
介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました

じゃがいも掘り（上木子ども未来園）（ 6 月 9 日開催）
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介護サービス利用までの流れ

　サービスには、介護サービス、介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の 3種類があり、身体の
状況等により利用できるサービスが異なります。サービスを利用したいときは、市役所長寿社会課または、お住
まいの地区の高齢者あんしん相談センターに相談してください。要介護（要支援）認定または、基本チェックリ
ストの結果によって利用できるサービスが決まります。
※基本チェックリストとは日常生活に必要な機能が低下していないかを調べるための質問表のことです。

犬山市高齢者あんしん相談センターについて

　犬山市では各地区に高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）を設置しています。高齢者あんし
ん相談センターには下記の資格を持つ職員が在籍し、それぞれの職種の強みを生かし、さまざまな角度から高齢
者の相談・支援を行っています。
「どこに相談したら良いのか分からない」という場合も、各関係機関への橋渡しを行いますので気軽に相談して
ください。

高齢者あんしん相談センター 電話番号

犬山北地区高齢者あんしん相談センター（犬山市福祉会館内） 62-1166

犬山南地区高齢者あんしん相談センター（休日急病診療所併設） 62-2270

城東地区高齢者あんしん相談センター（特別養護老人ホームぬく森内） 61-7800

羽黒・池野地区高齢者あんしん相談センター（介護老人保健施設フローレンス犬山内） 68-1635

楽田地区高齢者あんしん相談センター（特別養護老人ホーム犬山白寿苑内） 68-6165

《高齢者あんしん相談センター職員の職種と主な担当》

《高齢者あんしん相談センター連絡先》

①主任介護支援専門員

③社会福祉士

②保健師

④地域づくりの専門員
     （※①〜③のいずれかの資格を持っています。）

・地域のケアマネジャーとの
　連携、相談、支援
・さまざまな関係機関と
　ネットワークづくり

・成年後見制度利用に関する
　相談
・高齢者虐待防止のための
　働きかけ

・要支援の人の介護予防サー
　ビス計画書の作成
・介護予防教室の開催
・地域サロンの立ち上げ支援

・�認知症サポーター養成講座
の開催など、認知症の人や
家族の支援
・�地域のネットワークや支え
合いの体制づくり

8 月から高額介護サービス費の利用者負担上限額の一部が変わります

　 8月 1日から、同じ世帯のどなたかが市民税を課税されている場合、負担上限額が月々37,200円から44,400円
に引き上げられます。ただし、一定の条件を満たしている場合は、年間の上限額が設けられ、負担が軽減されます。
問合　長寿社会課介護給付担当（℡44-0326）

入所したい施設に
相談・申込

居宅介護支援事業
所へ相談

施設サービスを
利用

在宅サービスを
利用

介護予防・日常生活支援総合事業が利用できる

非該当

介護予防・生活支援サービス事業を利用 一般介護予防事業を利用

自立した生活が
送れている人要支援１～２

介護予防サービス
が利用できる

お住まいの地区の
高齢者あんしん相談センターに相談

要介護１～５

介護サービスが
利用できる

要介護認定を受ける

サービスの利用開始

基本チェックリストを受ける

市役所長寿社会課または高齢者あんしん相談センターに相談

介護サービスや介護予防サービス
を利用したい人

介護予防を目的とした訪問介護や
通所介護のみを利用したい人

一般介護予防事業のみを利用したい人

生活機能低下がみられた人
（介護予防・生活支援サービス事業対象者）

　《こんな時に相談してください》
・介護保険サービスが利用したい
・最近足腰が弱ってきたので、筋トレ教室に通いたい
・家族の介護のことで相談にのってほしい
・認知症について学ぶ講座を開催してほしい
・毎日散歩をしている近所の人を今日はみかけないけど大丈夫か　　　・・・など
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特集
4 月から介護予防・日常生活支援
総合事業が始まりました		

■介護予防・日常生活支援総合事業とは？ ■対象となる人は？
　既存の介護事業所によるサービスに加えて、地域
の多様なサービスを活用して地域社会全体で高齢者
を支援する事業です。

介護予防・生活支援サービス事業
　生活機能低下が見られるなど、介護予防や生活支
援が必要な人
一般介護予防事業
　65歳以上のすべての人



市スポーツ表彰 おめでとうございます！

特別賞 【各賞・種目ごと五十音順】

氏　名 種　目 成　績
真子　陽遥 空手 第16回全日本少年少女空手道選手権大会（ 2年女子組手）�第 3 位
潮田　小波 トライアスロン 2016日本学生トライアスロン選手権観音寺大会�第 2 位

金田　実桜 バトン
トワーリング 第44回バトントワーリング全国大会（U-18の部　バトン編成）�第 2 位

市川　　勞 パワー
リフティング

第21回ジャパンクラシックマスターズパワーリフティング選手権大会
（マスターズ 3　男子74kg級）　第 1位

優秀賞
氏　名 種　目 成　績

一木　咲太

空手

第16回全日本少年少女空手道選手権大会
（小学生 3年男子形）�　出場

市橋　美空 第10回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会
（中学女子45kg未満）�出場

奥田　稀羽 第16回全日本少年少女空手道選手権大会
（小学生 1年女子形）　第 5位

小島　慶大

第16回全日本少年少女
空手道選手権大会

（小学生 1年男子形）ベスト16
林　　花蓮 （小学生 1年女子組手）ベスト16
増田　雄心 （小学生 1年男子組手）出場
与儀　勇友 （小学生 2年男子形）出場

氏　名 種　目 成　績
吉田　三喜男 グラウンド・ゴルフ 第71回国民体育大会グラウンド・ゴルフ競技会�出場
齊藤　純也

剣道 第26回全国高等学校剣道選抜大会
（男子の部）�出場中西　海翔

名古屋経済大学剣道部
（男子） 剣道 第64回全日本学生剣道優勝大会�出場

池増　　蓮
硬式野球

第25回ヤングリーグ春季大会（中学部）�出場
山﨑　大成 第47回日本少年野球選手権大会（中学生の部）�出場
丹羽　悠太

ゴルフ
平成28年度（第10回）全国小学生ゴルフ春季大会（男子の部）出場

藤田　輝人 平成28年度�全国高等学校ゴルフ選手権春季大会（男子の部）出場
藤田　尚人 Jack�Bunny!!�Junior�Golf�Tour�2016�Championship�決勝大会�出場

犬山中学校サッカー部
サッカー

平成28年度�愛知県 3種（U-15）サッカー地区リーグ 1位大会�優勝
城東中学校サッカー部 平成28年度�愛知県中学校（U-13）サッカー選手権大会�第 3 位

増田　　巡 新体操 第19回全日本新体操チャイルド選手権（ 3・4年生の部）�第 5 位

後藤　雅弥

水泳

第39回全国JOCジュニア
オリンピックカップ
夏季水泳競技大会

（男子100mバタフライ）第15位

高木　　愛 （女子50mバタフライ）第11位

城東中学校水泳部（男子） 第38回東海中学校総合体育大会�水泳競技大会�第 5 位

杉本　快舟 スノーボード 第35回JSBA全日本スノーボード選手権大会
（デュアル・スラロームユース男子）�第 7 位

入尾　範之
卓球

平成28年度全日本卓球選手権大会
（マスターズの部、男子ローシックスティ【60歳以上】）　ベスト16

城東中学校卓球部（女子） 平成28年度�第11回東海選抜卓球大会　出場
佐藤　雄司 トライアスロン ITU世界ロングディスタンストライアスロン選手権　出場

犬山中学校野球部（男子）

軟式野球

第33回全日本少年軟式野球愛知県大会�第 3 位

菊水化学工業株式会社 天皇賜杯第71回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント
ベスト 8

木津ブライト 第38回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会�ベスト 8
犬山高等学校定時制

バスケットボール部（男子） バスケット
ボール

平成28年度�東海高等学校定時制通信制体育大会　優勝

名古屋経済大学
バスケットボール部（男子） 第68回全日本大学バスケットボール選手権大会�第 6 位

岡本　　芽

バドミントン

第25回全国小学校バドミントン選手権大会
（女子ダブルス 4年生以下）ベスト16

ドラト�エラ�メイ 平成28年度�東海高等学校定時制通信制体育大会
（個人女子ダブルス）準優勝浜田�ケイト

サンチェス�キノ 平成28年度�東海高等学校定時制通信制体育大会
（個人男子ダブルス）�出場野村　龍司

梅村　龍生

バレーボール

第19回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会
（U-14男子）出場

河井　楓佳

平成28年度�第22回全国私立高等学校
男女バレーボール選手権大会　出場

後藤　美依奈
佐合　　楓
松本　　穏

城東中学校バレーボール部
（女子）

平成28年度�第17回東海ブロック
中学生バレーボール新人大会　出場

須場　崚介 9人制
バレーボール

平成28年度�第86回全日本 9人制バレーボール
総合男子選手権大会　出場

北本　可奈子 陸上競技 第100回日本陸上競技選手権大会（3000m障害）�第 7 位

　全国大会等で優秀な成績を収めた
選手やその指導者に贈呈する市ス
ポーツ賞の表彰式が、 5月27日㊏に
犬山国際観光センターフロイデで行
われました。受賞したのは次の皆さ
んです。
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定員　先着50人
費用　500円
申込　不要
問合　青塚古墳史跡公園ガイダン

ス施設（℡68-2272㊊休館、
㊊㊗の場合は翌平日）

障害者作品展

　身体障害者等による手芸、工芸、
絵画、写真、書道などの作品約
100点を展示します。
　ステッキ、靴、介護用品などの
展示コーナーもあります。
日時　 8月 5日㊏10：00〜20：00
　　　 8月 6日㊐10：00〜15：00
場所　市民健康館
費用　無料
問合　身体障害者福祉協会
　　　�身体障害者活動センターふ

