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写真で振り返る
　　　　春日井2007

2007
Ｎo.1384
平成19年

　東部中学校の文化祭では体験講座を開催しています。講座は護身術や
エアロビクス、着物の着付けなど、さまざまな分野にわたり、地域の人
や保護者の皆さんが講師として招かれています。生徒は普段の学校生活
にない体験をし、感謝の気持ちとして、野外学習で集めたクリを使った
手作りのくりきんとんを講師に贈りました。

市の財政状況をお知らせします
Photo ホット ほっと
今月の春日井人
市民意見（パブリック・コメント）を募集します

情報最前線
各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など



平成１９年も残すところあとわずか。今年
も市では、イベントや施設のオープンなど、
さまざまなことがありました。この１年
の分野ごとの主な出来事を写真で振り返
ります。 

１月８日　 
成人式 

４月６日　出川小学校開校式 

５月１日～　放課後なかよし教室 ９月１５日～１６日　ハニワ制作大会 

７月１４日　夏の農業祭 ３月３１日～４月１日　サボテンフェア 

３９番目の 
小学校が 
できたよ。 
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８月１８日　勝川弘法市 

８月２５日　都市対抗野球大会 １０月８日　わくわく体験！Active Sports

１月７日　新春春日井マラソン大会 

４月３０日　ウオーク大会 
６月３０日～７月１日　全国ジュニア選抜車椅子バスケット 
ボール大会 

３月２７日～２８日　全国高等学校剣道選抜大会 

９月１９日　中部大学フェア～産官学連携・人づくり・ものづくり 
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４月３日　ささえ愛センター（市民活動支援センター） 
オープン 

７月２８日　市民納涼まつり 

１０月２０日～２１日　春日井まつり 

９月３０日　国際交流ルームオープン 

５月１３日　わいわいカーニバル 

８月２６日 
総合防災訓練 

１月５日　消防出初式 ９月１５日　子ども安全アカデミー 

交流の拠点が 
オープン 
しました。 
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３月３１日～４月８日　 
さくらまつり 

５月３日～５日　植物園まつり 

１月２０日　子ども環境シンポジウム 

６月８日～９日　かすがいエコライフフェア 

５月７日～　元気ショップ 
（障がい者授産品販売促進事業） 

３月１日　市民病院外来化学療法センターオープン 

６月８日～９日　児童虐待防止シンポジウム 

９月２日　健康救急フェスティバル 
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市では、毎年６月と１２月の２回、市の財政状況を公表しています。これは、皆さん
が納めた税金や国・県からの補助金などが、どのように使われているかを知って
いただくためのものです。今回は、平成１８年度の決算状況と平成１９年９月３０日現
在の予算執行状況をお知らせします。
※金額は特に標記のないものは１万円未満を切り捨て、執行率は小数点以下第２位
を四捨五入しています。また△印はマイナスを意味します。

市の現況（H１９．３．３１現在）
３０万２８２８人人 口

１１万８９４６世帯世 帯 数

９２.７１km２面 積

歳出総額750億831万円（対前年度比3.7％増加）

衛生費
10.8％

教育費
9.4％

消防費ほか
6.2％

民生費
28.6％

総務費
17.8％

土木費
15.5％

公債費
11.7％

市　債
10.1％

市　税
58.0％

国・県支出金
11.7％

地方譲与税ほか
20.2％

歳入総額768億3038万円（対前年度比4.0％増加）

445億5025万円
市民税（個人・法人）や固定
資産税など

89億8135万円
特定の事業に対して、その
財源の一部として国や県か
ら支出されたお金

77億4590万円
道路や学校などを整備する
ために借り入れたお金

155億5288万円
自動車重量税や消費税など
国や県の税の中から各市町
に配分されたお金など

市 税 国・県支出金 市 債 地方譲与税ほか

24万7692円市民1人当たりの支出額

平成18年度 決算状況
一 般 会 計

「一般会計」とは？…福祉、環境、ごみ処理、公園整備、教育など行政サービス全般に関する経理を行う会計のことです。

214億2042万円
高齢者や障がい者、
児童の福祉などの
経費

民 生 費

133億3359万円
財産管理や企画・税務事務などの
経費

総 務 費

88億32万円

市債などの借入金の返済のための
経費

公 債 費

70億2834万円
学校教育や社会教育などの経費

教 育 費

116億4858万円
道路や公園、
下水道などの
経費

土 木 費

46億4912万円
消防費、労働費、
農林水産業費、
商工費、議会費

消 防 費 ほ か

81億2790万円
ごみ・し尿処理や
予防接種などの経費

衛 生 費

市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします
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※収益的収支…経営活動全般に関する収支
　資本的収支…施設の建設などに関する収支
市民病院事業

▲

１日平均利用者数…外来１５４１人、入院５０９人
　　　　　病床数…５５６床
水道事業

▲

給水人口…３０万１４９７人、１日平均配水量…９万
７７７２m３、１人１日当たり平均配水量…３２４�

決　算　額項　　　　目事業名

１２６億１５５１万円収 益 的 収 入

予算の種類
市民病院
事業

１３１億１８７７万円収 益 的 支 出

２億２７３０万円資 本 的 収 入

１３億２２８６万円資 本 的 支 出

△５億１２１７万円当 年 度 純 利 益
財 務 状 況

３３０億１６万円固定資産現在高

４９億２８０７万円収 益 的 収 入

予算の種類

水道事業

５１億６６０７万円収 益 的 支 出

３億９５４８万円資 本 的 収 入

１１億２７５９万円資 本 的 支 出

△２億５８８６万円当 年 度 純 利 益
財 務 状 況

３９２億３５７３万円固定資産現在高

歳出決算額歳入決算額事　　業　　名

６４万円６４万円交通災害等共済事業

４億３６２３万円４億３６２３万円公共用地先行取得事業

２６９億５３０６万円２５１億１１２６万円国 民 健 康 保 険 事 業

１６４億７０３１万円１６４億１８０６万円老 人 保 健 医 療 事 業

１０１億６４８４万円１０５億６９９５万円介 護 保 険 事 業

１億９１６３万円１億９１６４万円介 護 サ ー ビ ス 事 業

２５３６万円２５３６万円民 家 防 音 事 業

５億８１２４万円６億５３３０万円潮見坂平和公園事業

８億９５２２万円９億１０４６万円松河戸土地区画整理事業

２５億１０６万円２５億５２２５万円勝川駅周辺総合整備事業

８６億２９４万円８６億５２４５万円公 共 下 水 道 事 業

○幼稚園・保育園ガラス飛散防止対策 

○放課後児童健全育成事業施設（子どもの家）整備 

○出川小学校整備 

○指定ごみ袋導入、ごみ減量啓発 

○ＪＲ神領駅南北自由通路整備 

○あんしん歩行エリア整備 

○ささえ愛センター（市民活動支援センター）整備

平成１８年度末平成１７年度末種　　　　　別

８３６億１８１３万円８２７億５３７０万円一 般 会 計

６２７億６５３４万円６３４億７７８４万円特 別 会 計

６億９２５５万円７億９５３０万円公共用地先行取得事業

９億７８６１万円９億８５１７万円松河戸土地区画整理事業

１１億７５５１万円１２億８９５１万円勝川駅周辺総合整備事業

５９９億１８６６万円６０４億７８５万円公 共 下 水 道 事 業

２２５億５１６４万円２３４億８０２０万円企 業 会 計

１６５億１９８９万円１７１億５６０４万円市 民 病 院 事 業

６０億３１７４万円６３億２４１５万円水 道 事 業

１６８９億３５１２万円１６９７億１１７５万円　　 合　　　　 計　　

市の借入金である市債の残高は、平成１７年度末に比べ一般会計
で８億６４４３万円増加、特別会計で７億１２５０万円減少、企業会計で
９億２８５６万円減少したため、合計で７億７６６３万円減少しました。

「特別会計」とは？…介護保険料などの保険料や下水道使用料など
の使用料によって経費が賄われる事業や一般会計とは別に経理が必要な
事業の会計のことで、条例で設置されています。

特 別 会 計 企 業 会 計

「企業会計」とは？…特別会計のうち企業会計方式により経理を行
う会計のことです。

市債残高の状況

平成１８年度主要事業

指定ごみ袋

ささえ愛センター（市民活動支援センター）

ＪＲ高蔵寺駅北口のバリアフリー化

市民１人当たりの市債残高　５５万７８５８円
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総　額行 政 コ ス ト

１７７億６９６１万円１．人にかかるコスト

２１９億５８７６万円
１１０億７４００万円
１９億８５１８万円
８８億９９５７万円

２．物にかかるコスト
　（１）物件費
　（２）維持補修費
　（３）減価償却費

２６３億９２９１万円
１１７億４１７万円
３８億８４６９万円
８８億６０５８万円
１９億４３４５万円

３．移転支出的なコスト　　　　　　　
　（１）扶助費
　（２）補助費等
　（３）繰出金　
　（４）普通建設事業費

２０億７６４９万円
１６億５９６９万円
４億１６８０万円

４．その他のコスト
　（１）公債費(利子分のみ)
　（２）不納欠損額

６８１億９７７８万円行政コスト合計

総　額収　入　項　目

２６億４９６万円１．使用料・手数料等

８４億１４２９万円２．国・県支出金

５３６億８１５３万円３．一般財源

６４７億７９万円収　入　合　計

貸方借方

　総　額負　債　の　部総　額資　産　の　部

９７２億２４６１万円
　

７６５億５７３５万円

３７億８１６７万円

１２８億８５５８万円

４０億円

７７億５３３３万円

　　　　　　　　　　　２５７７億７７２７万円

１００５億２０３７万円

９６３億５８２４万円

２８３億４６９７万円

３２５億５１６８万円

３０４億４３１９万円

７２億８４６万円

４４億２１９６万円
２７億８６４９万円

１０４９億７７９５万円負　債　合　計

総　額正味資産の部

４４９億６１７４万円
　４３億４６６万円
１４１１億８４５８万円

１．国庫支出金
２．県支出金　
３．一般財源等

１９０４億５０９８万円正味資産合計

２９５４億２８９４万円負 債・正 味 資 産 合 計２９５４億２８９４万円資　産　合　計

１．有形固定資産
　(土地、建物、備品など)
　（１）土木費
　　(道路、公園など)
　（２）教育費
　　(学校、公民館、総合体育館など)
　（３）衛生費
　　（クリーンセンター、清掃事業所など）
　（４）その他
　　（市庁舎、ふれあいセンターなど）
　
２．投資等
　（出資金、目的をもって積み立てた預金など）

