
　プロの演奏家を招いて、障がいのある人や病院へ入院している人に癒
やしの音楽プレゼントをしているボランティアグループの「結（ゆい）」。
この日は、市総合福祉センターで市内の障がい者施設の人たちと音楽を
通して楽しい時間を過ごしました。
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上記に加え、右のうち2項目以
上が該当（1項目が該当の場合は
予備軍）

現在の健診は、高血圧や糖尿病、
脂質異常症（高脂血症）、腎臓病
などの病気の早期発見･早期治
療を重視しています。新しく始
まる特定健診は、病気になる前
のメタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）に該当する
人、予備軍にあたる人を減らす
ことを目的として実施され、今
までの健診より早い時期に生活
習慣病の予防に取り組みます。

4月に、後期高齢者医療制度の創設や健診制度の変更など大きな医療制度改革が実施されます。そこで新しい健
診制度についてお知らせします。

4月から4月から新しい健診制度新しい健診制度が始まりますが始まります4月から4月から新しい健診制度新しい健診制度が始まりますが始まります4月から新しい健診制度が始まります

健診の流れ～ココが変わる　その①　特定健診・特定保健指導

■高血糖
　空腹時血糖…100㎎/㎗以上または、
　ヘモグロビンA1c…5.2%以上

■脂質異常
　中性脂肪…150㎎/㎗以上または、
　HDLコレステロール…40㎎/㎗未満

■高血圧
　収縮期血圧…130mmHg以上または、
　拡張期血圧…85mmHg以上

※上記に該当項目がある場合、喫煙習慣も
　関係リスクとして数えます

病気になる前に、生活習慣を改善し、医療費の増加を抑制するため、メタボリックシンドロームや予備軍に
該当すると、特定保健指導を行います。

病気の発見から予防に

ポイント

○基本健診は廃止され、健診は各医療保険者（国民健康保険や健康
保険組合など）が行います
○健診結果はデータ化され、データを蓄積することで経年的変化を
とらえた的確な指導が可能になります
検査項目▶○質問票（服薬歴、喫煙歴など）○身体計測（身長、体重、

ＢＭＩ、腹囲）○身体診察○血圧○脂質（中性脂肪、ＨＤＬ
コレステロール、ＬＤＬコレステロール）○肝機能
（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ）○代謝系（尿糖、空腹時血糖
またはヘモグロビンＡ１ｃ）○尿・腎機能（尿タンパク）　
※ほかに医師が必要と認めた項目を実施します

特定健診特定健診特定健診

40～74歳の人

■内臓脂肪型肥満
腹囲（へその高さで計測）
男性　85㎝以上
女性　90㎝以上

健診結果から生活習慣病の危険性を判定
～基準はメタボリックシンドロームかどうか

〈判定基準〉〈判定基準〉〈判定基準〉

特定保健指導

Ｑ＆Ａ

後期高齢者医療制度に移行

65歳以上の人へ
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問い合わせ▶基本健診、生活機能評価、がん検診…健康推進課（☎85－6166）
後期高齢者医療制度…生活医療課（☎85－6195）
市国民健康保険加入者の特定健診、特定保健指導…国保年金課（☎85－6156）
（それ以外の医療保険加入者の特定健診、特定保健指導は各医療保険者）

4月から新しい健診制度が始まります4月から新しい健診制度が始まります

健診の流れ～ココが変わる
その②　後期高齢者医療へ 健診の流れ～ココは変わりません

受診者全員に生活習慣の見直しや改善のきっかけとなる情報を提供します
※服薬中の人は保健指導の対象にはなりません
※65～74歳の人は「積極的支援」の対象となった場合でも「動機づけ支援」となります

県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて市
が実施する健診を受けてください。

学校や職場が行う健診か、市が実施するヤング
健診を受けてください。

メタボリックシンドロ
ームと判定されると…

メタボリックシンドロ
ーム予備軍と判定され
ると…

Ｑ．基本健診と一緒に通知のあったがん検診
ってどうなるの？

Ａ．各種がん検診（胃がん検診、大腸がん検
診、肺がん検診、前立腺がん検診、乳が
ん検診、子宮がん検診）については、今
までどおり市が行います

特定健診

75歳以上の人
（65歳以上の一定の障がいがある人を含む）

18～39歳の人

〈判定基準〉

特定保健指導特定保健指導特定保健指導
積極的支援…健診判定の改善に向け、医師や保健師、管理栄養士

などによる面接指導や、電話･Ｅメールなどを使っ
て生活習慣改善が継続的に実行できるような支援が
されます（原則3か月以上）

動機づけ支援…自分の生活習慣の改善点や実践していく行動などに
気付き、自ら目標を設定し、行動に移すことができ
るような支援がされます。医師や保健師、管理栄養
士などによる原則1回の面接指導があります

　平成18年度から介護予防が必要な人を特定す
るために、生活機能評価を行っていましたが、
4月からも、検査内容を一部変更して行います。
評価を行った結果、介護予防が必要な人を対象
に、地域包括支援センターの職員による介護予
防プランに基づき介護予防事業を実施します。

Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ

後期高齢者医療制度に移行後期高齢者医療制度に移行後期高齢者医療制度に移行

65歳以上の人へ65歳以上の人へ65歳以上の人へ
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高齢者医療制度のお知らせ高齢者医療制度のお知らせ高齢者医療制度のお知らせ高齢者医療制度のお知らせ
4月から実施する高齢者医療制度について、国において一部見直されることになりましたので、お知らせします。

問い合わせ▶生活医療課（☎85－6195）

今後、正式に内容が決まった段階であらためてお知らせします。

被保険者全員が均等に負担す
る均等割額と、被保険者の所
得に応じて負担する所得割額
の合計となります。均等割額
と所得割率は、県後期高齢者
医療広域連合によって決定さ
れました。

問い合わせ▶国保年金課（☎85－6158）

　70 ～74歳（既に3割負担の人、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障がい認定を受けた人は除く）の人
は、4月から平成21年3月までの1年間、窓口負担が1割に据え置かれます。正式決定後、新たな高齢受給者証
を郵送する予定です。

均等割額均等割額
4万175円
均等割額
4万175円

所得割額所得割額
（総所得金額－（総所得金額－33万円）万円）

×
所得割率（所得割率（7.43％）％）

所得割額
（総所得金額－33万円）

×
所得割率（7.43％）

保険料
（年額）

70～74歳の人の自己負担割合の据え置き70～74歳の人の自己負担割合の据え置き70～74歳の人の自己負担割合の据え置き

75歳以上の人が加入する後期高齢者医療の保険料75歳以上の人が加入する後期高齢者医療の保険料
（65歳以上の一定の障がいがある人を含む）（65歳以上の一定の障がいがある人を含む）

75歳以上の人が加入する後期高齢者医療の保険料
（65歳以上の一定の障がいがある人を含む）

対象者▶75歳以上（65歳以上の一定の障がいがある人を含む）で、後期高齢者医療の被保険者になる日の
前日（3月31日か75歳の誕生日の前日）において被用者保険（国民健康保険、国民健康保険組合以
外の医療保険）の被扶養者となっている人