れんど内（℡61-8008）

募 集

催 し

日本モンキーパーク
「水の楽園モンプル」

日時　 7月 8日㊏〜 9月10日㊐
※ 7月20日㊍〜 8月31日㊍以外は
㊏㊐㊗のみ
場所　日本モンキーパーク
内容　 1周190mの流れるプール

をはじめ、カラフルスライ
ダーが人気の古代遺跡風
プール「ドバット」や、巨
大バケツから 1トンの水が
落ちてくる「ウォーター
ジャングル」など、遊び心
満載なアトラクションをお
楽しみいただけます。

料金　通常800円（ 2歳以上）
※入園料は別途必要となります。
問合　日本モンキーパーク（℡61-

0870　ホームページアドレ
ス�http://www.japan-mon

　　　keypark.jp/）

第39回京大モンキー
日曜サロン

「ブータンに見る人と動物の関係」
　ブータンのユニークな畜産や猿
害対策について、京都大学霊長類
研究所の川本芳先生にお話しいた
だきます。
日時　 7月23日㊐12：30〜13：15
場所　日本モンキーセンター
費用　入園料のみ
　　　大人（高校生以上）600円
　　　小中学生400円
　　　幼児（ 3歳以上）300円
問合　日本モンキーセンター学術

部（℡61-2327、Fax62-6823、
　　　Eメール��info@j-monkey.jp）
※詳しくはhttp://www.j-monke
y.jp/を見てください。

友好都市
提携25周年
記念事業展示会

　ドイツ連邦共和国ザンクト・ゴ
アルスハウゼン市と犬山市が友好
都市提携を締結し、今年 6月 1日
に25年を迎えました。それを記念
し、ザンクト・ゴアルスハウゼン
市に関する展示会を実施します。
　ザンクト・ゴアルスハウゼン市
のシンボルであるミス・ローレラ
イへのメッセージも受け付けます。
期間　 7月25日㊋〜 8月 4日㊎
場所　市役所 1階市民プラザ
内容　ザンクト・ゴアルスハウゼ

ン市の紹介や写真、メッ
セージコーナー、ローレラ
イ伝説について

問合　観光交流課交流担当
　　　（℡44-0343）

ニワ里カレッジ開催

　古代からの「路」、「峠」を起点
にその地の風土や数々の文化遺産
を学ぶ講座「ニワ里カレッジ」を
開催します。
日時　 8月19日㊏10：00〜
場所　青塚古墳史跡公園
　　　ガイダンス施設
内容　「内津峠と下街道・原東山

道」
講師　赤塚次郎氏
　　　（NPO法人ニワ里ねっと）

第38回日本ライン夏まつり
〜花火をより楽しむためのお願い〜

日時　ロングラン花火　 8月 1日㊋〜 9日㊌19：50頃〜
　　　納涼花火大会　　 8月10日㊍　19：30〜20：20
　　　　　　　　　　　�※小雨決行、木曽川増水の場合は中止、中止の

場合 8月13日㊐から20日㊐にロングラン花火を
開催

場所　木曽川河畔ツインブリッジ下流
内容　ロングラン花火　打上花火　各日約200発
　　　納涼花火大会　　打上花火　約3,000発

●ツインブリッジから花火を見ないで！
　ツインブリッジ歩道に多くの人が立ち止まってしまうと、通行できな
くなり大変危険です。また、花火に夢中になり、橋の欄干から転落する
おそれもありますので、ツインブリッジからの花火見学はおやめください。

●木曽川河畔のシート貼りについて
　花火大会が近づくと、場所取りのためのシートが多数貼られ、鵜飼を
楽しむ人や地域の皆さんに迷惑をかけるばかりか、せっかくの木曽川の
美観も台無しになってしまいます。
　そのため、以下の点についてご理解・ご協力をお願いします。
①花火大会前日の 8月 9日㊌までに貼られたシートについては、撤去し
ます。
②当日も、花火観覧者用通路部分（看板やカラーコーンなどで表示）に
貼られたシートは撤去します。

●花火大会翌朝の清掃ボランティア募集
　花火大会当日は、毎年多くの
人でにぎわい、多くのゴミが出
ます。花火大会の翌朝、スタッ
フと一緒に清掃活動をしていた
だけるボランティアを募集しま
す。
日時　 8月11日㊗　 6：30集合
場所　木曽川河畔　川美屋前
申込　 7月28日㊎までに観光交
　　　流課（℡44-0342）へ
※軍手、ゴミ袋などは用意しま
す。
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職種　事務職
勤務場所　歴史まちづくり課
業務内容　一般事務（施設に関す

る業務、窓口業務など）
応募資格　事務経験者、パソコン

操作経験者、普通運転免許
取得者

勤務日数　月21日勤務
勤務時間　 9：00〜16：00
　　　（うち休憩60分）
賃金　日額5,400円（片道 2 km以

上の場合は通勤手当日額
200円支給）

雇用期間　 9月 1日〜平成30年 3
月31日まで

募集人数　 1人

ザンクト・ゴアルスハウゼン市では
犬山市旗が掲揚されています

社会保険　加入
雇用保険　加入
選考方法　面接（面接日は 8月 8

日㊋午前を予定しています）
申込　 7月18日㊋〜 7月31日㊊ま

でに市所定の履歴書 1通
（写真貼付）を総務課（℡
44-0302）へ

※郵送の場合は 7月31日㊊必着
で、必ず返信先住所を記入した返
信用封筒（82円切手貼付）を同封
してください。
その他　口利きなどの紹介行為が

あった場合は、即不採用と
なります。

第26回珠算競技大会
参加者募集

　日頃練習しているそろばんの実
力を発揮してみませんか。
日時　 9月 2日㊏10：00〜11：00
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ
対象　市内在住、在学の人
定員　先着200人
費用　無料
申込　 7月18日㊋〜 8月 4日㊎ま

でに犬山商工会議所（℡
62-5233※9：00〜17：00受付
㊏㊐除く）へ

「真夏の
　タウンミーティング
　2017」参加者募集

日時　 7月23日㊐
　　　14：30〜16：30（予定）
場所　犬山国際観光センター「フ

ロイデ」 2階多目的研究室
1・ 2

対象　市内在住・在勤・在学の人
※詳しくは広報 7月 1日号および
市ホームページを見てください。
問合　企画広報課（℡44-0312）
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〜屋台を出店される皆さんへ〜
14ページに掲載の「対象火気器
具等の使用および露天等開設に
かかる注意事項」を確認してく
ださい。



募 集

「市民ギャラリー」の出展者募集

　南部公民館の「展示室 1」を市民に無料で開放し
ます。個人やグループでの活動作品を展示してみま
せんか？
日程　①11月15日㊌〜11月19日㊐
　　　②12月13日㊌〜12月17日㊐
　　　③平成30年 1 月17日㊌〜 1月21日㊐
　　　④ 1月24日㊌〜 1月28日㊐
　　　⑤ 1月31日㊌〜 2月 4日㊐
　　　⑥ 2月 7日㊌〜 2月11日㊗
※各展示日の展示・鑑賞時間は、 9：00から16：30ま
で。ただし、初日は展示準備完了後から最終日は 9：
00から15：00まで。
場所　南部公民館「展示室 1」（床面積113.98㎡。壁

面の長さ30m。移動可能の壁を利用の場合は
約50m。展示用チェーンあり。）

出展内容　①絵画・書道・工芸・デザイン・写真・
手芸・その他の芸術作品

　　　�②オリジナル作品の個展かグループ展（公序

良俗に反するものは展示不可）
　　　③作品の販売は不可
出展資格　①市内在住・在勤の人かグループ（グルー

プの場合は、 3分の 2が市内在住・在勤の人
で構成されていること。）

　　　�②希望が重なった場合は、初参加を優先し、
それ以外は抽選で決定。

　　　�③原則として連続参加は、希望者が少ない場
合のみ可。

その他　①申込者を対象に、 8月 5日㊏13：30から南
部公民館会議室 1で事前打合せ会を開催。

　　　�②作品搬入と搬出、展示、監視などは出展者
が責任をもって行ってください。

　　　�③作品搬入は初日の 9：00からです。また、搬
出は最終日の15：00から行い、16：30には後片
付けを完了してください。

　　　�④机、電源等を使用した場合は、規定料金を
使用者側で負担してください。

申込　 7月16日㊐〜 7月27日㊍ 9：00〜16：00までに、
南部公民館管理事務室（℡68-0834）へ

県障害者委託訓練
フォークリフト
運転技能習得コース

訓練期間　10月10日㊋〜27日㊎
　　　（ 9：30〜16：30㊏㊐除く）
場所　マジオワークライセンスス

クール春日井校（春日井市
明知町）

内容　フォークリフト運転技能講
習修了証の取得

対象　身体障害（車椅子、視覚障
害の人は不可、聴覚障害の
人は問い合わせてくださ
い）、知的障害、精神障害
などの人

定員　10人（面接で選考）
受講料　無料（テキスト代、写真

市のホームページ　バナー広告募集

　地域産業の振興のため、市ホームページに掲載するバナー広告を募集します。
掲載場所　トップページ（市が指定した位置）
募集枠数　 6枠
バナー規格　縦50ピクセル×横150ピクセル以内
　　　　　　JPEGまたはGIF形式（アニメーション不可） 4キロバイト以内
掲載料　 1枠10,000円／月（消費税及び地方消費税含む）
バナー作成費用　広告主負担
広告募集期間

申込 掲載期間 広告掲載申込書
広告案提出期限

広告データ
提出期限

広告掲載料
納入期限

一括

10月 1 日〜12月31日 3 か月 8月31日㊍ 9月25日㊊ 9月29日㊎

平成30年 1 月 1 日〜
3月31日 3 か月 11月30日㊍ 12月26日㊋ 12月28日㊍

随時

9月 1日〜30日 1 か月 7月31日㊊ 8月25日㊎ 8月31日㊍

10月 1 日〜31日 1 か月 8月31日㊍ 9月25日㊊ 9月29日㊎

11月 1 日〜30日 1 か月 9月28日㊍ 10月26日㊍ 10月31日㊋

12月 1 日〜31日 1 か月 10月31日㊋ 11月24日㊎ 11月30日㊍

申込　広告掲載申込書に必要事項を記入のうえ、広告案などを添えて、企画広報課（℡44-0311）へ
※その他詳細は、市ホームページ「バナー広告募集」を見てください。