３．流動資産
　（現金預金および短期的債権）
　（１）現金・預金
　（２）未収金

１．固定負債
　（長期的に負担する必要がある債務など）
　（１）地方債　　　　　　　　　　
　　（市の借入金残高）
　（２）債務負担行為　　　　　　　　
　　（将来にわたり負担する必要がある債務）
　（３）退職給与引当金　　　　　　
　　（現職員が年度末に一斉退職した場合に必要な退職金）
　（４）その他　　　　　　　　　　　　　　
　　（企業会計からの借入金）
２．流動負債　　　　　　　　　　
　（市が翌年度に返済する借入金など）

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

平成１９年３月３１日現在

地方公共団体が保有する財産や借入金残高などの状況を示したものです。

「普通会計」とは？…地方公共団体ごとに会計の範囲が異なっているために、地方財政統計を作成する上で、全国統一的に用いられる会計
区分です。市では一般会計と公共用地先行取得事業、民家防音事業、潮見坂平和公園事業の各特別会計の全部と、松河戸土地区画整理事業、
勝川駅周辺総合整備事業の各特別会計の一部をあわせたものが対象になります。

地方公共団体が１年間に行った市民サービスにいくらお金が使われたのかを示すものです。

市が行った市民サービスに使ったお金…２２万５２０３円

財源となる収入のうち市税などの一般財源…１７万７２６７円

資産…９７万５５６７円

負債…３４万６６５９円

正味資産…６２万８９０８円　※正味資産…資産から負債を差し引いた額

職員の人件費や退職給与引当
金などです。 
人にかかるコストは行政コス
ト全体の約４分の１を占めてい
ることが分かります。 

児童手当、生活保護費、福祉
医療費や負担金・補助及び交
付金、他会計（国民健康保険
事業特別会計、老人保健医療
事業特別会計など）への繰出金、
他団体への補助金などの経費
です。 

国や県からの補助金のうち、
市民サービスに対するものな
ど、施設をつくる以外のため
に入ってきたお金です。 

公債費の利子分や、市税など
の滞納となっている未収金の
うち、時効などにより徴収で
きなかったものです。 

市民サービスに使用する備品
の購入費や業務の委託料、公
共施設の修繕料、市が所有す
る固定資産の減価償却費など
です。 

市税、地方譲与税、利子割交
付金、地方交付税などの合計
額です。 

公共施設の使用料や住民票な
どの証明を発行する際の手数
料などです。 

普通会計バランスシート

行政コスト計算書

市民１人当たり

市民１人当たり

市　税
285億5380万円
（58.9％）

執行未済額
444億8455万円

民生費
81億5124万円
（33.6％）

執行未済額
568億3808万円

1億8670万円（57.4％）

135億3111万円（43.9％）

69億3887万円（37.0％）

45億3281万円（37.4％）

4億6928万円（45.8％）

31億6378万円（72.2％）

32億4743万円（40.4％）

1億915万円（52.9％）

804万円（19.3％）

5575万円（19.1％）

119億8753万円（38.9％）

67億1932万円（35.8％）

51億3963万円（42.4％）

1億4145万円（48.5％）

4億1147万円（9.4％）

8億9037万円（11.1％）

5938万円（28.8％）
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平成１９年度上半期の財務状況
市民病院事業

▲

固定資産現在高…３３０億８１３８万円、企業債現在高…１６１億９７４８万円
水道事業

▲

固定資産現在高…３９３億３６５５万円、企業債現在高…５８億９４９３万円

平成１９年度上半期の業務状況
市民病院事業

▲

１日平均利用者数…外来１５３０人、入院５１３人、病床数…５５６床
水道事業

▲

給水人口…３０万３２９４人、１日平均配水量…９万９１５５m３、１人１日当たり平均配水量…３２７�

総務費
40億7383万円
（29.3％）

公債費
37億1116万円
（39.1％）

衛生費
27億4955万円
（31.5％）

教育費ほか
69億7376万円
（26.7％）

国・県支出金
28億6062万円
（27.4％）

地方消費税交付金
16億1272万円
（53.0％）

歳　入
収入済額

380億1309万円
執 行 率
（46.1％）

歳　出
支出済額

256億5956万円
執 行 率
（31.1％）

市　税
285億5380万円
（58.9％）

市　税
285億5380万円
（58.9％）

執行未済額
444億8455万円
執行未済額

444億8455万円

民生費
81億5124万円
（33.6％）

民生費
81億5124万円
（33.6％）

執行未済額
568億3808万円
執行未済額

568億3808万円

予算額　824億9764万円

平成19年度上半期 予算執行状況
一 般 会 計

予算総額　759億9772万円

特 別 会 計

公共用地先行取得事業
（3億2543万円）

国 民 健 康 保 険 事 業
（308億226万円）

老 人 保 健 医 療 事 業
（187億5968万円）
介 護 保 険 事 業
（121億2714万円）
介 護 サ ー ビ ス 事 業
（2億620万円）

民 家 防 音 事 業
（4159万円）

潮見坂平和公園事業
（2億9153万円）

松河戸土地区画整理事業
（10億2468万円）

勝川駅周辺総合整備事業
（43億8341万円）

公 共 下 水 道 事 業
（80億3575万円）

歳　入
収入済額（執行率）

事 業 名
（予算額）

歳　出
支出済額（執行率）

1億8670万円（57.4％）1億8670万円（57.4％）

135億3111万円（43.9％）135億3111万円（43.9％）

69億3887万円（37.0％）69億3887万円（37.0％）

45億3281万円（37.4％）45億3281万円（37.4％）

4億6928万円（45.8％）4億6928万円（45.8％）

31億6378万円（72.2％）31億6378万円（72.2％）

32億4743万円（40.4％）32億4743万円（40.4％）

1億915万円（52.9％）1億915万円（52.9％）

804万円（19.3％）804万円（19.3％）

5575万円（19.1％）5575万円（19.1％）

1億8670万円（57.4％）

135億3111万円（43.9％）

69億3887万円（37.0％）

45億3281万円（37.4％）

4億6928万円（45.8％）

31億6378万円（72.2％）

32億4743万円（40.4％）

1億915万円（52.9％）

804万円（19.3％）

5575万円（19.1％）

119億8753万円（38.9％）119億8753万円（38.9％）

67億1932万円（35.8％）67億1932万円（35.8％）

51億3963万円（42.4％）51億3963万円（42.4％）

1億4145万円（48.5％）1億4145万円（48.5％）

4億1147万円（9.4％）4億1147万円（9.4％）

8億9037万円（11.1％）8億9037万円（11.1％）

0万円（0.0％）

0万円（0.0％）

2879万円（2.8％）

5938万円（28.8％）5938万円（28.8％）

119億8753万円（38.9％）

67億1932万円（35.8％）

51億3963万円（42.4％）

1億4145万円（48.5％）

4億1147万円（9.4％）

8億9037万円（11.1％）

5938万円（28.8％）

地方譲与税ほか
49億8593万円
（24.2％）

問い合わせ

▲

財政課（�８５－６６０７）

執行額（執行率）支出予算額執行額（執行率）収入予算額予算の種類事   業   名

５６億６０２０万円（４０．７％）１３９億２０１０万円５８億９５３２万円（４７．４％）１２４億３７２９万円収益的収支
市民病院事業

９３３９万円（６．３％）１４億８０８３万円１６５万円（０．８％）２億１５９２万円資本的収支

１５億７７４４万円（３０．１％）５２億４６２７万円２３億５６３５万円（４５．９％）５１億３９１９万円収益的収支
水 道 事 業

２億３９７６万円（１２．４％）１９億３３０７万円９４５４万円（２７．０％）３億４９７８万円資本的収支

企 業 会 計
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　秋晴れの下、小野道風生誕を祝う恒例の野外大
揮毫（きごう）大会が小野道風公遺跡保存会と松河
戸区の主催により行われました。園児や学生をは
じめ約220人が参加し、長さ70ｍ×幅4ｍの紙に思
い思いに筆を走らせていました。

11/11/3
㊗
11/3
㊗

11/7
㊌

　この日、行われた戴帽式では40人（男性5人、女
性35人）が厳かな雰囲気の中で、ナースキャップ
を頂き、ナイチンゲール像からともしびを受け継
ぎました。このともしびは、ナイチンゲールが暗
い夜もろうそくをともして看護したという言い伝
えから、看護の心の光とされています。この後、
ナースになるための誓い（ナイチンゲール誓詞）を
唱え、それぞれが看護の道を歩む決意を新たにし
ました。

11/11/9
㊎
11/9
㊎

きれいなまちになりました
（市内一円）

11/11/4
㊐
11/4
㊐

天高く筆運ぶ秋
（松河戸グラウンド）

ナイチンゲールに
続く１人に…
 （公立春日井小牧看護専門学校）

地元の書家による揮毫地元の書家による揮毫地元の書家による揮毫

　秋空の下、朝早くから秋季かすがいクリーン大
作戦が実施され、町内会をはじめとした409団体4
万3900人の参加協力で、燃やせるごみ111ｔ・燃
やせないごみ81ｔが収集されました。