内　容▶4月～9月の6か月間…保険料はかかりません
10月～平成21年3月の6か月間…均等割額が9割軽減され、所得割額はかかりません

一部の人の保険料負担の見直し

保険料の算出方法
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高齢者医療制度のお知らせ

均等割額
4万175円

所得割額
（総所得金額－33万円）

×
所得割率（7.43％）

70～74歳の人の自己負担割合の据え置き

75歳以上の人が加入する後期高齢者医療の保険料
（65歳以上の一定の障がいがある人を含む）

と　き▶3月8日（土）午前9時50分～午後3時（予定）
ところ▶総合体育館
※内容や申し込みについては、1月15日号広報でお知
らせします。

と　き▶2月8日（金）午後5時40
分～8時（5時開場）

ところ▶市民会館
内　容▶地元出演者による「ふ

るさと自慢」と「うた自
慢」で春日井の魅力を
伝え、ゲストの歌謡ス
テージをたっぷり楽し
めるステージショー

出　演▶美川憲一、三船和子
定　員▶1151人（超えたときは

抽選のうえ、1枚で2人
入場可能な整理券を送
付。当選は1人1枚）

申し込み▶1月16日（水）〈必着〉ま
でに、往復はがきの往
信裏面に住所、氏名、
電話番号を、返信表面
に住所、氏名を書いて、
〒461－8725ＮＨＫ名
古屋放送局「ふるさと
自慢うた自慢」係へ

と　き▶2月11日（祝）①午後1時
～2時（0時30分開場）②
午後3時30分～4時30分
（3時開場）

ところ▶東部市民センター
出　演▶ぐ～チョコランタンの

仲間たち（スプー、ア
ネム、ズズ、ジャコビ）、
うたのおねえさん（番
組出演者とは異なりま
す）　

定　員▶495人（超えたときは抽
選のうえ、主催者が決
定した座席指定券を送
付。当選は1世帯1枚）

申し込み▶1月23日（水）〈必着〉ま
でに、往復はがきの往
信裏面に住所、氏名、
電話番号、希望の公演
回（①②の別も）、観覧
人数（保護者を含め4人
まで）を、返信表面に
住所、氏名を書いて、
〒461－8725ＮＨＫ名
古屋放送局「ぐ～チョ
コランタン小劇場」係
へ

と　き▶1月26日（土）午後1時～
3時（0時30分開場）

ところ▶文化フォーラム春日井
・視聴覚ホール

内　容▶○第1部「デジタルハイ
ビジョンで楽しむ大河
ドラマ・篤姫」○第2部
講演「幕末の尼将軍 篤
姫」、講師…作家・童
門冬二

定　員▶198人（超えたときは抽
選のうえ、1枚で2人入
場可能な整理券を送
付。当選は1人1枚）

申し込み▶1月9日（水）〈必着〉ま
でに、往復はがきの往
信裏面に住所、氏名、
電話番号を、返信表面
に住所、氏名を書いて、
〒461－8725ＮＨＫ名
古屋放送局「ＮＨＫ公
開セミナー」係へ

ＮＨＫスポーツパーク
in春日井

松岡修造のテニスパーク

ＮＨＫ公開セミナー

公 開 録 音

問い合わせ▶かすがい市民文化財団（☎85－6868）
　　　　松岡修造のテニスパークについては
　　　　総合体育館（☎84－7101）

市は6月1日で市制65周年を迎えます。そこで、1月～3月にかけて、65周年記念プレイベントを市とNHK名古
屋放送局などの共同主催で行います。

市制施行65周年記念プレイベント

©NHK・NED

大河ドラマ

応募時の個人情報は、抽選結果を連絡するほか受信料
のお願いに使用する場合があります。

ＮＨＫ名古屋放送局

5



きれいな地球を未来のためにきれいな地球を未来のためにきれいな地球を未来のためにきれいな地球を未来のために
～地球温暖化・大気汚染の防止に協力を～

冬の空気は夏に比べて澄んでいてきれいというイメージがありますが、冬は、地上付近の空気が拡散しにくくな
るため、1年で最も空気が汚れやすい季節だと、皆さんは、知っていましたか。また、地球温暖化をもたらす二
酸化炭素の排出量も冬になると増えるといわれています。家庭でできることから、地球温暖化・大気汚染の防止
に協力ください。

　地球は、大気に包まれており、この中に含まれている二酸化炭素
などの温室効果ガスは、太陽からの熱を逃さず、地球上の生物が住
みやすい気温を保つ働きをしています。
　しかし、近年、冷暖房機器や自動車の増加、森林伐採などで、こ
の温室効果ガス濃度が高まり、それに伴い気温が上昇して、地球温
暖化が進んでいるといわれています。
　このまま地球温暖化が進むと、平均気温や海面の上昇が予測され
ており、これにより異常気象の発生や一部の動植物の絶滅などが懸
念されています。

　大気汚染の原因には、わたしたちの生活に身近な冷暖房機器や自動
車もあります。
　特に12月は、年末の繁忙期を迎えて自動車交通量や家庭・ビルの暖
房機器の稼動量が増加するとともに、冬特有の気象条件が重なり、大
気中の汚染物質濃度が高くなるといわれています。

地球温暖化

大気汚染

　部屋を暖め過ぎず、無駄をなくせば、そ
の分二酸化炭素などの排出量も減らすこと
ができ、空気がきれいになります。
　暖房の設定温度は、20℃にしましょう。  

暖房は控えめに

　買い物など近くの外出には徒歩か自転車
を使い、遠くに出かけるときも公共交通機
関を利用するなど、自動車を使うことはで
きるだけ避けましょう。 

自動車の使用は
できるだけ控えましょう

　自動車を購入するときは、
最新の排出ガス規制に適合
したものなど、環境に優し
い自動車を選びましょう。

環境に優しい自動車を
使用しましょう

　「エコドライブ」とは、①緩やかに加速②ア
イドリングストップ③タイヤの空気圧を小ま
めにチェック④不要な荷物は降ろす　など、
環境に配慮して自動車を運転することです。 
　環境に良く、ガソリンなどの燃料代の節約
にもなる、まさに一石二鳥の「エコドライブ」
を実行しましょう。

エコドライブを実行しましょう

 

●地球温暖化や大気汚染を防ぐために、●地球温暖化や大気汚染を防ぐために、わたしわたしたちができることたちができること●地球温暖化や大気汚染を防ぐために、わたしたちができること

20℃
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きれいな地球を未来のために

●地球温暖化や大気汚染を防ぐために、わたしたちができること

　国では、家（うち）の中でできる地球温暖化対策を「うちエコ！」として、暮らしの中に取り入れることを呼び掛け、
この取り組みを推進しています。
　1日の暮らしに合わせてできる省エネなどの取り組みを紹介します。

家でできる温暖化対策、「うちエコ！」実践してみませんか

わたしたち、「エコチーム・かすがい」からのメッセージです
　市では、8月に家庭で省エネに取り組んでいる家族を募集後、「エコチーム・かす
がい」として認定し、中でも取り組みが優秀な家族を「エコチーム・かすがい エコ
マスター」に認定しました。チームの皆さんからのメッセージを紹介します。

エコチーム・かすがい エコマスター

エコチーム・かすがい

問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）

体を温める、温かい
飲み物で一息

午後2時

観葉植物で保湿効果を高める
※湿度を15％上げれば室温
を1℃下げても体感温度は変
わらないといわれています。

午前11時

地球温暖化防止のため、過度な暖房に頼らず、
室温20℃で暖かく暮らしましょう

暖房の設定温度を1
℃下げると、冷房の
設定温度を1℃上げ
たときより、数倍も
CO²の削減効果があ
るといわれています

ウォームビズで
うちエコ！

風呂で心身共にホ
ッとリラックス

午後9時

カーテンは昼間開け、
夜は閉めて保温対策

午後5時
家族で鍋を囲んでウォームビズ　※鍋は体を温め
るだけでなく、一つの部屋に集まり、人がいない
部屋の電気を消せば、省エネにもつながります。

午後7時

プラス1枚の家着で
暖かに家事をこなす

午前9時

朝食をしっかり摂
って体温アップ

午前7時

12

6
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最初は大変だと思うこと
もありました。地球のた
め、未来ある子どもたち
のためと思うと面倒では
なくなってきました。続
けることでそれは、習慣
になってきています。

