、間違っ
た「男らしさ」、「女らしさ」の思い込みや、それに基づいた性別による役割分担、男女の経済格差などの社会
慣行を背景として正当化されてきました。また、親密な間柄で起こるために、周囲も本人たちも、個人的な
問題としてとらえ、「暴力は犯罪である」という基本的なことが見過ごされてきました。
　しかし、暴力はどのような理由があっても決して許されない犯罪です。一人で悩まないで、相談してみて
ください。

身体的暴力…つねる、殴る、ける、髪を引っ張る、物を投げつける、引きずりまわす、押さえつける　など
精神的暴力…ばかにする、無視する、怒鳴る、行動や服装をチェックしたり、指図したりする　など
性 的 暴 力…性行為の強要、避妊に協力しない、中絶の強要　など
経済的暴力…生活費を渡さない、外で働くことを妨害する、お金の使い道を細かく報告させる、相手だけに働かせる　など

（単位：％）●恋人や配偶者などからの暴力被害の経験

一般全体　1183人

一般男性　432人

一般女性　744人

何度も
あった

7.4 8.7

10.8 11.6 71.9

78.0
0.40.45.8

5.8

5.61.9
3.9 88.7

まったく
ない

無回答1、2度
あった

10/20㊏
～21㊐

10/28
㊐

道風平安朝行列を始め61団体が参加したパレード

ミニハニワ作り

4つのステージで繰り広げられた踊りや歌

パルケ de サボテンの展示コーナー

勾玉（まがたま）作り
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　秋晴れの空の下、2日間に渡って春日井まつり
が行われ、合わせて22万9000人が訪れ、420団体
による120の行事を楽しみました。

　二子山古墳と下原古窯跡群から大量の埴輪（はにわ）が出土したことにち
なんで開催されているハニワまつりで、市民や白山小学校の児童が作った
ハニワ約100体を野焼きしました。参加した人たちは焼きあがっていくハ
ニワを見て古代に思いをはせていました。

春日井まつり
（市役所周辺）

10/10/2020㊏
～2121㊐
10/20㊏
～21㊐

ハニワまつり
（二子山公園）

10/10/2828
㊐

10/28
㊐

道風平安朝行列を始め61団体が参加したパレード道風平安朝行列を始め61団体が参加したパレード

ミニハニワ作りミニハニワ作りミニハニワ作り

4つのステージで繰り広げられた踊り4つのステージで繰り広げられた踊りや歌4つのステージで繰り広げられた踊りや歌

パルケパルケ de サボテンの展示コーナーサボテンの展示コーナーパルケ de サボテンの展示コーナー

勾玉（まがたま）作り勾玉（まがたま）作り勾玉（まがたま）作り

道風平安朝行列を始め61団体が参加したパレード
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I N F O R M A T I O N情報最前線

電子証明書電子証明書（公的個人認証サービス）（公的個人認証サービス）
の取得は早めにの取得は早めに

師走も近づき、年賀状の準備をする時期となりました。
平成20年1月1日号の裏表紙で、皆さんからの年賀状
をカラーで紹介します。個性あふれる力作や秀作を待
っています。

応　募▶1人1作品で11月30日(金)〈必着〉までに、住所、
氏名、電話番号を書いて、〒486－8686春日
井市役所広報広聴課(☎85－6036)へ　※年賀
はがきで応募しないでください(元旦に届い
てしまいます)。昨年採用された人の応募は
不可。また、応募作品は返却も不可。

広報新年号を広報新年号を
あなたあなたのの年賀状年賀状でで
飾ってみませんか飾ってみませんか

　　住民基本台帳カード　http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/juki_card.html
　　電子証明書　　　　　http://www.jpki.go.jp/index.html
　　e-Tax　　　　　　　 http://www.e-tax.nta.go.jp

問い合わせ▶住基カード、電子証明書の取得については市民課（☎85－6140）
　　　e-Taxでの申告手続については小牧税務署（☎72－2111）

取得方法▶免許証などの身分証明書を持参し、市民課窓口
で住民基本台帳カード（住基カード）を作成した
うえで、申請し取得できます。（写真付きの住
基カードを作成し電子証明書を受けるには1100
円かかります）　※住基カードの作成と電子証
明書の取得には30分ほどかかります。確定申告
時期が近づきますと、市民課窓口が込み合うこ
とが予想されますので手続きは早めにしてくだ
さい

電子証明書は、公的機関に電子申請を利用して証明書の交付を請求するときに、申請者が本人であるこ
とを証明するものです。

電子証明書を取得し、e-Tax（国税電
子申告・納税システム）を利用して所得
税の確定申告を行うと、平成19年分か
20年分のいずれかにおいて所得税額から
最大5000円が控除できます。e-Taxの利
用にはICカードリーダライタ（3000円程
度）が必要で、家電量販店やインターネ
ット販売で購入できます。
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ホテルプラザ勝川は、平成11年９月の開業から9年目
を迎え、10月28日(日)に婚礼1000組を達成しました。
達成を記念して11月と12月に結婚披露宴(40人以上)
を申し込むカップルにホテル特製ウエディングケーキ
かデザートブッフェをプレゼントします。

問い合わせ▶ホテルプラザ勝川(☎36－2311)

婚礼会場の市民特典（常時）婚礼会場の市民特典（常時）
市内在住か在勤の人には、料理・飲み物
料金が10％割引になります。
※他の割引特典やプランとの併用は出来ません。

1000組目のカップルとなった市内在住の犬山高明さんとゆりさん

利用時間▶午前9時～午後5時
図書室休業日▶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、特別整理期間

問い合わせ▶グリーンパレス春日井図書室(☎84－0393)

　落合公園を訪れる市民の皆さんに、気軽に利用してもらえるよう、11月1日（木）にグリーンパレス春日井内で
図書室がオープンしました。
蔵書数約7000冊のうち、乳幼児のための絵本を始めとした児童書を約3400冊用意し、そのほか子育てや料理、