少年自然の家にある交流学習コーナー
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男鹿市との交流

　｢すばらしい伝統行事や大自然に触れるこ
とができ、泊めていただいた家族の皆さんに
も、とても優しくしていただきました。」これ
は、今年の夏に、男鹿市を訪問した小学生が
その時の思い出として記した作文のひとこま
です。「男鹿」といえば、“なまはげ”です。鬼
のような面をつけ、わらで体を覆い｢泣く子
はいないか、怠け者はいないか。｣と家の中に
入ってきます。泣き叫ぶ子どもやその場をう
まく取りつくろう大人たち、このような光景
が毎年、大みそかのテレビニュースで流され
ますので、皆さんご存知だと思います。
　当市と男鹿市との交流は、市内の秋田県人
会の皆さんが、春日井まつりでの｢男鹿梨｣の
販売を機に、市民間の交流が深まり、今では
子どもたちの相互交流へと発展しています。
毎年、夏休みに小学生が3泊4日で男鹿市を訪
問し、男鹿市からは春日井まつりに合わせて

来てくれます。
　私は今年初めて男鹿市を訪問し、毎年、小
学生が訪れる施設を見学しました。お会いす
る人すべての皆さんから心温まるご説明をい
ただきました。お子さんが春日井市を訪問し
たというお母さんからは｢息子は今でも春日
井のことを話しますよ。｣という、うれしい言
葉にも接することができました。
　「現地を知ることの大切さとおもてなしの
心」をあらためて胸に刻んだ訪問でした。
　男鹿市との交流は今年で21回を数えますが、
最後にもうひとこま小学生の作文を紹介しま
す。
｢今までにない貴重な体験ができるという喜
びを多くの人に感じてほしいので、この交流
が長く続いてほしいです。」
　これからも心豊かな交流を続けたいと思い
ます。

11/3
㊗

　市の東部一帯には山林が多く、乾燥しやすいこの時季は特に注意が必要です。林野火災を想定した訓練を、
県の防災航空隊と市消防本部が合同で行い、防災ヘリコプターと地上にいる消防隊などの連携プレーで、災
害による被害を最小限に抑えられるよう、隊員たちは機敏な動きで取り組んでいました。15日（木）には山岳
滑落事故想定訓練も実施されています。 

万が一の林野火災に備えて
（少年自然の家・東部丘陵地）

11/11/7
㊌
11/7
㊌

11/9
㊎

11/4
㊐

地元の書家による揮毫

防災ヘリコプターのドロップタンクによる消火活動

少年自然の家にある交流学習コーナー少年自然の家にある交流学習コーナー少年自然の家にある交流学習コーナー
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　わたしは大正15年生まれの81歳です。10年ぐらい前に西藤インディアカクラブ代表の
高橋さんに誘われてインディアカを始めました。今は週に1回、チームの練習に張り切
って参加しています。
　インディアカは4人で競うスポーツなので、チームワークが大切ですね。それと、普
段はあまりかかわることがない年齢の人たちと話すこともできるので、とても楽しいで
すよ。これからも、インディ
アカを通じて、健康づくりは
もちろん、皆さんとの交流も
深めていこうと思っています。

1チームは4人。羽球を片手で打つゲームで、この羽
球のことをインディアカといいます。ルールはバレ
ーボールに似ています。市内には、春日井インディ
アカ協会に所属している8つのインディアカクラブ
があります。

インディアカって何？

サーブを打つ表情は真剣サーブを打つ表情は真剣サーブを打つ表情は真剣

インディアカで楽しインディアカで楽しく健康づくり！健康づくり！
岡本宏さん（藤山台）岡本宏さん（藤山台）

インディアカで楽しく健康づくり！
岡本宏さん（藤山台）

自分を変えてくれるもの・・・それがボクシング！
前田健太さん（春日井工業高3）

白熱する試合の様子白熱する試合の様子白熱する試合の様子

Ｑ．始めたきっかけは何ですか？
Ａ．肉体的にも精神的にも強くなりた
いと思い、高校入学後にボクシングを
始めました。今では、週に6回、ボク
シングジムに通っています。

Ｑ．得意技は何ですか？
Ａ．手数（てかず）とスピード、そして
右ストレートです。

Ｑ．今回の大会に出場しての感想は？
Ａ．県大会とは違って、練習の様子か
ら実力が違うなあって感じました。全
国のレベルの高さを実感することがで
きていい経験になりました。

Ｑ．将来の夢を教えてください。
Ａ．まずは、プロになること。そして、
いつかは世界チャンピオンになりたい
です！

　9月29日から10月9日まで、秋田県で行われた第62回国民体育大会（わか杉国
体）のボクシング少年男子ライトフライ級に県代表として出場し、5位入賞を果
たした前田健太さん。「身長は157㎝と小柄ですが、ハート（気持ち）の強さを信
条にしています。」と所属するボクシングジムの会長さんは話しています。

参加や体験の問い合わせ▶春日井インディアカ協会会長・横谷（☎31－9400〈夜間のみ〉）

練習に打ち込む前田さん練習に打ち込む前田さん練習に打ち込む前田さん

今回は、2人の頑張っている春日井人を紹介します。老いも
若きもスポーツに打ち込んでいる姿は、輝いてみえます。

12
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市民意見（パブリック・コメント）を市民意見（パブリック・コメント）を
募集します募集します

市民意見（パブリック・コメント）を市民意見（パブリック・コメント）を
募集します募集します

市民意見（パブリック・コメント）を
募集します

市では、市民生活や事業活動に重大な影響を与える計画や条例などの策定・改廃に当たり、趣旨や目的、内容を
案の段階で公表し、皆さんからの意見を募集します。

　案は、各担当課、市役所情報コーナー、坂下出張所、東部市民センター、各ふれあいセンター、各公民館、レ
ディヤンかすがい、総合福祉センター、市ホームページで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/publiccomment/publiccomment.html

春日井市多文化共生プラン案 かすがい市民文化振興プラン案 かすがい男女共同参画
プラン改定案

内 容

外国人住民が増加傾向にある
ことを踏まえ、異なる文化を
もつ住民が、同じ市民として
互いに尊重し、共に生活して
いくまちづくりの指針として
プラン案を作成しました。

人とのつながりを大切にしつ
つ自分らしく生きていくため
に欠かすことのできない文化
の振興に努めるため、プラン
案を作成しました。

社会情勢の変化や国・県の計
画改定を受け、現状を踏まえ
た男女共同参画施策を推進す
るための改定案を作成しまし
た。

概 要

○策定の背景
○目標期間
○国際化の現状と課題
○目標と基本方針
○目標達成のための具体的施
策　など

○策定の趣旨
○目標期間
○基本的な考え方
○文化施策の進行管理と評価
○基本目標・実施目標・施策
など

○改定の趣旨と性格
○市の現状と課題
○重点プロジェクトの設定
○目標別施策と取り組み
○数値目標の設定　など

募集期間 12月1日(土) ～ 1月4日(金)〈必着〉

提 出 先

直接か郵送、ファクス、Ｅメールで意見、住所、氏名を書いて、〒486－8686春日井市役所各
担当課へ(直接の場合は市役所執務時間中)

※意見に対する個別の回答はしません。また、内容については、個人が特定されない形で原則
として公表します。

FAX

▲

83－9988

Eメール

▲

bunka@city.kasugai.lg.jp

FAX

▲

85－5522
Eメール

▲

danjo@city.kasugai.lg.jp

問い合わせ 文化課

▲

(☎85－6033) 文化課

▲

(☎85－6079)
市民活動推進課男女共同参画
室

▲

（☎85－6288）
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I N F O R M A T I O N情報最前線

行政評価の客観性を確保し、効果的で効率的な行政運営を推進するため、昨年度までのフォローアップとし
て、19年度も外部の有識者5人で構成する行政評価委員会において2次評価（外部評価）を行いました。

＜評価対象＞
　平成18年度の2次評価で総合評価がＢ(改善)やＣ(縮小・
統合)、Ｄ(廃止・休止)とされた213件の事務事業を評価対
象として抽出し、18年度中に廃止となった20件を除く残
り193件の事務事業を今回の2次評価の対象としました。

問い合わせ▶企画課(☎85－6032)

■Ｃ(縮小・統合)評価とした事務事業(16件)
○広報板管理○コミュニティ盆踊り補助○市民の誓い推進○国民年金相談○高齢者訪問○リフレッシュ手当
○介護保険サービスの提供○医師会・歯科医師会・薬剤師会補助○歯の健康家族コンクール○保存樹等指定
○菊花大会○さつき展○盆栽展○市民植樹祭○教職員研修(教職員研修委員会へ委託する研修)○視聴覚機材
と教材の貸し出し
■Ｄ(廃止・休止)評価とした事務事業(6件)
○外国人学校運営費補助○養老年金○医療資金の貸付○家族介護者慰労金○少年交流○准看護学校補助

※外部評価によりＢやＣ、Ｄ評価とされた事務事業は、それぞれの担当部局で見直しを検討します。なお、
平成19年度行政評価報告書と各フォローアップシートは、市ホームページや市役所情報コーナーで見るこ
とができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/gyosei/index.html

市では、1月から、平成20・21年度入札参加業者定時受付を開始します。従来の紙による受け付けを改め、
インターネットによる電子申請になります。必要事項をシステムに入力し、納税証明や登記事項証明などの
別送書類を提出(郵送・持参)する必要があります。期限までに提出しないと登録できませんので早めに手続
きをしてください。

業種、申請をするシステム
①建設工事、設計・測量・建設コンサルタント等業務
あいち電子調達共同システム(CALS ／ EC)
https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.
html
②物品等
あいち電子調達共同システム(物品等)
http://www.buppin.e-aichi.jp/index.html

問い合わせ▶総務部総務課(☎85－6067)

※建設工事、設計・測量・建設コンサルタント等業務は申請の際に、電子入札コアシステム対応認証局発行
のICカードとカードリーダーが必要です。なお、ICカードなどの取得には1～2か月かかることがあります。