食用廃油の出ない献立を
しても出る廃油、油かす
は、土に戻して、有機野
菜などを作る。焼却場で
エネルギーを使って焼却
すべきではないでしょう。

我が家は環境やエコという
言葉と無縁な生活を送り続
けていました。知らないと
いうことは怖いことです。
でも、知った以上は、わた
したちにできることをやっ
ていきたいと思います。

一人で実施してもほか
の人がやらなければ効
果はほとんど出ないの
で、みんなできちんと
やっていくことが大切。
面倒くさがらずに実行
する。

エコバックを使ってね。

光熱費を減少

地球を救え！！

チーム・コッピー
買い物（の時に行う取り組み）は、誰もがすることなので
取り組みやすいと思います。

チーム・マイバスケット

一度にいろいろ取り組むのは大変です。まずは『出来るところから少しずつ』が、家族で取り組みを長続きさせるポイント。
家族の協力を得るにつけても決して押し付けではなく、どうしてそうするのか説明した上で、あせらず理解を得ながら行
うとよいと思います。（頭の柔軟な子どもたちをまず巻き込むのも一つの手段！！）一つの目標が達成できると「じゃあ次
は・・・」と楽しくなってきます。楽しみながら行えるようになるといいですね。

KERO KERO

プチｅｃｏ チーム・マロン 地球を守り隊 節　　約

買い物は、体を温め
る食材を意識して
※根菜類は体温上昇
を促す効果がありま
す。

午後4時

7
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I N F O R M A T I O N情報最前線

申し込み▶保健センター (☎91－3755)へ

健診の種類 と　　　き 対　　　象 料　金 検査内容など

運 動 健 診
火・木・土曜日午前
で指定した日

市国民健康保険加入者 2650円 尿、身体計測、血圧測定、胸部Ｘ線、心電図、
血液一般、血液生化学、肺機能、運動負荷
テスト、体力測定上記以外の人 5150円

体 力 測 定
火・木・土曜日午前
で指定した日

市国民健康保険加入者 1590円 身体計測、血圧測定、心電図、運動負荷テ
スト、体力測定
※市健康管理センターで総合健診受診後3
か月以内の人に限ります。上記以外の人 3090円

健 康 診 査
火・木曜日午前で指
定した日

市国民健康保険加入者 1590円 尿、身体計測、血圧測定、胸部Ｘ線、心電図、
血液一般、血液生化学、視力、聴力上記以外の人 3090円

骨粗しょう症検診 金曜日午前

★市民で18歳以上の女性お
よび30歳以上の男性

600円

かかとの骨を超音波により測定
★の対象者で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市国民健康保険加入者
②70歳以上の人
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
※上記①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
の人

2900円

※健診は予約制です。いずれも祝休日は休みます。

　市では、国の「地震防災戦略」に従い、市耐震改修促進計画案を作成
しました。この計画案について、皆さんの意見を募集します。
　計画案は、市民安全課、建築指導課、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。

概 要

○策定の背景○位置づけ○市における地震被害の想定○対象となる
区域、期間、対象建築物○建築物の耐震化の現状と目標○耐震化に
向けた役割分担○促進体制○重点的に耐震化を進める区域の設定○
関連する安全対策○住宅、建築物の耐震化促進　など

募集期間 12月15日(土) ～ 1月15日(火)<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春日井市役所市民安全課(FAX84－8731、Eメール
anzen@city.kasugai.lg.jp)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。

問い合わせ 市民安全課(☎85－6072)

ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/publiccomment/
pubbosyu.html

1月1日号から広報の

誌面の字を大きくし、

読みやすくします。

広報春日井の文字を大きく

12月15日号までの文字の大きさ

問い合わせ▶広報広聴課
　　　　　　（☎85－6036）

広報春日井の文字を大きく

1月1日号からの文字の大きさ
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春日井警察署各階の案内

ところ▶〒486－0849八田町2－43－1
駐車場▶70台(うち障がい者用2台)
交通機関▶JR春日井駅より名鉄バス小牧駅行きか大草行き「八田町2

丁目」下車
ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/police/

　春日井警察署庁舎は、老朽化が進み、手狭となっていたため、旧
市民病院跡地に移転・建て替え工事を行っていました。このたび、
新庁舎が完成し、12月25日(火)から業務を開始します。

７階
講 堂 ――――――――――
体 育 場 柔道場、剣道場
警 備 課 集団行進の受付、災害警備、警衛警護

６階 刑事課(受　付) 被害届の受理、暴力相談など
５階 刑事課(管理室) ――――――――――
４階 留 置 管 理 係 面会・差し入れ
３階 警察本部留置管理課 面会・差し入れ

２階
生 活 安 全 課

防犯相談、少年相談、家出人・迷い人相談、風俗
営業などの許可

交 通 課
運転免許、道路使用許可、車庫証明、交通事故、
交通取り締まり、交通安全教育

１階

署 長 室 ――――――――――

警 務 課
住 民 コ ー ナ ー

総合案内、広報
困り事相談、犯罪被害者の支援

会 計 課 拾い物、落とし物

地 域 課
交番・駐在所・パトカーの活動
祭礼・行事などの届出

問い合わせ▶春日井警察署(☎56－0110)

問い合わせ▶名古屋法務局春日井支局(☎81－3210)〈2月8日（金）まで〉　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　(☎0561－86－8690)〈2月12日（火）から平成21年4月（予定）まで〉

　名古屋法務局春日井支局は、庁舎増築工事のため、平成20年2月12日(火)から平成21年4月(予定)までの間、瀬
戸法務総合庁舎に移転して業務を行います。なお、工事完了後は元の所在地に戻ります。
　具体的な日程は決まり次第、名古屋法務局ホームページなどでお知らせします。

移転先▶〒489－0067瀬戸市小田妻町1－220－1(瀬戸法務総合庁舎)
交通機関▶愛知環状鉄道中水野駅より徒歩10分
ホームページ　http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/frame.html
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日曜市役所の休みについて
　12月23日は祝日のため、日曜市役所は休みます。
問い合わせ▶ 市民課(☎85－6136)

農業委員選挙人名簿の登載申請を忘れずに
　農業者からの申請(平成20年1月1日現在)に基づいて、
資格を調査し、選挙人名簿の調製を行います。申請書
を郵送しますので、農業委員会へ提出してください。
対 象▶ 10a以上耕作している世帯の世帯主および同

居の親族(年間60日以上耕作に従事している
人)で、昭和63年4月1日までに生まれた市内に
住んでいる人

提出期限▶ 1月10日(木)
問い合わせ▶ 市農業委員会(☎85－6237)

市介護予防体操制作委員会の公開
と き▶ 1月10日(木)午後2時から
ところ▶ 市役所第3委員会室
定 員▶ 10人(先着順)
問い合わせ▶ 健康推進課(☎85－6166)

特別少年相談
と き▶ 1月12日(土)・19日(土)午後1時～ 5時
ところ▶ レディヤンかすがい
内 容▶ 非行にかかわる問題行動で悩んでいる少年や

保護者対象の電話相談(☎85－7871)や面談
問い合わせ▶ 少年センター (☎85－6153)

成人式
と き▶ 1月14日(祝)午前10時30分～正午(開場9時30分)
ところ▶ 総合体育館
内 容▶ 式典や茶話会、記念撮影コーナー、着物着く

ずれ直しコーナーなど
対 象▶ 昭和62年4月2日～ 63年4月1日生まれの人
 ※個人あての案内状は発送しません
問い合わせ▶ 生涯学習スポーツ課(☎85－6446)

グリーンパレス春日井の休館日変更
　4月1日から、休館日を第2火曜日から第2月曜日に変
更します。
問い合わせ▶ グリーンパレス春日井(☎84－0381)