手芸、ガーデニングなどの趣味や実用本も多くそろえ、親子で楽しめる図書室になっています。ぜひ利用して
ください。

　ホテルプラザ勝川は、ここ2年間で披露宴会場を
リニューアルしました。カラーコーディネートを重
視した演出も人気で、2人でつくりあげるオーダー
メイドのデザイナーズウエディングを行うことがで
きます。皆さんぜひ利用してください。
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差し押さえ不動産の公売
と き▶ 11月28日(水)午後1時30分～ 2時
ところ▶ 市役所304・305会議室
問い合わせ▶ 収納課(☎85－6082)　※市税完納などにより

中止になる場合あり

青少年健全育成市民大会の開催
と き▶ 11月28日(水)午後1時～ 3時30分(開場0時30分)
ところ▶ 市民会館
内 容▶ ○表彰(功労者、作品、運動・文化、メッセージ)
 ○講演｢心と心のきずな｣廣中邦充　
問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

道風展入賞者
　全国書道展覧会の道風展に、一般部404点、学生部
6509点の出品がありました。主な入賞者は次の皆さん
です。(敬称略)
文部科学大臣奨励賞▶○一般かな…犬塚定子(犬山市)

○一般少字数…築山みなみ(安城市)○学生条
幅…高木麻耶子(春日井高2)

県知事賞▶ ○一般近代詩文…園原玉麗(名古屋市)○一般
漢字…杉浦曻旭(名古屋市)○学生条幅…塚本
桃子(中部中3)、中村陽(半田市花園小6)○学生
半紙…加藤舞(春日井西高3)、新関未来(名古屋
市志段味中3)、高橋実夏子(一宮市北方小6)

市長賞▶ ○一般漢字…小幡豊園(東山町)、宮部采蓮(安
城市)○一般かな…市川恵一(岐阜県恵那市)○
一般近代詩文…木田鶴雲(大阪府八尾市)○一
般少字数…鵜飼冠山(朝宮町)○学生条幅…加
藤舞(春日井西高3)、加藤怜(中部中2)、青木伸
也(知多郡東浦町生路小5)○学生半紙…犬飼英
幸(春日井東高3)、川島渚(松原中2)、平沼英里
(勝川小6)

市民文化財団理事長賞▶○一般漢字…近藤晴翠(一宮
市)、松本蛍沙(高座町)○一般かな… 木香江
(佐賀県鳥栖市)○一般近代詩文…平野智山(名
古屋市)○一般少字数…中野万敬(八事町)○学
生条幅…刑部拓也(春日井商高3)、渡辺佳帆(味
美中1)、長江優紀(味美小6)○学生半紙…垂見
麻央(名古屋市瑞陵高2)、鈴木友理(名古屋市山
田東中1)、江嵜かおり(小牧市北里小6)

問い合わせ▶ 文化フォーラム春日井内、道風展事務局(☎85
－6868)

｢ＮＰＯ・ボランティア情報｣を発行
内 容▶ 市内で活躍しているボランティアやＮＰＯの

紹介、各種情報などを掲載
配布場所▶ ささえ愛センター、市民活動推進課、市の主

な施設

問い合わせ▶ ささえ愛センター (☎56－1943)

12月4日～10日は人権週間
街頭啓発
と き▶ 12月2日(日)午前10時30分から
ところ▶ サンマルシェ
内 容▶ こまどり幼稚園児によるアトラクション、｢一

日人権なかよし大使｣の委嘱など
人権パネル展・懸垂幕の提示
と き▶ 12月4日(火) ～ 10日(月)
ところ▶ 市役所市民ホール、市民会館南側
特別なやみごと人権相談
と き▶ 12月4日(火) ～ 10日(月)午後1時～ 4時(土・日

曜日を除く)
ところ▶ 市民相談コーナー
相談員▶ 人権擁護委員

氏名 住所 電話
水野壽貴子 勝川町西4－52 33－4643
舩橋愼治 坂下町4－344－1 88－1228
天野幹雄 岩成台3－1－7 91－0918
加藤俊邦 大和通1－7－3 32－6489
森田利夫 天神町10－2 31－6032
鈴木信子 如意申町6－11－3 31－4686
三輪武子 石尾台6－14－5 95－3003
長谷川幸 松河戸町739 81－8338
加藤太 鳥居松町6－13 81－2955
小木曾美奈子 藤山台6－3－16 91－6865

問い合わせ▶ いずれも市民相談コーナー (☎85－6620)

12月の献血
とき ところ

1(土)10：00～ 16：00 バロー高蔵寺店
8(土)10：00～ 16：00 マイカル春日井サティ
15(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)

ジェンダー絵手紙入賞作品が決定
　応募作品94点から入賞22点が選
ばれ、11月11日(日)第6回かすがい
男女共同参画市民フォーラムにお
いて表彰されました。最優秀・優
秀賞は次のとおりです。
最優秀賞▶ 池田ふじの(下市場町)
優秀賞▶ 髙田静枝(如意申町)

𠮷村すみ子(瑞穂通)
問い合わせ▶ 市民活動推進課男女共同

参画室(☎85－6152)
最優秀作品
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なつかしの映画劇場
と き▶ 11月23日(祝)午前10時～正午
題 目▶ ｢夫婦善哉｣
ところ・問い合わせ▶知多公民館(☎32－8988)

読み聞かせの会
と き▶ 11月24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

グリーンピアコンサート
と き▶ ①11月25日(日)午前11時～正午②12月8日(土)

午後2時～ 3時
内 容▶ ①ビオリラの演奏②ハンドベルでクリスマス
出 演▶ ①アフェット②県立春日井高等養護学校
曲 目▶ ①｢星に願いを｣｢60年代メドレー ｣など②｢ジ

ングルベル｣｢きよしこの夜｣｢星に願いを｣な
ど

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92－
8711)