市民展（文芸の部）作品募集

　第63回犬山市民展文芸の部の作品を募集します。あなたの力作をぜひ
出品してください。
部門　詩・短歌・俳句・川柳
応募方法　規定の用紙（南部公民館、文化スポーツ課、各出張所、福祉

会館、各地区公民館で配布）または市販の400字詰原稿用紙の右側
に部門名・住所・氏名・電話番号を、左側に作品を 2点まで楷書
で記入（氏名・筆名（雅号）にはふりがな必要）

※市内在住の私立小中学生の応募作品は直接提出してください。
応募資格
一般の 部　市内在住か在勤・在学の高校生以上の人か、市文化協会所属

文芸団体会員
小中学 生の部　各学校を通して募集します。
出品点数　各部門ともに未発表作品を 1人 1部門につき 2点まで
出品料　無料
表彰　一般の部は「市長賞」「議長賞」「教育委員会賞」「文化協会賞」「奨

励賞」小中学生の部は「優秀賞」を授与
申込　 8月28日㊊〜 9月 8日㊎に文化スポーツ課（㊏㊐除く）または南

部公民館（㊊除く）へ
※郵送の場合は 9月 7日㊍（消印有効）までに南部公民館へ
問合　南部公民館（℡68-0834）

広告入り回覧板
無償提供者募集

募集内容　市などからの連絡文書
などを各世帯に回覧するた
めの、広告入り回覧板の無
償提供者を募集します。本
市では月2回約2,400班（約
25,000世帯）に回覧をして
います。

資格　公租公課を滞納していない
こと、破産手続き開始がな
されていないことなど

応募・問合　 7月18日㊋〜 7月31
日㊊開庁時間内に申込書に
必要書類を添えて地域安全
課（℡44-0346）へ

※郵送の場合期間内必着
※申込様式などその他詳細は、市
ホームページ新着情報をみてくだ
さい。

代2,500円必要）
申込　 9月12日㊋までに、公共職

業安定所で手続きをしてく
ださい（受講には安定所で
の求職登録が必要）

問合　公共職業安定所または愛知
障害者職業能力開発校

　　　（℡0533-93-2505）

犬山市
環境審議会委員募集

　犬山市では、自然環境やごみ処
理、地球温暖化など多様な環境問
題を審議するため「犬山市環境審
議会」を設置しています。今回、
任期満了に伴い、新たに審議会委
員を募集します。

募集人数　若干名
任期　平成29年 9 月から平成31年

8 月（予定）
対象　市内在住の18歳以上で、平

日（昼間）の会議に出席で
きる人

審議会　年間 2〜 3回程度
報酬　会議 1回につき7,200円
申込　 8月 7日㊊までに応募用紙

（市ホームページからダウ
ンロードまたは環境課で配
布）に必要事項を記入の上
環境課（℡44-0345）へ

　　　（郵送可）
※応募内容を審査し、結果を通知
します。
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募 集 健 康

相 談

健康体力チェックと
運動処方

　「体力が落ちてきたな」と感じ
ることはありませんか？現在の体
力をチェックしましょう。健康運
動指導士が効果的な運動方法をア
ドバイスします。
日時　 7月21日㊎10：00〜11：30
場所　市民健康館
内容　握力測定、長座体前屈など

の体力測定
※年齢や体調によりチェック項目
が異なります。
費用　無料
持物　健康手帳、室内履き運動靴、

過去に受けたことのある人
は体力チェック表

※運動できる服装で来てください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

市役所で
骨密度チェック

　骨粗しょう症予防のため、骨密
度を測定してみませんか？
日時　 8月21日㊊10：00〜
�※予約時に指定した時間に来てく
ださい。
場所　市役所 2階205会議室
対象　市内在住の20歳以上の人

（平成28年 8 月以降に骨密
度チェックをした人を除く）

定員　50人
費用　300円
測定方法　超音波によるかかとの

骨密度測定
持物　健康手帳
申込　 7月20日㊍から
　　　�市民健康館（℡63-3800）へ
　　　（電話可）

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「入れ歯の手入れ」
　入れ歯は、基本的に毎食後はず
して洗ってください。水を流しな
がら歯ブラシで汚れを取る程度で
大丈夫です。市販の歯みがき剤を
使う必要はありませんが、入れ歯
洗浄剤を利用するのも効果的で
す。また、残っている歯は、歯み
がきで清潔な状態にしておくこと
が大切です。
　食事をするたびに入れ歯の裏側
には細かな食べかすがたまり、臭
いのもとになります。入れ歯のほ
とんどが合成樹脂で吸水性がある
ため、入れ歯そのものが臭くなる
のです。
　寝るときは、入れ歯を清潔に保
ち、歯ぐきの粘膜を休めるために
もはずしておくことをお勧めしま

事務用封筒掲載の
広告を募集します

封筒の種類 角 2封筒
作成予定枚数 40,000枚

使用期間
平成29年 9月頃か
ら封筒がなくなる
まで（約 1年間）

広告規格 縦 5㎝×横10㎝
募集枠 4枠
掲載料 40,000円（ 1枠）

●掲載できない広告
　　　政治活動・宗教活動・意見

広告・公序良俗に反するも
のなど

申込　 7月31日㊊までに広告案を
添えて掲載申込書を総務課
庁舎管理担当

　　　（℡44-0300）へ
※その他詳細は、市ホームページ
「市事務用封筒の広告」を見てく
ださい。

健康いぬやま応援メニュー〜めざせ5つ星☆〜
協力店募集！

　市民が自分の食生活・栄養に関心を持ち、自分に合った食事内容や量
を理解して、正しい食習慣が継続できるような食育を推進しています。
外食をする際にも健康に配慮できるよう、健康を意識したメニューを提
供する飲食店を募集します。
　健康いぬやま応援メニュー〜めざせ 5つ星☆〜事業では、健康につな
がる 5つの項目を星マークで示し、星マークが 3つ以上のメニューを提
供するお店を、市民の健康づくりを推進しているお店として認定し、PR
します。
　現状は認定困難と考えているお店も、市の管理栄養士と相談をしなが
ら、認定店を目指しませんか。
内容　 1食のメニュー（定食、単品メニュー等）に対して、健康や地産

地消に関する以下の 5項目のうち、 3つ以上を満たし、かつ必須
項目を満たすメニューを提供する飲食店を認定します。最大 5つ
星です。応募は 1店舗 1メニューとします（ 2メニュー以上は要
相談）。

項目　①エネルギーが700kcal以内
　　　②野菜を120g以上使用
　　　③塩分が 3 g以内
　　　④愛知県産の食材を常時 1品目以上使用
　　　⑤店内全面禁煙
※上記 5項目とは別に必須項目として、犬山らしいものやイメージでき
るものをとり入れてください（たとえばメニューのネーミングや見ため、
食器など何でも可）。

認定までの流れ
　　　①まずは下記申込先まで連絡してください。
　　　�②管理栄養士が項目条件を満たしているか、また条件を満たして

いなくても、満たすためにどうしたらよいか可能な限り相談・提
案をします。

　　　�③認定された飲食店は、広報やホームページなどに掲載します。
申込・問合　市民健康館（℡63-3800）または保健センター（℡61-1176）

へ

〈エネルギー〉 〈野菜〉 〈塩分〉 〈地産地消〉 〈禁煙〉

若者の就労無料相談

　専門のキャリアカウンセラー
（進路・就職相談の専門家）によ
る個別相談と適性診断を実施しま
す。
日時　 8月 2日㊌10：00〜12：00
　　　　　　　　13：00〜16：30
場所　ハローワーク犬山
　　　プレハブ会議室
対象　無業の状態にある若者（15

歳〜概ね40歳）、子どもの
就職に悩みがある保護者

定員　 8人
費用　無料
申込　前日までにいちのみや若者

サポートステーション（℡
0586-64-6349、㊋〜㊏10：00
〜17：00受付）へ

すが、残っている歯の状態によっ
ては寝ている間に歯肉の粘膜を傷
つける場合があるため、かかりつ
け歯科医院にご相談ください。
　入れ歯をはずした場合、乾燥し
たところに置いておくと変形の原
因となるため、水を入れた容器の
中に保管してください。衛生上の
問題から容器内の水も毎日交換し
た方がよいでしょう。
　急な災害で避難が必要な場合、
入れ歯がないと食事が困難になる
ため、心づもりしておくことも必
要です。
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市民健康館さら・さくら
8月の各種無料相談ガイド

相　談 日　時 内　容 担　当

①いきいき
　健康相談

1日㊋
13：30〜14：30
16日㊌
13：30〜14：30

心と体に関する
相談や家族の健
康に関する相談
など

保健師
看護師

②歯科衛生士に
　よる歯科相談

1日㊋
13：30〜14：30

歯科に関する相
談

歯科衛生士

③栄養士による
　栄養相談

16日㊌
13：30〜14：30

栄養に関する相
談

管理栄養士

④おくすり
　なんでも相談

16日㊌
13：30〜15：00

薬に関する相談
水野薬局
薬剤師
水野恵史

⑤アルコール
　相談

12日㊏
10：00〜15：00

飲酒に関する悩
み相談

断酒会会員

問合　市民健康館（℡63-3800、Fax65-3080）



健 康

神経系難病患者
家族のつどい
「ゆめの会」

　保健所では神経系難病の患者さ
んとその家族のつどいを開催しま
す。第 1回は音楽療法を行いま
す。リズムに合わせて大きな声で
歌ったり、体を動かしたり、楽し
い内容となっています。参加希望
の人、関心のある人は、申し込ん
でください。
日時　 7月27日㊍13：30〜15：30
内容　音楽療法「音楽でこころも

からだも元気に」
　　　患者家族交流会
講師　本町クリニック
　　　音楽療法士　小川尚子氏
場所　江南市布袋ふれあい会館
　　　（江南市布袋町東359）
対象　パーキンソン病や脊髄小脳