シルバー人材センター入会説明会
とき・ところ▶1月15日(火)午後2時～ 4時・市シルバー

人材センター、1月18日(金)午後2時～ 4時・東
部市民センター

対 象▶ 市内在住で健康で働く意欲のある、おおむね
60歳以上の人

持ち物▶ 写真(3㎝×2.5㎝)1枚
申し込み▶ 1月10日(木)〈必着〉までに、はがきかファク

ス、Ｅメールに住所、氏名(ふりがな)、性別、
年齢、電話番号、参加希望日を書いて、〒486
－0845瑞穂通1－186、市シルバー人材センタ
ー (☎84－3515、ＦＡＸ84－3125、Ｅメール
kasugai@sjc.ne.jp)へ
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1月の献血
とき ところ

5(土)10：00～ 16：00 ユーストア篠木店
22(火)14：00～ 16：00 名古屋徳洲会総合病院

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▶ 1月24日(木)午前9時30分～ 11時30分
ところ▶ 健康管理センター
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▶ 12月20日(木)から、健康推進課(☎85－6164)へ

消費者トラブル情報
マルチ商法に注意しましょう
　友人や同僚から｢簡単にもうかるいい話がある。｣｢知
り合いを紹介するとお金がもらえる。｣｢ビジネスの説
明会に参加してほしい。｣などと勧誘され会員契約を
してしまい、高額な商品を買わされたり、多額の借金
を抱え込んでしまうという相談の件数が多くなってい
ます。マルチ商法の問題点は、多大な利益が簡単に得
られるかのように勧誘する、商品の優秀性を過度に強
調する、また友人や親せきを加入させようとすること
からトラブルになりやすいことです。
　このようなトラブルに巻き込まれたときは、消費生
活相談を利用してください。
ところ・問い合わせ▶市民相談コーナー (☎85－6620)

道風展優秀作品巡回展
　第59回道風展一般部の文部科学大臣奨励賞や県知事
賞、市長賞受賞作品9点を展示します。
東部市民センター
と き▶ 12月20日(木) ～ 1月10日(木)午前9時～午後5時

〈12月29日(土) ～ 1月3日(木)は休館、12月20日
(木)は午前10時から、最終日は午後2時30分ま
で〉

西部ふれあいセンター
と き▶ 1月11日(金) ～ 24日(木)午前9時～午後5時〈1月

15日(火)・21日(月)は休館、最終日は午後3時
まで〉

問い合わせ▶ 文化課(☎85－6079)

県下児童・生徒席上揮毫大会参加作品展
と き▶ 12月21日(金) ～ 1月8日(火)午前9時～午後4時

30分　※12月25日(火)・29日(土) ～ 1月3日(木)
は休館

観覧料▶ 常設展、館蔵品展の観覧は、一般100円、高
校生・大学生50円

ところ・問い合わせ▶道風記念館(☎82－6110)

とっておきのクリスマス
と き▶ 12月21日(金)午後5時30分から
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ 児童合唱団によるクリスマスコンサート
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

わくわく工作ランド
と き▶ 12月22日(土)午前9時30分～ 11時30分
内 容▶ クリスマスグッズを作る
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小中学生
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)
協 力▶ チルドレン

いきいき合唱講座修了演奏会
と き▶ 12月22日(土)午前11時～正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
曲 目▶ ｢花の街｣｢エーデルワイス｣｢あわてんぼうの

サンタクロース｣など
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)

読み聞かせの会
と き▶ 12月22日(土)午後2時～ 2時30分
内 容▶ 絵本と紙芝居の読み聞かせをする
対 象▶ 市内在住の幼児(保護者同伴)と小学生
ところ・問い合わせ▶交通児童遊園(☎81－1301)
協 力▶ かえるの子

プレイランド
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～ 11時30分
内 容▶ ボールを使って遊ぶ
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)
協 力▶ レク指導者クラブピエロ

アトリウムの祭典｢アトの冬祭り｣
と き▶ 12月23日(祝)午前10時～午後6時
ところ▶ 文化フォーラム春日井・交流アトリウム
内 容▶ さまざまな音楽団体による合唱や大正琴、オ

カリナやギターなどの演奏発表会
問い合わせ▶ かすがい市民文化財団(☎85－6868)
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クリスマスジャズコンサート
と き▶ 12月23日(祝)午後1時30分～ 3時30分
出 演▶ グランパス・メイツ
曲 目▶ ｢ホワイトクリスマス｣｢イエスタデイ｣｢わが

心のジョージア｣など
ところ・問い合わせ▶西部ふれあいセンター (☎33－

0808)

クリスマス会
と き▶ 12月23日(祝)午後2時～

3時
内 容▶ ブラックパネルシアタ

ーなど
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▶交通児童遊園(☎81－1301)
協 力▶ グループゆう

映画会
と き▶ 12月24日(休)午後1時30分～ 3時
題 目▶ ｢しろくまラルス新しい冒険｣
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)

市消防出初式
　年の始めに火災や災害のない1年であることを願っ
て、消防出初式を行います。式典終了後には、消防車
・救急車などを展示します。
と き▶ 1月5日(土)午前9時30分～ 11時20分
ところ▶ サンフロッグ春日井駐車場
問い合わせ▶ 消防本部総務課(☎85－6381)

福祉映画会
と き▶ 1月11日(金)①午後2時～ 4時②午後7時～ 9時
ところ▶ 市民会館
題 目▶ ｢千の風になって｣
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・各回1000人(当日

先着順)
問い合わせ▶ 市社会福祉協議会(☎85－4321)

新春初釜
と き▶ 1月13日(日)午前10時～午後3時
呈茶券▶ 800円(2枚つづり)　※12月26日(水) ～ 1月11日

(金)に東部市民センターで販売
ところ・問い合わせ▶東部市民センター (☎92－8511)
協 力▶ 茶道ニュータウン陽春会

家庭介護のためのハートフルケアセミナー
と き▶ 1月22日(火)・29日(火)、2月5日(火)〈3回〉午前

10時～午後4時(22日は午前9時30分から)
ところ▶ 保健センター
内 容▶ 家庭での介護技術を習得するための講義と実

習を行う
対象・定員▶ 市内在住で介護技術を身に付けたい人・40人

(超えたときは抽選)
申し込み▶ 1月11日(金)までに、はがきに講座名、住所、

氏名、電話番号を書いて、〒486－8686春日
井市役所福祉課(☎85－6176)へ

紙芝居とお話を聞く会1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)

11(金)・25(金)11：00～

図書館
5(土)・12(土)・19(土)・26(土)
15：00～、9(水)・16(水)・23(水)
15：30～

東部市民センター
4(金)・11(金)・18(金)・25(金)
15：30～

味美ふれあいセンター 12(土)11：00～
高蔵寺ふれあいセンター 12(土)14：00～
南部ふれあいセンター 16(水)15：30～
西部ふれあいセンター 12(土)・26(土)11：00～
知多公民館 休み
鷹来公民館 休み
坂下公民館 休み
中央公民館 12(土)11：00～

問い合わせ▶ 図書館(☎85－6800)

冬のお楽しみお泊り企画
月 日▶ 2月の土・日曜日(1泊2日)
内 容▶ ①草木染め…土曜日午

後3時から約2時間②キ
ャンドルと星座観察…
土曜日午後6時30分から
約1時間30分③もちつき
…日曜日午前9時から約3時間

対 象▶ 子ども会などの団体ほか4人以上のグループ
費 用▶ 参加費①②400円③600円　※すべて申し込み

の場合は1000円で参加可
申し込み▶ 利用日10日前までに、通常の宿泊申し込みに

合わせて少年自然の家(☎92－8211)へ
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団体リーグ戦卓球大会
と き▶ 1月20日(日)午前9時から
種 目▶ 一般男子・女子(高校生・大学生を含む)、中

学生男子・女子　※各種目とも1チーム4～ 6
人で構成

対 象▶ 市内在住か在勤、在学で、1月9日(水)までに
今年度の連盟登録をした人

費 用▶ 参加料(1チーム)3000円(中学生と高校生は1000
円)