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

＜評価結果＞
　2次評価を行った結果、Ａ(維持)が74件、Ｂ
(改善)が97件、Ｃ(縮小・統合)が16件、Ｄ(廃
止・休止)が6件となりました。

受付期間(全業種とも)
システム入力期間 ▼ 1月4日(金) ～ 2月15日(金)　

午前8時～午後8時(土・日曜日、祝日
を除く)

別送書類提出期限 ▼システム入力後、7日以内
必着。ただし最終提出期限は、2月20
日(水)〈必着〉

資格の有効期限(全業種とも)
平成20年4月1日から平成22年3月31日
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都市計画審議会の公開
と き▶ 12月17日(月)午前10時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 5人(超えたときは抽選)
問い合わせ▶ 都市政策課(☎85－6264)

市食育推進計画策定委員会の公開
と き▶ 12月13日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所303会議室
定 員▶ 10人(先着順)
申し込み▶ 農政課(☎85－6236)へ

市介護認定審査会連絡会議の公開
と き▶ 12月17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)
問い合わせ▶ 介護保険課(☎85－6197)

救急医療対策協議会の公開
と き▶ 12月19日(水)午後2時15分から
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(☎85－6168)

市福祉有償運送運営協議会の公開
と き▶ 12月27日(木)午後2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▶ 介護保険課(☎85－6196)

クリスマスイルミネーションの点灯
　緑と花の休憩所をクリスマス飾りにしましたので皆
さんぜひお越しください。12月1日(土) ～ 24日(休)は、
閉園時間を午後6時までとし、3日・10日・17日は休園
日です。
問い合わせ▶ グリーンピア春日井(☎92－8711)

工業統計調査に協力を
　製造業を営む事業所を対象として、その活動実態を
明らかにすることを目的に、12月31日現在で全国一斉
に行われます。調査結果は、行政施策の重要な基礎資
料をはじめ、企業・大学などの研究資料、学校の教材
などに広く利用されています。調査内容は、統計法に
基づき秘密は厳守されます。12月中旬から1月にかけて
調査員が各事業所を伺いますので、協力してください。
　本年の調査から調査項目の一部が改正されましたの
で、調査票の記入に当たっては注意してください。
問い合わせ▶ 企画課(☎85－4324)

12月1日～31日は年末の交通安全運動
飲酒運転を撲滅しよう
○飲酒運転撲滅キャンペーン〈12月1日(土)・2日(日)〉
○県内一斉飲酒運転撲滅キャンペーン〈12月6日(木)〉
高齢者を交通事故から守ろう
○高齢者世帯訪問〈12月3日(月)・11日(火)〉
○てくてくアカデミー (高齢者交通安全講習会)〈12月5
日(水)〉
後部座席を含むシートベルト・チャイルドシートを正
しく着用しよう
○シートベルト着用キャンペーン〈12月5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〈12月4日(火)〉
問い合わせ▶ いずれも交通対策課(☎85－6052)

地域水道ビジョンを作成
　市水道事業では、平成16年6月に厚生労働省が策定
した｢水道ビジョン｣の方針を踏まえ、事業の目指すべ
き将来像を実現するための重点的な課題と、それらに
対処するための具体的な施策や工程を包括的に明示し
た｢春日井市地域水道ビジョン｣を作成しました。ビジ
ョンは、水道部監理課、市役所情報コーナー、坂下出
張所、東部市民センター、各ふれあいセンター、各公
民館、市ホームページで見ることができます。
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/
jousui/suidouvision.html
問い合わせ▶ 監理課(☎85－6407)

基本健康診査
とき・ところ▶1月21日(月)・健康管理センター、23日(水)

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

各70人(超えたときは抽選)
検査項目▶ 問診や身体計測、理学的検査、血圧測定、検尿、

循環器検査、貧血検査、肝機能検査、腎(じん)
機能検査、血糖検査、ヘモグロビンＡ1c検査

 ※昭和18年3月31日以前に生まれた人は、生
活機能評価も実施

申し込み▶ 12月12日(水)〈必着〉までに、はがき(1人1枚、
1会場のみ)に健診名、会場名、住所、氏名、
生年月日、性別、電話番号を書いて、希望す
る会場〈〒486－0913柏原町5－376、健康管理
センター (☎84－3060)、〒487－0011中央台1
－1－7、保健センター (☎91－3755)〉へ

使用済み乾電池と水銀体温計の回収
　家庭で不用になった乾電池や水銀体温計を回収しま
す。ごみとは別の透明な袋に入れて、回収日の午前8
時までにごみステーションに出してください。
回収日▶ 燃やせるごみの収集日が○水・土曜日の地区

…12月5日(水)○月・木曜日の地区…12月6日
(木)○火・金曜日の地区…12月7日(金)

問い合わせ▶ 清掃事業所(☎84－3211)
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購入された住宅用火災警報器を取り付けます
　住宅用火災警報器は平成20年
5月31日までに設置が義務付けら
れています。市では、高齢者な
どの皆さんが購入された火災警
報器を、市から委託を受けた市
社会福祉協議会の職員が、無料
で取り付けます。
対 象▶ 次のいずれかに該当し、

自分では取り付けが困
難な世帯○65歳以上の一人暮らしの世帯○65
歳以上のみの世帯○障がい者のみの世帯○65
歳以上の人と障がい者のみの世帯

購入する火災警報器▶配線工事を伴わない煙感知式の
火災警報器　※電池の取り替えは行いません
ので、電池の寿命が長い火災警報器を用意し
てください。

取り付け場所▶寝室、台所、階段など　※天井や壁の
形状によっては、取り付けできない場合あり

申し込み▶ 住宅用火災警報器取付申請書(介護保険課に用
意)に記入して、介護保険課(☎85－6196)へ

青少年健全育成市民大会で表彰
　11月28日(水)に、青少年健全育成功労者などの表彰
が行われました。表彰を受けた主な皆さんは次のとお
りです。(敬称略)
青少年健全育成功労者の部
高原裕子(八光町)、堀尾和子(浅山町)、早川朋子(宗法町)、
谷田光代(鳥居松町)、長縄和代(瑞穂通)
健全育成・非行防止作品(市長賞)の部
ポスター▶ 森田智里(東高森台小3)、海老日香里(高蔵寺中

3)、横井麻美(春日井東高1)
書 ▶ 大橋里帆(坂下小6)、片桐翔子(松原中2)、加藤

舞(春日井西高3)
標 語▶ 長谷川智代(牛山小2)、伊藤利奈(南城中3)、大

嶽隼也(春日井高等養護3)
運動・文化の部
運 動▶ 林和希(高森台中3)はじめ個人36人と4団体
文 化▶ 春日井西高吹奏楽部はじめ個人4人と6団体
親から子、子から親へのメッセージの部
最優秀賞▶ 若田有美子(味美白山町)
優秀賞▶ 井手迫めぐみ(東部中3)、峯村美那心(東野小6)、
秀 作▶ 池田真悠子(玉川小5)、山本菜津奈(玉川小6)、

堀田真也(東部中3)
『優秀作品展示』
とき・ところ▶11月29日(木) ～ 12月5日(水)・市役所市

民ホール、12月6日(木) ～ 14日(金)・東部市民
センター、12月18日(火) ～ 26日(水)・味美ふ
れあいセンター

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6151)

国際アンデルセン賞受賞・世界の優良図書展
と き▶ 12月5日(水) ～ 18日(火)〈月曜日を除く〉午前9

時～午後8時(最終日は午後3時まで)
内 容▶ 子どもの本のノーベル賞とも呼ばれる｢国際

アンデルセン賞(2006年度)｣受賞作品と世界の
優良図書200冊を展示

ところ・問い合わせ▶図書館(☎85－6800)

ふれあい広場
と き▶ ①12月5日(水)②12月12日(水)午前10時～ 11時
内 容▶ 親子で触れ合い遊びを楽しみながら友達づく

りをする
対 象▶ 市内在住の①6か月～ 1歳児②2 ～ 3歳児とそ

の保護者
持ち物▶ バスタオル(①のみ)
ところ・問い合わせ▶かすがいげんきっ子センター (☎

35－3501)

ひよこ教室
と き▶ ①12月6日(木)②12月13日(木)③12月20日(木)午

前10時～ 11時
内 容▶ 親子の触れ合いや楽しい遊びを通して、友達

づくりと育児相談をする
対 象▶ 市内在住の①0歳児②1歳児③2 ～ 3歳児とい

ずれもその保護者
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)

グリーンピアコンサート
と き▶ ①12月8日(土)午後2時～ 3時②12月15日(土)午

後1時30分～ 3時
内 容▶ ①ハンドベルでクリスマス②クリスマスコン

サート
出 演▶ ①春日井高等養護学校②春日井東高校、高蔵

寺高校、菅利行
曲 目▶ ①｢ジングルベル｣｢きよしこの夜｣｢星に願い

を｣など②｢クリスマスファンタジーメドレ
ー ｣｢アメージンググレース｣｢花嫁人形｣菅利
行のバリトン独唱など

ところ・問い合わせ▶グリーンピア春日井(☎92－
8711)

包丁・裁縫用はさみ研ぎ
と き▶ 12月16日(日)午前9時～正午受け付け、午後2

時～ 3時か12月23日(祝)引き渡し
定 員▶ 40人(先着順)　※今まで利用したことがない

人で1人1点に限定
ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)
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子どもの部屋
と き▶ 12月8日(土)午前10時30分～ 11時30分
内 容▶ ブラックパネルシアターや紙芝居、キャンド

ルサービスなどを楽しむ
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▶中央公民館(☎33－1111)　
協 力▶ グループ｢ゆう｣

子ども劇場
と き▶ 12月8日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ 大型絵本｢いなばのしろうさぎ｣、ペープサー

ト｢トトロ｣、巻き紙芝居｢へこきよめさま｣と
腹話術など

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▶鷹来公民館(☎84－7071)
協 力▶ おはなしの会、あずきまんま、ロゴス腹話術

研究会

クリスマス会
と き▶ 12月9日(日)午前10時～ 11時30分
内 容▶ ブラックパネルシアター、クリスマスリース

作り
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)