変性症、多系統萎縮症、多
発性硬化症、筋萎縮性側索
硬化症（ALS）などの神経
系難病の患者さんとそのご
家族

申込・問合　 7月26日㊌まで
　　　�江南保健所健康支援課
　　　地域保健グループ難病担当
　　　（℡0587-56-2157）へ
※保険料として年 1回50円が必要
です。

消費者トラブルに
気をつけて

　格安スマホをインターネットか
ら契約した。使い方や不明な点を
問い合わせたくても、実際の店舗
がなく、サポートの電話窓口しか
ないが、何度かけても話し中でつ
ながらない。家族や周りの人に聞
きながら使ってきたが、事業者に
しか分からないこともあると思
う。何とかしてほしい。
アドバイス
　いわゆる「格安スマホ」を契約
して使ってみたところ、今までの
携帯電話と同じ内容のサービスが
受けられなかったという相談が寄
せられています。
　格安スマホ会社の中には実際の
店舗がなく、故障時の対応や問い
合わせ窓口が電話やホームページ
等に限られている場合もありま
す。契約前にサポート体制などの
サービス内容についてよく確認し
ましょう。心配なときは早めに相
談してください。

無料相談窓口
●犬山市消費生活センター
日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受付は16：30まで）
問合　℡44-0398

●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊐　 9：00〜16：30
　　　（㊏㊐は16：00まで）
問合　℡052-962-0999

●犬山市消費生活法律相談
日時　第 3㊎（㊗除く）
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

健康なんでも相談

　毎月、市民健康館において無料
かつ予約不要で、市内の医師に気
軽に相談できる健康相談を実施し
ています。
日時　 7月26日㊌13：30〜15：00
医師　犬山駅西病院　岡田富夫
場所　市民健康館
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

検診医療機関の追加

　五郎丸地区に開業した「あいち
せぼね病院」が検診医療機関に追
加されました。
詳しくは病院へお尋ねください。
内容　国民健康保険被保険者対象

の特定健康診査、後期高齢
者医療健康診査、各種がん
検診（胃バリウム検診、胃
カメラ検診、肺がん検診、
大腸がん検診、前立腺がん
検診、乳がん検診、子宮頸
がん検診）、肝炎検査、胃
がんリスク検診

期間　 8月 1日㊋〜12月30日㊏
予約・問合　あいちせぼね病院
　　　（℡20-9105）

生 活

市立図書館
開館時間を延長

　 8 月 1 日㊋〜 8月31日㊍までの
1か月間は、通常10：00から18：00
までの開館時間を 1時間延長し、
19：00まで開館します。ぜひ利用
してください。
問合　市立図書館（℡62-6300）

平成29年度市民活動助成金交付事業が決定！
　市民活動助成金企画提案発表会が 5月27日㊏に開催され、犬山を元気にする17の提案事業に対し、助成金交付
が決定されました。
問合　地域安全課（℡44-0346）

部門 団体名 事業名 事業内容

は
じ
め
の
一
歩
部
門

里山と森の音楽倶楽部 第 6回「森の音楽会」および
第 7回「森の音楽会」

自然豊な環境の中で四季を感じながら音楽に触れ、
自然と音楽の関わりを知ることを目的に、里山学セ
ンターにて音楽会を開催する。

犬山ニュータウン
コミュニケーション
活性化事業委員会

犬山ニュータウンコミュニ
ケーション活性化事業

犬山ニュータウンを中心として、コミュニケーショ
ンの環境作りにより、高齢者をはじめとする弱者の
見守り活動を推進する。

犬南おやじの会 犬南小学校区地域活性化
プロジェクト

犬山南小学校区の防災意識の向上、地域の活性化を
目的として、学校での防災キャンプおよび餅つき体
験会を開催する。

市
民
活
動
助
成
部
門

橋中「わ」（話・和・輪）の
町創りの会 誕生会の開催

橋中地区を中心とした見守り体制の構築を目的とし
て、地域で生活をしている人たちの触れ合う機会を
誕生会にて創出し、助け合える関係づくりを強化す
る。

特定非営利活動法人
犬山城下町を守る会 町並みに磨きをかける 町並みの美化および塗装技術の保存を目的として、

城下町地区での柿渋塗りを実施する。

昭和のあそびパーク
実行委員会 昭和のあそびパーク

あそび体験を通じ、親子、お年寄りとの世代を越え
たふれあいの場を提供し、子どものあそび文化を見
直し、むかしあそびのよさと面白さを伝承する。

犬山ポタリングクラブ 自転車散歩inいぬやま2017
自転車散歩inいぬやまを開催することにより、犬山
を広く紹介するとともに、地域の特産品を参加者に
提供し、地域の観光および産業の活性化を目指す。

犬山再生可能エネルギー
活用研究会立上げのための
勉強会

犬山再生可能エネルギー活
用研究会立上げの準備

犬山に適した地産地消の再生可能エネルギーを探索
するため、学習機会の提供を通じて研究会を立ち上
げる。

栗栖
子どもの国おさんぽ
マップ実行委員会

栗栖子どもの国おさんぽ
マップ〜子ども育成の場と
しての栗栖地域ブランディ
ングによる移住促進〜

栗栖ならではの子育て環境の良さを親子で体験する
プログラムを実施し、栗栖に住みたいという家族を
増やすための栗栖地区の魅力づくりを目指す。

まちかどボランティア
センター犬山

犬山下本町および
城下町活性化事業

個性あるまちづくりを目的として、子育て支援事業、
英会話サロン、ギャラリーなどを実施し、下本町の
にぎわいづくりに貢献する。

なないろおやこ 犬山おやこてつがく
現代社会に生きる子どもと大人を対象に、正解のな
い問いにじっくり向き合う場を提供し、新たな学び、
つながり、創造の可能性を発信する。

特定非営利活動法人
こどもサポートクラブ東海

第10回
夏休みこどもカルチャー
講座

未就学児、親子も対象に含めた様々な体験の機会を
作り、子供たちの興味の輪を広げ、それをサポート
する大人たちの活動を通して地域力の向上を図る。

コ
ラ
ボ
・
マ
ッ
チ
ン
グ
部
門

犬山北のまちづくり
推進協議会
旧磯部邸運営委員会他

「犬山城下町端午の節句ま
つり」と「犬山城下町おひ
なさまめぐり」

城下町中の施設、店舗で「おひなさまめぐり」を 1
か月間実施するとともに、端午の節句まつりを個性
ある祭りへと発展させ、さらなる城下町の活性化を
目指す。

防災危機管理サポート協
会・家具固定推進員会
心身障害児（者）父母の会他

災害弱者の暮らす防災住環
境の強化による防災まちづ
くり

災害時に弱者となる人が避難所で暮らすことを回避
するため、実践的な家具固定の実習や施工、普及啓
発を実施し、災害に強いまちづくりを図る。

特定非営利活動法人
古代邇波の里・文化遺産
ネットワークミラマチ＠栗栖

歩いて見なきゃ！
ミラマチ栗栖

栗栖地区の魅力発信を目的とし、文化遺産の整備を
行い、それらを活用したマップの作成と散策会およ
び栗栖小学校での歴史学習の授業を実施する。

特定非営利活動法人
シェイクハンズ
名古屋経済大学

犬山留学生ごみマイスター
市内留学生から「ごみマイスター」を育成し、外国
人の集住地域でオリエンテーションを実施すること
で、ごみ分別問題を解決し、相互理解の促進を図る。

桃源の里
鬼神太鼓 桃太郎演劇と寂光院観月会

地域の風土に適した文化活動を展開するため、桃太
郎演劇および古典音楽と演舞の鑑賞会を行い、栗栖
地区の活性化を目指す。
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生 活

屋台を出店される
皆さんへ

　祭りやイベントなど不特定多数
の人々が集まる催しで、対象火気
器具等（※ 1）を使用する屋台な
どの露店を開設する場合は、
①露店等開設の届出（※ 2）
②消火器の準備
が必要です。
　近親者によるバーベキュー、幼
稚園等で保護者等が主催する餅つ
き大会のように相互に面識がある
者が集まる催しなどは対象外です。
※ 1　対象火気器具等とは、火を
使用する器具や液体燃料（ガソリ
ンや灯油など）、固体燃料（炭、
薪など）、気体燃料（プロパンガ
スなど）、電気を熱源とする器具
などで、使用に際し火災発生のお
それのある器具のことです。
※ 2　露店等の開設の届出方法に
ついては、下記に問い合わせるか
市ホームページで� 1001018 �のキー
ワードで検索し、表示されたペー
ジで確認してください。
問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

犬の優良飼養者を表彰

　次の要件すべてに該当する人
は、応募してください。
応募要件　①登録を受けた同一犬

を、12年以上継続して飼養
し、かつ、狂犬病予防注射
を毎年実施している人で、
現在当該犬が生存している
こと。

　　　�②飼養期間中、こう傷事故
などがなく、適正飼養をし
ている人。

　　　�③過去に優良飼養者の表彰
を受けてない人。

定員　10人（応募者多数の場合は
飼養年数などで選出）

表彰　動物愛護週間（ 9月20日㊌
〜26日㊋）の行事として、
9月20日㊌14：00から江南
市の曼陀羅寺において実施。

申込・問合　 8月 1日㊋までに申
込用紙（保健センターで配
布）を保健センター（℡
61-1176）へ（電話申込不可）

ジャンボタニシの
駆除にご協力を
お願いします

●卵の場合
　用水路の壁面などに産みつけら
れた鮮やかなピンク色の卵は水の
中へかきおとす。（ジャンボタニ
シの卵は水中でふ化することがで
きません）

●貝の場合
　有害な寄生虫がいる場合がある
ので、ゴム手袋などを着用のうえ
捕獲する。集めた貝は可燃ごみに
するか地中深く埋める。
問合　産業課農政担当
　　　（℡44-0341）

