
　　城東小学校 3年生の「茶摘み体験」日比野製茶にて
　　城東小学校 3年生の「茶摘み体験」日比野製茶にて
※字体の違い、わかりますか？ 今号から、紙面の「字体」を変えて「太く・見やすく」しました。
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台風シーズン到来！〜風水害に備えよう〜



高めよう　地域の防災力
入鹿地区・土砂災害に強い地域づくり活動
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特集
台風シーズン到来！〜風水害に備えよう〜

台風と大雨にご注意を

　これからの季節は、特に風水害が起きやすい季節となります。台風や集中豪雨による被害は、時として甚大な
影響を及ぼすこともあります。
　また、近年は台風だけでなく、突発的で局地的な大雨が降る「ゲリラ豪雨」にも注意を向けなければなりませ
ん。「ゲリラ豪雨」は不安定な大気の影響で発生した積乱雲が起こす短時間かつ局所的な大雨を指します。突発
性が強く、発生の予測が難しいという特徴があります。

避難情報の種類を確認

　平成28年12月に、避難情報の名称の変更が公表されました。あらためて、避難情報の種類について確認してみ
ましょう。

台風や集中豪雨がくる前に

●家屋の備え
　・壁や塀に亀裂などがないか確認しましょう。
　・雨戸にがたつきがないか点検しましょう。
　・雨どいを掃除しましょう。
　・�プロパンガスのボンベはしっかり固定されて

いるか点検しましょう。
　・�ベランダにあるもので、風で飛ばされてしま

いそうなものを片付けましょう。
　・�屋根にひびや割れ、はがれなどがないか点検

しましょう。
　・�テレビのアンテナなどに緩みやぐらつきがな

いか点検しましょう。

●屋内の備え
　・非常持ち出し品の準備をしておきましょう。
　・�停電に備え、懐中電灯や携帯ラジオの準備を

しておきましょう。
　・�断水に備え飲料水や生活用水を確保しておき

ましょう。
　・�浸水などのおそれのある場所では、食料品、

衣類、寝具などを高い場所へ移動しておきま
しょう。

　・自分の地域の避難所を確認しておきましょう。

避難情報
とるべき行動

変更前 変更後

避難準備情報
避難準備・

高齢者等避難開始

　高齢者、障がい者、乳幼児など避難に時間の要する人とその支援者は
避難を開始しましょう。
　その他の人は避難の準備を整えましょう。

避難勧告 避難勧告
　速やかに避難所へ避難しましょう。外出することでかえって命に危険
が及ぶような状況では、近くの安全な場所への避難や自宅内のより安全
な場所に避難しましょう。

避難指示
避難指示
（緊急）

　まだ避難していない人は、緊急に避難所へ避難しましょう。外出する
ことでかえって命に危険が及ぶような状況では、近くの安全な場所への
避難や自宅内のより安全な場所に緊急に避難しましょう。

避難行動時のポイント

・避難に助けが必要な人が近くにいる場合は、一緒に避難しましょう。
・�避難時は動きやすい服装で行動しましょう。長靴は中に水が入りかえって動きにくくなるため、ひもで締めら
れる運動靴が良いです。

・�冠水した場所を歩く場合は、ふたの脱落したマンホールや側溝、段差など危険が多いため、長い棒を杖がわり
にして、水面下の安全を確認しましょう。

・�歩ける深さは、男性で70㎝、女性が50㎝が限界です。また、流れがある場合はくるぶし以上の水量があると、
流される恐れがあり危険ですので、高所で救助を待ちましょう。

・�お互いに手をつなぐことは行動の自由を奪うことにもつながります。非常用持ち出し袋も背負うなどして、で
きるだけ手を自由にしておきましょう。

犬山市安心情報メールにご登録を

　災害時の緊急情報を市民の皆さんにメールでお知
らせします。ご自分の携帯電話やパソコンのメール
アドレスを登録して利用してください。
　携帯電話で登録するには右記のQRコードを読み取
り、空メールを送信するか、「空メール用アドレス」
を直接入力して空メールを送信してください。
　折り返し登録案内メールが返信されてきますので、
案内に従って登録してください。

　突然の災害に対し地域の防災力を高めるため、 6月11
日、入鹿地区の住民100人が市地域安全課や整備課、愛知
県一宮建設事務所の職員と一緒に、地域の危険箇所や土砂
災害の前兆現象などを学び、土砂災害への正しい知識を得
るとともに具体的な避難経路、避難方法を実際に現場を歩
いて再確認を行いました。
　その後、入鹿地区センターで市から伝達される避難情報
や安心情報メールの説明、避難所に配備してある発電機な
どの資機材の取り扱いについて学び、備蓄食料の試食を行
いました。

　「入鹿地区・土砂災害に強い地域づくり活動」を振り返り、
入鹿区長の宮島和良さんは、「入鹿地区は山の崩落の警戒区
域であり、梅雨や台風による豪雨への警戒が大変です。災害
への迅速な対処には日頃からの訓練の積み重ねが重要で、来
年以降も訓練を行っていきたいと思う」とあいさつしました。
　災害がもたらす被害は、地域の地形や環境により大きく異
なります。「自分たちの命は自分たちで守る。地域の防災力
を高め、災害時にはまずは地域でできることから始めよう」
との趣旨で、市では毎年順番に市内各地区でこのような活動
を実施しています。

災害時の情報を得るには

テレビ　NHKデータ放送（リモコンのｄボタン）
　　　　中部ケーブルネットワーク　12ch
ラジオ　愛知北エフエム　　84.2MHz
避難情報、気象情報、避難所開設案内などを配信し
ます。　　　　　　　　

QRコード

空メール送信用アドレス
t-inuyama-anshin@sg-m.jp

▲市職員によるガス式発電機の説明

▲防災マップを用いた危険箇所説明の様子



問合　地域安全課　防災担当（℡44-0346）
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避難所を見直しました
指定避難所（たてもの）・指定緊急避難場所（ひろば）一覧

　防災施設の整備の状況、地形、地質、その他の状況に応じて、災害の種類ごとに「指定緊急避難場所」を、また、
被災者の滞在先として適切な施設を「指定避難所」として指定することになりました。あらためて近くの指定緊
急避難場所、指定避難所を確認し、災害時には災害の区分に対応したところへ避難してください。
○指定避難所（たてもの）（旧：避難所）
　災害の危険性があり避難した住民等や、災害により家に戻れなくなった住民等が滞在する施設です。
　主に、学校の体育館、公民館等を避難所として指定します。地震災害に対応する避難所は、中長期の避難生活
が必要となるため、防災機能を考慮し、主に小中学校としています。
○指定緊急避難場所（ひろば）（旧：広域避難場所）
　洪水、内水氾濫、土砂崩れ、地震や大規模な火災が発生した時に、周囲の建物などの倒壊から身を守るためや、
延焼による二次災害から身を守るために一時的に避難する場所です。主に、学校の運動場および公園等を指定し
ます。
（注）木曽川犬山緑地は、洪水および内水氾濫時には避難しないてください。

No. 地区 施設名 住所
指定避難所（たてもの） 指定緊急

避難場所
（ひろば）

区　分
風水害 地震

1

犬山

犬山北小学校 大字犬山字北古券 2 ○ ○ ○

2 犬山高等学校 大字犬山字北首塚 2 ○ ○ ○

3 犬山国際観光センター 松本町四丁目21 ○ ○ -

4 福祉会館 大字犬山字北古券 2 ○ ○ -

5 丸山地区学習等供用施設 大字犬山字中ノ宮43- 1 ○ ○ -

6 丸山子ども未来園 大字犬山字辰ヶ池45- 2 ○ - -

7 内田老人憩の家 大字犬山字大門先18 ○ - -

8 石作公園 松本町四丁目89 - - ○

9 内田防災公園 ※供用開始後に指定予定 - - ○

10 犬山南小学校 大字橋爪字末友28 ○ ○ ○

11 村田機械（株）体育館 大字橋爪字中島 2 ○ - -

12 村田機械（株）運動場 大字橋爪字中島 2 - - ○

13 五郎丸子ども未来園 大字五郎丸字上前田 7 ○ - -

14 橋爪子ども未来園 大字橋爪字大浦屋敷37 ○ - -

15 南老人福祉センター 大字橋爪字巾屋敷56- 1 ○ - -

16 五郎丸老人憩の家 五郎丸字新田組67 ○ - -

17 犬山中学校 大字木津字宮前15 ○ ○ ○

18 犬山西小学校 上坂町五丁目 2 ○ ○ ○

19 上野地区学習等供用施設 大字上野字郷1508 ○ ○ -

20 上木子ども未来園 上野新町289 ○ - -

21 上坂公園 上坂町四丁目43 - - ○

22 木曽川犬山緑地 大字木津地先 - - ○（注）

No. 地区 施設名 住所
指定避難所（たてもの） 指定緊急

避難場所
（ひろば）

区　分
風水害 地震

23 今井 今井小学校 大字今井字若宮 8 ○ ○ ○

24

城東

城東中学校 大字塔野地字田口洞39-101 ○ ○ ○

25 城東小学校 大字塔野地字東屋敷 1 ○ ○ ○

26 犬山市民健康館 大字前原字橋爪山15- 2 ○ ○ -

27 塔野地公民館 大字塔野地字西中ノ切26 ○ ○ -

28 善師野公民館 大字善師野字上紅屋19 ○ ○ -

29 東部老人憩の家 大字富岡字株池113- 1 ○ - -

30 城東第 2子ども未来園 大字前原字南中根 1 ○ - -

31 前原老人憩の家 大字前原字横町 1 - 1 ○ - -

32 富岡第一公民館 大字富岡字南洞891- 2 ○ - -

33 栗栖 栗栖小学校 大字栗栖字野口455 ○ ○ ○

34

羽黒

南部中学校 大字羽黒新田字畑田 1 ○ ○ ○

35 羽黒小学校 大字羽黒字前川原67 ○ ○ ○

36 東小学校 羽黒安戸西一丁目 2 ○ ○ ○

37
犬山市体育センター
（勤労青少年ホーム）

大字羽黒新田字上堅筬 1 - 8 ○ ○ -

38 長者町会館 長者町一丁目 1 ○ ○ -

39 羽黒北子ども未来園 大字羽黒字向浦55- 8 ○ - -

40 羽黒南子ども未来園 大字羽黒字寺海道30 ○ - -

41 羽黒児童センター 大字羽黒字貴船浦 5 - 4 ○ - -

42
犬山市体育館
（エナジーサポートアリーナ）

大字羽黒字竹ノ腰17- 2 ○ ○ -

43 するすみふれあい広場 羽黒摺墨22- 1 - - ○

44 羽黒中央公園多目的スポーツ広場 大字羽黒字竹ノ腰17- 2 - - ○

45

楽田

楽田小学校 字城山97 ○ ○ ○

46 楽田ふれあいセンター 字外屋敷59- 1 ○ ○ -

47 南部高齢者活動センター 字郷西299- 4 ○ ○ -

48 青塚古墳史跡公園 字青塚22- 3 ○ ○ -

49 楽田西子ども未来園 字二タ田16 ○ - -

50 楽田東子ども未来園 字番前 5 - 3 ○ - -

51 楽田子ども未来園 字若宮48- 4 ○ - -

52 池野 池野小学校 字杁下51 ○ ○ ○



わんスポ
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〜ニュースポーツで楽しく仲間を
つくろう〜
日時　 9月 1日㊎19：00〜
　　　受付18：30〜
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
内容　チーム対抗でニュースポー