アニメひろば
と き▶ ①11月25日(日)午後2時～ 3時②12月1日(土)午

後2時～ 3時
内 容▶ ①｢アンパンマンともぐりん｣｢だんだらぼっ

ち｣｢ムカデの使い｣②｢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▶総合福祉センター内、児童セン

ター (☎87－6866)

映画会
と き▶ 11月25日(日)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマン｣｢世界昔話｣
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)

再利用品(家具類・自転車)の販売
と き▶ 11月25日(日)午前9時～午後1時30分まで受け

付け、2時から抽選(立ち会いが必要)
対 象▶ 市内在住の人
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)
 ※配達は1点1000円で、1階玄関まで(共同住宅

は、1階敷地部分まで)

おやこで参加！歯の健康教室
と き▶ 12月2日(日)午前9時～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センターと保健センター

内 容▶ 歯科健診、唾液(だえき)検査・フッ化物塗布(乳
幼児のみ)、歯科相談、歯科保健指導、口臭測
定(成人のみ)　※フッ化物塗布希望者は300円
必要

対 象▶ 就学前の乳幼児とその保護者
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6164)

ミニコンサート～オカリナ演奏
と き▶ 12月2日(日)午後3時～ 3時20分
出 演▶ おたまじゃくしカル～テット
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センター (☎

35－3501)

紙芝居とお話を聞く会12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)

14(金)・28(金)11：00～

図書館
5(水)11：00～、1(土)・8(土)・
15(土)・22(土)15：00～、12(水)
・19(水)・26(水)15：30～

東部市民センター
7(金)・14(金)・21(金)・28(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 8(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 8(土)14：00～
南部ふれあいセンター 19(水)15：30～
西部ふれあいセンター 8(土)・22(土)11：00～
知多公民館 5(水)15：30～
鷹来公民館 8(土)13：30～
坂下公民館 1(土)14：00～
中央公民館 休み

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

市民第九演奏会
と き▶ 12月2日(日)午後3時開演(2時開場)
ところ▶ 市民会館
出 演▶ アレクサンダー・シュタイニッツ(指揮)、市

交響楽団、春日井市民第九合唱団
入場料▶ 1000円(全自由席)
入場券▶ 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、各ふれあいセンター、坂
下公民館、清水屋春日井店、ルネック、サン
マルシェで販売中

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)
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冬のファミリーキャンプ
と き▶ 12月8日(土)午後1時～ 9日(日)午前11時30分
内 容▶ 家族でクリスマスリース作りやもちつきなど

冬の活動を通じて、アウトドアを楽しむ
対象・定員▶ 小学生を含む家族・25組(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料(1人)2250円
ところ・申し込み▶11月27日(火)〈必着〉までに、往復

はがき(家族ごと)に催し名、参加者全員の住
所・氏名・年齢・電話番号を書いて、〒487
－0031廻間町1102－1、少年自然の家(☎92－
8211)へ

市民体育大会と一万人卓球大会
と き▶ 12月16日(日)午前9時から
対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
持ち物▶ ユニフォーム、上靴、ラケット、ゼッケン
ところ・申し込み▶12月5日(水)〈必着〉までに、はが

きに大会名、種目、住所、氏名、年齢、電話
番号を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3、
総合体育館へ

主 催▶ 市卓球連盟・野田(☎34－1655)
大会名 種目 参加料(1人)

市民体育大会

高校生男子
各300円

高校生女子
一般男子(49歳以下)

各500円
一般女子(49歳以下)

一般男子(50歳以上)

一般女子(50歳以上)

一万人卓球大会

小学4年生以下男子

各200円

小学4年生以下女子
小学5～ 6年生男子
小学5～ 6年生女子
中学1年生男子
中学1年生女子
中学2年生男子
中学2年生女子
中学3年生男子
中学3年生女子

一日市内遊覧｢歴史と文化の道 下街道｣
と き▶ 12月12日(水)〈雨天決行〉
集 合▶ 午前9時に市役所正面玄関
コ－ス▶ 住吉屋(勝川町2)→太清寺(勝川町2)→サボテン

生産農家(桃山町1)→尻冷し地蔵(大泉寺町)→
下街道散策(坂下町)→見性寺(内津町)→内々神
社(内津町)

講 師▶ 伊藤浩
費 用▶ 参加料3000円(昼食代を含む)
定 員▶ 25人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 11月30日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1枚

に4人まで)に全員の住所・氏名・年齢・電話
番号、返信用はがきに代表者の住所・氏名を
書いて、〒486－8686春日井市役所経済振興
課内、市観光協会(☎85－6244)へ　

優秀映画鑑賞推進事業　名作シネマ鑑賞会
と き▶ 平成20年2月9日(土)①午前10時から②午後1時

から③午後4時から、2月10日(日)④午前10時
から⑤午後1時から⑥午後4時から、2月11日
(祝)⑦午前10時から⑧午後1時から

ところ▶ 市民会館
題 目▶ ①｢お早う｣②｢煙突の見える場所｣③｢東京オ

リンピック｣④｢煙突の見える場所｣⑤｢裸の
島｣⑥｢お早う｣⑦｢裸の島｣⑧｢東京オリンピッ
ク｣

入場料▶ 1作品500円、1日券(9・10日のみ)1200円、4作
品通し券1600円(全自由席、中学生以下無料)

入場券▶ 11月23日(祝)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)

放課後なかよし教室の運営指導者・協力者
　平成19年度から小学校の施設内で、子どもたちの安
全で安心な居場所づくりを推進する｢放課後なかよし
教室｣を開始し、順次開設しています。子どもたちを
見守り、指導していただける運営スタッフを募集しま
す。
職種・賃金▶ ○運営指導者…時給1210円○協力者…時給

1010円　※交通費を1通勤につき200円支給
勤務時間▶ 月～金曜日の午後0時30分～ 4時30分
申し込み▶ 市販の履歴書に記入して、学校教育課(☎85－

6149)へ
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市職員
採 用▶ 平成20年4月1日
職 種▶ 技術職(電気)
対象・人員▶ 昭和32年4月2日以降に生まれた人で、第1種