おもちゃの病院と不用なおもちゃの交換市
と き▶ 12月9日(日)午前10時～午後3時
内 容▶ ○壊れたおもちゃの修理(部品は実費)○不用

になったおもちゃ (使える物に限る)の交換　
※修理できない物もあり

ところ・問い合わせ▶エコメッセ春日井(☎88－5006)

夜コン｢木管楽器とピアノのベストＭＩＸ｣
と き▶ 12月14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▶ 武本京子(ピアノ)、山根奈々 (クラリネット)、

井元町子(フルート)、柴田祥(ファゴット)、新
田友紀(ホルン)、和泉祥代(オーボエ)

曲 目▶ プーランク｢フルート、オーボエ、クラリネ
ット、ファゴット、ホルンとピアノのための
六重奏曲｣など

問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

ジョギング大会
と き▶ 12月16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)

レディヤン祭
月 日▶ 12月8日(土)
午前の部(午前10時～正午)
内 容▶ ○バンド演奏(ＫＣジャズオーケストラ)、合

唱(ゴスペルサークル)、フラメンコ(ラ・プエ
ルタ・デ・フラメンコ)○絵本の読み聞かせ○
腹話術など

午後の部(午後1時～3時)
内 容▶ ○活動団体によるワークショップ(女性と子ど

もに安全なまちづくり、作品展示、パネル展
示など)○活動団体による体験コーナー (茶席、
折り紙で作るこま、幼年者の本の紹介、ネー
ムシールづくり、プラモデルをつくろう、雑
穀を見直し食べてみよう、健康体操、レクリ
エーションスポーツ、家族で卓球など○屋外
おやつコーナーなど

ところ・問い合わせ▶レディヤンかすがい(☎85－
4188)

廃棄自転車の部品提供
と き▶ 12月9日(日)午前10時～正午
内 容▶ ベル、サドル、タイヤなどの提供(部品の取り

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

お話の部屋
と き▶ 12月16日(日)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 紙芝居と絵本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)

ビデオ鑑賞
と き▶ 12月23日(祝)午後2時～ 3時
題 目▶ ｢アンパンマンのクリスマス｣
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)

クリスマスinサンフロッグ春日井
と き▶ 12月24日(休)午前10時から
内 容▶ ○クリスマス記念撮影コーナー○みんなの塗

り絵作品展…応募締切は12月23日(祝)。応募
用紙はサンフロッグ春日井、総合体育館で配
布中○お楽しみ抽選会(当日プールかトレーニ
ング室を利用した人と｢みんなの塗り絵作品
展｣に応募した人)○ゲーム｢スーパーボールす
くい｣○ゲーム｢水鉄砲でボウリング｣(プール
利用券が必要)　※催しの開催時間などは問い
合わせてください。

問い合わせ▶ サンフロッグ春日井(☎56－2277)
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新年名刺交換会
と き▶ 1月4日(金)午前10時から
ところ▶ 市役所11階
申し込み▶ 12月7日(金)までに、申込書(秘書課に用意)に

会費1000円を添えて、秘書課(☎85－6016)へ

福祉の里クリスマスコンサート
と き▶ 12月22日(土)午後1時30分～ 2時30分
内 容▶ サックス四重奏の演奏を楽しむ
出 演▶ Ｔeam Ｋ's Ｂlood(渡辺愛子ほか)
曲 目▶ ｢クリスマスメドレー ｣｢ホールニューワール

ド｣など
ところ・問い合わせ▶福祉の里レインボープラザ(☎88

－7007)

うめ吉トーク＆ライブ
と き▶ 2月24日(日)午後2時から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・視聴覚ホール
内 容▶ 江戸情緒たっぷりの三味線音楽を中心に、戦

前・戦後の流行歌を歌って踊る
入場料▶ 2000円、シニア(60歳以上)1500円(全自由席、

未就学児不可)
入場券▶ 12月8日(土)から、文化フォーラム春日井・文

化情報プラザ、チケットぴあで販売　※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)

市市民サービス公社嘱託職員
採 用▶ 平成20年4月1日
内 容▶ 草刈り、低木の刈込み、樹木の消毒、刈草の

回収運搬など(作業員の指揮・監督を含む)
対象・人員▶ 昭和20年4月2日以降に生まれ、普通自動車免

許を持っている人・若干名
給 与▶ 約17万円　※給与のほか、通勤、期末・勤勉

手当などを支給
試 験▶ ○1次…1月11日(金)に体力測定、作文○2次…

2月中旬に面接
ところ・申し込み▶12月17日(月)〈土・日曜日を除く〉

までに、市販の履歴書に記入して、落合公園
管理棟都市公園事務所(☎56－0414)へ
ホームページ　http://www.s－kousya－kasugai.
or.jp/ 

社会福祉事業団嘱託職員
採 用▶ 平成20年4月1日
職 種▶ ①子どもの家指導員②希望の家生活支援員
勤 務▶ ①午前11時～午後7時15分、週5日勤務②午前

8時30分～午後5時15分、週5日勤務
対象・人員▶ ①昭和27年4月2日以降に生まれ、保育士資格

か教育職員免許を持っている(平成20年3月ま
でに取得見込みの)人・15人程度②昭和27年4
月2日以降に生まれ、介護福祉士資格を持っ
ている(平成20年3月までに取得見込みの)人・
1人

給 与▶ ①約14万4000円(資格取得後4年未満の場合、
約13万8000円)②約14万8000円　※平成19年4
月1日現在の額で、給与のほか、通勤、期末・
勤勉手当などを支給

試 験▶ ○1次…12月23日(祝)に総合福祉センターで、
教養試験・性格検査○2次…1月20日(日)にサ
ンアビリティーズ春日井と総合福祉センター
で、作文、体力測定、面接

申し込み▶ 12月15日(土)〈月曜日は除く〉までに、市販の
履歴書と資格の写しを持って、本人が直接、
市社会福祉事業団事務局(☎84－1011)へ

地域防犯組織支援事業補助
内 容▶ 防犯活動パトロール用品の購入などの補助
対 象▶ 区・町内会や自治会などが中心となって、そ

の地域内にあるボランティア団体などの参加
を得て地域ぐるみで設立された自主防犯組織

補助額▶ 5 ～ 25万円(その地域の世帯数に応じて予算の
範囲内で交付)

申し込み▶ 12月28日(金)までに、所定の用紙(市民安全課
に用意)に記入して、直接、市民安全課(☎85
－6064)へ

次世代育成支援対策地域協議会の委員
内 容▶ 市次世代育成支援対策行動計画の推進および

後期計画策定のための協議会に年6回程度参
加する　※託児有り

対象・人員▶ 市内在住か在勤、在学20歳以上で、市の付属
機関などの委員でない子育て中か次世代育成
に熱意のある人・若干名　※選考により決定

任 期▶ 委嘱した日から2年間
申し込み▶ 12月17日(月)までに、応募用紙(子ども政策課、

市ホームページ、市役所情報コーナー、各出
張所、子育て支援センター、神屋子育て支援
センター、子育て子育ち総合支援館、交通児
童遊園、総合福祉センター内児童センターに
用意)に記入して、本人が直接子ども政策課へ

 ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
kodomo/other/jisedaikyogikai.html

問い合わせ▶ 子ども政策課(☎85－6206)



19

中央公民館　☎33－1111
正月用生け花教室～新年を迎える正月花｢オモト｣を生
ける
と き▶ 12月19日(水)午後2時～ 4時
講 師▶ 石黒東風
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人
費 用▶ 受講料250円、教材費2700円
 
クリスマスケーキ作り～ブッシュ・ド・ノエル(生ク
リームかモンブランクリーム)を作る
と き▶ 12月24日(休)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・36人
費 用▶ 受講料250円、材料費1500円
 
申し込み▶ ｢正月用生け花教室｣は12月8日(土)〈必着〉ま

でに、｢クリスマスケーキ作り｣は12月14日(金)
〈必着〉までに往復はがき(1人1枚)に教室名(生
クリームかモンブランクリームの別も)、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

鷹来公民館　☎84－7071
クリスマスケーキ作り教室
と き▶ 12月23日(祝)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)
 ※託児あり(年齢2歳以上の未就学児6人まで)
費 用▶ 受講料250円、教材費1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、泡立て器(ある人のみ)、
 30cm四方の持ち帰り用の箱
 
正月用の生け花教室
と き▶ 12月26日(水)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 松久恵美子
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2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
 
新春書き初め会～それぞれの課題に挑戦
と き▶ 1月5日(土)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 津田濤鶴、山川昌泉、長江華虹、小澤淑男
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・150人(先着順)
費 用▶ 受講料250円(大学生以上)、教材費500円
持ち物▶ 書道用具、ビニールなどの敷物、座布団
 
申し込み▶ ｢正月用の生け花教室｣は12月4日(火)から、そ

れ以外は12月5日(水)から、電話で　※｢新春
書き初め会｣は12月21日(金)受け付け締め切り

坂下公民館　☎88－5555
科学あそび｢デカルトの浮き｣～ペットボトルの中で潜
水する浮きを作って遊ぶ
と き▶ 12月15日(土)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 加納弘雅
対象・定員▶ 市内在住の小学生(2年生以下は保護者同伴)・

10人(先着順)
費 用▶ 教材費150円
持ち物▶ 500mlのペットボトル1本、割りばし、のり
 

ＫＩＤ’Ｓ絵画教室｢空想の名画～きみはピカソだ！ ｣
と き▶ 12月16日(日)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 磯貝文利
対象・定員▶ 市内在住の4歳～小学生・20人(先着順)
持ち物▶ クーピー・クレパス・絵の具など描きたい用

具、スケッチブックなど
 

迎春講座～どこにでも飾れるお正月の自由花
と き▶ 12月27日(木)午後1時30分～ 3時
講 師▶ 梶田とよ子
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2500円
持ち物▶ 生けたい器(花器でなくても可)、花ばさみ、