持ち物▶ 所属チーム名入りのゼッケン、ユニフォーム
ところ・申し込み▶1月9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)

市民スキー大会
と き▶ 2月3日(日)午前9時から
ところ▶ ほおのき平スキー場(岐阜県高山市)　※現地

集合
種 目▶ 大回転
部 門▶ ジュニアの部(小学4～ 6年生)、青年の部(中学

生～24歳の男子)、成年の部(25～39歳の男子)、
壮年の部(40歳以上の男子)、女子の部(中学生
以上)

対 象▶ 市内在住か在勤、在学の人
費 用▶ 参加料1500円(小学生は1000円)
申し込み▶ 1月28日(月)までに、オギハラスポーツ(☎81－

6264)、ニシオスポーツ(☎81－8786)、アルペ
ン春日井店(☎56－7261)へ　※当日、会場で
も受け付け可

問い合わせ▶ 市スキー連盟・加藤(☎090－1621－5143)

日本舞踊鑑賞会
と き▶ 3月2日(日)午後1時から
ところ▶ 市民会館
出 演▶ 坂東三津五郎(特別ゲス

ト)、市日本舞踊協会
入場料▶ 4000円(全自由席、未就

学児不可)
入場券▶ 12月21日(金)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)

坂東三津五郎

市民の誓い啓発ポスター
春日井市民の誓い
1　みんなで緑を育て　自然を守ろう
1　すすんでからだをきたえ　いのちを大切にしよう
1　お互いに時間とルールを守ろう
1　こころにゆとりをもち　清新な文化をきずこう
1　勤労をとうとび　豊かなくらしをめざそう
内 容▶ 市民の誓いの中から一つ選び、文字を使わず

に自由に表現したもの
規 格▶ 四つ切り画用紙で、画材(絵の具、クレヨンな

ど)は自由
賞 ▶ 特別賞4賞、奨励賞、佳作など　※作品の版

権は市に帰属
応募資格▶ 市内在住か在勤、在学の人
応募方法▶ 1月11日(金)〈必着〉までに、作品の裏面に選

んだ誓いと住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、〒486－8686春日井市役所市民生活課(☎
85－6616)へ　※小中学生は各学校で取りまと
めます

坂下公民館　☎88－5555
人気の和菓子｢花びら餅｣～皇室の節句にちなんだお菓
子を作る
と き▶ 1月18日(金)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600円
 
趣味の個人メドレー講座｢プリザーブドフラワーとガ
トーショコラと手ごねパン｣(託児付)
と き▶ 1月27日(日)、2月10日(日)・17日(日)〈3回〉午前

9時30分～正午
講 師▶ 梶田みゆき
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750円、材料費6000円
持ち物▶ 木工用ボンドかグルーガン
 
申し込み▶ いずれも12月28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、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
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中央公民館　☎33－1111
新春ミニぞうり編み教室～紅白のビニールひもで親指
大のぞうりを編む　
と き▶ 1月11日(金)午前9時30分～ 11時30分
講 師▶ 阿部吉一
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人
費 用▶ 受講料250円、教材費100円
 
年金シリーズ～年金で得する人・損する人｢あなたの
年金は大丈夫ですか？ ｣
と き▶ 1月12日(土)・19日(土)・26日(土)〈3回〉午前10

時～ 11時30分
講 師▶ 岩田武司
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・30人
費 用▶ 受講料750円
 
申し込み▶ いずれも12月25日(火)〈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、電話番号を書いて、〒486－0913柏原
町1－97－1へ

鷹来公民館　☎84－7071
レザークラフト講座～日常生活で活躍するカードケー
スとトレイを作る
と き▶ 1月22日、2月5日・19日・26日の火曜日(4回)
 午後1時30分～ 3時30分
講 師▶ 小林和子
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1000円、教材費4000円
持ち物▶ はさみ、タオル、エプロン、30㎝定規、鉛筆、

消しゴム、古歯ブラシ(平面歯)、使い古しの
Ｔシャツなど(白・綿100％ )、インクの出ない
0.5㎜以上の太さのボールペン

 
和菓子｢田舎まんじゅう(吹雪)｣を作る
と き▶ 1月25日(金)午前10時～ 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(先着順)
費 用▶ 受講料250円、教材費600円
持ち物▶ エプロン、ふきん2枚
 
申し込み▶ いずれも12月19日(水)から、電話で

知多公民館　☎32－8988
パソコン講座～デジタルカメラ
写真の編集と活用
と き▶ 1月20日～ 2月10日の毎

週日曜日(4回)午前9時30
分～ 11時30分

 
パソコン初級～ワードやエクセ
ルを中心に学ぶ
と き▶ 1月20日～ 2月10日の毎週日曜日(4回)午後1時

30分～ 3時30分
 
講 師▶ いずれもけやきフォーラム
対象・定員▶ いずれも市内在住か在勤、在学でキーボード

操作ができる人・各20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料各2000円、教材費各200円
申し込み▶ いずれも1月5日(土)〈必着〉までに、往復はが

き(1人1枚1講座のみ)に、講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、〒486－0947知多
町4－64－1へ

かすがい市民文化財団　☎85－6868
文化と地域講座～民話を訪ねて早春小旅行○方言で民
話を聴きながらの現地見学○郷土料理の昼食○高橋ま
ゆみ人形展鑑賞
と き▶ 2月3日(日)午前10時～午後5時
ところ▶ 出川町(曽呂利惣八のほこら)、白山神社、大

泉寺町(尻冷やし地蔵)、文化フォーラム春日
井・ギャラリーなど　※集合・解散は文化フ
ォーラム春日井。移動は貸切バス

講 師▶ 伊藤浩、岩田鎮人
定 員▶ 35人(未就学児不可・超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料3200円(人形展の入場料を含む)
 
はじめて書くエッセイ風自分史～原稿を書くためのノ
ウハウや自分史について基礎から学び、文章力を磨く
と き▶ 2月6日～ 3月5日の毎週水曜日(5回)午前10時～

正午
ところ▶ 文化フォーラム春日井
講 師▶ 平岡俊佑
定 員▶ 20人(超えたときは抽選)
費 用▶ 受講料2000円
 
申し込み▶ ｢文化と地域講座｣は12月26日(水)〈必着〉まで

に、｢はじめて書くエッセイ風自分史｣は1月
23日(水)〈必着〉までに、はがきかファクス(1
人1枚)に、講座名、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を書いて、〒486－0844鳥居松町5－
44(ＦＡＸ82－0213)へ　※｢文化と地域講座｣
はあいち簡易電子受付サービスからも申し込
み可　https://www3.shinsei.e－aichi.jp
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少年自然の家　☎92－8211
新・わくわく自然ランド｢発見！冬の生き物たち｣～冬
越しする生き物に注目した自然観察
と き▶ 1月12日(土)午前9時～正午
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(超えたときは抽選)
費 用▶ 参加料(1人)250円
 
里山体験｢雑木林の学校｣～雑木林の手入れ、炭焼き、
森の中での遊び
月 日▶ ①1月19日(土) ～ 20日(日)②2月2日(土) ～ 3日

(日)③2月9日(土)〈3回、①②は1泊2日、③は
日帰り〉

対象・定員▶ 小学4 ～ 6年生、中学生で全日程参加できる
人・30人(超えたときは抽選)

費 用▶ 参加料6600円(宿泊費、食費、教材費を含む)
 
申し込み▶ ｢新・わくわく自然ランド｣は1月4日(金)〈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、｢里山体験｣は12月26日(水)〈必着〉ま
でに、往復はがきに講座名、住所、氏名、学年、
性別、電話番号を書いて、〒487－0031廻間
町1102－1へ