ツ 2種目の得点を競う
　　　①ユニホッケー
　　　②カローリング
※チームは当日に発表します。
対象　市内在住、在勤、在学の小

学生以上
定員　40人
費用　 1人200円（当日集金）
　　　（中学生以下無料）
持物　運動できる服装、体育館

シューズ、タオル
申込　 8月21日㊊までに参加申込

書を文化スポーツ課に提出
（Fax44-0372、Eメール0703

　　　00＠city.inuyama.lg.jp、
　　　電話不可）
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

木曽川うかい
市民夫婦鵜飼

　郷土の歴史や伝統に「触れる・
見る」機会として、夜鵜飼を体験
してみませんか。
日時　 9月11日㊊、13日㊌、15日

㊎17：15集合、19：45下船
場所　木曽川うかい乗船場
　　　（木曽川観光株式会社）
費用　 1人3,000円
食事　鵜飼弁当「夕楽」（お茶付）
対象　市内在住の夫婦（ 2人 1組）

1世帯につき 1組
定員　各回 9組18人
持物　タオル、防寒着
申込・問合　 8月14日㊊までに指

定の申込書に記入または
メールフォーム（電子申

犬山桃太郎
あゆまつり

日時　 8月 5日㊏10：00〜16：00
場所　桃太郎公園栗栖園地内
内容　鮎のつかみ取り、栗栖の野

菜・犬山の桃即売、鬼泣か
せのゲーム、金魚すくいな
ど

問合　桃太郎発展会（℡61-8195）

IGG英語講演会
わかりやすい英語で
楽しみませんか

　広報犬山“ジャッキーのつれづ
れ日記”の執筆者である、犬山国
際交流員ジャクリーン・シュピー
ザさんによる英語講演会「私が生
まれ育ったドイツ」を開催します。
　ジャッキーさんが生まれ育った
ドイツについて、やさしい英語と
映像でお話しします。講演会の後
には、お茶やお菓子を味わいなが
ら参加者の皆さんで講師と会話を
楽しみましょう。
日時　 8月27日㊐14：00〜16：30
　　　（開場13：30）
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ 2階多目的研修室
定員　先着50人
費用　500円
　　　（お茶・お菓子代含む）
申込・問合　 8月 7日㊊〜15日㊋

に犬山国際交流協会事務局
（℡61-1000　Fax63-0156　
Eメールiia＠grace.ocn.
ne.jp）へ

※㊏㊐㊗第 2㊊を除く 9：00〜
17：00

催 し
請・届出システムwww.
shinsei.e-aichi.jp/city-
inuyama-aichi-u）で観光
交流課（℡44-0342）へ

※申込書は観光交流課と各出張所
にあります。
※悪天候や木曽川増水による中止
時は、当日連絡。（順延なし）
※応募多数の場合、抽選（結果通
知予定日 8月21日㊊）。

「災害歴史遺産」体験
ワークショップ

　犬山市域に残る災害関係の「伝
承・物語」から、地域の特徴的な
地形と集落の関係やその歴史遺産
など、物語に隠された防災・教訓
などの本質について学ぶワーク
ショップを開催します。
語り部の集い
第 1回�「田中天神の森と犬山街の

はじまり」
日時　 9月 2日㊏10：00〜
語り　広瀬まり
解説　赤塚次郎
会場　木之下城伝承館堀部邸
定員　35人
伝えられた災害歴史遺産を歩く
第 1回�「入鹿池周辺の文化遺産を

めぐる」
日時　 9月10日㊐ 9：00〜
　　　雨天時は9月18日㊗
集合　入鹿用水土地改良区駐車場
定員　25人
両日共通
費用　無料
主催　犬山市文化遺産活用実行委

員会
申込　青塚古墳ガイダンス施設

（℡68-2272）㊊休館（㊗
の場合は翌平日）定員に達
し次第締め切ります。

※当事業は平成29年度文化庁文化
遺産総合活用推進事業を活用して
実施しています。

平成30年度採用　市職員の募集

　市では、来年 4月 1日採用の職員採用試験を行います。
　『犬山市の明日のため、市民とともに、情熱を持ってチャレンジできる職員』

　市では、市民とともにまちづくりを積極的に進めるために、職員自ら「犬山市内に居住すること」を推奨し
ます。この考えに共感し、意欲とやる気にあふれる人の応募をお待ちしています。

　採用予定の職種や人員などは次のとおりです。

1 .職種・募集人数・受験資格等
【大学卒・短大卒】

募集職種 募集人数 資格要件
学　歴 年　　　齢 資格等

行政職（建築） 1人 大学卒� ＊ 1 ＊ 3 昭和58年 4 月 2 日以降の出生者 ＊ 2

【高校卒】

募集職種 募集人数 資格要件
学　歴 年　　　齢 資格等

消防職 1人 高校卒� ＊ 4 平成 6年 4月 2日以降の出生者 ＊ 5

＊ 1　大学を卒業、または平成30年 3 月までに卒業見込みの人
＊ 2　採用時に普通自動車運転免許を取得している人
＊ 3　採用時に建築に関する学科を専攻・履修した人
＊ 4　高校を卒業または平成30年 3 月までに卒業見込みの人、または高校卒業程度の学力がある人
　　　�※ただし、学校教育法に規定する大学、短期大学を卒業、または平成30年 3 月までに卒業見込みの人は受

験できません。
＊ 5　身体強健な人で次の基準をいずれも満たしている人
　　　・視　力：矯正視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上あること
　　　・色　覚：赤・青・黄色の識別ができること
　　　・聴　力：正常であること
　　　・その他：本市様式による健康診断書において就業に支障となる異常所見がないこと

2 .第 1 次試験日・会場
　平成29年 9 月17日㊐　　　　　　会場：犬山市役所

3 .申込手続
　申込方法　�犬山市職員採用試験受験申込書、受験票（総務課で配布、市ホームページにも掲載）を持参または

郵送
　　　　　　※貼付の写真 2枚は縦 4㎝×横 3㎝とし、最近 3か月以内に撮影したものとする。
　受付期間　 8月 1日㊋から 8月18日㊎ 8：30〜17：00（㊏㊐㊗は除く）
　　　　　　※郵送の場合は受付期間最終日の前日の消印までを有効
　提出先　経営部総務課職員担当（℡44-0302）

4 .その他　不正合格を働きかけるといった口利きなど紹介行為があった場合は、即不合格となります。
　　　　　　また、受験要件に必要な資格、免許が取得できないときは、合格を取り消します。

　平成30年度職員採用に関する内容や申込書等の詳細については、市ホームページ（「市政情報」の職員採用欄）
に掲載している募集要項をみてください。（犬山市役所総務課でも募集要項を配布しています。）

募 集
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募 集

臨時的任用職員募集

職種　保健師
勤務場所　犬山市民健康館
　　　（前原字橋爪山15番地 2）
業務内容　成人健康づくり業務
　　　�（健康教育、健康相談、訪

問等）
応募資格　保健師免許取得者、普

通自動車免許取得者、パソ
コン操作経験者

勤務日数　月21日勤務㊊〜㊎
勤務時間　 8：30〜17：15
　　　　�（うち休憩60分）
休日　㊏㊐㊗と年末年始（12月29

日〜 1月 3日）
賃金日給　11,360円
　　　�（通勤距離 2 ㎞以上は距離

に応じて通勤手当支給）
雇用期間　 9月18日〜平成30年 3

月31日
募集人数　 1人
社会保険　加入
雇用保険　加入
申込　 8月 1日㊋〜 8月10日㊍に

市所定の履歴書 1通（写真
貼付）を総務課職員担当（℡
44-0302）へ

※市所定の履歴書は、市ホーム
ページよりダウンロードもしく
は、総務課で配布します。
※郵送の場合は、 8月10日㊍（必
着）、必ず返信先住所氏名を記入
した返信用封筒（82円切手貼付）
を同封。
※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。
選考方法　書類選考の上、面接
　　　�（選考日は 8月22日㊋午前

に予定）
問合　総務課（℡44-0302）

犬山市訪問看護
ステーション
看護師募集

職種　正看護師
勤務場所　犬山市訪問看護ステー

ション（五郎丸東 1 -70）
業務内容　訪問看護に関する業務
勤務日　㊊〜㊎
※ただし、勤務日数は相談に応じ
ます。
勤務時間　 8：30〜17：00

※ただし、勤務時間は相談に応じ
ます。
賃金　時給1,500円〜
　　　（試用期間あり）
勤務開始　随時
必要書類　履歴書（市販のもの、

写真貼付）・正看護師免許
証の写し・普通自動車免許
証の写し

問合　犬山市訪問看護ステーショ
ン（℡65-1511　㊏㊐㊗除
く 8：30〜17：00）

上級救命講習
参加者募集

　「あなたの大切な人の命を救う
ため、正しい知識と技術を身に付
けましょう」
　一刻を争う救急患者を救うに
は、救急車が到着するまでの間、
その場に居合わせた人による適切
な応急手当が重要です。
日時　 9月 8日㊎ 9：00〜17：30
　　　（昼休憩30分）
場所　市消防本部 3階講堂
　　　（五郎丸字下前田 1）
内容　普通救命講習の内容に加え