花合羽と剣山(ある人のみ)
 

平家物語～一の谷の合戦を読む
と き▶ 1月12日・26日、2月2日・9日の土曜日(4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・48人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費693円(角川ソフィア文

庫｢平家物語・下巻｣を持参の場合は不要)
 

タイの仙人風柔軟体操講座｢ルーシーダットン～楽チ
ン体操で肩こりや腰痛を退治しよう！ ｣
と き▶ 1月16日・23日・30日の水曜日(3回)午前10時

～ 11時30分
講 師▶ 秋葉弥生
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750円
持ち物▶ 足ふき用ぞうきん
 
申し込み▶ ｢科学あそび｣｢ＫＩＤ’Ｓ絵画教室｣｢迎春講

座｣は12月5日(水)から電話で、それ以外は、
12月15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、電話番号を
書いて、〒480－0305坂下町4－250－1へ
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知多公民館　☎32―8988
男の手料理～味な男が作る、冬の一品料理(和、洋、
中華)
と き▶ 1月12日～ 2月2日の土曜日(4回)午前10時～正

午
講 師▶ 加藤令子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の男性・30人(超えたと

きは抽選)
費 用▶ 受講料1000円、材料費2800円
持ち物▶ エプロン、調理用ふきん、手ふきタオル
申し込み▶ 12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、年齢、電話番号を
書いて、〒486－0947知多町4－64－1へ

西部ふれあいセンター　☎33－0808
今年は手作り！クリスマスのケーキ作り教室～イチゴ
のデコレーションケーキ
と き▶ 12月24日(休)午前10時～午後1時30分
講 師▶ 森幸代
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1500円
持ち物▶ エプロン、ふきん、23cm四方の持ち帰り用

の箱
 
お正月用の生け花教室～新春を迎える華やかな祝い花
と き▶ 12月27日(木)午後7時～ 8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、材料費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
 
申し込み▶ ｢今年は手作り！クリスマスのケーキ作り教

室｣は12月6日(木)から、｢お正月用の生け花教
室｣は12月7日(金)から、電話で

味美ふれあいセンター　☎31－3522
正月花教室
と き▶ 12月28日(金)午前10時～正午
講 師▶ 石黒東風　
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・10人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 12月4日(火)から、電話で

レディヤンかすがい　☎85－4188
鉛筆デッサンによる描画を学ぶ～デッサン力を高める
ため、物を見てスケッチできるまでを学ぶ
と き▶ 1月12日～ 3月22日の第2・4土曜日(6回)午後2

時～ 3時30分
講 師▶ 溝渕泰史
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1500円、教材費300円
持ち物▶ 鉛筆(Ｂ～ 4Ｂ各1本)、消しゴム
 
パン・お菓子作り入門～身近にある材料で、ホームメ
イドのパン・お菓子を作る
と き▶ 1月13日～ 2月24日の第2・4日曜日(4回)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(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1000円、教材費3200円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚、15cm四方の持ち帰り

用の箱
 
なりたい自分に近づくために～仕事に役立つコミュニ
ケーション講座
と き▶ 1月20日～ 2月10日の日曜日(4回)午前10時～

11時30分
内 容▶ ①コミュニケーション力をつけよう②ビジネ

スに生かす話し方を考えよう③面接対応・営
業トーク・ビジネスマナーを学ぼう④なりた
い自分を考えるキャリアデザイン

講 師▶ 青嶋宮央
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1000円
 
男性のための料理教室～おかずにもなる酒のつまみな
どを作り、料理の基本を学ぶ
と き▶ 1月20日～ 3月2日の隔週日曜日(4回)午前10時

～午後0時30分
講 師▶ 中根克枝
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
持ち物▶ エプロン、ふきん
 
申し込み▶ ｢なりたい自分に近づくために｣は、12月22日

(土)〈必着〉までにＥメールかファクス、往
復はがきに、それ以外は12月15日(土)〈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、Ｅメール
ladyan@city.kasugai.lg.jp、ＦＡＸ85－7890へ
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東部市民センター　☎92－8511
お正月花講習会～迎春を装う花を生ける
と き▶ 12月27日(木)午前10時～正午
講 師▶ 保母麗華
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・25人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料250円、教材費①(枝若松、キク、千両)

約2200円②(大王松、餅花、ホックスフェイス)
約2850円③(オモト、梅苔枝、小菊)約3600円

持ち物▶ 花ばさみ、水盤か花瓶、剣山、花包み、ぞう
きん

申し込み▶ 12月13日(木)〈必着〉までに、往復はがき(1人1
枚)に講座名、(教材①②③の別も)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

グリーンパレス春日井　☎84－0381
旅先ふれあい英会話入門～旅行での英会話を楽しく学
ぶ
と き▶ 1月10日～ 31日の毎週木曜日(4回)午後1時30分

～ 3時
講 師▶ 川地貞子
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・35人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1200円
ところ・申し込み▶12月15日(土)〈必着〉までに、往復

はがきに講座名、住所、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1－2へ

グリーンピア春日井　☎92－8711
正月生け花教室～正月花を生ける
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～正午
講 師▶ 加藤太恵
定 員▶ 20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費2500円
持ち物▶ 花ばさみ、花包み、タオル
申し込み▶ 12月4日(火)から、電話で

ささえ愛センター　☎56－1943
お父さんの地域デビュー～団塊の世代の個々の能力や
技術を地域にどう生かすか
と き▶ 12月22日(土)午後1時～ 2時30分
講 師▶ ＮＰＯ法人市民フォーラム21・ＮＰＯセンタ

ー
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
申し込み▶ 12月4日(火)から、電話かファクス、Ｅメール

に住所、氏名、電話番号を記入して、ＦＡＸ
56－4319、Ｅメールkatsudo@city.kasugai.lg.jp
へ

児童センター　☎87－6866
冬の星座教室～プラネタリウムや展示見学
と き▶ 1月26日(土)午前9時～午後3時
ところ▶ 名古屋市科学館(名古屋市中区)　※バス送迎

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▶ 参加料200円
持ち物▶ 弁当、水筒
申し込み▶ 12月15日(土)〈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)、年齢、
学校名、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

かすがいげんきっ子センター 
ファミリークッキング～オムライス
と き▶ 1月13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
 
おいしいクッキング～巻き寿司
と き▶ 2月3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
 
申し込み▶ 12月15日(土)〈消印有効〉までに、｢ファミリ

ークッキング｣は往復はがき(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、｢おいしいクッキング｣は往復は
がきに講座名、住所、氏名(ふりがな)、学校
名、学年、保護者名、電話番号を書いて、〒486
－0945勝川町8－2858－1(☎35－3501)へ
※｢ファミリークッキング｣は、ホームページ
からも申し込み可

 ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/
kodomo/kosodate/kosodatekan.html



22

健康推進課の介護予防教室☎85－6166
足・腰鍛えて元気はつらつ！！～健康体操で楽しく動
きましょう
と き▶ 12月8日(土)午前10時～正午
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2グレイスフル春日井
講 師▶ 松本能子、近藤貞子
定 員▶ 30人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2グレイスフル春日

井(☎32－1117)へ
 
健康体操～ピンピンシャンシャン転ばない
と き▶ 12月13日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 総合福祉センター
講 師▶ 古川加代
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
 
お口の健康について～元気で楽しい生活の維持のため
に
と き▶ 12月13日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホーム第2春緑苑
講 師▶ 歯科医師・森道徳
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター第2春緑苑(☎56－9166)

へ
 
中高年のうつ
と き▶ 12月18日(火)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 東部市民センター
講 師▶ 医師・垣内泰久
定 員▶ 45人(先着順)
申し込み▶ 地域包括支援センター春緑苑(☎88－8303)へ
 
認知症早期発見！ちょっとした変化気づいていますか
～症状と接し方について
と き▶ 12月20日(木)午後2時～ 3時30分
ところ▶ 特別養護老人ホームあさひが丘
講 師▶ 井真治
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

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▶ 1月16日(水)午後1時～ 4時
ところ▶ 市役所大会議室
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で中学生以上の人・40

人(先着順)
申し込み▶ 12月6日(木)から、電話で

総合福祉センター　☎84－3611
カラオケ演歌中上級編
と き▶ 1月11日・25日、2月8日・22日の金曜日(4回)

午後7時～ 8時30分　
講 師▶ 長沼十九二
定 員▶ 50人(超えたときは抽選)
 
手とり足とりパソコン講座(初心者対象)
と き▶ 1月15日・29日、2月5日・19日の火曜日(4回)

午後1時30分～ 3時
講 師▶ けやきフォーラム
定 員▶ ノートパソコン持参の人…12人、貸し出し希

望の人…8人
持ち物▶ ノートパソコン(貸し出し可)
 
やさしいかな
と き▶ 1月16日・30日、2月13日・27日の水曜日(4回)

午前10時～ 11時30分
講 師▶ 梅村彩楓
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
持ち物▶ 書道用具、かな用半紙
 
歌謡教室
と き▶ 1月17日・31日、2月7日・21日の木曜日(4回)

午前10時～ 11時30分　
講 師▶ 津田涛鶴
定 員▶ 50人(超えたときは抽選)
 
体スッキリ！ストレッチ体操
と き▶ 1月22日・29日、2月5日・19日の火曜日(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)
 
費 用▶ いずれも受講料520円(テキスト代などは実費)
 ※身体障がい者は無料(初回受け付け時に障が

い者手帳の提示が必要)
対 象▶ いずれも市内在住の60歳以上の人か身体障が

い者
申し込み▶ いずれも12月15日(土)〈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、身体障がい者は障が
い名、ノートパソコン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
地域ふれあい運動教室～肩凝り・腰痛予防ストレッチ
や簡単な軽体操
と き▶ 1月の毎週金曜日(4回)午前10時～ 11時30分
ところ▶ 東部市民センター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人(先着順)
費 用▶ 受講料1000円
 