ハーモニー春日井　☎88－0677
初釜入門講座
と き▶ 1月13日(日)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 原科初美
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・20人(先着順)
費 用▶ 受講料250円(中学生以下無料)、教材費500円
持ち物▶ 懐紙、扇子
申し込み▶ 12月18日(火)から、電話で

子ども政策課　☎85－6151
子どもリーダーシップ養成基礎講座～集団生活を行う
ために必要なリーダーシップの修得を図る
と き▶ 12月26日(水)、1月26日(土)午前10時～ 11時30

分
ところ▶ レディヤンかすがい
対象・定員▶ 小学4 ～ 5年生(上記日程に両日参加できる人)

・20人(超えたときは抽選)
申し込み▶ 12月21日(金)までに、電話で

消防本部　☎85－6383
甲種防火管理再講習
と き▶ 1月17日(木)午後1時30分～ 4時50分
ところ▶ 市役所大会議室
対象・定員▶ 市内在住か在勤で、収容人員300人以上の特

定用途防火対象物の防火管理者(選任予定含
む)・80人(先着順)

費 用▶ 教材費1200円　※講習日の受け付け時に購入
申し込み▶ 1月15日(火)までに、顔写真1枚(縦3㎝×横2.5

㎝)、甲種防火管理講習修了証の写し1枚を持
って、予防課へ

市子育て支援センター (上八田保育園内)
育児講座～親子で親しむリズム遊び
と き▶ 1月21日(月)午前10時～ 11時30分
講 師▶ 関戸洋子
対象・定員▶ 市内在住の2歳以上の未就園児とその保護者・

35組(先着順)
申し込み▶ 12月20日(木)午前9時から、☎85－8824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27日(日)午前9時～正午
ところ▶ 南部ふれあいセンター
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▶ 12月20日(木)から、電話で
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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▶ 1月8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3月～ 4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▶ ①1月9日(水)②1月16日(水)③1月23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)
 

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▶1月10日(木)午前10時～ 11時30分・西部

ふれあいセンター、1月24日(木)午前10時～ 11
時30分・保健センター

対象・定員▶ 平成19年8月～ 9月生まれの乳児(第1子)とその
保護者・30組(先着順)

持ち物▶ 母子健康手帳、バスタオル、おんぶひもなど(あ
る人のみ)

 

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▶ 1月20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
 

スリム教室～正月太りを解消しませんか？食事や運動
について学び、生活習慣を見直す
と き▶ 1月22日(火)・29日(火)、2月5日(火)〈3回〉午後

1時30分～ 3時30分(1月29日は午前10時～午後
3時)

ところ▶ 西部ふれあいセンター
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学で、肥満(ＢＭＩ25以上)

の人・20人(先着順)　※ＢＭＩ＝体重(㎏)÷身
長(m)÷身長(m)

 
申し込み▶ ｢スリム教室｣｢日曜パパママ教室｣は12月18日

(火)から、｢モグモグ健康教室｣は12月20日(木)
から、｢カミカミ健康教室｣は12月21日(金)か
ら、電話で　※｢パパママ教室｣は常時受け付
け

市体育協会の講座
市民スキー教室
と き▶ 2月16日(土)午前6時～ 17日(日)午後9時(予定)
ところ▶ ほおのき平スキー場(岐阜県高山市)　※集合

は総合体育館駐車場
講 師▶ 全日本スキー連盟公認指導員と市スキー連盟
対象・定員▶ 市内在住か在勤、在学の人・50人(先着順)
 ※小学生以下は責任者の同伴が必要
費 用▶ 受講料2万円
持ち物▶ スキー用具一式(現地で貸し出し可)
申し込み▶ 2月8日(金)までに、オギハラスポーツ(☎81－

6264)、ニシオスポーツ(☎81－8786)、アルペ
ン春日井店(☎56－7261)へ

問い合わせ▶ 市スキー連盟・加藤(☎090－1621－5143)

市税等の納期限・納税相談
固定資産税3期・国民健康保険税7期・介護保険料6
期
　納期限は12月27日(木)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。
12月の収納・納税相談窓口
と き▶ 月～金曜日午後7時まで、12月15日(土)・16日

(日)・22日(土)・23日(祝)・24日(休)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)
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1日 ( 祝 ) ～ 3日 ( 木 )・14日 ( 祝 ) は一部を除き休みます。

月の生活相談1
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

8(火)・15(火) 健康管理センター 10：00～
11：0022(火)・29(火) 保健センター

内 容▶ 身体計測、健康・育児相談(予約不要)　※8日
(火)と29日(火)は卒乳の、15日(火)と22日(火)は
救急蘇生(そせい)法の講話もあり

対 象▶ 平成19年1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)

乳幼児健康・母乳・歯っぴー歯科相談
日・曜日 ところ 時間

17(木) 保健センター 10：00～
11：0018(金) 健康管理センター

内 容▶ 健康・育児・母乳・歯科相談(要予約)、身体
計測

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

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14日(祝)は行い、15
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。

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

総合健康相談
とき ところ

16(水)　10：00～ 12：00 保健センター
28(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

持ち物▶ 健康手帳(持っている人)
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

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
照会の取り次ぎ、記録確認を実施中

介護相談
とき ところ

21(月)　13：30～ 15：30
(要予約、当日予約可)

市役所相談室105

申し込み▶ 介護保険課(☎85－6182)へ

高齢者等住宅改修相談(現地相談、予約制)
とき ところ

10(木)・17(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

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

市民相談
日・曜日 時間

交 通 事 故(予 約 制) 7(月)・21(月) 10：00～
12：00、
13：00～
16：00

税 務 8(火)

消 費 生 活 月～金曜日

13：00～
16：00

行 政 8(火)・22(火)

法 律(面 接 の み、 予 約 制) 水・金曜日
な や み ご と 人 権 木曜日
登 記(面 接 の み、 予 約 制) 11(金)

不 動 産 取 引 25(金)

建 築 火曜日

※4日(金)の消費生活相談、法律相談は休み
ところ▶ 市民相談コーナー (☎85－6620)
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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

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)

※15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

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

外国人相談
日・
曜日

時間 ところ 電話

中国語 9(水)

9：00～
12：00、
13：00～
16：00

市役所相談
室105

85－6579
(相談日のみ)

スペイン語 16(水)

ポルトガル語 23(水)

英語
フィリピノ語

6(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

13(日)

中国語 20(日)

英語
ポルトガル語

27(日)

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

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)

ささえ愛センター相談
日・曜日 時間 電話

ＮＰＯ(面接のみ、予約制)
9(水)・
26(土)

10：00～
12：00、
13：00～
16：00

56－1943
84－3600

ボ ラ ン テ ィ ア 火～金曜日

※ボランティア相談は、15日(火)は休み

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)
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ふるさとの歴史コーナー企画展
旅記録に見る下街道
と き▶ 12月15日(土) ～ 1月25日(金)
ところ▶ ルネック
内 容▶ 尾張藩の俳人横井也有の紀行文｢内津草｣の紹

介と下街道沿いの句碑の写真の展示
問い合わせ▶ 勝川開発㈱(☎34－6800)
協 力▶ 市文化財友の会

高等学校吹奏楽フェスティバル
と き▶ 12月23日(祝)午後2時から
ところ▶ 市民会館
内 容▶ 市内7つの高校吹奏楽部によるドリルやオリ

ジナル、ポップスの演奏
問い合わせ▶ 市高等学校吹奏楽協議会・大城(☎88－4801)

受動喫煙防止対策実施施設の認定
　所定の様式による申請書を提出すると、基準に適合
しているか確認後、認定通知書と認定証を交付します。
基準と要件▶ ○禁煙…建物全体が禁煙で、そのことを表示

し、屋内に灰皿を置いていない○分煙…喫煙
場所を設置して表示し、それ以外の場所に灰
皿を置いていない。さらに、喫煙場所に十分
な能力の排気装置があり、非喫煙場所へのた
ばこの煙と臭いの漏れがない