福祉医療費助成の
払い戻し申請
について

　福祉医療費受給者（子ども・障
害者・母子父子家庭・精神障害
者・後期高齢者福祉医療受給者）
が県外等の医療機関等の窓口で各
受給者証を使用せずに支払った保
険診療自己負担額の払い戻しは、

高 齢 者

高齢者が地域で集え
る場を紹介します！

　市では、住みなれた地域でいつ
までも暮らせる地域づくりを推進
しています。
　誰でも気軽に集える場は、孤立
防止や介護予防、認知症予防にも
つながります。
　近くで集える場を知りたいとき
は、お住まいの地区の高齢者あん
しん相談センターに問い合わせて
ください。

●善師野ふれあいサロン　縁側
　地域住民の交流を目的に平成29
年 4 月から活動しています。毎月
第 3火曜日の午後、健康体操や手
遊び、お茶会などを楽しんでいる
ほか、今後は季節の行事なども企
画していく予定です。興味のある
人は気軽に参加してください。

　城東地区の集える場に関する問
い合わせは、城東地区高齢者あん
しん相談センター（℡61-7800）
まで。
※記載を希望される住民主体活動
を随時募集しています。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

国民健康保険の
高齢受給者証が
新しくなります

　70歳から74歳までの国民健康保
険加入者に交付している高齢受給
者証は、 7月末日で有効期間が満
了となり、 8月 1日から新しくな
ります。
　新しい受給者証は、 7月下旬に
郵送でお届けします。医療機関へ
行くときは高齢受給者証と保険証
の 2枚を窓口へ提示し受診してく
ださい。
　なお、今年の高齢受給者証の色
は薄橙色になります。
　また、国保の被保険者証（保険
証）については、 1か月遅れの 8
月末日で有効期間が満了となりま
す。新しい保険証は、 8月下旬に
郵送でお届けします。
問合　保険年金課　国民健康保険
　　　担当（℡44-0327）

後期高齢者医療
加入者の保険証が
新しくなります

　後期高齢者医療に加入している
人の保険証が、 8月 1日から新し
くなります。新しい保険証は、こ
れまでの青色からオレンジ色とな
ります。 7月中旬に郵送します
が、届くまでに 1週間ほどかかる
場合もあります。
　また、保険料が未納の人は、市
役所で保険証の受け渡しとなる場
合があります。該当者には案内文
書を送りますので、届いた文書を
持って市役所まで来てください。
問合　保険年金課医療担当
　　　（℡44-0328）

子 育 て

母子健康手帳の
交付と説明会

日時　毎週㊋（㊗除く）
　　　�受付時間 9：00〜 9：15（説

明会はこの後約 1時間かか
ります）

場所　保健センター
内容　妊娠中の生活・出産後の手

続きの話、妊婦健診等の説
明、保健師による個別相談

持物　妊娠届出書、筆記用具、マ
イナンバーカードまたは通
知カード、身分確認書類（マ
イナンバーカードがある場
合は不要）

※公的機関発行の顔写真が付いて
いない身分確認書類（健康保険証、

国民年金手帳等）は 2点必要。
※外国籍の人は、在留期限確認書
類（在留カードまたは特別永住者
証明書）が必要。パスポートは不
可。
問合　保健センター（℡61-1176）
※説明会に参加できない人は保健
センターへ問い合わせてください。

市役所か出張所で申請が必要です。
※領収証の有効期間は、医療費を
支払った日の翌日から5年間です。
問合　保険年金課医療担当
　　　（℡44-0328）

7月は河川愛護月間

〜川は私たちの憩いの場〜
　川にはたくさんの自然がありま
す。川の環境保全・再生に心がけ、
みんなで川を美しく保ちましょう。
　堤防は私たちの生命や財産を
守っています。ルールを守って、
川に親しみましょう。

国土交通省
木曽川上流河川事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/
index.html

〜地域の皆さんの活動が、河川愛
護・環境美化につながっています〜
　羽黒地区コミュニティは活動20
周年の節目にあたります。
　 6月18日㊐に同地区コミュニ
ティ推進協議会は今年で10年目と
なる五条川堤防の草刈り作業を実
施しました。
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子 育 て

中学生子育て体験
赤ちゃん募集

　次世代の親となる中学生と赤
ちゃんがふれあう機会として「中
学生子育て体験事業」を実施しま
す。ご協力いただける赤ちゃんと
お母さんを募集します。わが子を
授かった時の感動や、わが子への
深い愛情、子育てのエピソードな
どを中学生の皆さんに伝えてくだ
さい。
日時　 8月 3日㊍、 4日㊎、 8日

㊋、22日㊋のうちいずれか
1日10：15〜11：45

場所　市民健康館さら・さくら
内容　赤ちゃんと中学生のふれあ

い体験、お母さんだけのミ
ニ懇談会

対象　生後 6か月から 1歳 3か月
くらいの赤ちゃんとそのお
母さん

定員　各日、母子10組
申込　 7月18日㊋〜 8月 1日㊋ま

でに、さら・さくらつどい
の広場（℡63-3817）へ

就学時健康診断を
10月に実施します

　平成30年 4 月に小学校へ入学す
る児童が健康的な学校生活を過ご
せるように、平成29年10月に就学
時健康診断を行います。該当する
児童の保護者には、詳しい日程や
会場を記載した通知書を 9月頃に
送りますので、通知書に記載され
た小学校へ児童と一緒に出かけて
ください。
問合　学校教育課（℡44-0350）

朝食クッキング
参加者募集

　市では「元気の源、ワンだふる
朝ごはん」というキャッチフレー
ズのもとに朝ごはんの取り組みを
進めています。朝ごはんは 1日の
活動のエネルギー源！ワンだふる
朝ごはんを簡単に楽しく作ってみ
ませんか。
日時　 8月31日㊍10：30〜12：30
場所　保健センター
内容　朝食についてのお話、朝食

クイズ、簡単な朝食づくり
市の管理栄養士と名古屋経
済大学管理栄養学科学生と
一緒に学び、楽しく作りま
す。

対象　市内の小学 1〜 6年生
定員　先着20人
費用　材料代実費250円程度

ひとり親家庭対象
社会見学会

　市母子寡婦福祉会では、ひとり
親家庭の親子の皆さん（父母のい
ない児童の家庭も含む）へひとり
親家庭情報交換事業の一環として
社会見学を計画しました。
日時　 8月20日㊐ 9：00〜17：30頃
場所　ひるがの高原　牧歌の里
　　　（岐阜県郡上市）
内容　涼しい高原でバーベキュー

をします。
定員　先着120人
費用　大人　1,500円
　　　（会員本人1,000円）
　　　中高生　1,000円
　　　 4歳〜小学生　500円

持物　エプロン、三角巾、手拭き
タオル、お茶、筆記用具（鉛
筆、消しゴム）

申込・問合
　　　�8 月 1 日㊋〜18日㊎までに

保健センター（℡61-1176）
へ

その他　10月28日㊏に犬山南児童
センターでも開催します。
詳細は 9月15日号広報でお
知らせします。

　　　�バス代・昼食・入園料含む
飲み物は各自持参

申込・問合　 7月18日㊋〜 8月 7
日㊊に所定の申込書（母子
寡婦福祉会役員と子ども未
来課にあります）に記入し、
費用を添えて最寄りの母子
寡婦福祉会役員か子ども未
来課育成担当（℡44-0322）
へ

※市母子寡婦福祉会では白ゆり育
英事業として、入進学激励会、中
学卒業祝、社会見学と教養講座な
どを行っています。会員の募集も
同時に行っていますので、年会費
500円を添えて申し込んでくださ
い。

夏休みは児童館・児童センターで遊ぼう！
　市内児童館・児童センターで夏休みの楽しい行事を計画しました。
誰でも参加できます。朝の勉強をすませてから、ぜひ遊びに来てください。〈　〉内は参加材料費です。
中学・高校・大学・地域の皆さんのボランティアも大歓迎です。お手伝いできる人はお知らせください。
申込・問合　各児童館・児童センターに問い合わせてください。日程・内容は都合により変更になる場合があり

ます。（ 9：00〜18：00（㊐㊗除く））

●中央児童館（℡62-8583）
日　　程 行　事　名

7 月27日㊍ さくらお話の会
8月 1日㊋ しゃぼん玉で遊ぼう！
8月 2日㊌ 3日㊍ 絵を描こう
8月 7日㊊ すいとんの会〈100円〉
8月16日㊌ すいか割り〈50円〉

8月17日㊍ みんなで遊ぼう！
（地域活動クラブ主催）

8月18日㊎ わくわく工作

8月24日㊍ コースター作り
（地域活動クラブ主催）

8月26日㊏ 児童館まつり〈100円〉
8月29日㊋ サイエンス教室

●楽田児童センター（℡68-0519）
日　　程 行　事　名

7 月24日㊊ タイコでポン！
〜みんなで一緒打楽器コンサート〜

7月31日㊊ 布絵手紙〈10円〉
8月 1日㊋ ザ・ブラスバンド

8月 5日㊏ 移動児童館
（楽田コミュニティ夏祭り会場）

8月 8日㊋ 影絵を作ろう
8月21日㊊ 夏カレーの会〈100円〉
8月25日㊎ 木の実工作

8月26日㊏ 児童センター夏祭り
（模擬店チケット前売り）

8月28日㊊ 卓球大会

●羽黒児童センター（℡67-7169）
日　　程 行　事　名

7 月25日㊋ チャレンジ広場〈50円〉
7月26日㊌ すいか割りと種飛ばし〈50円〉

8月 5日㊏ 6日㊐ 移動児童館
（羽黒するすみ夏祭り会場）

8月 8日㊋ 絵手紙
8月 9日㊌ お化け屋敷
8月中旬 流しそうめん〈100円〉
8月下旬 座禅の会

8月下旬 昔話とすいとんの会
（羽黒コミュニテイ主催）

8月26日㊏ 児童センター夏祭り
8月28日㊊ 卓球大会

●城東児童センター（℡62-3554）
日　　程 行　事　名

7 月26日㊌ 絵手紙（地域活動クラブ主催）
7月28日㊎ すいか割りと種飛ばし〈50円〉
8月 8日㊋ バケツリレーPART 1
8 月14日㊊ 犬山の昔の話を聞く会
8月14日㊊〜19日㊏ 親子ミサンガ作り
8月22日㊋ バケツリレーPART 2
8 月29日㊋ オセロ大会