ヨガ～心と体のバランスを整える
と き▶ 1月の毎週金曜日(4回)午前10時45分～ 11時45

分
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1200円
 
はずんで！ボールエクササイズ～エクササイズボール
で楽しく体を動かす
と き▶ 1月の毎週土曜日(4回)午前10時45分～ 11時45

分
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1200円
 
ボクシングエクササイズ～ボクシングの動きでエアロ
ビクス
と き▶ 1月10日～ 31日の毎週木曜日(4回)午後6時30分

～ 7時30分
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1200円
 
ジュニアヒップホップ～子ども向けのヒップホップ
と き▶ 1月11日～ 2月1日の毎週金曜日(4回)午後6時30

分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・40人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料800円
 
小学生の球技入門(テニス)～テニスを通じて運動機能
を高める
と き▶ 1月16日～ 25日の毎週水・金曜日(4回)午後4時

30分～ 5時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学1～ 2年生・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料800円
 
ジュニア養成教室(サッカー ) ～基礎から応用までを
楽しく学ぶ
と き▶ 1月22日～ 3月18日の毎週火曜日(2月12日を除

く8回)午後6時15分～ 7時30分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料3000円
 
ジュニア養成教室(新体操)～基礎から応用までを楽し
く学ぶ
と き▶ 1月22日～ 3月18日の毎週火曜日(2月12日を除

く8回)午後8時～ 9時15分
対象・定員▶ 市内在住の小学3～ 6年生・30人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料3000円
 
申し込み▶ ｢地域ふれあい運動教室｣は12月4日(火)午前9

時から電話で、それ以外は12月15日(土)〈必着〉
までに、往復はがき(1教室につき1枚のみ)に
教室名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話
番号、勤務先か学校名と学年を書いて、〒486
－0804鷹来町4196－3へ

1月のフィットネスプログラム
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各50人
費 用▶ 受講料(1回)300円　※回数券3000円(11枚つづ

り)あり
申し込み▶ 当日、教室開始の1時間前から受け付け(午前

の最初の教室は、8時30分から)
ところ・問い合わせ▶総合体育館(☎84－7101)　※水

曜日10時45分からの脂肪燃焼エアロは1月9日
～ 3月26日までの期間限定の開催　※1月1日
(祝) ～ 3日(木)・13日(日)・15日(火)は休講
火 水 木 金 土 日

9 ： 1 5
～

10：15

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

スタン
ダード
エアロ
ビクス

10：45
～

11：45

スタン
ダード
エアロ
ビクス

脂肪燃
焼エア
ロ

ソフト
エアロ
ビクス

18：30
～

19：30

脂肪燃
焼エア
ロ

20：00
～

21：00

ソフト
エアロ
ビクス

ダイナ
ミック
エアロ
ビクス

スタン
ダード
エアロ
ビクス

ヒップ
ホップ
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サンフロッグ春日井　☎56－2277
水中ウオーキング～効果的なフォームを身に付ける
(基本編)
と き▶ 12月13日(木)午後1時～ 2時
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300円　※別途、プール利用券の購入

が必要
 
クロールを覚えよう
と き▶ 1月8日～ 26日の毎週火・木・土曜日(15日を

除く8回)午後5時～ 6時
対象・定員▶ 10m泳げない市内在住の小学生・30人(超えた

ときは抽選)
費 用▶ 受講料4000円
 
水中運動～ウオーキングやレクリエーションなどで楽
しく体を動かす
と き▶ 1月11日～ 23日の毎週水・金曜日(4回)午前9時

20分～ 10時20分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1600円
 
シェイプアップアクア～体の引き締めを目指した水中
エアロビクス
と き▶ 1月11日～ 23日の毎週水・金曜日(4回)午前10

時40分～ 11時40分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・45人(超えたとき

は抽選)
費 用▶ 受講料1600円
 
おなかすっきり引き締め教室～効率の良い運動方法を
学び、超音波皮下脂肪厚測定で2か月間の効果を確認
する
と き▶ 1月11日(金)、3月14日(金)〈2回〉午前10時～ 11

時30分
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の18歳以上の人・15人(超

えたときは抽選)
費 用▶ 受講料1000円
 
申し込み▶ ｢水中ウオーキング｣は12月4日(火)午前9時か

ら電話で、それ以外は12月15日(土)〈必着〉ま
でに、往復はがきに教室名、住所、氏名(ふり
がな)、年齢、電話番号、勤務先か学校名と学
年を書いて、〒486－0804鷹来町4286へ

土地区画整理組合の事業計画の変更案
事業名▶ 春日井神領土地区画整理事業
組合名▶ 春日井神領土地区画整理組合

と き▶ 12月7日(金) ～ 20日(木)〈毎日〉午前8時30分～
午後5時15分

ところ・問い合わせ▶都市整備課(☎85－6308)　※こ
の案についての意見書は、12月7日(金) ～ 1月
3日(木)に、市長あてに提出することが可能

家屋を取り壊した場合などは早めに連絡を
　固定資産税は、毎年1月1日に存在する土地・家屋・
償却資産に課税されます。土地・家屋などの状況に変
更があった場合は、年内中に届け出てください。 
対 象▶●家屋を取り壊したが、まだ届け出ていない

人(法務局の滅失登記も必要)●土地の利用状
況を変更した人●納税通知書などの送り先に
変更があった(○住所を変更した○納税管理人
を変更または廃止した○納税管理人が住所を
変更した○相続人で、相続登記や相続人代表
者指定届が済んでいない)人　※平成20年1月2
日以降に家屋を取り壊した場合は、20年度も
課税されます。また、公益のために無償で使
用する集会所、遊園地、防火用水などや、火
災などの災害で損害を受けた固定資産は、税
が減免されます。

問い合わせ▶ 資産税課(☎85－6105)

12月は市税完納促進月間
土・日曜日、祝休日の収納・納税相談
と き▶ 12月1日～ 24日の土・日曜日、祝休日午前9時

～正午、午後1時～ 4時
夜間の収納・納税相談
と き▶ 12月3日(月) ～ 27日(木)午後5時30分～ 7時(土・

日曜日、祝休日を除く)
ところ・問い合わせ▶いずれも収納課(☎85－6111)

ホームヘルパー養成講座2級課程コース
と き▶ 1月9日(水) ～ 3月19日(水)の毎週月～金曜日、

午前9時～午後4時
ところ▶ アバンセライフサポート名古屋事務所(名古屋

市熱田区)
内 容▶ ホームヘルパーの基礎から実践と介護サービ

スの基本
対象・定員▶ 身体・知的・精神障がい者手帳所持者・15人(面

接で選考)
費 用▶ テキスト代6000円
申し込み▶ 12月14日(金)までに公共職業安定所か愛知障

害者職業能力開発校(☎0533－93－2102)へ
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ピアノカレッジ・ルネック
と き▶ 1月～ 3月(10回)①子ども(小学生以下)…土曜日

の午前10時～午後4時②大人…火曜日の午後1
時30分～ 3時30分③大人…火曜日の午後6時30
分～ 8時30分④大人…木曜日の午後6時30分～
8時30分

ところ▶ ルネック
内 容▶ デジタルピアノを使ったグループレッスン　

※子どものみ12月15日(土)午前10時～ 11時に
無料体験有り

定 員▶ 大人各クラス10人、子ども8人
費 用▶ 受講料各2万円
申し込み▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)へ

愛知の伝統野菜フェアの開催
　愛知の伝統野菜の展示即売や安全な地元野菜などを
使った料理の試食会など盛りだくさんのイベントを行
いますので、家族みんなで来てください。
と き▶ ①12月1日(土)②12月15日(土)午前10時から
ところ・問い合わせ▶①グリーンセンター春日井中央

店(西山町3、☎87－2622)②グリーンセンター
味美店(知多町3、☎35－5222)

ＪＡ尾張中央高蔵寺地区農業祭
と き▶ 12月14日(金) ～ 15日(土)
ところ▶ 尾張中央農業協同組合高蔵寺支店(高蔵寺町3)
内 容▶ 市内で生産されたジネンジョなどの農産品の

品評会〈14日(金)午後1時から〉と即売〈15日(土)
午後2時から〉

問い合わせ▶ ＪＡ尾張中央高蔵寺地区農業祭実行委員会(☎
51－1997)

珠算・段位認定検定
と き▶ 2月10日(日)
費 用▶ 1級2040円、2級1530円、3級1330円、段位2550

円
ところ・申し込み▶12月6日(木) ～ 1月7日(月)に、顔

写真(1 ～ 3級のみ縦4.5㎝×横3.5㎝)を添えて、
春日井商工会議所(☎81－4141)へ

自衛官募集
試験日▶ 2月3日(日)
種 目▶ 2等陸・海・空士
応募資格▶ 18 ～ 26歳の男子　※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、2月1日(金)〈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/

公立春日井小牧看護専門学校の専任教員募集
採 用▶ 平成20年4月1日
対象・人員▶ 昭和38年4月2日以降に生まれ、小児看護か成

人看護(外科病棟)の経験を有し、次のいずれ
かに該当する人①看護師として5年以上業務
に従事し、専任教員として必要な研修会を修
了した人②看護大学を卒業し、教育に関する
4単位を取得し、一つの業務(専門領域)に3年
以上従事した経験のある人・1人

試 験▶ 小論文(テーマ｢私の教育論｣400字詰め原稿用
紙5枚程度)と面接(日時は後日連絡)

ところ・申し込み▶12月3日(月) ～ 14日(金)に、履歴書(市
販のもの)、看護師免許証の写し、小論文、①
に該当する人は研修の修了証書の写し、②に
該当する人は卒業証明書と単位修得証明書を
持って、公立春日井小牧看護専門学校(☎84－
5611)へ