て、小児・乳児の心肺蘇生
法、傷病者管理法、外傷の

応急手当、搬送法などの実
技および筆記試験

（計 8時間）
※講習内容は、「市ホームページ
の犬山市の消防・講習会案内・上
級救命講習会の開催について」を
みてください。
対象　市内在住、在学、在勤の人
定員　先着15人
費用　無料
持物・服装　筆記用具、動きやす

い服・靴
※食事は各自で用意してください。
申込・問合　電話で 8月 8日㊋
　　　�9：00〜 8 月31日㊍17：00ま

でに消防署（℡65-0119）へ

休日急病診療所
看護師・医療事務員募集

職　　種 正看護師 医療事務員
勤務場所 犬山市休日急病診療所（五郎丸東 1 -70）

業務内容 診療における看護師業務 受付、レセプトコンピュー
ター入力事務

勤 務 日 ㊐㊗休（年末年始、GW含む）
※ただし、月 2〜 3日程度。勤務日数は相談に応じます。

勤務時間 8：30〜16：30

賃　　金 日給10,800円〜
※試用期間あり

日給7,000円〜
※試用期間あり

勤務開始 随時

必要書類 履歴書（市販のもの、写真貼付）
正看護師免許証の写し（看護師のみ）

問　　合 尾北医師会犬山支部（℡63-0953）
平日 8：30〜17：00

郷土の歴史と文化「犬山学」のご案内

　広く犬山を学ぶ、犬山に学ぶ「犬山学公開講座」。
　犬山の歴史、文化遺産、伝統芸能、遺跡などを地元犬山の講師がわかりやすく紹介します。

日　時 内　容 場　所

10月 7 日㊏
10：00〜11：30

「犬山学」入門　出かけてみよう、もう一度！
講師　丸山和成氏 犬山国際観光センターフロイデ

10月28日㊏
10：00〜11：30

文化史料館別館（からくり展示館）および
城下町でのからくりフィールドワーク
講師　溝口正成氏

文化史料館別館
（からくり展示館）

11月25日㊏
10：00〜11：30

犬山城の巡検
講師　小嶋毅氏 犬山国際観光センターフロイデ

12月17日㊐
9：30〜12：00

東之宮古墳　周辺文化遺産巡り
講師　大塚友恵氏

「犬山遊園駅」東口集合
※小雨決行

1月20日㊏
10：00〜11：30

伝承と文化遺産「本宮山二宮銅鐸の謎」
講師　赤塚次郎氏 犬山国際観光センターフロイデ

費用　無料（※別途、施設入館料が必要）
定員　約40人（先着順）※12月17日のみ30人
申込・問合　各実施日の 3日前17：00までに、愛知文教大学（〒485-8565　小牧市大草5969- 3 ）
　　　入試広報センター（℡78-2211　Eメールkouhou＠abu.ac.jp）へ
※愛知文教大学、2017年秋入学「生涯学習コース」（出願期間 8月 1日㊋〜23日㊌）への入学者は、上記「犬山
学公開講座」も受講できます。詳細は、愛知文教大学入試広報センターへ問い合わせてください。

犬山新成人の集い
2018

●開催の日時と場所が決定！
日時　平成30年1月7日㊐
　　　11：00〜14：00
　　　受付10：00予定
場所　名鉄犬山ホテル
対象　平成9年4月2日〜10年4月1

日までに生まれた人。市外
の人も参加できます。

募集　�犬山新成人の集い2018実行
委員

　アイデア豊富な人、トークの得
意な人、PCに堪能な人、イラス
トが得意な人、場を和ませること
がうまい人、企画大好き、力仕事
ならお任せ…そんな新成人を募集
しています。みんなの力ですばら
しい「新成人の集い」を創りあげ
ましょう。興味のある人は文化ス
ポーツ課に連絡してください。
※犬山市に住民登録のある対象者
には、 8月上旬に案内ハガキを送
付します。市外に住んでいる人も
参加できますので、住所氏名など

を下記に連絡してください。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）
　　　Twitter検索
　　　＠_inuyama2018
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募 集

南部公民館「夏の1DAY講座」参加者募集

受講料　 1講座500円（当日集金、材料代別）
申込・問合　南部公民館講座担当（℡68-0834）　※電話申し込み可
申込開始　 8月 4日㊎ 9：00〜17：00　※毎週㊊は休館
※申し込み後のキャンセルの場合、材料代を負担していただくことがあります。
募集講座

講座名 日時・場所・講師・定員・材料代など

暮らしの中のお茶講座
（日本茶）
〜冷茶のおいしい淹

い

れ方〜

8月22日㊋10：00〜12：00・会議室 1・小川裕子氏・先着16人・500円
内容　�玉露の水出し、焙

ほ う

じ茶の水出し、煎茶のオンザロックの 3種類のおいし
い淹

い

れ方を学び季節の和菓子と一緒に楽しみます。
持物　布巾、筆記用具

どんな植物にもあう！
魔法の鉢作り

8月26日㊏ 9：30〜12：00・講義室・北原睦雄氏・先着15人・1,000円
内容　焼窯不用、新聞紙とセメントで作る岩の雰囲気の鉢です。
持物　�新聞紙 8枚（ 1日分）、ゴム手袋、汚れても良い服装、ビニール風呂敷、

筆記用具

子どもパン教室
動物パンを作ろう！

8月29日㊋10：00〜13：00・料理実習室・寺沢有規氏・先着18人・1,500円
対象　小学 1年生〜中学 3年生の子ども
持物　エプロン、マスク、三角巾、タオル 3枚、筆記用具

夏バテ解消！！
夏野菜いっぱいの簡単料理

8月31日㊍ 9：30〜13：00・料理実習室・田中貴久枝氏・先着16人・700円
内容　ラタトゥイユのドライカレーの他 2種類＆寒天スイーツ作りです。
持物　エプロン、布巾、手拭き、筆記用具

生 活

国民健康保険証を
更新

新保険証は 8月下旬に送付
　国保加入世帯には、 8月下旬に
新しい保険証を簡易書留郵便で送
付します。白い横長の窓あき封筒
を開封すると、中に保険証が貼り
付いている厚紙がありますので、
保険証を切取線よりはがして使用
してください。
　また、国保税が未納の世帯には、
市役所で保険証や資格証明書を交
付する場合があります。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。
　新しい保険証は全ての加入世帯
に交付しますが、郵便局に転送届
けを出している人には届きませ
ん。 8月末までに届かない場合
は、問い合わせてください。
　なお、裏面には臓器提供に関す
る意思表示欄が印刷されていま
す。記入は任意で、義務付けられ
ているものではありません。臓器
提供の意思を他人に知られたくな
い人は、個人情報保護シールを利
用してください。
※　ビニールカバー・個人情報保
護シールは、市役所、出張所で無
料配布していますので、利用して
ください。

多重債務で
お困りの人へ

　弁護士による多重債務者相談を
実施します。相談内容の秘密は厳
守します。一人で悩まず、お気軽
に相談してください。消費者金融
などの貸金業者から過払い金を回
収して国民健康保険税などの滞納
分に充て、多重債務の解消ができ
る場合があります。
日時　 8月25日㊎ 9：00〜12：00
　　　　　　　　13：00〜16：00
場所　市役所 4階402会議室
内容　�借金の整理、破産や再生に

関する質問等、借金に関す
ること

相談時間　30分程度
申込・�問合　事前に保険年金課国

民健康保険担当（℡44-
0327）へ

国保だより

犬山市職員による「生涯学習まちづくり出前講座」

分野／No 講������座�����名 講���座��内��容 講座の対象者 担当課

市
政

1 君が「まち」のデザイナー☆！
〜自分が住みたい「まち」を考えよう〜

「こういうまちに住みたいなあ」という事をみんなで話し合ってみま
せんか。市がつくる「総合計画」についても紹介します。（市長が参加
する場合もあります）

小学生・中学生 企画広報課

2 税金について考えよう！
暮らしの中で多くの関わりがある税金には、どんなものがあるのか、
どんな使われ方をしているのか、など税金の仕組みについてわかり
やすく説明します。

小学生 税務課

3 わん丸君と学ぶ！わくわく納税講座！ 暮らしに密接な税金について、市税の種類や納期限、便利な納付方法
（口座振替、コンビニ納付）などをわかりやすく説明します。 成人 収納課

4 選挙出前講座 選挙はどんなふうに行われているのか。投開票の模擬実演やクイズ
を通して、選挙について楽しく説明します。 小学生・中学生 総務課

5 犬山市議会のあらまし
〜議会ってなにするところ?〜

議会ってなに?�議員ってどんな仕事をしているの?�市議会や議員の
役割について、わかりやすく説明します。 対象を特定しない 議事課

6 犬山市のお財布事情（財政状況）について 財政の仕組みや犬山市の財政状況についてわかりやすく説明します。 対象を特定しない 経営改善課

7 地方公共団体における監査の役割について 監査委員制度の概要や監査の重要性、年間を通して行われる各種監
査等について説明します。 成人 監査事務局

福
祉

8 日本赤十字社の活動を知ろう！ 日本赤十字社の活動内容についての紹介や、いざという時に役立つ
救急法や幼児安全法など実技を中心とした講習をします。 対象を特定しない 福祉課

9 介護保険制度について 介護サービスの利用手順、利用方法、介護サービスの種類、費用、介護
保険料など、介護保険制度についての説明をします。 対象を特定しない

長寿社会課
10 認知症サポーター養成講座 認知症になっても安心して暮らせる地域をつくるための「認知症サ

ポーター」養成講座です。 対象を特定しない

11 国民年金制度について
国民年金制度の基本的な説明をします。 ①乳幼児（親子）、

学生（小・中・高）

保険年金課国民年金の各種届出、保険料、給付についての説明をします。 ②高校生、成人、高
齢者

12 医療保険制度について
医療保険制度として、健康保険（国民健康保険・後期高齢者医療制
度）のしくみや医療費助成（子ども・障害者・母子父子家庭・精神・後
期高齢者福祉等）のしくみについて概略を説明します。