対 象▶ 健康増進法第25条に規定する多数の者が利用
する施設

問い合わせ▶ 県春日井保健所(☎31－2188)

放送大学4月入学生募集
　放送大学は、放送メディアを利用して、授業を行う
通信制の大学です。1科目から自宅で学べます。
コース▶ ○教養学部…①全科履修生〈4年以上在学、学

士(教養)の学位取得〉②選科履修生(1年間在学)
③科目履修生(半年間在学)○大学院…④修士
選科生(1年間在学)⑤修士科目生(半年間在学)
※②③④⑤は、希望する科目が履修可

対 象▶ ①18歳以上で、高校卒業した人②③15歳以上
の人④⑤18歳以上の人　※いずれも入学試験
はなし

授業料▶ ①②③…1科目(2単位)1万1000円④⑤…1科目(2
単位)2万2000円　※いずれもテキスト代含む

受付期限▶ 2月29日(金)まで
募集要項などの請求▶放送大学愛知学習センター (☎

052－831－1771)
ホームページ　http://www.u－air.ac.jp/

1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〉

8(火)　13：30～ 15：00

歯科相談(予約制) 17(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
(1日～ 3日は除く)

エイズ検査
毎週火曜日　9：30～ 11：00(1日
は除く)

骨髄ドナー登録(予約制)
毎週火曜日　10：00～ 15：00(1
日は除く)

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/

1月の多重債務者相談(要予約)
とき ところ 電話

17(木)・27(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｣(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)

1月の認定産業医による健康相談
とき ところ

20(日)10：00～ 11：30 サンフロッグ春日井
22(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

防火対象物点検資格者講習
と き▶ 2月19日(火) ～ 22日(金)〈4回〉
ところ▶ 防火管理研修センター (名古屋市中区)
内 容▶ 防火対象物の防火管理の実施状況を点検する

資格を取得するための講習
費 用▶ 受講料4万5000円(合否判定通知郵送料80円が

別途必要)
定 員▶ 50人(先着順)
申し込み▶ 1月4日(金) ～ 25日(金)に、申請書(予防課に用

意)に記入して、郵送で、〒460－0008名古屋
市中区栄1－23－13、名古屋市防災管理公社
防火管理研修センターへ
ホームページ　http://www.fesc.or.jp

問い合わせ▶ 予防課(☎85－6388)



展 示
と こ ろ と き 展 示 名 出 品 者

坂下公民館
アスティ高蔵寺
グリーンピア春日井

（☎88－5555）
（☎85－6079）
（☎92－8711）

12／19（水）～27（木）
12／20（木）～1／3（木） 
12／23（祝）～1／3（木）

坂下カメラクラブ展示会
地区社協活動での作品展
水彩画展

坂下カメラクラブ
高蔵寺地区社会福祉協議会
あんずの会

　「広がる心　福祉の輪」をテーマに、福祉のつど
いが開催されました。多くのボランティアの人た
ちの協力により、バザーやゲーム、コンサートな
どの楽しいイベントのほか、点字や車いすの体験
など、障がい者や高齢者について身近に考えるこ
とのできる催しも行われました。挑戦した子ども
たちは、真剣に取り組んでいました。

広がれ！
思いやりの心
（総合福祉センター）

11/11/1818
㊐

11/18
㊐

　市内に6分団ある消防団が一堂に会して、消火
訓練の速さを競いました。普段は仕事をしながら
地域の消防活動をしている団員の皆さんは、あい
にくの雨の中にもかかわらず、日ごろの練習の成
果を発揮し、見事な連係でホースをつなぎ、素早
く標的に放水していました。

2足のわらじで守ります
（篠木町）

11/11/1111
㊐

11/11
㊐

　市婦人会協議会は発足して以来、今年で50年に
なり、節目の記念行事が行われました。組織の形
態や行政とのかかわり方は時代の流れの中で変化
してきましたが、「地域の触れ合いを大切にし、
みんなの力で社会に参加、貢献する」という活動
の精神は変わらないままです。式典では、市に記
念誌表紙絵の寄贈や記念講演などがあり、会員の
皆さんは、新たな一歩を踏み出そうとしていまし
た。

市婦人会協議会、
あゆみ始めて半世紀
（ホテルプラザ勝川）

消火消火訓練訓練消火訓練

楽しみながらも真剣に！楽しみながらも真剣に！楽しみながらも真剣に！

ちょっと難しい！？点字に挑戦ちょっと難しい！？点字に挑戦ちょっと難しい！？点字に挑戦

11/11/2020
㊋

11/20
㊋
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11/18
㊐

11/11
㊐

消火訓練

楽しみながらも真剣に！

ちょっと難しい！？点字に挑戦

11/20
㊋

～春日井の物知りさん　腕試しをしてみませんか！～

地域経済
NO.7

　2月1日（金）～2日（土）に総合体育館で開催する「かすがい発見ビジネスフォ
ーラム」において、「かすがいクイズ」（検定形式）を行います。春日井に関する
歴史、文化、産業、暮らしなど多分野にわたり、あなたの春日井通度を試す
機会です。“我こそは”と思う人、参加を待っています。

「かすがいクイズ」参加募集

と　き▶2月2日（土）午前11時～正午
ところ▶総合体育館
定　員▶100人（先着順）

出題分野▶歴史、文化、産業、暮らし　など
申し込み▶1月15日（火）までに、春日井商工会議所
　　　　振興課（☎81－4141）へ

みんな
挑戦して
みよう

☎0180－995－999

※水道修繕は22ページです。

火 災 情 報

（　）内は1月からの累計

まちの動き 〈平成19年10月〉

（118件）13件
（5人）0人

（9299件）947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

年末・年始にかけて、かかりつけ医や最寄りの医療機関の診療日時をあらかじめ確認しておきましょう。

12／15

12／22

12／29

緊 急 医

平日
夜間

土
曜
日

日
・
祝
休
日
・
12
／
30
〜
1
／
3

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

☎33－7033

☎35－6877

☎85－0077

☎84－3060

☎91－3755

☎76－2603

☎82－2161

☎31－5252

☎35－2203

☎87－4103

☎31－4358

☎76－2603

☎81－1303

☎84－3060

県小児救急電話相談 土・日曜日、祝休日の午後7時～11時

診 療 時 間 帯

健康管理センター（柏原町5）

健康管理センター（柏原町5）

肛門科安藤外科（若草通3）

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）※12／30～1／3は休み

みわレディースクリニック（小牧市）

米本レディスクリニック（篠木町1）

山田産婦人科（柏井町2）

浅田レディースクリニック（松新町1）

神領マタニティ（堀ノ内町）

明子ウェルネス・クリニック（八光町3）

みわレディースクリニック（小牧市）

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

12／16

12／23

12／24

12／30

12／31

1／1

1／2

1／3
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年末・年始の市役所年末・年始の市役所年末・年始の市役所年末・年始の市役所年末・年始の市役所

　出生や死亡、婚姻などの戸籍の届け出のみ市役所宿
直室（終日、☎81－5111）で受け付けます。戸籍の届け
出をするときは、印鑑や添付書類、本人確認ができる
運転免許証などを持ってきてください

※坂下出張所、東部市民センター、味美ふれあいセン
ター、高蔵寺ふれあいセンターでの年末・年始の戸籍
の届け出は、受け付けませんので、市役所宿直室へ出
してください。

●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、12月29日（土）～1月3
日（木）…市役所宿直室（☎81－5111）

●宅地内（有料）
○年末年始〈12月29日（土）～1月3日（木）〉を除く終日
…市管工事業協同組合（☎83－8288）か市指定給水
装置工事事業者

○年末年始の午前8時30分～午後5時…下記の当番店
か市管工事業協同組合（☎090－8679－1133）
○年末年始の午後5時～翌日午前8時30分…市管工事
業協同組合（☎83－8288）