電気主任技術者または第2種電気主任技術者
の資格を有する人・2人程度

給 与▶ 勤務経験年数などにより異なる　※扶養、住
居、通勤、期末、勤勉手当などを条件に応じ
て支給

試 験▶ ○1次…12月15日(土)に適性試験、小論文、書
類審査など○2次…平成20年1月下旬の平日に
個人面接

申し込み▶ 11月15日(木) ～ 12月7日(金)〈土・日曜日、祝
日を除く〉に、所定の受験申込書(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)、資格の写しを持って
人事課へ　※郵送による申し込みは、11月30
日(金)〈消印有効〉までに、上記書類に返信用
封筒(長3サイズに住所、氏名を書いて80円切
手をはったもの)を同封して人事課へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
gyousei/saiyo/denki19/index.html

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

ファミリー・サポート・センターの会員
　ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助
を受けたい人(依頼会員)と、子育ての援助をしたい人(援
助会員)とがお互いに助け合う会員組織です。
対 象▶ ○依頼会員…0歳～小学6年生の子どもがいる

市内在住か在勤、在学の人○援助会員…市内
在住の自宅で子どもを預かることができる人

入会金▶ 500円　※講習会の受講が必要。資格や経験、
性別、年齢は不問。活動に当たって、依頼会
員は援助会員にセンターが定めた報酬の支払
いが必要

会員になるための講習会
と き▶ 12月17日(月)午後1時～ 5時
内 容▶ 子どもの体と病気、心理、安全と応急手当て

など、会員活動に必要な知識を学ぶ
定 員▶ 40人(先着順)
申し込み▶ 11月18日(日) ～ 12月2日(日)に、証明写真(縦4

㎝×横3㎝)2枚と印鑑を持って、かすがいげん
きっ子センター内、ファミリー・サポート・
センター (☎35－3516)へ

社会福祉事業団職員
採 用▶ 平成20年4月1日
職 種▶ 社会福祉士、介護福祉士、保育士

対象・人員▶ 昭和52年4月2日以降に生まれ、上記各資格を
有する(平成20年3月までに取得見込みとし、6
月までに登録可能な)人・各職種1人

給 与▶ 社会福祉事業団の規定により支給
試 験▶ ○1次…12月9日(日)に総合福祉センターで教

養試験・性格検査○2次…平成20年1月13日(日)
に面接・作文試験を予定

申し込み▶ 11月30日(金)〈月曜日は除く〉までに、市販の
履歴書と資格の写し(取得見込みの人は受験票
の写し)を持って、本人が直接、社会福祉事業
団(☎84－1011)へ

市民生活課　☎85－6616
出張生活展講座｢ぼかし作り～生ごみたい肥でおいし
い野菜を作ろう｣
と き▶ 11月30日(金)午前10時～正午
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ なずなの会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4kgのぼかしを入れるビニール

袋、タオル
申し込み▶ 11月19日(月)から、電話で

環境政策課　☎85－6216
ジャムなどの空きびんで作る布
雑貨
と き▶ 12月13日(木)午前10時～

正午
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ 布雑貨作家 hand's(ハン

ズ)
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学

の人・20人(先着順)
持ち物▶ 裁縫道具、ジャムなどの空きびん(ふたが丸い

もの)
申し込み▶ 11月19日(月)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
正月花を生ける～日本古来のオモトを生ける
と き▶ 12月22日(土)午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 石黒東風
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250円、教材費3000円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 11月30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)、年齢、
電話番号を書いて、〒486－0844鳥居松町2－
247へ
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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▶ 12月1日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 市婦人会協議会
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約4㎏のぼかしを入れるビニール

袋、ぞうきん
 
包丁の研ぎ方教室～包丁の研ぎ方を学ぶ
と き▶ 12月2日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 小川隆平
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・24人(先着順)
持ち物▶ 包丁、大きめの砥石(といし)、ぞうきん2枚
 
申し込み▶ いずれも11月20日(火)から、電話で

東部市民センター　☎92－8511
手打ちそば作り～家庭でできる本格的な手打ちそばを
作る
と き▶ 12月8日(土)午前9時30分～午後1時
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・32人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費500円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
クリスマスケーキ作り(託児付)～イチゴを使ったクリ
スマスケーキを作る
と き▶ 12月10日(月)午前9時30分～午後1時
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、21cmのケーキが入る容

器
 
申し込み▶ いずれも11月26日(月)〈必着〉までに、往復は

がき(1人1枚)に講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号、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、〒487
－0011中央台2－2－1へ

坂下公民館　☎88－5555
ＫＩＤ’Ｓ講座｢おもちゃ工作室～ダンボールでスマー
トボールゲームを作ろう｣
と き▶ 12月8日(土)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 村田祐一郎
対象・定員▶ 市内在住の小学生(カッターナイフに不慣れな

子どもは保護者同伴)・15人(先着順)
費 用▶ 教材費200円

持ち物▶ カッターナイフ、はさみ、木工用ボンド、のり、
30cm定規、カラーペンかクレヨン

 
クリスマス講座｢フランスの薪(まき)のケーキ～ブッ
シュドノエル｣
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、21cmのケーキが入る容

器
 
そば打ち道場｢こだわりの年越しそば｣
と き▶ 12月24日(休)午前9時30分～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・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費500円
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
申し込み▶｢ＫＩＤ’Ｓ講座」は11月21日(水)から電話で、

それ以外は、11月30日(金)〈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、
電話番号を書いて、〒480－0305坂下町4－
250－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
ペーパークラフト教室～お正月用部屋かざり｢伊勢エ
ビ｣を作る
と き▶ 12月6日(木)午前10時～正午
講 師▶ 樋口賢治
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250円、教材費200円
持ち物▶ カッターナイフ、リップのり、はさみ
 