●犬山西児童センター（℡62-3041）
日　　程 行　事　名

7 月28日㊎ お化け屋敷
7月29日㊏ 水鉄砲大会
8月 3日㊍ ひんやり茶会〈50円〉
8月 9日㊌ すいとんの会〈100円〉
8月14日㊊ 泥団子作り
8月21日㊊ 夏野菜カレーの会〈100円〉

8月26日㊏ 児童センター夏祭り
（模擬店チケット前売り）

8月下旬 卓球大会
8月下旬 サロン交流会

●東児童センター（℡67-9350）
日　　程 行　事　名

7 月28日㊎ ドッジボール大会
7月31日㊊ すいか割りと種飛ばし〈50円〉
8月 9日㊌ シャボン玉で遊ぼう
8月16日㊌ すいとんの会〈100円〉
8月30日㊌ 忍者チャレンジ

●犬山南児童センター（℡62-4477）
日　　程 行　事　名

7 月28日㊎ ひんやりシネマ
7月29日㊏ クラフト工作
8月 3日㊍ オセロ大会
8月 9日㊌ お兄さんマジック
8月17日㊍ すいとんの会〈100円〉
8月24日㊍ ビーチバレー大会
8月29日㊋ お化け屋敷
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子 育 て 市 税 等
納 付 期 限

夏休み
あおつか子ども教室

●『青塚の藍で、藍染体験』
　「藍」の歴史を勉強しながら、
青塚古墳史跡公園内の「藍」を使っ
て藍染体験をします。
日時　 8月 2日㊌10：00〜
定員　先着20人
申込　事前申込みが必要
費用　500円（材料費）
●『青塚古墳見学ガイドツアー』
　青塚古墳を学芸員が案内します。
日時　 7月30日㊐、
　　　 8月 9日㊌、20日㊐、23日㊌
　　　いずれも10：00〜
定員　先着各日20人
費用　無料

申込　不要
〈共通事項〉
対象　小中学生とその家族
場所　青塚古墳史跡公園ガイダン

ス施設
問合　青塚古墳史跡公園ガイダン

ス施設（℡68-2272）（㊊休
館、㊗の場合は翌平日）

夏休み期間中
学習等供用施設を
自習室として開放

対象　市内の小中高生
場所　各地区学習等供用施設の一

室（犬山南・上野・丸山・
城東・羽黒・楽田）

期間　 7月21日㊎〜 8月31日㊍
　　　 9：00〜17：00（㊊除く）
定員　18〜48人程度
　　　※施設により異なります

問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

図書館DVD上映会

　日本で 2つ、海外で 2つ、計 4
つの児童文学賞を受賞した作品を
上映します。
日時　 8月 6日㊐14：00〜
　　　（上映時間　約115分）
場所　市立図書館 2階視聴覚室
内容　上映作品
　　　「夏の庭　The�Friends」
　　　主演　三國連太郎
　　　原作　湯本香樹実
対象　一般
定員　50人
費用　無料
主催・問合　市立図書館
　　　（℡62-6300）

　納付は、市指定金融機関、コン
ビニおよび市役所・出張所でお願
いします。

今月の
納税

固定資産税・
都市計画税 2期

国民健康保険税 2期
介護保険料 4期

納期限 7月31日㊊

●市税等の納付は口座振替で
　口座振替の場合は納期限が振替
日となりますので、前日までに用
意してください。
問合　収納課（℡44-0316）

下水道事業
受益者負担金納期限

下水道事業
受益者負担金 1期・全期

納期限 7月31日㊊

　 1期の納期限までに残り分全額
または 1年分をまとめて納付して
いただくと、納めていただいた割
合に応じて前納報奨金が交付され
ます。
問合　下水道課（℡44-3337）

時間外受付

平日窓口延長

毎月第 1 ・第 3 火曜日
7 /18㊋、 8 / 1 ㊋、 8 /15㊋
19：00まで

●市民課
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入届、
転出届の受付、マイナンバーカー
ドの交付
問合　市民課（℡44-0303）

●保険年金課
　国民健康保険、後期高齢者医療
制度の各種届、福祉医療費助成に
関する各種届および支給申請、国
民年金の各種届
問合　保険年金課（℡44-0327）

●福祉課
　障害者手帳、自立支援医療、障
害者手当、障害福祉サービスの申
請
※相談はできません。
問合　福祉課（℡44-0321）

●子ども未来課
　児童手当、児童扶養手当、遺児
手当の申請・各種届
問合　子ども未来課（℡44-0323）

日曜市役所

毎月第 2・第 4日曜日
7 /23㊐、 8 /13㊐
9：00〜12：00
※市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録を行っています。
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口

毎月第 2・第 4日曜日
7 /23㊐、 8 /13㊐
9：00〜12：00
※納税相談は事前に予約してくだ
さい。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

水道緊急時

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

ワンストップ窓口カウンター
※正面玄関から入り、右側奥
　（エレベーター手前）です。

警察署だより
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夏休みを前に、水の事故について家族で話し合ってみましょう。
●遊泳の際の注意点
①よく準備運動をしてからゆっくりと水に入る。
②飲酒しての遊泳は絶対にやめる。
③遊泳禁止区域では絶対泳がない。
④天候には、十分注意する。
⑤事前に上流の天候や水位をインターネットなど
で確認する。
※上流で雨が降った場合、下流で急激に水位が上
昇し、中洲に取り残されることがあります。
⑥警報、サイレンが聞こえたら、急な増水に注意
する。
⑦大雨、洪水警報が発令されるなど避難等の警告
を受けた場合は、必ずその指示に従う。

●子どもの事故防止
①危険な場所へいかないよう、日頃から親子で話
をする。
②川にはさまざまな危険が隠れているため、子ど
もだけで川に入らないようにする。
③海や川で水遊びをさせる場合、子どもから目を
離さないようにする。

④プールにおいても見守りをする。
⑤不意に川や池に落ちたら、大声で近くにいる大
人に知らせるよう日頃から子どもに教えておく。

⑥防護柵、注意看板等が壊れていたら、所有者や
管理者に連絡をし早く修理してもらうようにす
る。

⑦水遊びをする際は浮き輪を持っていく。

●事故が起きたときの措置
①大声を出すなどして、近くにいる人に助けを求
める。

②浮き輪、ロープ、縄、さお竹、衣類、ペットボ
トル、ビニール袋等を使い救助する。

③小舟、ボートで救助する。
④水の中に入り救助する場合は、二重事故に注意
する。

⑤救助した際は、水を吐かせたり、人工呼吸を施
す。

⑥110番、119番に早く知らせる。

　「市役所へ行った時、多くの課で各種手続きをする必要があると聞いて、とても
負担に感じました。」そんな市民のみなさんの声をヒントに少しでも負担軽減でき
ないかと考え、ワンストップ窓口サービスを行っています。
　市民課南側ロビーに「専用窓口カウンター」を設け、出生・死亡等の届出に関す
る手続きや転入転出等の住所異動についての必要な手続きを行うことができるよう
にしています。

「出生・死亡等の手続きや転入転出等の住所異動について
ワンストップ窓口サービスを実施しています」



ザ・朝市オブ犬山　25周年記念
夏休みイベントのご案内
日程 時間 内容 場所

7 月23日㊐ 6：45〜 あまいスイカのサービス
※先着500人 川美屋前

7月30日㊐ 6：45〜 バルーンアート実演配布
（スノードロップ五島氏） 臨江館前

8月 6日㊐ ① 6：45〜
② 7：30〜

大道芸ステージ
（吉本興業「シンポジウムR」） 川美屋前

8月13日㊐ 6：45〜 折り紙ヒコーキ作り体験
（熊崎米夫氏） 川美屋前

8月20日㊐ 6：30〜 毎年恒例わん丸袋50袋限定販売 臨江館前

8月27日㊐ 6：45〜 朝市落語「犬山寄席」（みなとやカ
モメとゆかいな仲間たち） 臨江館前

※雨天時は変更の場合があります。
問合　日比野（℡61-4189）

第62回四市交歓体育大会
【江南・岩倉・小牧・犬山】

　 5月14日㊐に犬山市内の体育
施設を会場とし、第62回四市交
歓体育大会を 7競技12種目で開
催しました。
　五月晴れのもと、犬山市の選
手団は日頃の練習の成果を発揮
し好成績を収めました。

●大会成績
軟式野球　　　第 3位
サッカー　　　ＹＢ　第 3位
　　　　　　　ＯＢ　第 3位
テニス　　　　男子　優　勝
　　　　　　　女子　優　勝
ソフトボール　一般　第 3位
　　　　　　　壮年　準優勝
剣　道　　　　男子　第 3位
　　　　　　　女子　第 4位
バドミントン　男子　第 3位
　　　　　　　女子　優　勝
空手道　　　　優勝

●功労賞
　四市交歓体育大会の
運営及び事業遂行に貢
献された人に授与され
ました。

シニア・レディスゴルフ教室
　 5月22日㊊から25日㊍までの 4日間、犬山ゴルフ協会
主催のシニア・レディスゴルフ教室を犬山カンツリー
倶楽部で開催しました。
　参加者のほとんどがゴルフ経験者で「100を切りたい」「我流を直したい」という
目標を持って教室に参加しました。
　指導者が、ドライバーショット・アプローチショットなどの打ち方のポイントを
具体的にアドバイスし、参加者も自分のスイングを直そうと熱心に取り組んでいま
した。
　ゴルフを健康のために始めて10年という板津真知子さんは「自分で気がつかなかっ
た細かいところをピンポイントで指摘してもらい、とても良くなりました」と満足
そうに語っていました。