対象を特定しない

健
康 13 元気なうちから健康ライフ 健康づくりに役立つ情報が満載の講座です。保健師等の講義を受け

て、自分に合った健康法を見つけ、健康ライフをはじめましょう。
乳幼児（親子）、成

人、高齢者 健康推進課

教
育

14 初心者のための情報セキュリティ講座 パソコンやスマートフォンなどの利用者を対象に、インターネット
を利用する際の基本的なセキュリティ対策についてお話しします。 対象を特定しない 情報管理課

15 職業説明(消防職員) 学生対象の職業説明会や就職に関する講義を希望する方を対象に、
「消防」という職業について説明します。 対象を特定しない 消防総務課

16 子育て、応援します�!� 子育て応援の事業や子育て中の方が利用できる、市が行っている子
育て事業を紹介します。 乳幼児（親子）

子ども未来課
17 子育て講座 子どものことや子育てのことを一緒に話しましょう。子どもの発達や特

徴、子育てのヒントやアドバイスなど乳幼児子育てについての講座です。 乳幼児（親子）

18 おいしい学校給食
学校給食を食べながら、給食の歴史や市の給食の方針など、楽しくお
いしく勉強します。（注）給食費をご負担いただきます。会場は担当課
で準備します。前年度受講した団体はご遠慮ください。

対象を特定しない 学校教育課

19 はじめよう生涯学習！
文化スポーツ課で開催している生涯学習講座やｲﾍﾞﾝﾄを紹介します。
また社会教育指導員による工作（手作りおもちゃ等）も体験していた
だけます。(注)工作費にかかる実費をご負担いただきます。

対象を特定しない 文化スポーツ課

20 お話の部屋 図書館「お話の部屋」で図書館職員による絵本の読み聞かせを行いま
す。（注）実施場所は図書館となります。 乳幼児（親子） 文化スポーツ課

（図書館）
21 文化財基礎講座 市内に点在する文化財を身近に感じてもらえるよう、紹介します。 対象を特定しない 歴史まちづくり課

観
光 22 犬山の観光について 市内の観光施設の紹介や、観光客誘客のために取り組んでいること

などをお話しします。 対象を特定しない 観光交流課

生
活
・
環
境

23 我が家の耐震対策講座 地震の恐ろしさを改めて知っていただくとともに、住宅の耐震対策
や誰にでもできる木造住宅耐震診断について紹介します。����������������������������� 小学生、成人 都市計画課

24 土砂災害から身を守るために
土砂災害がどんな災害であるかを知っていただくとともに、砂防ダ
ムなどの施設整備のほか、土砂災害防止法や土砂災害警戒情報、土砂
災害から身を守るために必要なポイント等を説明します。

小学生・中学生・
高校生・町内会単

位
整備課

25 小学校5.6年生〜中学生限定�!!
〜�土地の測量ってなんだろう�!�〜

土地家屋調査士の先生の話を交えながら、測量の歴史や、実際に測量の
道具を使う体験を通して、土地の測量について学ぶプログラムです。

小学校5.6年生、
中学生 土木管理課

26 賢い消費者になろう�! 悪質商法や契約のトラブルなどの事例を紹介し、被害を未然に防ぐ
お手伝いをします。 高齢者 産業課

27 ごみの減量、分別についての出前講座 ごみの減量やリサイクルについての知識を深めてもらうため、ごみ、
資源物の分別方法や行政の取り組みについて紹介します。 対象を特定しない 環境課

28 環境紙芝居「川を汚したのはだあれ?」 紙芝居等を使って、水質保全についてわかりやすくお話しします。������������������������������ 小学生 環境課

29 災害から身を守るには 災害から身を守るために、我が家でできること、地域でできることを
紹介します。 対象を特定しない 地域安全課

30 楽しく学ぼう�!�下水道 下水道の役割や仕組みについて学び、下水道の大切さを知っていた
だく講座です。������������������������������ 小学生 下水道課

31 犬山市の水道について 市の水道のあゆみやしくみ、安心な水ができるまでを知っていただ
く講座です。 小学生 水道課

32 人権啓発講座 人権について、資料やビデオの上映等でわかりやすく説明する講座
です。 対象を特定しない 市民課

33 知ろう�!�わかろう�!　
地域に暮らす　あなたのまわりの外国人

多文化共生推進員による母国ブラジルを紹介する講座です。多文化
共生社会について、いっしょに考えてみませんか？ 対象を特定しない 観光交流課

34 立山町ってこんなトコだちゃ！ 人事交流で富山県立山町から派遣されている職員が立山町の概要の他、地
元民ならではの目線でグルメ・特産品・おすすめのスポットを紹介します。 対象を特定しない 企画広報課

※担当業務の都合により、日時などのご希望に添えない場合があります。　※会場は受講者側で用意してください。

　町内会、子ども会、老人クラブ等、10人以上の団体で申し込んでください。開催希望日の 3週間前までに市文化
スポーツ課（℡44-0353）へ連絡してください。ただし、講座は平日10：00〜17：00の間で、 1講座 2時間以内、開催
場所は市内に限ります。
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生 活

3市2町合同開催
就職フェアIN岩倉

　若年者を対象に、就職フェアを
開催します。 3市 2町（犬山市・
江南市・岩倉市・大口町・扶桑
町）の企業による合同企業説明会、
就職支援セミナーや職業適正診
断、就職に関する個人相談など求
職活動中の皆さんの職業生活設計
やキャリア形成を支援します。
日時　 9月 8日㊎11：30〜16：00
場所　岩倉市
　　　総合体育文化センター
内容　①合同企業説明会
　　　13：00〜16：00
　　　②就職支援セミナー
　　　「地元での就活セミナー」
　　　11：30〜12：00
　　　「合同企業説明会の歩き方」

電気柵等設置費への
補助を実施します

　イノシシ等の鳥獣による農作物
被害対策として、農地に設置する
電気柵等の設置者に対して、補助
を実施します。
対象　電気柵、金網柵、防鳥ネッ

ト等（平成29年 1 月〜12月
に設置したもの）

補助額　設置費用の 2分の 1以内
（上限額 5万円）

　　　※先着順ではありません。
必要書類　申請書、位置図、領収

書の写し、設置写真
　　　�※申請書は、市ホームペー

ジよりダウンロードできま
す。

申込　平成30年 1 月10日㊌まで
　　　に産業課（℡44-0341）へ
〈注意〉
　電気柵を設置する際は、安全対
策のために表示板を設置してくだ
さい。また家庭用電源から電気を
供給することは絶対にしないでく
ださい。

水道の漏水チェック
を行いましょう！

　宅地内で漏水は発生していませ
んか？
　給水管は地下や床下に埋められ
ており、漏水を発見することが困
難です。宅内の給水管は個人の管
理となりますので、次の手順で定
期的にチェックをしてみましょう。
〈使用水量のチェック〉
　水道課では、 2か月ごとに水道
メーターの検針を行っています。
「ご使用水量のお知らせ」には、
今回の使用水量のほか前年同期の
使用水量も記されています。通常
よりも使用水量が増えていないか

確認し、増えているときは水道
メーターのチェックをしましょう。
〈水道メーターのチェック〉
　家の蛇口を全部閉めて、水道
メーターのパイロットマーク（銀
色の星形形状の部分）を見てくだ
さい。パイロットマークが回転し
ているときは漏水です。すぐに市
指定水道工事店に修理を依頼して
ください。
　水は大切な資源です。早期に漏
水を発見することは、無駄なエネ
ルギーの消費を減らすことにつな
がります。日頃から定期的な漏水
チェックを心がけましょう。
問合　水道課（℡62-9300）

　　　12：10〜12：40
　　　先着、各回定員50人
　　　③職業適性診断
　　　13：00〜16：00
　　　④個人相談　
　　　13：00〜16：00
　　　定員 9人、相談時間 1人あ
　　　たり50分
※④のみ事前申し込みが必要
対象　大学・短大などの学生を含

む、45歳未満の若年求職者
およびその家族

申込　岩倉市商工農政課
　　　（℡0587-38-5812）
問合　産業課（℡44-0340）

経営者育成犬山塾の
開催について

　犬山商工会議所では、これから
創業を予定（希望）する人のため
に、創業する力を養成する講座を
開催します。
日時　 8月12日㊏14：00〜17：00
　　　 8月26日㊏、 9月 2日㊏、

9日㊏、16日㊏
　　　各日10：00〜17：00
　　　（ 5日間コース）
場所　犬山商工会議所
定員　20人
対象　創業予定（希望）者
費用　10,800円
申込　犬山商工会議所
　　　（℡62-5233）へ

県営名古屋空港から
のお知らせ

　お盆の長期休暇時は、空港の駐
車場が満車になり駐車できない場
合があります。公共交通機関を利
用ください。ご理解、協力をお願
いします。
問合　名古屋空港ビルディング
　　　株式会社（℡29-1600）

生 活

善意ありがとう
ございます

●福祉基金へ
　1,000,000円　匿名

●教育振興事業基金へ
　1,000,000円　匿名
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ごみ・リサイクル
8月分

●エコステーション（資源物の回収拠点）

日　時 8 月13日㊐
9：00〜16：00

8 月20日㊐
9：00〜12：00

8 月27日㊐
9：00〜12：00

場　所
わん丸リサイクル

小屋敷地内
（上坂公園西）

南部公民館
駐車場 市役所西庁舎

回　収
品　目

新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・布類・飲料用紙パック・アル
ミ缶・スチール缶・ペットボトル・プラスチック製容器包装