公立春日井小牧看護専門学校学生
試験日▶ 1月26日(土)
課程・学科▶ 専門課程・看護学科
試 験▶ ①学科試験(国語｢国語総合(漢文を除く)｣、数

学｢数学Ⅰ・数学Ａ｣、外国語｢英語Ⅰ・Ⅱ｣)、
②面接

対象・定員▶ 高等学校もしくは中等教育学校を卒業、卒業
見込みまたは同等以上の学力を有する人・40
人(推薦・社会人入学含む)

受験料▶ 5000円
修業年限▶ 3年(昼間)
募集要項▶ 公立春日井小牧看護専門学校で配布中　※郵

送希望の場合は、｢募集要項請求｣と朱書きし
た封筒に、返信用封筒(角2形、住所・氏名を
書いて、200円分の切手をはったもの)を同封
して学校まで郵送

ところ・申し込み▶1月4日(金) ～ 17日(木)に直接(土・
日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時)か郵送
(最終日の消印有効)で、〒486－0849八田町2
－38－1、公立春日井小牧看護専門学校(☎84
－5611)へ

ヤング・ジョブ・あいちを利用してください
　県では、若者の就職を総合的に支援するため｢ヤン
グ・ジョブ・あいち｣を設置して、求人情報の提供や
職業適性診断、キャリアコンサルティング、職業相談、
職業紹介、家族相談等、さまざまな就職に関するサー
ビスを1か所の窓口で受けることができます。
と き▶ 月～金曜日午前9時30分～午後6時(土・日曜日、

祝休日、年末年始を除く)
ところ▶ 中日ビル(名古屋市中区)
対 象▶ 学生を含む35歳未満の求職者とその家族
問い合わせ▶ ヤング・ジョブ・あいち(☎052－264－0665)
 ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/yja/



万 人

万

展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

東部市民センター

レディヤンかすがい

坂下公民館

エコメッセ春日井

市役所市民サロン
味美ふれあいセンター
中央公民館

グリーンピア春日井
〈最終日は16：00まで〉

アスティ高蔵寺

高蔵寺ふれあいセンター

鷹来公民館

（☎92－8511）

（☎85－4188）
（☎88－5555）
（☎85－6616）

（☎88－5006）

（☎85－6073）
（☎31－3522）
（☎33－1111)

（☎92－8711）

（☎85－6079）

（☎85－6616）

（☎84－7071）

12／1（土）～5（水）

12／6（木）～9（日）

12／11(火）～16（日）
12／1（土）～20（木）
12／2（日）～14（金）
12／12（水）～19（水）
12／2（日）～23（祝）
12／2（日）～23（祝）
12／4（火）～9（日）
12／4（火）～14（金）
12／4（火）～18（火）

12／5（水）～16（日）

12／6（木）～18（火）

12／12（水）～19（水）

12／13（木）～27（木）

ＮＴ油絵同好会作品展示会

ニュータウンキルトクラブ
作品展

白陽会展示会
日本画作品展
ひがし北海道の四季
出張生活展
粘土の花たち
伊勢型紙作品展
「花人」アドヴェント展示会
民俗ミニ展示「冬のくらし」
水墨画作品展

四季の写真と器を彩る原色
のドライフラワー展

四季折々

出張生活展

ボールペン画展

ＮＴ油絵同好会会員

ニュータウンキルトクラブ会員

白陽会会員
俊の会
瀧伍一
市婦人会協議会、火・水・土の会
成瀬直子
みろく伊勢型紙同好会
花人
文化財課
おんこ水墨画クラブ

立岡邦廣、岩崎菅子

風詠

愛知消費者協会チェリー、友の会
春日井グループ

ボールペン画の仲間たち

アレルギーのある子どもと親の集い
とき▶12月22日（土）午前10時～午後1時　ところ
▶レディヤンかすがい　内容▶食物アレルギーが
あっても、みんなで食べられる料理を作り、クリ
スマス会を楽しむ　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▶
12月10日（月）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
････････････････････････････････････････････
子育てのつどい根っこのこ
とき▶①12月18日（火）②1月22日（火）午前10時～
11時30分　ところ▶レディヤンかすがい　内容▶
子育て中の母親の話を聞き、講師から子育てに関
するさまざまなヒントやアドバイスをもらう①
「子どものちょっと気になるクセ」②「しつけの基
本～叱り方・ほめ方」　定員▶各30人（先着順）　
申し込み▶12月4日（火）から、電話かファクスに

催し名（①②の別も）、住所、氏名、電話番号を書
いて、服部（☎090－8555－7876、ＦＡＸ85－0016）
へ　※託児あり
････････････････････････････････････････････
食による健康セミナー「ガン・生活習慣病になら
ない食生活」
とき▶12月15日（土）午前10時～正午（開場は9時30
分）　ところ▶総合福祉センター　内容▶安心安
全な食べ物についての話を聞く　定員▶40人（先
着順）　費用▶資料代100円　申し込み▶12月4日
（火）から、電話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、
電話番号を書いて、早矢仕（☎・ＦＡＸ32－3868、 
Ｅメールvoodoochile－67@snow.ocn.ne.jp）へ
････････････････････････････････････････････
クリスマスコンサート
とき▶12月25日（火）午後2時～4時　ところ▶ホテ
ルプラザ勝川　内容▶ハンドベルとパイプオルガ
ンのコンサート　曲目▶「ジングルベル」「きよし
この夜」「ジュピター」ほか　出演▶堀内久世（ピア
ノ・パイプオルガン）、春日井高等養護学校音楽
部（ハンドベル）　定員▶80人（先着順）　費用▶入
場料1500円（ケーキ・飲み物付き）　申し込み▶12
月4日（火）から、勝川開発㈱（☎34－6800）へ　
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12／1

12／8

12／15

12／2

12／9

●公道
平日（午前8時30分～午後5時15分）…工務課☎85－6420
土・日曜日、祝休日、夜間…市役所宿直室☎81－5111

●宅地内（有料）
終日…市管工事業協同組合（☎83－8288）か市指定給水
装置工事事業者
※アパート、マンションなどの水道施設の修繕につい
ては、事前に管理者に確認してください。

緊 急 医

火 災 情 報水 道 修 繕
☎0180－995－999

急患に限ります。受け付けは、いずれも終了30分前までで保険証、受給者証、現金などが必要です。
いずれも連絡がとれないときは、県救急医療情報センター（☎81－1133）へ。

平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日

人　口 （＋2234）30万万4989人
世帯数 12万645世帯 （＋1908）

（　）内は前年同日比

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

☎84－1811

☎83－8777

☎33－7033

☎84－3060

☎91－3755

☎34－1166

☎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

人口と世帯数の動き

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

田代クリニック（鳥居松町4）

鈴木医院（柏原町3）

肛門科安藤外科（若草通3）

健康管理センター（柏原町5）

保健センター（中央台1）

アルファクリニック（朝宮町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

〈平成19年11月1日現在〉

健 康 産後うつ病ってなあに？産後うつ病ってなあに？

■…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。

問い合わせ▶健康推進課（☎85－6170）

マタニティブルーズ…全妊
産婦の20～30％でみられ、
ほぼ1週間以内に改善する
一過性の気分障がい

産後うつ病…軽度なものを含めると全妊産婦の13.4
％の発症頻度で、出産後1～2週間から数か月以内に
生じるといわれており、抑うつ気分、興味・喜びの
著しい減退などの主な症状が2週間以上続き、その
ために、家事や育児に支障をきたしたりする

「かわいい赤ちゃんとの楽しい生活がはじまる！」と妊娠・出産・育児を楽しみにしていたにもかかわらず、
産後しばらくは泣いてばかりいたと答える妊産婦は意外と多くいます。涙もろく何かにつけて泣いていたと
いわれる症状がマタニティブルーズや産後うつ病などです。早期の発見と治療が大切です。もしかして…と
感じたら、早めに相談しましょう。

市では助産師などによる妊産婦・新生児訪問を行っています。その際に、産後のメンタルヘルスを評価するアンケ
ート（エジンバラ産後うつ病質問票）を実施し、メンタルヘルスの不調に対する予防と改善に努めています。訪問を
希望する場合は「母と子のしおり」についているはがき（新生児訪問依頼書）か電話で連絡してください。家族からの
相談にも応じていますので気軽に相談してください。
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春日井市はISO14001の認証を取得し、
環境保全活動を積極的に推進しています。

古紙配合率100％再生紙を使用しています

故郷からの
おくりもの
～高橋まゆみ創作人形展～

と　き▶1月19日（土）～2月3日（日）
午前10時～午後7時（最終日は5時まで）
※月曜日は休館

ところ▶文化フォーラム春日井
入場料▶大人500円、高大生300円（当日100円増）
　　　　中学生以下無料
前売券▶1月18日（金）まで文化フォーラム春日

井・文化情報プラザ、チケットぴあで
販売
※かすがい市民文化財団では、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）

「おかえり」の懐かしい声が聞こえる。
　　忘れていた大切なもの、
　　　　　探しに行きませんか…。

「雪の中」人形：高橋まゆみ　撮影：嶺村裕

関連イベント「高橋まゆみギャラリートーク＆サイン
会」は、1月19日（土）午前11時30分と、午後1時30分です。

トウダイグサ科
ニシキソウ

　道端に生える一年草で、葉に赤褐色の斑紋がないことや、茎はほ
とんど無毛なところが帰化植物のコニシキソウと違います。
　ニシキソウの仲間は日本で数種類自生していますが生粋の在来種
は本種のみです。最近ではコニシキソウやオオニシキソウはよく目
につきますが、ニシキソウはむしろまれな雑草になりました。生育
期間は4～10月で、6～11月に花を咲かせ種子で繁殖します。花期は
他のニシキソウに比べて長く、遅くまで咲くようです。
　ニシキソウの名前は茎の赤と葉の緑から錦を連想して付けられたものですが、茎と葉の色の対比から「二
色草」と呼んだという説もあります。
　ガーデニングに用いられる園芸植物のユーフォルビアはニシキソウの仲間です。

然春 日 井 の 自

紅葉したニシキソウ紅葉したニシキソウ紅葉したニシキソウ
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