福寿草の年間を通しての育て方を学ぼう
と き▶ 12月16日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 森恒雅
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250円、教材費2000円
持ち物▶ 軍手、持ち帰り用のビニール袋
 
押し花教室～贈り物に喜ばれる花束を作る
と き▶ 12月20日(木)午前9時30分～正午
講 師▶ 寺澤シズ子
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250円、教材費2800円
持ち物▶ はさみ
 
申し込み▶ ｢押し花教室｣は11月21日(水)から、それ以外

は11月20日(火)から、電話で
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南部ふれあいセンター　☎85－7878
いちごを使ったおしゃれなクリスマスケーキ作り
と き▶ 12月2日(日)午前10時～午後0時30分
講 師▶ 森幸代
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・16人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、23cmのケーキが入る容

器
 
｢いずめこ人形(女の子)｣木目込み人形作り教室
と き▶ 12月9日(日)・16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2800円(毛せんを含む)
持ち物▶ はさみ、へらか目打ち、小皿、ふきん
 
ぼかし作り教室～生ごみを堆肥(たいひ)にするぼかし
を作る
と き▶ 12月14日(金)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・25人(先着順)
費 用▶ 教材費300円
持ち物▶ エプロン、約3kgのぼかしを入れる袋、ぞう

きん
 
申し込み▶ いずれも11月20日(火)から、電話で

中央公民館　☎33－1111
布ぞうり編み教室～布の切れ端で実用的な布ぞうりを
編む
と き▶ 12月5日(水)・12日(水)〈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、教材費各100円
持ち物▶ 5cm×130cmの布30枚、裁縫用具、はさみ
申し込み▶ 11月25日(日)〈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

知多公民館　☎32－8988
正月花オモトを生ける
と き▶ 12月26日(水)午後2時～ 3時30分
講 師▶ 石黒東風
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250円、教材費2700円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 11月18日(日)から、電話で

交通児童遊園　☎81－1301
冬の工作教室～クリスマスの飾りを作る
と き▶ 12月2日(日)午後2時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・20人(先着順)
 
将棋教室～駒の並べ方や動かし方を学ぶ
と き▶ 12月16日～平成20年2月24日の第3・4日曜日(6

回)午後2時～ 3時
対象・定員▶ 市内在住の小学生・14人(先着順)
 
申し込み▶ ｢冬の工作教室｣は11月20日(火)午前9時から、

｢将棋教室｣は12月4日(火)午前9時から、電話
で

落合公園管理棟　☎56－0414
盆栽講習会～松竹梅の寄せ植え作りを学ぶ
と き▶ 12月9日(日)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 石井口丸男
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250円、教材費3750円
持ち物▶ ゴム手袋、エプロン、園芸用はさみ
申し込み▶ 11月30日(金)〈必着〉までに、往復はがき(1人1

枚)に講座名、氏名(ふりがな)、年齢、電話番
号を書いて、〒486－0817東野町字落合池1へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
縁起のよいお正月飾りを作る
と き▶ 12月9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
 
器を彩る原色ドライフラワー教室
と き▶ 12月16日(日)午後1時30分～ 4時
講 師▶ 岩崎菅子
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費3000円
持ち物▶ はさみ、ピンセット、持ち帰り用の袋
 
申し込み▶ いずれも11月20日(火)から、電話で
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交通対策課　☎85－6052
車の整備点検教室～車に触れて日常的な自動車整備点
検を学ぶ
と き▶ 12月7日(金)午前9時30分～正午
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 自動車整備振興会春日井支部
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、普通運転免許を取得して

いる人・30人(先着順)
申し込み▶ 11月19日(月)から、電話で

文化フォーラム春日井　☎85－6868
自分史一日体験教室｢一枚の写真から…｣
と き▶ 平成20年1月13日(日)午後2時～ 4時
ところ▶ 文化フォーラム春日井
内 容▶ 人生で｢この一枚｣という写真を素材に、思い

出を文章化するためのヒントを見つける
講 師▶ 安藤紀夫
定 員▶ 50人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 12月22日(土)〈必着〉までに、教室名、住所、

氏名、年齢、性別、電話番号を書いて、は
がきかファクスで、〒486－0844鳥居松町5－
44、かすがい市民文化財団(ＦＡＸ82－0213)
へ

健康推進課　☎85－6170
カミカミ健康教室～赤ちゃんの健康と離乳食について
学ぶ
と き▶ 12月4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19年2月～ 3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▶ ①12月5日(水)②12月12日(水)③12月19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▶ 12月6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7月～ 8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、おんぶひもなど(ある人のみ)
 、バスタオル
 
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▶ 12月9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
 
もうすぐママの料理教室～健やかな妊娠期を過ごすた
めに
と き▶ 12月11日(火)午前10時～午後1時30分
ところ▶ レディヤンかすがい
講 師▶ ヘルスメイト
対象・定員▶ 市内在住か在勤の妊婦・20人(先着順)
費 用▶ 参加料500円
持ち物▶ 三角きん、ふきん、エプロン
 
歯周病予防教室～あなたの歯肉は健康ですか
と き▶ 12月13日(木)午前9時30分～正午
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 歯科医師による歯科健診(歯の検査・歯肉の検

査)、歯科相談、歯科衛生士によるブラッシン
グ指導

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(歯間ブ

ラシなどの補助清掃用具)
 
高齢者筋力向上トレーニング教室
と き▶ 平成20年1月8日～ 3月28日の毎週火・金曜日

(24回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 第一介護サービスセンター
対象・定員▶ 市内在住の65歳以上で、次のすべてに該当す

る人○介護保険法による要介護認定と要支援
認定を受けていない○医師からトレーニング
を禁止されていない○全日程参加できる・10
人　※保健師による事前面接あり

費 用▶ 受講料1000円(傷害保険料なども含む)
 