対　象 市内在住の人

その他 各自で資源容器に投入してください

●わん丸エコステーション（常設）

日　時
平日　 8：30〜12：00　13：00〜15：30
土曜　 8：30〜11：30
※㊐・㊗は休業

場　所 犬山市都市美化センター敷地内

回　収
品　目

エコステーションの回収品目に加えて空きびん（無色・茶
色・その他）、廃食用油（植物性のみ）・小型家電 9品目・パ
ソコン

対　象 市内在住の人

その他 各自で資源容器に投入してください

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日　時 8 月13日㊐13：00〜16：00

場　所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内　容 家具・小物類・古本などの販売

対　象 市内在住の人

その他 一部抽選品あり（抽選は14：30から）

購入品は各自16：00までに搬出してください。

●わん丸リサイクル小屋収益　11,220円
　市環境保全基金へ積み立てさせていただきます。

問合　環境課（℡44-0344）

●地域で行われる資源回収
［小中学校］
5日㊏　犬山中学校PTA
　　　　（℡61-2409）
19日㊏　池野小学校PTA
　　　　（℡67-0544）
　　　　今井小学校PTA
　　　　（℡61-2191）
26日㊏　犬山南小学校PTA
　　　　（℡61-2231）
　　　　南部中学校PTA
　　　　（℡67-0030）
［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内℡61-0667）
毎週㊍　 8：30〜10：00
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（長瀬℡61-0888）
毎週㊋㊍　社会福祉法人
　　　　　まみずの里
　　　　　きりり作業所
　　　　　（℡62-4733）
7 日㊊　大本町町内会
　　　　（東℡62-4113）
27日㊐　上野住宅自治会
　　　　（鷲見℡62-3678）
※団体の都合で日程が変更される
ことがあります。
※日程の変更・回収等については
各団体に確認してください。

パイロットマーク



食品ロスを
削減しましょう

　食品ロスとは、家庭から出る生
ごみのうち次のようなものをいい
ます。
○調理で使いきれずに捨てられた
もの。
○賞味期限や消費期限が切れて捨
てられたもの。
○調理の際に食べられるが余分に
除去してしまったもの。
○調理後食べきれずに捨てられて
しまったもの。
　家庭からでる生ごみのうち約 3
割がこのような形で捨てられてし
まっています。国内で発生してい
る食品ロスは約632万トンになり、
そのうち302万トンは家庭から発
生しています。
　食品ロスを減らすことによりご
みの減量ができるだけでなく、家
計の節約にも役立ちます。
　冷蔵庫の整理を行い賞味期限切
れの無駄をなくす、普段は捨てて
しまっている野菜の茎などの調理
をチャレンジしてみるなど食品を
きちんと使い切ることを意識する
だけで食品ロスを大きく減らすこ
とができます。
　また、家庭用の生ごみ処理機も
食品ロス削減に役立ちます。市で
は生ごみ処理機の購入に対し補助
金制度もありますので活用してく
ださい。
問合　環境課（℡44-0344）

台風等の荒天時
におけるごみ収集
について

　台風の接近などによる暴風時ま
たは暴風が予想される場合には、
収集容器やごみの飛散等による事

故が発生する恐れがあるため、収
集容器を折りたたんだり、重ねた
状態で配布することがあります。
また、状況によっては、収集容器
の配布やごみの収集が中止となる
こともありますので、あらかじめ
ご承知おきくださいますようお願
いします。
　なお、資源物については、町内
の収集日以外にもエコステーショ
ンで出すことができますのでご利
用ください。
問合　環境課（℡44-0344）

し尿汲み取り

　夏季休業します。
（犬山衛生管理組合）
日時　 8月14日㊊〜15日㊋
問合　環境課（℡44-0344）

相 談

高 齢 者

成年後見制度無料
説明会・相談会

　「成年後見制度」は、認知症や
知的障害、精神障害などにより、
判断能力の不十分な人に対して、
家庭裁判所が定めた代理人が、財
産管理や施設入所、介護・障害
サービスの契約締結や解除などを
行い、本人の利益を守る制度です。
制度内容や制度利用に関する説明
会を実施し、お困りの人の個別相
談に応じます。
日時　 8月23日㊌13：00〜16：00
場所　福祉会館 4階401
申込　開催日に直接、会場にきて

ください
問合　一社）コスモス成人後見サ

ポートセンター愛知県支部
事務局

　　　（℡052-908-3022）

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
しん相談センターへ問い合わせて
ください。

●今井いきいきサロン
　引きこもりを防止し、住民の生
きがいづくりを促進するために 4
月から発足しました。
　毎月 2回コーヒーやお茶を飲み
ながら楽しくおしゃべりをした後
に、参加者の意見を取り入れた活
動をしていく予定です。この日は
梱包テープを使って小物入れを作
りました。参加費は100円で、今
井地区の住民なら誰でも参加でき
ます。

　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。
※掲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）

生 活 高 齢 者

8月に満85歳に
なる人へ

　高齢者の外出支援として、タク
シー料金の基本料金相当額を助成
しています。85歳の誕生日の前日
から交付の手続きができます。
対象　満85歳以上の人
　　　�障害者タクシー料金助成の

対象となる人を除く
枚数　最大16枚（月 2枚相当）
持物　印鑑、顔写真（縦 4㎝× 3

㎝） 1枚
場所　長寿社会課
問合　長寿社会課高齢者福祉担当
　　　（℡44-0325）
※今年度は交付を受けた枚数全て
を利用した人に追加交付（ 4枚）
を行います。希望する人は、利用
済の「平成29年度犬山市タクシー
利用券綴」と印鑑を長寿社会課ま
たは各出張所にお持ちください。
利用券綴を持っていない場合は追
加交付はできません。追加交付は
1度のみです。

年金請求の手続き
忘れはありませんか

　 8月 1日から老齢年金を受け取
るのに必要な期間（受給資格期間）
が、「25年」から「10年」に短縮
されました。日本年金機構では、
これまでに対象となる人に黄色の
封筒を送付しています。
　まだ、請求手続きをしていない
人は、ねんきんダイヤルに電話し、
相談日を予約の上、近くの年金事
務所で手続きや相談を行ってくだ
さい。
　また、黄色の封筒が届いていな
い場合でも年金が受給できること
もありますので、該当すると思わ
れる人についても年金事務所に相

談してください。
申込・問合　日本年金機構ねんき

んダイヤル（℡0570-05-11
　　　65）へ

ダイヤモンド婚祝・
金婚祝
記念品贈呈・講演会

●結婚60周年ダイヤモンド婚祝
　昭和32年中に入籍し、現在市内
に在住している夫婦（昭和31年以
前に入籍した夫婦で過去にダイヤ
モンド婚記念品を受け取っていな
い人も対象）
●結婚50周年金婚祝
　昭和42年中に入籍し、現在市内
に在住している夫婦（昭和41年以
前に入籍した夫婦で過去に金婚記
念品を受け取っていない人も対象）
申込　 8月25日㊎までに、長寿社

会課または各出張所へ（本
籍が市外の場合は、戸籍謄
本の添付が必要です）

※記念品の贈呈は、9月28日㊍に南
部公民館で開催する「ダイヤモン
ド婚・金婚祝講演会」で行います。
問合　長寿社会課高齢者福祉担当

（℡44-0325）

健 康

健康づくりに健診を
活用しましょう

　市では 6月 1日より各種健診が
始まっています。自身の健康状態
を知るために健診を受けることは
とても大切なことです。
　日本人の死因の 5割以上は、 3
大生活習慣病（がん、心疾患、脳
血管疾患）といわれています。生
活習慣病は早い段階であれば回復
は難しくありませんが、初期の場
合は自覚症状がほとんどないため
対応が遅れがちです。病気の予防、

平成28年度特定健康診査問診票回答
（回答数5,530人）

運動や食生活
などの生活習
慣を改善しよ
うと思います
か

しようと
思う

3,188人
（57.7％）

取り組ん
でいる

781人
（14.1％）

取り組む
意志なし

1,561人
（28.2％）

県データ：国保連合会KDBシステムより

さらなる健康づくりのためには、
健診結果を利用して早めの対策が
大切です。
　市の特定健康診査の問診票の中
に「運動や食生活等の生活習慣を
改善しようと思いますか」という
質問があります。下表のとおり、
全体の 7割以上の人が生活改善に
取り組んでいる、または取り組み
たいと回答しています。健診後の
結果を参考に、生活習慣の見直し
に取り組んでいきましょう。
　市では定期的に健康相談を行っ
ています。身体のため、健康づく
りのために何かしたいけどどうし
たらいいかわからない、今行って
いる健康法が正しいのかわからな
い、さまざまな声に専門スタッフ
（保健師、管理栄養士など）がお
応えし、それぞれにあった方法を
考え、健康づくりを応援します。
ぜひ健診結果を持参の上、利用し
てください。
● 8月の健康相談
日時　 8月 1日㊋、16日㊌
　　　各日13：30〜14：30
場所　市民健康館
費用　無料
申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）

市役所にて健康相談

　市民健康館の保健師・看護師が
市役所に出向いて血圧測定と健康
相談を実施します。
日時　 8月 7日㊊10：00〜11：30
場所　市役所 1階ロビー
定員　なし（予約不要）
費用　無料
問合　市民健康館（℡63-3800）
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各種福祉手当受給の
皆さんへ

　次の福祉関連手当を受給してい
る人は、毎年 1回、現況届などを
提出することになっています。該
当する人には届出用紙を送ります
ので、期間内に必ず届け出をして
ください。届け出をしないと受給
資格があっても、引き続き手当を
受給することができなくなります。
　現況届などに説明書を同封しま
すので、よく読んでください。
　不明な点は、各担当へ問い合わ
せてください。

●�児童扶養手当・愛知県遺児手
当・犬山市遺児手当
提出期間　 8月 1日㊋〜31日㊍
受付時間　平日 8：30〜17：15
※ 8 月 1 日㊋、15日㊋は19：00ま
で窓口を延長し受け付けします。
※27日㊐は 9：00〜12：00まで臨時
開庁し受け付けします。
※必ず受給者本人が来庁してくだ
さい。
※添付書類等、すべての書類がそ
ろっていないと受け付けできませ
ん。
問合　子ども未来課育成担当
　　　（℡44-0323）

●愛知県在宅重度障害者手当
提出期間　 8月 1日㊋〜31日㊍
●�特別障害者手当・障害児福祉手
　当・経過的福祉手当
提出期間　 8月10日㊍
　　　　　〜 9月11日㊊
●特別児童扶養手当
提出期間　 8月14日㊊
　　　　　〜 9月11日㊊
〈共通〉
受付時間　平日 8：30〜17：15
※ 8 月 1 日㊋、15日㊋、 9月 5日