バウンドテニス教室
　 5月28日㊐、市武道館でバウンドテニス教室を開催しました。
　参加者は、フォア・バックハンドなど基本を教わると、指導者とラリーが続くよ

うになりました。
　「ゲーム感覚で楽しみながら運動ができます」と今回
参加した渡辺国弘さんは笑顔で語っていました。
　指導者の水口さんは「継続してバウンドテニスを楽し
んでくれるとよいです」と語っていました。

平成29年度体協フォーラム開催
「スポーツで夢をはぐくむ!」「スポーツで健康!」

　 5月27日㊏、犬山国際観光センターフロイデで市民や協会
会員200余名の参加のもと市スポーツ表彰式と体協フォーラム
を開催しました。
　山田市長は「体育協会の活動が市のスポーツ振興に大きく
生かされています。スポーツを通して豊かな人生を送ってく
ださい。」と挨拶され、加藤会長は「世界へ羽ばたく選手を育
てていきたい」と抱負を述べました。
　竹中理事長が、平成28年度の事業報告をし、今後も体育協
会は市のスポーツ振興に精一杯努力していくことを約束しま
した。
平成28年度犬山市体育協会表彰
〈功労賞〉
吉田三喜男（グラウンド・ゴルフ協会）
佐藤文明（軟式野球連盟）
鈴木正（バウンドテニス協会）
一木咲太・菊谷昇吾・与儀勇友・真子陽遥
林花蓮・奥田稀羽・増田雄心・小島慶大（空手道会）
木津ブライト（スポーツ少年団）
〈奨励賞〉
鷲見昭男（軟式野球連盟）
三原三幸（ソフトボール協会）
岩切佳三・吉田建蔵・上西勇司（サッカー協会）
安藤武彦・岩田美和（スポーツ少年団）

空
手

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

テ
ニ
ス

軟式野球連盟
佐藤文明さん

ソフトボール協会
大澤美智代さん 平成28年度犬山市体育協会表彰

結　 果1

第31回犬山市スポーツ
少年団春季サッカー大会

日時　 5月20日㊏
場所　羽黒中央公園
　　　多目的スポーツ広場
部門　 6年生の部
　　　優　勝　犬山東FC・A
　　　準優勝　犬山南SSC
　　　第 3位　犬山東FC・B　GFC
　 　 　 5年生の部
　　　　　優　勝　犬山南SSC
　　　　　準優勝　犬山東FC
　　　　　第 3位　GFC・A　犬西FC
　　

大島博写真展
もういちど見たい！
世界遺産　総集編

　地元羽黒在住で写真好きの大島
博さん。ツアー旅行を重ねて撮り
溜めた30国余の世界遺産めぐりの
写真。「私の世界遺産見て歩る記」
を 3年がかり 9回に分けて展示し
てきました。今回はその総集編で
す。
日時　 7月15日㊏〜 7月30日㊐
　　　 9：00〜17：00（㊊除く）
場所　小弓の庄展示室
内容　定年退職後、夫妻で仲良く

訪ね歩いた世界遺産、およ
びその近郊風景

費用　無料
問合　小弓の庄（℡68-3767）
　　　（㊊除く）
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第61号④

　掲載を希望する人は、所定の
申請書に必要事項を記入し、企
画広報課広報・広聴担当へ。
　 9月 1日号の締め切りは 7月
20日㊍、 9月15日号の締め切り
は 8月 4日㊎。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

歌声ひろば

　日本の歌、童謡、昭和歌謡、懐
かしのフォークソングなどを一緒
に歌いませんか？どなたでも大歓
迎です。 1回500円で参加できま
す。
●福祉会館
日時　 7月18日㊋、28日㊎、
　　　 8月15日㊋、29日㊋
　　　10：00〜11：30
●フロイデ
日時　 7月25日㊋
　　　 8月 3日㊍、17日㊍
　　　10：00〜11：30
●市民健康館　さら・さくら
日時　 7月15日㊏、 7月29日㊏
　　　10：00〜11：30
申込・問合　歌声ひろば同好会
　　　森岡（℡080-1552-1234）

シニアのための
スマートフォン講座

　シニアの人たちにも分かりやす
く講師がスマートフォンの操作方
法を教えます。 1日で完結、じっ
くり体験、確実にマスターできま
す。スマホはお貸しします。
日時　 8月 3日㊍、10日㊍
　　　24日㊍、31日㊍
　　　�いずれも10：00〜15：00
　　　（昼休憩 1時間含）
場所　しみんてい和室
　　　（市民活動支援センター）
　　　犬山字北古券甲98番地 1
　　　（℡61-7710）
対象　どなたでも
受講料　2,000円
　　　（テキスト代含む）

問合　かにぱそこんくらぶ
　　　谷中（℡080-6945-3880）

市民歌謡祭
出演者募集中

日時　10月14日㊏ 9：30〜17：00
会場　南部公民館
出演料　5,000円
　　　（子ども2,500円）
※カラオケ 3コーラス・舞踊など
食事付
定員　先着80人
問合　犬山歌謡文化連盟
　　　紀藤（℡61-3998）

アマチュア
無線特別局

　アマチュア無線特別局（8J2016
Y）を開局し、犬山祭ユネスコ無
形文化遺産登録PRを行っていま
す。現在国内外6,000局と交信し
ています。
期間　10月31日㊋まで
問合　JA2AJJ　杉本
　　　（℡62-2133、Eメールja2a
　　　jj@quartz.ocn.ne.jp）

問合　NPO法人犬山市体育協会事務局（ 9：00〜17：00　℡54-1016　Eメールoffice@inuyama-taikyou.net）



京都大学霊長類研究所創立50周年記念式典
　 6月 1日、名鉄犬山ホテルにおいて京都大学霊長類
研究所の創立50周年記念式典が行われ、200人を超える
国内外の研究者、関係者が集まりました。
　記念講演会では、山

やま

極
ぎわ

壽
じゅ

一
いち

京都大学総長が自らの霊
長類研究をたどりながら「日本の霊長類学は世界を
リードし続けている。サルを知ることは人を知ること
である。」と語りました。

イクボス共同宣言
　 5月23日、市と商工会議所は共同でイクボス宣言を
行い、市長、会長をはじめ、管理職員や役員が宣言書
に署名しました。
　「イクボス」とは「部下の仕事と生活の両立を考え、
応援しながら、組織の業績も結果を出し、自らも仕事
と私生活を楽しむことができる上司（管理職・経営
者）」のことで、官民連携し、働きやすい職場環境にす
る機運を高めていきます。

第14回犬山踊芸祭
　 6月 3、 4日、石作公園をメイン会場に第14回犬山
踊芸祭が開催されました。中部地方を中心に遠くは岡
山県や高知県から95チーム、約3,000人が参加し、揃

そろ

い
の鮮やかな衣装を身にまとい、力強く艶

あで

やかな演舞を
繰り広げました。
　大賞にはkagura（かぐら�名古屋市中区）、準大賞に
夜宵（やよい�名古屋市中区）と半布里（はぶり�岐阜県
富加町）が選ばれました。

「アンサンブルリベルタ磯部邸コンサート」
　 6月17日、城下町の旧商家で尺八、箏、ヴァイオリ
ンという和洋折衷のコンサートが行われました。
　東日本大震災の津波で曲がった鉄パイプを加工して
作った尺八と箏で追悼の曲を披露した後は、打楽器や
ヴァイオリンも加わりにぎやかに全12曲を演奏しまし
た。不思議な音色に聴衆も引き込まれ、熱気あふれる
演奏に聴き入っていました。
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新着本の紹介（一部）

図書室のピーナッツ
竹内真著

　資格を持たない”なん
ちゃって司書”として高校
の図書室で働く詩織。「サ
ンタは実在する？」など、
難問珍問の数々に挑む！双
葉社文芸Webマガジン『カ
ラフル』連載を書籍化。

ストップ！ゲーム依存2
藤川大祐著

　ゲームの遊び方を考える
とともに、ゲームに関連し
たインターネットやスマー
トフォンのこともあわせて
紹介するシリーズ。

芭蕉さん
松尾芭蕉俳句・丸山誠司絵

　芭蕉研究の第一人者・長
谷川櫂が、小学 3年生の国
語教科書にのっているもの
を中心に選びぬいた松尾芭
蕉の全21句を、丸山誠司の
楽しい絵とともに紹介しま
す。

一般書
『現代語訳学問のすすめ』　福沢諭吉
『電卓四兄弟』　樫尾幸雄
『きょうだいの育て方』　小崎恭弘
『接客用語辞典』　尾形圭子
『セガvs.任天堂』　ブレイク・J.ハリス
『機長、事件です！』　秋吉理香子
『芦田川』　今井絵美子
『嫁をやめる日』　垣谷美雨
『血縁』　長岡弘樹
『愛さずにいられない』　北村薫
『赤備えの鬼武者井伊直政』　近衛龍春

児童書（読み物）
【小学校低学年】
『こうえんのおばけずかん』
『オバケとキツネの術くらべ』
『とのさま1ねんせい』

【小学校中・高学年】
『ニュートリノの謎を解いた
　梶田隆章物語』
『パラリンピック大事典』
『はっけよい！雷電』
『ライバル・オン・アイス3』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『イソップどうわ』
『イースターハッピーふっかつの日！』

今月の一冊と市内の文化財
『坂の上の雲』（司馬遼太郎・著、1969年・刊）

　「司馬史観」を織りなしながら描かれた大作。司馬遼太
郎自身の歴史観により、松本清張の「清張史観」に基づ
いた作品と双璧を成す傑作が、数多く生み出された。今回、
この紙面で取り上げるのは、主人公の秋

あき

山
やま

好
よし

古
ふる

・真
さね

之
ゆき

兄
弟でも正岡子規でもなく、郷土犬山に縁深い八

や

代
しろ

六郎で
ある。
　小説では、八代（この時の階級は海軍大佐）が一等巡
洋艦・浅間の艦長として、日露戦争の仁川沖海戦で敵艦
ワリャーグとコレーツを撃破した様子を描いているほか、
八代を「海軍の侠