申し込み▶ ｢高齢者筋力向上トレーニング教室｣は11月22

日(木)までに、｢もうすぐママの料理教室｣｢歯
周病予防教室｣は11月19日(月)から、｢日曜パ
パママ教室｣は11月20日(火)から、｢モグモグ
健康教室｣は11月21日(水)から、｢カミカミ健
康教室｣は11月22日(木)から、電話で　※｢パ
パママ教室｣は常時受け付け

介護保険課　☎85－6196
高齢者福祉講座～高齢者福祉制度と介護保険制度につ
いて学ぶ
と き▶ 12月7日(金)午後1時30分～ 3時
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ところ▶ 廻間町公民館
講 師▶ 社会福祉士・水野雄也
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－8303)へ

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▶ 12月19日(水)午前9時～正午
ところ▶ 味美ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人・30

人(先着順)
申し込み▶ 11月19日(月)から、電話で

サン・アビリティーズ春日井
交流の日～フェザーベース(吸盤付きの羽を使った野
球)
と き▶ 12月9日、平成20年1月27日、2月17日、3月16

日の日曜日(4回)
ところ▶ サンアビリティーズ春日井
講 師▶ 日本ニュースポーツ研究会
持ち物▶ 上靴、タオル
対象・定員▶ 障がい者と健常者・20人(先着順)
申し込み▶ 12月2日(日)から、電話かファクス(☎84－2611

・ＦＡＸ84－3005)で

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
口の働きってとっても大事！～明日も健康な体を保つ
ために
と き▶ 11月22日(木)午後1時30分～ 3時
ところ▶ 南下原町公民館
講 師▶ 歯科医師・寺町好平
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
 
口腔(こうくう)機能向上～寝たきり予防は口から
と き▶ 12月6日(木)午前10時30分～正午
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 歯科医師・丹羽一仁
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

折り紙を使って認知症を予防しよう
と き▶ 12月18日(火)午後1時30分～ 3時30分
ところ▶ 高蔵寺ふれあいセンター
講 師▶ 西本笑子
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

市体育協会の講座
ジョギング教室
と き▶ 11月25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▶ 正しい走り方、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)

総合体育館　☎84－7101
ひと足早い…サンタさんと親子運動会～サンタさんと
一緒に親子で楽しく体操をする
と き▶ 12月16日(日)①午前10時～ 11時30分②午後2時

～ 3時30分
対象・定員▶ 市内在住か在園の3～ 6歳児とその保護者(2人

1組)・各80組(超えたときは抽選)　※子ども1
人に対し保護者1人の引率が必要。また子ど
も1人に対し家族3人まで入場可能

費 用▶ 参加料(1組)800円
ところ・申し込み▶12月2日(日)〈必着〉までに、往復

はがきに催し名(①②の別も)、住所、参加者
の氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、総入場
者数を書いて、〒486－0804鷹来町4196－3へ

かすがいげんきっ子センター 
卓球教室
と き▶ ①平成20年1月10日～ 31日の毎週木曜日(4回)

午後4時～ 5時 ②平成20年1月12日～ 2月2日の
毎週土曜日(4回)午前9時～ 10時

対象・定員▶ 市内在住の①小学1～ 3年生②小学4～ 6年生
・各10人(超えたときは抽選)

申し込み▶ 11月30日(金)〈消印有効〉までに、往復はがき
に教室名(①②の別も)、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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春日井市公共下水道の変更案
と き▶ 11月19日(月) ～ 12月3日(月)の市役所執務時間

中
ところ・問い合わせ▶下水管理課(☎85－6347)　※こ

の案についての意見書は、11月19日(月) ～ 12
月3日(月)に市長あてに提出することが可能

春日井都市計画生産緑地地区の変更案
と き▶ 11月26日(月) ～ 12月10日(月)の市役所執務時

間中
ところ・問い合わせ▶都市政策課(☎85－6264)　※こ

の案についての意見書は、11月26日(月) ～ 12
月10日(月)に市長あてに提出することが可能

新川流域水害対策計画
と き▶ 市役所執務時間中
ところ・問い合わせ▶河川排水課(☎85－6361)

定時登録に伴う選挙人名簿
と き▶ 12月3日(月) ～ 7日(金)午前8時30分～午後5時
登録される人▶昭和62年12月2日までに生まれ、平成

19年9月1日までに春日井市に転入の届け出を
し、その日から登録基準日まで引き続き住民
基本台帳に記録されている人

登録基準日▶ 平成19年12月1日
登録日▶ 平成19年12月2日
ところ・問い合わせ▶市選挙管理委員会(☎85－6071)

平成20年度の償却資産申告書を郵送
　償却資産の申告書を12月初旬に郵送しますので、早
めに申告してください。この申告は、平成20年1月1日
現在で、市内に事業用の資産(構築物・機械・器具・備
品など)を所有している個人や法人が対象です。なお、
今年新たに事業を始め、償却資産を取得した人で、申
告書が届かない場合は、連絡してください。
申告期限▶ 平成20年1月31日(木)
問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6101)

市税等の納期限・納税相談
国民健康保険税6期・介護保険料5期
　納期限は11月30日(金)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▶ 11月25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)

24日 ( 休 )・29日 ( 土 ) ～ 31日 ( 月 ) は一部を除き休みま
す。

月の生活相談12
この情報は毎月15日号で掲載しています。

1歳お誕生月健康相談
日・曜日 ところ 受付時間

4(火)・18(火) 保健センター 10：00～
11：0011(火)・25(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)　※4日
(火)と11日(火)は卒乳の、18日(火)と25日(火)は
救急蘇生(そせい)法の講話もあり

対 象▶ 平成18年12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)

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)

12(水)・
22(土)

※ボランティア相談は、25日(火)は休み

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

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

※国保年金課の窓口では社会保険事務所への年金記録
照会の取次ぎ、記録確認を実施中
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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24日(休)は行い、25
日(火)は休み
※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。