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　 8月 3日㊍13：30〜15：00
医師　たくや整形外科
　　　西川卓也
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）

禁煙相談

　毎月22日は「禁煙の日（スワン
スワンの日）」です。
　禁煙に挑戦してみませんか？禁
煙したい人やその家族を保健師が
応援します。
日時　 8月22日㊋10：30〜11：30
　　　（ 1人20分程度）
場所　市民健康館
内容　呼気一酸化炭素濃度測定

（一酸化炭素はたばこに含
まれる有害物質のひとつで
あり、どのくらい有害物質
を体内に取り込んでいるか
測ることができます）

　　　�血圧測定　喫煙の害や禁煙
外来について

対象　禁煙に興味のある市民（喫
煙者やその家族）

費用　無料
申込　 8月18日㊎までに市民健康

館（℡63-3800）へ（電話可）

健 康 子 育 て
㊋は19：00まで窓口を延長し受け
付けします。
※添付書類等、すべての書類がそ
ろっていないと受け付けできませ
ん。
※各種手当を重複して受ける人
は、 8月14日㊊〜31日㊍にまとめ
て提出してください。
問合　福祉課障害者担当
　　　（℡44-0321）

犬山市遺児手当及び
児童扶養手当の定期
支払いのお知らせ

　犬山市遺児手当（ 4月分〜 7月
分）を 7月31日㊊に振り込みまし
た。また、児童扶養手当（ 4月分
〜 7月分）を 8月10日㊍に振り込
みます。受給者の人は、預貯金通
帳で支払確認をお願いします。
（各手当とも支払通知書は送付し
ていません。）
　なお、確認できない場合は担当
までご連絡ください。
　次回の定期支払いは、犬山市遺
児手当は11月を、児童扶養手当は
12月を予定しています。
※犬山市遺児手当と児童扶養手当
はひとり親家庭等への支援制度で
す。
問合　子ども未来課育成担当
　　　（℡44-0323）

第11回犬山市
心身障害者（児）
運動会

日時　10月7日㊏10：00〜15：00
　　　（予備日10月14日㊏）
場所　犬山木曽川緑地公園運動場
内容　綱引き、マラソンなど
対象　障害をお持ちの子どもと
　　　その保護者
費用　1人500円（保険料、弁当代）
申込・問合　8月25日㊎までに
　　　父母の会　加藤
　　　（℡090-1276-5735）

子育て世代包括支援センター「すくすく❣いぬまる」（保健センター内）

　妊娠から出産、子育てにわたり、切れ目のないサポートをしていきます。
　受付時間　㊊〜㊎　 8：30〜17：00（㊐㊗、年末年始を除く）
　相談専用電話　℡44-0359
　相談専用Eメールアドレス　sukusukuinumaru@city.inuyama.lg.jp
　※メール相談後は、電話または面接で対応しますので、名前や電話番号を忘れずに記載してください。
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8月の子育て支援事業
　各施設で子育て支援事業を実施しています。日程は変更されることがあります。

●児童館・児童センター　問合　羽黒児童センター（℡67-7169）
事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

子育て広場
　「ぽんぽこ」

未就園の乳幼児
（ 0歳から）と保護者

毎週㊊〜㊎10：00〜15：00
㊗は除く

市内 7か所児童館・
児童センター

好きな遊びを
しよう

パパも
　あそぼう

未就園の乳幼児と父親
（家族も大歓迎） 8月の「パパもあそぼう」は、お休みです。

●子育て支援センター　問合　さら・さくら つどいの広場（℡63-3817）
事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

にこにこタイム 未就園の多胎児と保護者
多胎児妊婦

8月 2日㊌
10：30〜11：30

市民健康館
さら・さくら

交流・情報交換

さくらっこ
　ひよこ

6か月〜 1歳未満のお子さ
んと保護者

8月18日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊
び・お話・歯磨き講座

さくらっこ
　あひる

1歳〜 1歳 6か月のお子さ
んと保護者

8月25日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊
び・お話

わくわくっこ
　カンガルー

8月はお休みです。10月19日㊍に合同で行います。
内容「手あそび・英語であそぼう・絵本」

●相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

毎日（㊐・㊊・㊗除く） 9：00〜16：00 さら・さくらつどいの広場
（℡63-3817）

毎日（㊏・㊐・㊗除く） 9：00〜16：00
（来所による相談　10：00〜15：00）

犬山市子育て支援センター
（℡61-7533）
城東第 2子育て支援センター
（℡62-5677）

家庭児童 毎日（㊐・㊗除く） 9：00〜16：00 家庭児童相談室（℡62-4300）

利用者支援 毎日（㊏・㊐・㊗除く） 8：30〜17：00
※子育ての情報を提供し、相談・援助などをおこないます。 子ども未来課（℡44-0324）

発達支援
（要予約）

8月 7日㊊、24日㊍、 3歳児〜中学生
① 9：00〜　②10：30〜　③13：00〜　④14：30〜

子ども未来センター
（℡61-1295）



ファミリー・サポート
・センター講習会
（第2期）参加者募集

　犬山市ファミリー・サポート・
センターは、地域の子育て支援の
輪が広がり安心して子育てができ
るように依頼会員と援助会員が助
け合いながら活動を行っていま
す。子育て中の人に役立つように、
また、日頃の援助活動が安心・安
全に行えるように講習会を開催し
ます。
①子どもの健康
日時　 9月 6日㊌10：00〜11：30
場所　保健センター
講師　歯科衛生士・管理栄養士
②乳幼児の心の発達
日時　 9月14日㊍10：00〜11：30
場所　市民健康館201研修室
講師　子ども未来園園長
③交通事故から子どもを守るため
に
日時　 9月22日㊎10：00〜11：30
場所　市民健康館201研修室
講師　犬山警察署署員
〈①②③共通事項〉
対象　会員と子育て支援に興味
　　　関心のある方
費用　無料
持物　筆記用具
定員　20人
申込・問合　 8月 7日㊊からファ

ミリー・サポート・セン
ター（子ども未来課内）（℡
63-3818）へ

※託児なし。同室内に遊びスペー
スがあります。

母子家庭等
就業支援講習会募集
（県主催）

　市内在住で就業意欲があるひと

子 育 て
り親家庭の母等や寡婦の方を対象
に、就業支援講習会を開催します。
　申し込み要件は、受講を希望す
る講習会の全日出席となります
が、内容により、日時、会場等が
異なりますので、詳しくは下記へ
問い合わせてください。
期間　平成29年10月
　　　〜平成30年 3 月
場所　名古屋・名駅周辺
内容　パソコン講習（中級）
　　　調剤薬局事務講習
　　　経理事務講習
　　　（日商簿記 3級）
　　　介護職員初任者研修（通信）
　　　登録販売者講習
定員　各20人（県内）応募多数抽

選
費用　原則無料、ただし教材費等

の自己負担あり
申込・問合　 8月18日㊎までに申

込書を子ども未来課（℡
44-0323）へ
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曽泉会展示会

日時　 8月 1日㊋〜31日㊍
　　　�9：00〜17：00（初日は正午

から、最終日は15：00まで）
内容　一般の部からペン字作品や

写経作品を展示します。
日時　 9月 1日㊎〜30日㊏
　　　�9：00〜17：00（初日は正午

から、最終日は15：00まで）
内容　一般の部から仮名作品、半

切 1 / 2 〜半切を展示しま
す。

〈共通〉
場所　南部公民館
問合　杉本（℡67-1594）

第九回鈴木しづ子
顕彰会
いのちの俳句大会

日時　10月26日㊍13：30〜
場所　犬山国際観光センター
　　　 2階多目的研修室
内容　表彰式・講演会・懇親会
●俳句募集
応募方�法　規定の用紙（コピー可）

または原稿用紙、 2句 1組
（1,000円、何組でも可）、
未発表のものに限る

応募・�問合　 8月 1日㊋〜 8月31
日㊍（消印有効）までに
〒484-0894羽黒字二日町57
番地　鈴木しづ子顕彰会い
のちの俳句大会事務局　宮
地瑛子（℡67-0325）へ

第46回彫刻村
in犬山2017

〜木の思いを形に〜
　「地域との交流」「地域に根差し
た造形活動」として全国で活躍す
る彫刻家や彫刻を志す学生による
木彫作品の公開制作を行います。
入魂の技や制作過程の作品を披露
します。
期間　 8月 3日㊍〜20日㊐
時間　10：00〜17：00
　　　（最終日は15：00まで）
場所　犬山国際交流村内（継鹿尾）
内容　個人木彫制作（公開）、
　　　彫刻村造形教室
問合　彫刻村村長　石川
　　　（℡090-3457-1095）

犬山地区女性の会
書道作品展

日時　 8月 8日㊋〜21日㊊
　　　 8：30〜17：30
　　　�（初日は10：00から最終日は

16：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
内容　書道の作品展示

問合　玉置（℡61-2509）

楽田の昔話を
聞いてみませんか

日時　 8月19日㊏13：00〜16：00
場所　楽田ふれあいセンタ―
内容　講演「源

げん

敬
けい

公
こう

と木曽街道」
　　　歴史文化部会　冨永久之氏
　　　昔話「新山姥物語」
　　　　　朗読　佐藤いず美
　　　　　　　　杉山保子
講演　「楽田の遺跡について」
　　　学芸員　大塚友恵
問合　楽田ふれあいセンター
　　　事務局（℡69-2722）

子どもたちに伝え・
学ぶ犬山の防災

犬山下本町防災ビルってなぁー
に？
　下本町の「防災ビル」が建てら
れた経緯をご存知ですか？
　歴史のおはなしを聞いて実際に
ビルを探検しながら、防災につい
て考えます。
日時　 8月26日㊏ 9：00〜12：00
場所　メモリアルホール（集合）

および下本町防災ビル周辺
内容　
●第 1部　城下町犬山をまなぶ
①城下町犬山のまちの昔の様子
②下本町の「防災ビル」がつくら
　れたわけ
●第 2部　下本町を探検しよう
①道路から見てみよう
②屋上からみてみよう
●第 3部　防災を考えよう
①災害から自分を守るために
②非常食の試食体験
費用　無料
問合　まちかどボランティアセン