きょうゆう

雄」と紹介。侠雄と言われた反面で『八
代海軍大将書

しょかんしゅう

翰集』が発刊された
ほど手紙の文章が上

う

手
ま

く、詩文の
ほかロシア語が堪能な文化人で
あった一面も記されている。また、
連合艦隊司令長官・東郷平八郎
が、ロシアの将校ネボガトフと海
戦の終結会見をした際、八代はロ
シア語通訳として小説に登場して
いる。
　「邦

ほう

家
か

の前途は隆盛疑ひなし」

と確信し、坂の上の輝く一
いち

朶
だ

の白い雲を見つけ、のぼっ
て行った八代。まことに小さな国が、開化期を迎えよう
としていた…。
●市内の文化財「八代六郎海軍大将胸像」
　八代六郎は、犬山の藩校「敬道館」出身で1860年、楽
田村に生まれました。後年、海軍大将や海軍大臣などを
歴任。毎年、犬山市民総合大学入学式で配られる資料の
中には、藩校時代に敬道館で学んだ人物の一人として八
代を紹介しています。
　楽田の小西寺には、郷土の英雄・八代を称える立像が
あるほか、大縣神社境内の楽田神社にも八代の胸像があ
ります。この胸像は元々、楽田城址の築山内にありまし
たが、楽田小学校校舎拡張の後に移設されたものです。
風のわたるを仰ぎながら、郷里の本宮山に雲光る様子を、
八代は今日も見つめています。

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

8 月のイベント（場所：図書館本館）
6 日㊐　DVD上映会「夏の庭�The�Friends」� 14：00〜

12日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜

26日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜

　日常の会話で「政治」の話題を取
り上げるのを避けたいと思っている
方は少なくないでしょう。政治に関
しての意見はさまざまだし、どこの
政党を応援するかによってその人の
思想が明らかになることもあるの
で、一般的に「タブー」と思われて
いるようです。しかし、さまざまな
意見があるからこそ、面白く、活発
な議論ができる話題だと私は思って
います。
　基本的に、お互いの意見を尊重す
ることが大事だと信じていますが、
最近、世界では残念な出来事がたく
さんありました。去年の広報で書い
たイギリスのEU離脱もそうですし、
多様性や移民・難民の受け入れに否
定的な大統領が選ばれたこともそう
です。そして世界のいろいろな所で
起きている戦争やテロもとても悲し
いことですね。
　ドイツでは、今年の 9月24日に、

ドイツ連邦共和国の法律を定め、連
邦政府を監督する連邦議会の選挙が
行われます。首相を選ぶのも連邦議
会の役割です。国民に選ばれた連邦
議会議員は基本的に 4年間政党に所
属して活動します。ちなみに、この
選挙の場合、 3か月以上ドイツに在
住していて、ドイツ国籍を持ってい
る満18歳以上の成人に選挙権が与え
られています。
　ドイツ人の私は、日本に住んでい
ても、郵便を通じて連邦議会選挙の
投票ができます。郵便投票の申請が
今月から可能になりました。せっか
く選挙権を持っているので、選挙に
参加するべきだと思っています。世
界には選挙がない国も存在している
ので、当たり前の権利ではありませ
ん。そして、ドイツでよく耳にする
「Jede�Stimme�zählt（たった一票と
いえども重要）」の言葉どおり、ド
イツでは投票しない人は、結果に対
して文句は言えないし、極右的な政
党のサポーターになるのと同じです。
　現在のメルケル首相の難民政策の
批判から、難民受け入れ反対やEUか
らの離脱を公約とする極右政党がド
イツでも支持を伸ばしてきていま
す。現在世界中でテロなどのさまざ
まな問題が起きているので、難民の

問題を心配している人が出て来るこ
とはわからなくもありません。でも、
国民の不安を煽

あお

ったり、社会保障の
制度を壊そうとする政党や国のリー
ダーを選ぶことは、状況が悪くなる
だけだと思います。
　しかし、政治の世界において希望
をもてる出来事もありました。例え
ば、テロ事件で苦しんだフランスの
大統領選挙では、極右のルペン氏に
対してマクロン氏が勝利しました。
今後のドイツの選挙を注視したいと
思います。
　皆さんも、ぜひ自分の国の政治に
興味を持って、どのような政党に投
票するかしっかり考えましょう。世
界中のすべての国で、平和な世界の
実現を目指すリーダーが選ばれるの
は夢のような話かもしれませんが、
私たちが生きているうちに実現でき
ることを願っています。

■休日（昼間）診療
○犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡62-8100
　犬山市五郎丸東1-70（国道41号五郎丸交差点東へ300m）
　受付時間　  8：30〜11：30（診療は 9：00〜）
　　　 　　　13：30〜16：15（診療は14：00〜）

■救急医療の案内
○救急医療情報センター　℡81-1133
　24時間365日体制で、電話で医療機関の案内を行っています。
○救急医療情報システム 　http://www.qq.pref.aichi.jp/
　インターネットで受診可能な医療機関を検索できます。（5か国語対応）
○小児救急電話相談　℡＃8000か、℡052-962-9900
　夜間に医療相談が受けられます。受付／19：00〜翌朝 8：00

■休日（夜間）診療　受付時間　17：00〜20：00

と  き 病・医院名 電　話

7 月16日㊐
樹クリニック� （犬山）
竹内整形外科クリニック�（犬山）

62-3101
61-7311

7 月17日㊗
黒川すこやかクリニック�（犬山）
にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

61-0083
67-6868

7 月23日㊐
いたつ内科クリニック� （楽田）
こばやし耳鼻咽喉科� （犬山）

67-6333
61-3154

7 月30日㊐
宮田医院� （羽黒）
竹内皮膚科クリニック� （犬山）

67-5566
62-7511

上段は内科系、下段は外科系
※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1000647.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。※年間当番表

　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1002705.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

■休日歯科診療　電話受付時間／9：30〜11：30
㊗は12：00まで

と  き 病・医院名 電　話

7 月16日㊐ あまの歯科クリニック�（扶桑） 0587-92-1678

7 月17日㊗ 野田歯科医院� （犬山） 62-7022

7 月23日㊐ 山田歯科医院� （羽黒） 67-9662

7 月30日㊐ わだち歯科クリニック�（扶桑） 0587-93-6777

図書館
だより

図書館まめ知識

「在外選挙」
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ドイツの人気キャラクター「ディー・マウス」

■災害情報はここから
○犬山市安心情報メール
　�登録は空メール送信かQRコード（右上）を読込んで
ください。
　t-inuyama-anshin@sg-m.jp（空メール用送信アドレス）

ぼくも
投票したい
でチュ〜
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　関ヶ原の戦いで勝利をえた徳川

家康は天下人としての地位をゆる

ぎないものとし、慶長 8（1603）

年に将軍に任じられます。しかし

将軍職はすぐに息子の秀忠に譲っ

て、自らは駿府城（静岡市）に移

り大御所として政治・経済に絶大

地面をパンパン叩いて自分の存在
をアピールしたり、マリリンやフ
ジコなどのおばさんにちょっかい
をかけたりしています。たまにや
りすぎてフジコに怒られると、母
親のもとへ走って逃げるという、
まだまだかわいい一面もあります。
　野生チンパンジーは50年ほど生
き、老若男女たくさんの個体がい
る群れで生活しています。そのな
かで、挨拶をしたり、毛づくろい
をしたり、遊んだり、けんかした
りしながらくらしています。チン
パンジーには仲間がかかせません。
幼いチンパンジーは母親にしがみ
つきながら、仲間との交流を間近
に見て学び、成長していきます。
　マモルは当初、母親と父親と 3
個体だけで生活していました。チ
ンパンジーらしく、いろんな仲間
と関わりながら成長できるように、
昨年マリリンが仲間になりました。
マモルにとっては初めて会うおば
さんです。母親はなかなかマリリ

ンとうちとけず、マモルもマリリ
ンと遊ぶようになるまでに時間が
かかりました。今ではどちらも、
マリリンと仲良しです。そして今
年、フジコも仲間になりました。
母親はまだ気をゆるしていないよ
うですが、マモルはフジコと早々
に遊ぶようになりました。マリリ
ンと仲良くなった経験があるから
でしょうか。マモルの成長には目
をみはるばかりです！今年 7月25
日はマモルの 3歳の誕生日。日々
成長していくマモルに、ぜひ会い
にいらしてください。

　2014年に生まれたチンパンジー
のマモル。ちょっと神経質な母親
に大切に育てられ、とってもやん
ちゃになりました。父親をまねて、

な力をふるいました。

　正成は、家康のもとで国政を動

かす年寄衆（のちの老中）の一人

として働きました。その最初は慶

長 7（1602）年、34歳のときです。

こののち家康が没した直後の元和

3（1617）年まで、財政、街道整備、

築城用の材木輸送、大名の相続問

題、キリシタン取締りなどを命ず

る書類に正成が連署したものがた

くさん残されています。鉄砲の調

達も正成の特別な任務の一つでし

た。また大坂の陣のときは物資輸

送・出陣・軍律保持・関所警固な

どを発令する一員であり、後藤又

兵衛を家康方に引き入れようとす

る工作にも加わっています。

　現代でいうと閣僚の立場にあっ

た正成は、駿府城内の三之丸に安

藤直次と並んで屋敷を与えられて

いました（下の写真）。直次も年寄

衆の一人で、紀州藩付家老となる

人物です。黒田長政、相
さが ら

良長
なが

毎
つね

な

どの九州大名は、中央政界への伝
つ

手
て

として正成を頼りにしていまし

た。

　武将正成は、時代をになう政治

家でもあったのです。

犬山城白帝文庫主任学芸員

筧真理子

「チンパンジーの
仲間たち」

正成、
　国政をになう

（公財）日本モンキーセンター

　飼育員　廣澤　麻里

4

成瀬正成
一代記 4

駿府御城之図（部分）
犬山城白帝文庫蔵

マリリン（左）と遊ぶマモル（右）