※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。

戸籍の届け出

水道修繕

市役所や施設などの業務は次の通りです。必要な手続きは、12月28日（金）までに済ませてください。

市の主な施設

施 設 名 休 み

市民病院（外来）
※救急に限り24時間診療します

－００５７）５７（☎

坂下出張所 －００２４）８８（☎

東部市民センター －８５１１）９２（☎

味美ふれあいセンター －３５２２）３１（☎

高蔵寺ふれあいセンター －０００２）５１（☎

南部ふれあいセンター －７８７８）８５（☎　

西部ふれあいセンター －０８０８）３３（☎　

鳥居松ふれあいセンター －５４５１）５６（☎　

ささえ愛センター －１９４３）５６（☎　

レディヤンかすがい －４１８８）８５（☎　

総合福祉センター －３６１１）８４（☎　

かすがいげんきっ子センター －３５０１）３５（☎　

保健センター －３７５５）９１（☎　

福祉の里レインボープラザ －７００７）８８（☎　

中央公民館 － ）３３ １１１１（☎　

知多公民館 －８９８８）３２（☎　

鷹来公民館 －７０７１）８４（☎　

坂下公民館 －５５５５）８８（☎　

ハーモニー春日井 －０６７７）８８（☎　

文芸館 －６８６８）８５（☎　

図書館 －６８００）８５（☎　

市民会館 －５３１８）８１（☎　

総合体育館 －７１０１）８４（☎　

サンフロッグ春日井 －２２７７）５６（☎　

市民球場 －３０６７）８８（☎　

交通児童遊園 －１３０１）８１（☎　

道風記念館 －６１１０）８２（☎　

グリーンパレス春日井 －０３８１）８４（☎　

エコメッセ春日井 －５００６）８８（☎　

ルネック３階市民サービスコ
ーナー －６２００）３４（☎　

１２／２８（金）～
１／３（木）少年自然の家 －８２１１）９２（☎　

グリーンピア春日井 －８７１１）９２（☎　 １２／２９（土）～
１／１（祝）

１２／２９（土）～
１／３（木）

－５００１）８３（☎　 １２／３１（月）、
１／１（祝）尾張東部聖苑

市役所本庁舎 －５１１１）８１（☎

年末・年始の当番店

１２／２９（土）

１２／３０（日）

１２／３１（月）

１／１（祝）

１／２（水）

１／３（木）

（☎８４－１５５０）

（☎８１－３１１６）

（☎３１－３３５０）

（☎８４－２８６６）

（☎８４－９３２２）

（☎５１－４６６６）

セントラル工業（株）

(資)青山建材店

家田設備（株）

（株）立華設備工業

（有）中部設備工業

川地設備工業

年末・年始のごみと資源などの収集
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年末・年始の市役所年末・年始の市役所
燃やせるごみの収集業務は1月1日（祝）から1月3日（木）まで、燃やせないごみの収集業務と資源の収集業務は
12月29日（土）から1月3日（木）まで休みます。

危険ごみの収集▶12月29日（土）の収集はありません
粗大ごみの収集▶年内に収集が必要な人は、12月21

日（金）までに清掃事業所に申し込んでくだ
さい。年内の受け付け業務は、12月28日
（金）までです

ごみの持ち込み▶クリーンセンター、最終処分場へ
のごみの持ち込みは、12月28日（金）午後4
時までです

年末・年始のごみ年末・年始のごみと資源などと資源などの収集の収集年末・年始のごみと資源などの収集年末・年始のごみと資源などの収集

　一般家庭で定額制の所は、12月29日（土）から
1月3日（木）まで休みます。事業所やアパートな
どの従量制の所は、12月25日（火）までのくみ取
りとなりますので、12月21日（金）午後3時まで
に清掃事業所へ連絡してください。

し尿収集

年末・年始はごみの増大が予想されますので、ごみの減量・分別に協力をお願いします。

燃やせないごみの収集燃やせるごみの収集

月・木
曜地区

西部、鷹来、篠木北、藤山台、
岩成台、中央台、高座台2～
5丁目、高座町の一部

火・金
曜地区

水・土
曜地区 篠木南、東部北

中部北地区
篠木南地区

篠木北地区

東部北地区

東部南地区
高座台1丁目
松本町の一部
高森台
石尾台
押沢台中部南地区

鷹来地区

西部地区

新
木
津
用
水 東

名
高
速
道
路

八田
川

内津
川

内津・
勝川線桃

花
台
春
日
井
線

藤山台、岩成台、中央台、
高座台2～5丁目、高座町
の一部

勝川

神領
高蔵寺

春日井

市役所
●

月 木

水
土

火 金

火 金

水 土

月

木

火

金

内
津
川

定光
寺

中部北地区
篠木南地区

篠木北地区

東部北地区

東部南地区
高座台1丁目

高森台
石尾台
押沢台

中部南地区

鷹来地区

西部地区

新
木
津
用
水 東

名
高
速
道
路

八田
川

内津
川

内津・
勝川線桃

花
台
春
日
井
線

藤山台、岩成台、中央台、
高座台2～5丁目、高座町
の一部

勝川

神領
高蔵寺

春日井

市役所
●

内
津
川

定光
寺

月

月

木

水

火
火

金

12／31（月）

12／28（金）

12／29（土）

1／7（月）

1／4（金）

1／5（土）

収 集 地 区 年末の最終日 年始の開始日

中部北、中部南、東部南、高
森台、石尾台、押沢台、高座
台1丁目、松本町の一部

収 集 地 区 年末の最終日 年始の開始日

月曜地区 東部北、東部南、高森台、石
尾台、押沢台、高座台1丁目 12／24（休）

12／25（火）

1／7（月）

1／8（火）
鷹来、藤山台、岩成台、中央台、
高座台2～5丁目、高座町の一
部

火曜地区

12／26（水）篠木北、中部北 1／9（水）水曜地区

12／27（木）篠木南、中部南 1／10（木）木曜地区

12／28（金）西部 1／4（金）金曜地区

問い合わせ▶ごみ・し尿収集…清掃事業所（☎84－3211）、
ごみの持ち込み…クリーンセンター（☎88
－0247）、資源収集…ごみ減量推進課（☎85
－6222）

資源収集

篠木地区

東部北地区
（高森台含む）

東部南地区
（石尾台、押沢台含む）

中部南地区

鷹来地区

西部北地区

西部南地区 中部北地区（東）

新
木
津
用
水 東

名
高
速
道
路

八田
川

内津
川

桃
花
台
春
日
井
線

藤山台
岩成台
中央台
高座台

勝川

神領
高蔵寺

春日井

市役所
●

内
津
川

定光
寺

中部北地区（西）

収 集 地 区 年末の最終日 年始の開始日

12／24（休）〈古紙類〉 1／7（月）〈缶など〉中部北地区（西）

12／24（休）〈缶など〉 1／7（月）〈古紙類〉中部北地区（東）

12／25（火）〈古紙類〉 1／8（火）〈古紙類〉西部北地区

12／25（火）〈缶など〉 1／8（火）〈缶など〉篠木地区

12／26（水）〈古紙類〉 1／9（水）〈古紙類〉西部南地区

12／26（水）〈缶など〉 1／9（水）〈缶など〉中部南地区

12／27（木）〈缶など〉 1／10（木）〈缶など〉東部北地区

12／27（木）〈古紙類〉 1／10（木）〈古紙類〉東部南地区

12／28（金）〈缶など〉 1／4（金）〈古紙類〉鷹来地区

12／29（金）〈古紙類〉 1／5（金）〈缶など〉藤山台、岩成台、中央台
高座台 12／28（金）〈古紙類〉 1／4（金）〈缶など〉
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