ター犬山
　　　酒井（℡090-8470-2821）

居合道無料教室

　女性や高齢者に最適な武道で
す。初心者も大歓迎です。
日時　 9月 3日㊐15：30〜17：00
場所　市体育館（エナジーサポー

トアリーナ）
内容　居合道実技講習
問合　渡邉（℡090-3930-5323）

不用品バンク
INUYAMAのバザー

　不用品のリユース（再利用）運
動をしています。新品か状態のよ
い衣類（冬物を除く）、タオル類、
洗剤、台所用品、バックなどを預
かり販売します。
日時　不用品受付
　　　 9月 4日㊊、 5日㊋
　　　即売日　 6日㊌
　　　いずれも10：00〜12：00
　　　精算日　 8日㊎
　　　10：00〜15：00
場所　清水屋犬山店 6階
　　　イベントホール
問合　梅田（℡62-5064）
※売上の30％は運営費とします。
※マイバックをお持ちください。

市民合唱団
第19回定期演奏会

日時　 9月10日㊐14：00〜
　　　（13：30開場）
場所　市民文化会館大ホール
入場料　1,000円（全自由席）
内容　①世界で話題の新宗教曲
　　　②合唱曲いろいろ
　　　③�混声合唱組曲「あしたの

灯」
問合　奥田（℡62-5177）
　　　山本（℡61-9019）

移動販売・
買い物代行 9月から
スタートします！

　地産地消の推進や地域の活性化
の取り組みとして、地元商工業者
の協力のもと、移動販売・買い物
代行をスタートします。
場所　長者町周辺、四季の丘・も

えぎヶ丘、前原周辺の地域
募集　軽トラック所持者でお手伝

いいただける人
問合　買い物支援ネットワーク
　　　舟橋（℡090-3557-4106）

世界に平和の鐘の
音を響かせよう

　今年も 8月 6日がやってきま
す。ヒロシマに原爆がおちた日が
やってきます　平和の鐘の音を響
かせる日がやってきます　今年も
寂光院さんの協力で平和と核兵器
廃絶の思いをこめ、鐘つきを行い
ます
　多くの皆さんの参加をお待ちし
ています
日時　 8月 6日㊐ 8：00集合
場所　継鹿尾山寂光院
問合　原水爆禁止犬山市協議会
　　　（犬山市上坂町 4 -199）
　　　民主会館内（℡61-2928）

　 9月15日号の締め切りは 8月
4日㊎、10月 1 日号の締め切り
は 8月21日㊊。

●お詫びと訂正
　広報犬山 7月 1日号24ページ、
犬山のフォト情報の「栄誉に輝
く！犬山市スポーツ表彰」におい
て記事の一部に誤りがありました。
（誤）NPO法人体育協会に所属す
る空手道、トライアスロン、バトン
トワーリング、パワーリフティン
グなどの各分野
（正）空手道、トライアスロン、バト
ントワーリング、パワーリフティ
ングなどの各分野
　また写真は同時に行われた「特
定非営利活動法人犬山市体育協会
体育表彰」で市スポーツ表彰の写
真ではありませんでした。お詫び
して、訂正します。



今後の予定
◆平和祈念黙とう
　戦没者の冥福を祈り、 1分間の黙とうを捧げま
しょう。
［広島への原爆投下時刻］
　日時　 8月 6日㊐　午前 8時15分
［長崎への原爆投下時刻］
　日時　 8月 9日㊌　午前11時 2 分

［終戦記念日］
　日時　 8月15日㊋　正午
　問合　企画広報課　（℡44-0312）
◆市戦没者追悼式
　日時　11月11日㊏　午前10時30分
　場所　犬山国際観光センターフロイデ
　問合　福祉課　（℡44-0320）

「戦後の苦労」
　　　〜破壊は一瞬　築くは永遠〜

講師：時
じ

々
じ

輪
わ

　齊
せい

子
こ

さん（76歳）
　時々輪さんは戦時中から戦後にかけて、長野で
貧しい日々を過ごしました。現在では、自身が感
じた戦争の悲惨さ、恐ろしさを後世に伝えようと、
「すいとんの会」や、創作童話の制作などの平和
活動に積極的に取り組んでいます。
「破壊は一瞬、築くは永遠です。戦争さえなければ、
こんな生活を送ることはなかったと今でも思いま
す。」
「学校でのいじめやシカトは小さな戦争です。絶
対にやってはい
けません。その
ことを子どもた
ちに一番伝えた
いです。」

「小田少年の戦争体験」
〜わたしの戦争体験から平和を考える〜

講師：小
お

田
だ

　昭
しょう

午
ご

さん（87歳）
　小田さんは幼少時代を朝鮮で過ごし、中学2年生
で日本の陸軍幼年学校に入学しました。
　最前線への出動命令の3日後に玉音放送があった
ため出動は免れましたが、朝鮮から日本へ帰国し
た家族のうち、幼い妹が亡くなり、自分が陸軍幼
年学校に入らなければ助けてあげられたかもしれ
ない、と悔しい思いをされたそうです。
　「正しい戦争など絶対にありません。」「国と国と
のもめ事は、戦争ではなく、話し合いで解決する
べきです。自分
の国だけでな
く、相手の国の
ことも考えて、
行動ができるよ
うな大人になっ
てください。」

犬山北小学校　 6年　泉
いず

谷
たに

　貫
かん

次
じ

くん 楽田小学校　 6年　松
まつ

山
やま

　史
ふみ

花
か

さん

　戦後は食べるものが少なく、
草を採ったり、イナゴなどの虫
を食べたりしたという話に驚
き、僕たちは昔の人と比べて、
すごく幸せだと感じました。だ
から、いつも「今」という時間
を大切にしなければいけない、
と強く思いました。

　今日のお話を聞いて、日本が
利益のために大人や子どもを巻
き込んで戦争をしていたことは
よくないことだと思いました。
それに比べて、いまこの国で戦
争をしていないということは、
本当にいいことだな、と思いま
した。

子どもたちの感想 子どもたちの感想

◆戦争と平和パネル展
　犬山市では、平和推進事業の一環として「戦争と平和」
パネル展を開催します。また、「核兵器廃絶国際署名」も
同時に行いますので、みなさんのご協力をお願いします。
［名古屋経済大学図書館］
　期間　 7月21日㊎〜 8月 3日㊍
［市立図書館］
　期間　 8月 5日㊏〜 8月18日㊎
［市役所 1階市民プラザ］
　期間　 8月22日㊋〜 9月 1日㊎
　問合　企画広報課　（℡44-0312）
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平和講話会 〜平和の尊さを語り継ぐ〜
　犬山市は昭和60年に「平和都市宣言」を行い、平和の尊さについての啓発と教育に努めています。その一環と
して、平成24年度から市内小学校で平和講話会を開催し、実際に戦時を生きた方々から子どもたちに直接、戦争
の恐ろしさ、平和の重要さを伝えています。
　今回の広報では、 7月 3日に犬山北小学校で、 5日に楽田小学校で行われた講話会の様子と、子どもたちの感
想をお伝えします。

多彩な人たちが自由に集まる！
みんなのアイデアが  「1つのかたち」  になる！

ワクワクしながら全国配信！

人－「創る・繋がる」　映像－「創る・繋げる」つ な つ な

「犬山市のPR動画」立ち上げプロジェクト始動！！
あなたも参加しませんか？ ※この事業は、市PR動画の作成および

　動画配信コンテンツを構築する事業です。

※活躍します！みんなの力、あなたの活動。
　近年、全国的にシティプロモーション事業の一環として取り組む動画配信。「移住・定住促
進」や「ご当地PR」が盛んですが、今一歩「犬山市の魅力発信」は伸び悩んでいます。
　その行政課題を解決するために、日常ではなかなか出会うことのない年代も仕事も多彩な人た
ちが自由に集まり、互いに刺激し合う中で浮かぶアイデアを「1本の動画」というかたちに創り
上げ、全国配信してみませんか。犬山市とNPOいぬやまe-コミュニティーネットワークとの協働
事業で実施し、ICTを活用した動画作成スキルも身に付きます。

◎募集定員　　10人（市内在住の人）
◎募集期間　　平成29年 8 月 1 日㊋～ 8月16日㊌
◎申込　　　　NPOいぬやまe-コミュニティーネットワーク
　　　　　　　（Eメールアドレス ict_apply@inuyama.net）へ氏名、住所、電話番号（自宅および携帯）、
　　　　　　　年齢を連絡してください。

◎ワークショップ開催予定！
　【第 1回】　日時　 8月19日㊏　13：00～ 16：00
　　　　　　　場所　犬山国際観光センター「フロイデ」 1階　いぬやまICT工房

　【第 2回】　日時　 9月 2日㊏　13：00～ 16：00
　　　　　　　場所　犬山国際観光センター「フロイデ」 1階　いぬやまICT工房

※第 3回以降の開催日時は、参加メンバーで話し合い決定します。
　パソコン等の機材使用上の都合により、開催する日時や曜日は不定期となります。
※事業説明、アイデア出しから動画作成に至るまで、全10回の開催を予定しています。
　開催する場所は実施内容により異なります。（撮影時は現場となります）

【問い合わせ先】NPOいぬやまe-コミュニティーネットワーク　℡62-1888

▲講話会と同時期に平和パネルを展示しました。
（犬山北小学校）



ツヤツヤ光る勾
まが

玉
たま

完成！
　 6月18日、NPO法人古代邇波の里・文化遺産ネット
ワーク主催により、オリジナル勾玉作りが青塚古墳史
跡公園ガイダンス施設で行われました。同会員の渡邉
雅幸さんを講師に10人の参加者がオリジナルの勾玉を
作りました。配られた大理石は渡邉さんの手作業によ
り勾玉の形に加工されており、参加者たちは約 1時間
かけて水に濡らしたサンドペーパーで丁寧に表面を磨
き、ツヤツヤとした光沢ある勾玉を作り上げました。