乳幼児健康・母乳・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

27(木) 健康管理センター 10：00～
11：0028(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)

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　※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

総合健康相談
とき ところ

5(水)・19(水)　
10：00～ 12：00

保健センター

10(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)

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

6(木)・20(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

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

外国人相談
日・
曜日

時間 ところ 電話

英語
フィリピノ語

5(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 12(水)

スペイン語 19(水)

ポルトガル語 26(水)

英語
フィリピノ語

2(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

9(日)

中国語 16(日)

英語
ポルトガル語

23(祝)

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

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

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

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)

※25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
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市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 3(月)・17(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 4(火)

消 費 生 活 月～金曜日

13：00～
16：00

行 政 11(火)・25(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 5(水)

登 記(面 接 の み、 予 約 制) 14(金)

建 築 火曜日

ところ▶ 28日(金)の消費生活相談、法律相談は休み
 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)

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)

介護相談
とき ところ

17(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

名城大学農学部附属農場講演会
と き▶ 11月24日(土)午後1時～ 4時
ところ▶ 総合体育館
講 演▶ ｢水田でのイネと病気とカビの話｣名城大学教

授・稲垣公治、｢植物の生育制御について｣名
古屋大学名誉教授・手塚修文

定 員▶ 150人(先着順)
問い合わせ▶ 名城大学農学部附属農場(☎81－2169)

県多重債務者無料相談会を実施
　県を始め県弁護士会、県司法書士会、支援団体など
が共同で無料相談会を実施します。サラ金・クレジッ
トの借金で悩んでいる人に、弁護士、司法書士などの
専門家が答えます。秘密は厳守します。
と き▶ 11月25日(日)午前10時～午後3時
ところ・問い合わせ▶中央県民生活プラザ(名古屋市中

区、☎052－962－5100)
相談方法▶ 電話か面談

遺失物法が変わります
　改正遺失物法が12月10日(月)に施行されます。落と
し物や忘れ物の保管期間が6か月から3か月に短くな
り、情報はインターネットで公表されます。また、携
帯電話やカード類など個人情報が入った物について
は、拾った人は所有権を取得できません。
問い合わせ▶ 春日井警察署(☎56－0110)

11月は児童虐待防止推進月間
　児童虐待は児童の人権を著しく侵害し、その心身の
成長や人格形成に大きな影響を与えるものです。
　今年度、国や地方自治体、民間が協力して、11月を
中心に全国的にオレンジリボンキャンペーンを展開す
ることになりました。このキャンペーンは、子どもの
虐待防止の象徴として｢オレンジリボン｣を広める運動
で、子どもの虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸
福になれるように、という気持ちが込められています。
　この機会に、わたしたち一人一人が児童虐待問題に
ついて理解を深め、この問題に対する社会的な関心を
高めるとともに、児童虐待の発生予防や早期発見に努
めましょう。
問い合わせ▶ 県健康福祉部児童家庭課(☎052－954－6281)



21

社会保険労務士による無料相談会
と き▶ 12月1日(土) ～ 2日(日)午前10時～午後3時
ところ▶ ザ・モール春日井(六軒屋町)
内 容▶ ○老齢・遺族・障がい年金○労災・雇用・健

康保険○労働条件○人事・労務に関する相談
問い合わせ▶ 県社会保険労務士会名古屋北支部(☎052－916

－7783)

マジック講座
と き▶ 12月～平成20年2月の第2・4日曜日(6回)午前

10時～正午
ところ▶ ルネック
内 容▶ 身近にある教材を使って、楽しく演技できる

手順と演出などを教える
講 師▶ 浅井英雄
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料5000円、教材費(1回)200円　
持ち物▶ はさみ、のり
申し込み▶ 11月19日(月)から、勝川開発㈱(☎34－6800)へ

いぬやまe－パソコンスタートコース
と き▶ 平成20年1月15日(火) ～ 2月27日(水)〈土・日

曜日、祝休日を除く〉午前10時～午後4時
ところ▶ 犬山市勤労青少年ホーム(犬山市大字羽黒新

田)
内 容▶ パソコンの基礎から応用までの技術修得を目

指す
対象・定員▶ 障がい者手帳所持者・7人(面接で選考)　※車

いす不可
費 用▶ テキスト代1000円
申し込み▶ 12月21日(金)までに、愛知障害者職業能力開

発校(☎0533－93－2102)へ

危険物取扱者試験
と き▶ 平成20年1月20日(日)
ところ▶ 名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)
内 容▶ 甲種、乙種4類、丙種
受験料▶ 甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
申し込み▶ 12月3日(月)～11日(火)に、受験願書〈消防本部、

消防署、各出張所で11月19日(月)から配布〉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▶ 平成20年1月9日(水)午前9時30分～午後4時30

分
ところ▶ 県勤労会館(名古屋市昭和区)
費 用▶ 受講料4000円、教材費2800円(テキストのみの

購入も可)
問い合わせ▶ いずれも予防課(☎85－6387)

キャドフォーラムＣＡＤオペレータコース
と き▶ 平成20年1月22日(火) ～ 3月18日(火)〈土・日

曜日、祝休日を除く〉午前9時～午後0時50分
ところ▶ キャドフォーラム名駅校(名古屋市中村区)
内 容▶ 二次元ＣＡＤオペレータとしての技術習得を

めざす
対象・定員▶ 身体障がい者手帳、精神障がい者手帳所持者

・10人(面接にて選考)　※車いす不可
費 用▶ テキスト代1000円
申し込み▶ 12月21日(金)までに、愛知障害者職業能力開

発校(☎0533－93－2102)へ

12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〉

11(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 20(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/

12月の認定産業医による健康相談
とき ところ

16(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
18(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

12月の多重債務者相談(要予約)
とき ところ 電話

20(木)・23(祝)
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｣(相談員・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)