スポーツ輪なげ楽しむ高齢者
　 6月17日、市体育館で地域住民によるクロリティー
大会が行われ、27チーム166人が参加しました。この活
動は、市社会福祉協議会城東支部が地域のつながりづ
くり、支え合いづくりや地域住民の交流を図るために
企画し、今回で 2回目になります。クロリティーは輪
投げのようなスポーツで子どもから高齢者、障がいの
ある人でも気軽に取り組むことができます。参加者は、
新しい市体育館での開催に「新体育館の中に入ったの
は初めて。クロリティーで来られて良かった。」と顔を
ほころばせました。

女子バレーボール部員インターハイ出場！
　 6月20日、誠信高等学校（扶桑町）の女子バレーボー
ル部が、 5月に行われた愛知県大会の決勝リーグで優
勝し、 7月から始まったインターハイへの初出場を決
めました。犬山市出身の 5人の部員から報告を受けた
山田市長は、「チャレンジ精神でぜひ全国制覇を」と激
励しました。キャプテンの松本穏さんは、「日頃の感謝
の気持ちを忘れずに、できることを最大限やっていき
たい」と意気込みを話してくれました。

8 月 5 日㊏碧南市 2号地多目的グラウンド
で県消防操法大会
　犬山市消防団第 4分団は、県消防操法大会ポンプ車
の部に出場するため、連日、訓練を重ねています。大
会では 6人が一組になり指揮者の号令で20メートルの
ホースを 3本つなぎ、火点と呼ばれる標的に向かって
放水するまでの時間と規律ある動作により、順位を争
うという競技です。
指揮者　齊

さい

木
き

　努
つとむ

　　　　 3番員　岡
おか

　貴
たか

志
し

1 番員　保
ほ

浦
ぼ

　博
ひろ

宣
のり

　　　 4番員　安
あ

達
だち

　芳
よし

郎
ろう

2 番員　小
こ

島
じま

　寛
ひろ

之
ゆき

　　　補助員　河
かわ

見
み

　健
けん

司
じ
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■各種相談コーナー（無料）

28

内　容 日　時 場　所

市 民 毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：00

市役所 1階　市民相談室
下記時間帯は手話通訳が利用できます
㊌㊎ 8：30〜16：00

行 政 8月25日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階　市民相談室

登 記 8月 9日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階　相談室②

不 動 産 取 引 8月15日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②

行 政 書 士 8月23日㊌　13：30〜15：30 市役所 2階　相談室②

弁 護 士 に よ る 法 律
（要予約）

9月 7日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※ 8月 3日㊍13：00から社会福祉協議会で
　予約受付先着 9人（電話受付のみ）

福祉会館相談室（℡62-2508）
　　　　　　　（℡61-2563）

心 配 ご と 8月 3日㊍　13：00〜15：00
8 月17日㊍　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

結 婚 毎週土曜日　毎月第 2水曜日
9：00〜12：00（受付11：30まで） 福祉会館相談室（℡62-6299）

ボ ラ ン テ ィ ア 毎週月曜日（㊗除く）10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡62-6299）

身 体 障 害 者 8月 2日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 8月 7日㊊　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

精 神 保 健 福 祉 士
に よ る 相 談

8月 8日㊋　 9：00〜12：00
　　22日㊋　13：00〜16：00 福祉課相談室（℡44-0321）

くらしの自立サポートセンター
（生活困窮者相談）

毎週月〜金曜日（㊗年末年始は除く）
8：30〜17：15 福祉課相談室（℡44-0320）

発 達 支 援
（要予約）

8月 7日㊊・24日㊍　※ 3歳〜中学生
① 9：00〜 ②10：30〜 ③13：00〜 ④14：30〜 子ども未来センター（℡61-1295）

ポ ル ト ガ ル 語
ス ペ イ ン 語
外 国 人

毎週金曜日　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

英語・中国語・タガログ語
外 国 人 8月 4日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

人 権 8月16日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

青少年の非行・いじめ 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜17：00 市役所 3階　文化スポーツ課　
青少年センター（℡44-0353）

児 童 生 徒 の
不 登 校 相 談 室 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜17：00 福祉会館内適応指導教室「ゆう・ゆう」

（℡63-0502）

家 庭 児 童 毎日（㊐・㊗除く）9：00〜16：00 福祉会館内家庭児童相談室（℡62-4300）

児 童 虐 待 に 関 す る
情 報 提 供

毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：15

子ども未来課（℡44-0322）
※電話（℡61-6288）は24時間対応です

ひ と り 親 自 立 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜16：00 子ども未来課（℡44-0323）

住 宅 相 談（要予約） 予約により決定（㊏・㊐・㊗と年末年始は除く） 相談者宅など（予約により決定）
予約先：都市計画課（電話可℡44-0331）

弁 護 士 に よ る
消 費 生 活 法 律 8月18日㊎　13：00〜16：00 市役所 2階　204会議室

※予約は産業課（℡44-0340）

消 費 生 活 毎週月〜木曜日（㊗除く）
13：00〜17：00（受付16：30まで） 市役所 1階　相談室（℡44-0398）

労 働 8月16日㊌　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②
※予約は産業課（℡44-0340）

内 職 毎週火曜日（㊗除く）10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

年 金
毎週火・金曜日（㊗除く）
9：30〜16：30

（12：00〜13：00休憩、　受付16：00まで）

市役所 2階　相談室①
保険年金課年金担当で受付　※当日先着12人
年金額、加入期間の確認は不可

一宮年金事務所による
年 金 出 張 相 談

9月28日㊍　10：00〜15：00
（12：00〜13：00休憩） 保険年金課年金担当で受付　※当日先着12人

オ ー プ ン 議 長 室
（議会の市政相談）

毎日（㊏・㊐・㊗と議会会期中は除く）
※要予約

市役所 6階議長室
※予約受付は議事課（℡44-0307）

　論語の中に、「君子は義にさと
り、小人は利にさとる」とありま
す。この意味は、立派な人間は、
物事が道理にかなうかどうかをま
ず第一に考え、つまらない人間は、
利益をまず第一に考えると解釈さ
れています。「義」という字は、
「美」と「我」が組み合ってでき
ており、「我を美しくする」とい
う意味が込められているとの説も
あります。
　作家の司馬遼太郎さんは、日本
人の公の意識や倫理観がどこから
きたのかという点について、坂東
武士たちの「名こそ惜しけれ（名
を汚すような恥ずかしいことをす
るな）」という精神が原点にある
と述べています。名を汚すような
恥ずかしいことはしないという美
学を貫くためには、常に己を律す
る強い意志が不可欠であり、それ

は他を大切にする意識にもつなが
ります。
　人はどう行動すれば美しいか、
人はどう行動すれば公益のために
なるか、日本の長い歴史の中で、
「個の美学が公の意識へと進化し
ていった」と、司馬さんは述べて
います。
　私は、こうした日本人独特の美
しい生き方こそ、これからの世界
の安定、平和、秩序を創っていく
上で、重要な価値観になっていく
と確信しています。　
　例えば、大災害が起きた時など
に、略奪をせず、秩序を守る日本
人の姿は、自らの良心や美学に基
づき、自らを律していることを証
明しており、世界を驚かせていま
す。
　しかしその一方で、急速なグ
ローバル化・情報化の進展の中
で、日本人らしい美しい生き方に
ついて、さらに認識を深めていく
ことが必要と感じています。己を
律し、他を大切にし、義を貫く強
い意志は、特に我々政治家や公務
員など、公の仕事に携わる者が、
最も大切にしなければならない価
値観です。公の立場の人間が、自
らの保身や利益のために物事をゆ

がめたり、不都合な事に対して逃
げたり、隠したり、ごまかしたり
するなど、公の意識が劣化してい
くと、世は乱れて平和や安全を脅
かすことにもなりかねません。
　新たな時代に向けて司馬さんは、
「立憲国家は、人々、個々の強い
精神が必要。日本社会は武士道を
土台にして、その義務（公の意識）
を育てたつもりでいたが、日本の
近代史ではそれが不十分であっ
た。今こそそれを持ち直して、豊
かな倫理に仕上げ、世界に対して
日本人の姿勢を、新しいあり方の
基本とすべきである。」と述べて
います。
　戦後の歩みの中で、日本は世界
で最も平和を大事にしてきた国だ
と思いますが、これからの世界平
和に向けて、日本人の美しい生き
方が世界の模範となるよう、平和
先進国家としてのリーダーシップ
が求められます。戦後72年にあ
たり、私も公人の一人として、過
去の歴史や先人たちの努力と向き
合いながら、日本人らしい美しい
生き方をしっかり再認識して、平
和で豊かな社会を築いていくため
に、未来に責任を果たしてまいり
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

8 月 6 日㊐ ハートクリニックさわだ�（犬山）
たくや整形外科� （楽田）

62-5556
69-1800

8 月11日㊗ 犬山駅西病院� （犬山）
松村クリニック� （犬山）

61-2017
61-1488

8 月13日㊐ すみれ内科クリニック� （楽田）
こばやし眼科� （犬山）

68-0025
62-7278

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

8 月 6 日㊐ 四季の丘デンタルクリニック�（城東） 65-1118
8 月11日㊗ 山村歯科クリニック�（犬山） 65-1333
8 月13日㊐ 植月歯科クリニック�（扶桑） 0587-93-8180

■犬山市の人口と世帯（ 7月 1日現在）
人口 　74,458人 （− 251人）
男 　37,065人 （− 168人）
女 　37,393人 （− 　83人）
世帯 30,685世帯 （＋ 338 世帯）

（　 ）は前年同月との比較

戦後72年にあたり思うこと
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中
なか

村
むら

　勇
はや

仁
と

ちゃん
（上野）

平成28年 6 月 2 日生まれ

元気いっぱいな
男の子になってね。

　木
こ

場
ば

　咲
さ

良
ら

ちゃん　
（羽黒）

平成28年 6 月17日生まれ

元気にすくすく
育ってね！！

髙
たか

須
す

　平
たいら

ちゃん
（羽黒）

平成28年 6 月29日生まれ

お兄ちゃんと仲良く
大きくなってね！

大
おお

橋
はし

　朋
とも

恵
え

ちゃん
（稲干場）

平成28年 6 月18日生まれ

元気に大きく
育ってね。

2 年連続！
全国大会へ

　市スポーツ少年団・軟
式野球チーム、木津ブラ
イトが 8月 3日に宮城県で
開催される全国大会に出
場し、全国制覇を目指しま
す！