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

知多公民館
ルネックギャラリー

落合公園管理棟

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉

坂下公民館
市役所市民サロン
中央公民館
アスティ高蔵寺
味美ふれあいセンター
鷹来公民館
東部市民センター

（☎32－8988）
（☎34－6800）

（☎56－0414）

（☎92－8711）

（☎88－5555）
（☎85－6073）
（☎33－1111）
（☎85－6079）
（☎31－3522）
（☎85－6616）
（☎85－6616）

11／15（木）～27（火）
11／16（金）～18（日）
11／17（土）～18（日）
11／30（金）～12／2（日）

11／17（土）～25（日）

11／30（金）～12／2（日）
11／18（日）～28（水）
11／19（月）～25（日）
11／20（火）～12／2（日）
11／23（祝）～12／4（火）
11／26（月）～12／2（日）
11／28（水）～12／5（水）
11／28（水）～12／5（水）

水彩画作品展
小さな絵の展覧会
寒蘭展示会
早咲き椿展

草木染教室受講生作品
展

てづくり小物展
ほとけ画展
水彩風景画作品展
写仏画作品展
新たな出会いを求めて
味美日本画作品展
出張生活展
出張生活展

知多水彩画クラブ
今井佳寿女ほか一木会
東海東洋蘭連盟
春日井つばき愛好会

草木染教室受講生と講師・葉仁和
の会

シーズネット
天華会
日彩会
蓮華会
春日井写団ハッピネス
味美日本画クラブ
めいきん生協春日井地域協議会
市消費者グループなずなの会

森で遊ぼ！～木の実のクラフトとあったかシチュ
ー作り
とき▶11月24日（土）午前10時～午後2時　ところ
▶少年自然の家　内容▶自然を使った工作と野外
料理作り　対象・定員▶2歳～小学生の親子・80
人（先着順）　費用▶材料費400円　申し込み▶11
月20日（火）までに、電話かＥメールに住所、参加
者全員の氏名、電話番号、子どもの年齢を書いて、
小林（☎090－9184－6692、Ｅメールmorinotankentai
@yahoo.co.jp）へ　主催▶森のたんけんたい
････････････････････････････････････････････
市民吹奏楽団ファミリーコンサート
とき▶11月25日（日）午後1時30分～3時30分（1時開
場）　ところ▶東部市民センター　曲目▶「ロー
ド・オブ・ザ・リング」「ディズニー・アット・ザ・
ムービー」「となりのトトロより『さんぽ』」ほか　
定員▶500人（先着順）　入場整理券▶市民会館、
東部市民センター、文化フォーラム春日井・文化
情報プラザなどで配布中　問い合わせ▶岡崎（☎
090－1780－9387）
････････････････････････････････････････････
茶木みやこライブ
とき▶11月18日（日）午後2時30分から（開場2時）　
ところ▶文化フォーラム春日井・視聴覚ホール　

内容▶フォークからバラードまでシニアに贈る癒
やしの叙情詩　定員▶198人（先着順）　入場料▶
2500円　入場券▶茶楽家われもこう、夢創塾、文
化フォーラム春日井・文化情報プラザで販売中　
問い合わせ▶アトリエ夢創塾（☎84－5989）
････････････････････････････････････････････
小林加代子バイオリンWinter Concert in MORIYAMA
山崎能子ピアノ
とき▶12月6日（木）午後7時～8時30分（6時30分開
場）　ところ▶名古屋市守山文化小劇場（名古屋市
守山区）　内容▶バイオリンとピアノによる親し
みやすいクラシックコンサート　出演▶小林加代
子（バイオリン）、山崎能子（ピアノ）　曲目▶モー
ツァルト「ソナタＫＶ378」、マスネ「『タイス』の瞑
想（めいそう）曲」、サンサーンス「ハバネラ」ほか
定員▶400人（先着順）　入場料▶一般3000円、学
生2000円　申し込み▶小林（☎・ＦＡＸ32－4577）へ
････････････････････････････････････････････
森であそぼう～ねっこぼっこ祭り
とき▶12月8日（土）午前10時～午後2時　ところ▶
細野キャンプ場　内容▶自然豊かな森の散歩やみ
つろうろうそく、羊毛ボールなどの手作り体験　
定員▶80人（先着順）　費用▶参加料350円（保険料
含む、手作りコーナーは別途材料費が必要）　申
し込み▶11月30日（金）までにＥメールに氏名、年
齢、参加人数を書いて、山口（Ｅメールchoos@mail.
bbexcite.jp）へ　問い合わせ▶山口（☎090－1869－
7128）　ホームページ　http://plaza.rakuten.co.jp/
morinoyoutienn/
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～社会人として活躍できる人材を育成し、実務能力を証明～

地域経済
NO.6

　社会的に高い評価と信頼を得ている商工会議所の検定試験は、 
企業の人材ニーズを踏まえ、「社会人として、活躍できるか」とい
う実践的な能力を測ることを目的として実施しています。
　春日井商工会議所でもさまざまな検定試験を実施していますの
で、ぜひチャレンジしてみませんか？

★基礎能力
　計算力･思考力、そろばん、
電子メール、キータッチ

商工会議所検定試験は
ビジネスに直結した公的試験！ 

問い合わせ▶春日井商工会議所（☎81－4141）

商工会議所検定ホームページ
http://www.kentei.ne.jp

★ビジネス実務能力
簿記、販売士、ビジネス英語、

福祉住環境、カラー

★ネット社会対応能力
　日商PC、EC実践能力、

電子会計実務、
ビジネスキーボード

●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9月〉

（105件）8件
（5人）1人

（8352件）895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。

11／17

11／24

12／1

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

☎31－8234

☎85－0077

☎84－1811

☎84－3060

☎91－3755

☎51－8222

☎75－3882

☎33－8011

☎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）

竹村整形外科クリニック（味美白山町1）

あさひ病院（下原町）

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）

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）

健康管理センター（柏原町5）

☎♯8000（(短縮番号)）または052－263－9909

11／18

11／23

11／25
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